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はじめに  

【共同研究者／上山信一研究会について】 

この卒業制作は、上山信一研究会所属の総合政策学部４年花岡秦士(学籍番号：

70630253、mail:s06525th@sfc.keio.ac.jp) 

氏と共同で行った。花岡の卒業制作（PPT 形式）と内容は同一であるため、そち

らと合わせて読むことを推奨する。 

PPT 式 URL : http://web.sfc.keio.ac.jp/̃s06525th/Creative.Sangyo.pdf  

 

*尚、この研究の内容は、「日経ビジネスオンライン」に掲載、連載されること

が決定している。６月掲載予定であるので、そちらもご覧頂きたい。 

 

 また、上山信一研究会で二〇〇七年度秋学期と二〇〇八年度秋学期の１年間

を通して、グループワークにより様々な業界分析をし、クリエイティブ産業の

領域の成功要因を抽出したものが本論文の土台となっている。具体的に調査／

分析し課題発見解決し、場合によっては提言をした業界は、クラッシック音楽、

日本映画、現代アート、漫画、アニメ、舞台芸術、ファッション、芸術写真、

ジャズ、伝統芸能、ゲーム、出版である。それぞれ数字や業界インタビュー（各

チーム約五名程度）、消費者アンケートなどの事実に基づいた分析手法で、経営

コンサルティング型の仮説に基づく問題発見解決のプロセスを経ている。  

 

 今回の卒業論文を執筆するにあたって、主に PPT 形式の資料はクラッシック

音楽／現代アート（芸術写真）／日本映画、各チームの成果マテリアルから引

用させていただいた。尚、それぞれのチームのメンバーには卒業制作のための

引用の許可を得た。また、マンガ産業に関しての資料は今回、独自に作成した

ものであるが総合政策学部３年の牧野鋼一氏の協力を得た。この場を借りて、

共同研究者の花岡秦士氏、上山研究会の後輩である牧野鋼一氏、各チームのメ

ンバーの方々、インタビューにご協力頂いた各業界の方々、そして卒業制作に

多大なるご指導を頂いた上山信一教授に厚く御礼を申し上げる。 

 

二〇〇九年 一月 

吉田 洋基 



序章  クリエイティブ産業論【総論】 

０－ⅰ  研究の経緯／意義 

 

 まず、私が上記タイトルのテーマでの卒業制作をするにあたって、その研究

の意義、目的を述べたいと考える。 

 近年、「クリエイティブクラスの世紀」「クリエイティブシンキング」など「ク

リエイティビティ」という単語が社会的注目を集めて久しい。また、各論的な

ものとしては「コンテンツビジネス」「マンガ産業論」「現代アート入門」など

が書店に所狭し、と並び、どの雑誌でのアートブームと吹聴し世間をにぎわし

ている。また、「ハイコンセプト／ダニエルピンク著」などでは「問題発見解決

能力」の次は「アート的なスキル」が社会に求められ、全く芸術とは無縁なサ

ラリーマンなどにもクリエイティビティがグローバル化／オートメーション化

した成熟社会においては必要だと主張し、そうした能力を養うためにクリエイ

ティブなモノに触れることが重要だとする。実際に「MBA 的な人材」よりも「MFA

的人材」に対する一流企業のニーズは大きく、芸術家を採用する企業も少なく

ない。つまり、クリエイティビティは社会に求められており、その源泉となる

クリエイティブ産業は十分な成長のポテンシャルを持っているのではないか、

と考えられる。 

 しかし、一方ではクリエイティブ産業に従事している人間は「儲からない」

ため、ご飯が食べられない、一部の勝ち組プレーヤーを除けば、国からの補助

金なしではジビネスとして持続不可能であるというのが我々の持つイメージで

ある。 

 

 

 また、文化産業は伸びていないが、他の既存産業におけるデザイン、ブラン

ド（ソフト）というキーワードが重要となっており、競争優位の源泉として大

きなウェートを占める。よって、実は世の中全体がクリエイティブ産業化して

いると考えられる。 

 

 



 さらに、現在のデザインの既存産業への浸透度や重要度を示す指標として、

以下の図表がある。過去数年間でグッドデザイン賞を受賞した回数が多い上位

１０社のうち、株式公開している９社の、９９年からの株価の成長率と同じく

９９年からの日経平均株価を比較した図表である。上記９社は以下図表のよう

な推移を示している。日経平均の成長率を大きく上回っていること、また近年

になるほど時系列を追って差が大きくなっていることは、社会や企業競争優位

におけるデザインの重要性を示しているといえる。 

 

 

デザイン賞受賞回数が特に多かった９社の株価と日経平均の成長率の比較 

 

── 過去五年間のグッドデザインアワードでの受賞回数が６～４回の企業９

社の 99 年からの株価平均成長率 

 ── 日経平均株価の 99 年からの成長率 

 

 

 そして、成熟された社会では文化産業が必要だ、と言われて久しいが日本の

現状はどうか。日本では、話題にはのぼるがカネ／ヒトが動いていない、ビジ
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ネスモデルの確立という観点から議論されていない。また、「感性のせい」とご

まかされてきて、海外（米、英、仏など）と比較し、まだ芸術が産業化まで発

展していないし、国家の支援もない、というのが現状である。 

 しかし、２１Cは日本人による日本人のための「日本文化産業」が必要なので

はないか、そのための課題は芸術／文化のビジネスモデルの確立／産業化なの

ではないか、という問題意識を持った。 

 以上の点から、クリエイティブ産業を経営分析の視点から評価し、現状分析

し問題解決することは社会的意義があり、SFC という環境の中で取り組むべき先

端的な社会課題としてふさわしいといえる。 

 この研究の趣旨としてはそんな「クリエイティブ」な産業とは、何かという

ことを経営的アプローチから比較的明快に解き明かし、社会に求められている

「クリエイティブ産業」が持続可能性を高め、より人間がエンジョイし続ける

ために何が必要かということを解き明かすことである。 

 

 ０－ⅱクリエイティブ産業の定義／研究対象の決定 

 



 

まず、本稿で扱うクリエイティブ産業の定義をしたいと考える。一般的に用

いられるものとしては、英国政府が定義した「個人のクリエイティビティ、ス

キル、能力を源とし、知的財産を生み出してそれを利用することで富と雇用を

創出する産業」がある。その中には、十三のカテゴリーが存在し、１．広告２．

建築３．芸術・アンティーク４．工芸品５．デザイン６．ファッション７．映

画・ビデオ８．レジャーソフト９．音楽 10．演劇 11．出版 12．ソフトウェア・

コンピュータサービス 13．テレビ・ラジオ、と分類される。しかし、我々の中

で広告やテレビ、コンピューターサービスなどはクリエイティブ産業かどうか

など、定義が明確でないと考え、今一度クリエイティブ産業を再定義すること

とした。我々の定義では、「自己表現を端に発して生まれた生活必需品を除く文

化産業」である、とした。つまり顧客満足に起因するもの、生活必需品（日用

品）をデザインしたものなどは今回の定義から除外し、純粋な芸術セグメント

／大衆文化セグメントを扱うものとする（上記図表参照）。また、上記図表の High 

Art とは、芸術的価値を専らにする活動や作品を指す概念であり、定義は「非

大量生産の一定の教養が必要な純粋芸術」で、Popular Art の定義は「大量生

産され一般大衆が広く愛好する大衆芸術」とする。両者の領域は近年互いに浸

透し、曖昧になっていて、芸術学的に厳密な分類をすることは難しい。本稿で

は、Popular Art として確実に大量に売れることを目的にしていない純粋な芸術

を High Art として位置づける。また、結果として大衆に支持されたものは High 

Art として考える。 

 

 

また、クリエイティブ産業が注目されたのは前イギリス首相トニー・ブレア

が政権に就いた一九九七年である。一九九七年トニー・ブレアおよび労働党政

権は当時の国民遺産省を文化・メディア・スポーツ省に改組した。そして今後

イギリスが世界に発信していくべき重要産業としてクリエイティブ産業という

概念が生み出された。この背景には自国製造業の落ち込みとともに、いかにし

て金融業以外の新たな産業を育成し、その産業を競争力のあるものにしていく

かがイギリスの大きな課題であったためである。そしてその後、クリエイティ

ブ産業の定義とともに、この産業がどの程度の規模存在しているのか、またそ

の発展ポテンシャルがどの程度あるかが調査され、現在もイギリス政府による



さまざまなサポートが行われている。また、二〇〇四年においてイギリスのク

リエイティブ産業の粗付加価値生産は約十三兆二千六百億円であり、同国経済

全体の七．三％を占めており、一九九七年から二〇〇四年のイギリス経済全体

の成長率が三％なのに対し、クリエイティブ産業の平均成長率が五％なことか

らクリエイティブ産業が成長産業であることが伺える。同様に、クリエイティ

ブ産業は、雇用創出の面、輸出の面からみてもイギリス経済の一端を担ってお

り、国家が支援するに値するといえる。一方、少子高齢化などの影響により労

働力が減少し、国内需要も縮小していてグローバルな市場で通用するものが求

められている昨今のわが国でのクリエイティブ産業はどうかというと、マンガ

やゲームなどは全世界で輸出されており、我が国においても将来的なポテンシ

ャルを持った重要な産業といえる。実際、日本人の繊細な美意識やものづくり

の精神などの人材の強みはこうした産業に向いていると言われて久しい。しか

しながら、こうしたクリエイティブ産業を支援する国家の動きは非常に鈍く、

世界の流れに追いつけていない現状があり、クリエイティブな人材はよりよい

環境を求めて海外へ流出しているのが現実といえる。 

 

 

また、クリエイティブ産業の成り立ちを歴史的観点から分析すると、第一期

「無味乾燥な既存産業と特権的芸術の時代」、第二期「ルネサンスによる文化の

大衆化時代」、第三期「近代デザインの時代」、第四期「大衆ブランド化時代」

の４つの時代に分類できる。第一期は、一部の王侯貴族や宗教、儀式のみに芸

術が用いられ、その他の無味乾燥な層と芸術が分離していた時代だ。第二期は、

イタリアで諸芸術が繁栄し、その新しいリアリズム、世俗主義、個人主義がこ

ぞって中世の終焉と近代世界の幕開けを告げた「ルネサンスによる文化の大衆

化時代」だ。「ルネサンス」とは一義的には、14 世紀 - 16 世紀にイタリアを中

心に西欧で興った古典古代の文化を復興しようとする歴史的・文化的諸運動で

ある。つまり、下記右上図表の芸術の大衆文化化が起こったといえる。また、

第三期は、１９世紀̶２０世紀にかけての「近代デザインの時代」であり、元々

大量生産／大量消費のためのツールだったデザインがより大きな枠組みで捉え

られ（都市デザインやコミュニケーションデザインなど）、近代デザインでは

商品や企業の差別化の要因として捉えられるようになり、一部の建築や車など

にデザインという芸術性の付加価値が付与されるようになった。つまり、下記



図表左下の芸術の日用化が起こった。第４期は、２０世紀後半̶現在までに起こ

っている「大衆ブランド化時代」（下記図表右下）で、既存産業においてデザ

インが浸透してきており、現在のブランドという概念にまで発展し、日常的な

消費材にまでもデザイン産業の一部となり大衆ブランド化の時代を迎えた。ほ

んの一部の産業（製鉄など）を除けば社会全体がクリエイティブネスの源泉で

ある芸術セグメントから影響を受けており、社会が広義のクリエイティブ産業

化していると考えられる。 

 

 
 

 

 現在、クリエイティブ産業は大変革期を迎えているといえる。我々が定義

した第一象限にあたる芸術セグメントをすべての象限のクリエイティビティの

源泉と捉えると、第一象限および第四象限の作品の再生産性／蓄積の仕組みを

維持し、持続可能にすることが、現代社会において芸術／文化を保護すること

よりも大きな意義を持つ。 

 つまり、この研究の意義は、全ての産業のクリエイティブネスの源泉となる

第一象限、及び第四章限を現状分析・提言することで、他産業へ影響を及ぼし、



生産者／消費者双方の生活をより豊かなものにすることにもある。 

 

 

０－ⅲ  クリエイティブ産業の特徴 

 クリエイティブ産業の特徴としては、大きく分けて、既存産業との異なる点

と一概に一括りとしたクリエイティブ産業内でもコンテンツの特殊性など異な

る点がある。その中でも産業内での異なる点をあらかじめ整理しておき、留意

点とすることで一章からの展開をクリエイティブ産業全体論として進める。 

◯既存産業との違い 

 まず、既存産業と異なる点（クリエイティブ産業独自の特性）は大きく分け

て３つある。まず、個人の才能がコンテンツ（作品）を生み出すことである。

会社の組織や分業体制や工業製品など既存産業の生産方式で機械的に生み出す

ことができない商品である（クリエイターから生まれた後に、複製可能な作品

を工業化し普及することは可能）。つぎに、クリエイター（作者）が創るストー

リーが重要であること。単に、技術力が高ければ良い訳ではなく、ストーリー

性やコンセプトがあってはじめて高い評価を受け価値を持つ。よって、最後に、

鑑賞するという消費の形式を取り、消費材と比較して消耗されないということ。

それどころか、古ければ古いほどビンテージの価値が付き、値段が上がるもの

が多い。 

◯留意点クリエイティブ産業内のコンテンツ特性 

 次に、クリエイティブ産業内での違いについて述べる。コンテンツの生産の

側面と消費の側面にそれぞれ特性がある。まず、生産の側面の特性の説明以前

にクリエイティブ産業の生産者であるクリエイターの定義をする必要がある。

なぜなら、たとえばクラッシク音楽業界でいえば、演奏家はクリエイターなの

かという種類の問題が必ず発生し、定義が曖昧になるからだ。私の定義では具

体的に、一、その芸術分野の仕事だけで生活している、二、才能の発揮の仕方

で人を感動させることができる人、三、市民から Respect と Recognition を得

ている状態、以上三つの条件を満たした人間をクリエイターとする。 

 ではコンテンツ生産の側面からの大きな特性は、複製可能／複製不可能性と



いう特性がある。たとえば、キャンパス（絵画）と CD（音楽）のように媒体ご

とによって複製可能性が異なる。よって、一般的に複製可能性が高いもの（デ

ジタル媒体）は単価が低く、大量生産可能で裾野を広く訴求でき、複製可能が

低いもの（１点ものの絵画など）は単価が高く、鑑賞市場に適している。また、

クリエイターの生涯生み出せる作品数が対して変わらないとすると、工業化で

きる複製可能芸術の総生産性が複製不可能芸術と比較して高いといえる。加え

て、複製可能芸術には「どれだけ複製するか」という問題が発生する。つまり、

コンテンツの希少性と認知性のバランスをいかにとるか、そのときのパレート

最適化する価格設定はいくらかと考える必要がある。つまり、エディションマ

ネジメント（生産番号などで限定性を付け、最適に生産性を制限し、希少性を

高めること）やウィンドウマネジメント（ひとつのコンテンツをいろいろな媒

体で消費者に見せ、付加価値を最大化すること）が重要な要素となる。 

 次に、総合芸術／単独芸術という特性を持つ。一つのコンテンツを形成する

クリエイティビティは一人によるものとは限らないということである。総合芸

術は二人以上で形成するコンテンツで映画や舞台芸術などがあり、単独芸術は

一人で形成するコンテンツで小説、絵画、シンガーソングライター（ソロ音楽）

などがある。 

 また、創作の参入障壁という特性もある。そもそも消費者リテラシーがない

と創作できない、技術が必要、道具を一式購入するなど初期費用が高い、など

の創作の参入障壁が考えられる。 

 

 

 次に、コンテンツ消費の側面からの特性としては、対象ターゲット層の違い

がある。主には対象とする年代／世代／時代だ。たとえば、クラッシク音楽が

全年代に訴求できるのに対し、漫画／アニメなどは訴求できる年代が若年層~

中年層でより狭い。「ドラえもん」を観て育った年代には漫画／アニメは訴求し

やすい。その中では、コンテンツの歴史も重要で戦前生まれか／戦後生まれか

などで対象時代に影響する。加えて、内需／外需という対象ターゲット層の違

いもある。 

 また、消費者がかける時間の長さも重要な特性であり、消費者リテラシー構

築にかける時間と消費にかける時間を足したものが低いものほど消費者は消費

に参入しやすい。現代の社会では、コンテンツの時間獲得競争が起こっている



といえる。 

 コンテンツの所有可能性と場所（どこでも／ここでしか）の特性も忘れては

ならない。たとえば、特定の場所（劇場など）に訪れて鑑賞する型としては演

劇などがあり、好きな時間に鑑賞する型、つまり所有できるものとしては小説

などがあり、両方可能なものに音楽などがある。 

 

０－ⅲ 持続可能なクリエイティブネスビジネスとは 

 上記ではクリエイティブ産業の必要性や特殊性などを中心に言及した。では、

クリエイティブ産業がビジネスとして成立する、消費者が満足し対価を払い、

ヒト（クリエイター）／モノ（コンテンツ）／カネが循環し、業界と生み出さ

れるコンテンツの質が、成長し続ける持続可能なクリエイティブビジネスとは

何か。民間企業の経営分析の視点から考察した。特に、上山信一研究会で二〇

〇七年度秋学期と二〇〇八年度秋学期の１年間を通して、グループワークによ

り様々な業界分析をし、上記説明の第一象限＋第四象限の狭義のクリエイティ

ブ産業の領域の成功要因を抽出した。具体的に調査／分析し課題発見解決し、

場合によっては提言をした業界は、クラッシック音楽、日本映画、現代アート、

漫画、アニメ、舞台芸術、ファッション、写真、ジャズ、伝統芸能、ゲーム、

出版である（ファッションと伝統工芸は今回の定義ではデザインセグメントに

あたり、広義のクリエイティブ産業）。そしてクリエイティブビジネスが持続可

能な業界四つの成功エッセンスを導きだした（下記図表の①~④）。特に、すべ

てのクリエイティブネスの源泉であり、最も従来ビジネスの議論がされてこな

かった芸術セグメント（第一象限）の再生産／蓄積の仕組みを構築することが

重要で、下記図表のような状態が理想的な状態である。各業界においてフレー

ムワークに導かれる課題と、個別ビジネスモデル分析による重点課題は概ね上

記すべての業界で一致したため、このフレームワークの精度は高いものと見な

される。具体的な①~④のフレームワークの解説は第一章にて説明する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１章  クリエイティブ産業の成功要因  

 

 

１－ⅰ フレームワークの紹介 

 ０－ⅲにて言及した。四つのフレームワークの具体的な詳細を説明する。以下

の図表は四つのフレームワークの一覧表で、この一覧表の①~④の順序で説明

をしていく。 

 

 

 まず、①評価システム（Evaluation System）の解説をする。 

 評価システムとは、作品を客観的に評価・格付けするシステムだ。権威ある個

人／組織による権威づけが行われ、作品の文化的／経済的価値を向上させる。

具体的な評価システム構築の条件は、1.各種協会や国、自治体などからのお墨

付きを与える権威付けの機能（たとえば、米 News Week 誌での Art review など）



2.メディアでの機関や個人による評論の機能、3.第三者機関による格付け機能

のレイティング（民間企業での S＆P）、音楽 CD のセールス枚数の順位などの 4.

市場によるランキングがあげられる。レイティングとランキングの違いは順位

付けの仕方で、評論家などによる順位付けがレイティングで、市場による順位

付けがランキングである。 

 これらを満たすことで客観的な評価が形成され、クリエイターにとってのキ

ャリアパスに重要な意味合いを持ち、顧客にとっては作品の選択の意思決定に

大きな影響を与える。そして、業界で効率的にお金が循環し、作品の質も保証、

向上する。よって、産業を持続可能なものにするための重要な要素といえる。 

 

 次に、②リテラシーシステム（Literacy Development System）について解説

する。 

 リテラシーシステムは、消費者のリテラシーを構築することで、作品の潜在

顧客を顕在顧客に移行させる働きを持ち、業界全体のパイを大きくさせる。ま

た、同時により高級な芸術／文化のリテラシーを向上させることで Popular Art

から High Art へと顧客を教育し、ニッチの需要を創出することでロングテール

な産業にする役割、クリエイティブネスの源泉である第一象限にキャッシュを

流動させる役割もある。たとえば、J-POP 音楽からクラッシック音楽へと消費者

リテラシーを構築し、両方の需要を持つ顧客を作ることで第一象限であるクラ

ッシック音楽業界を持続可能なものにする。 

 具体的なリテラシーシステム構築の条件は、消費者が鑑賞／購買し感動する

までのフェーズごとに、タッチポイントが充実していることである。リテラシ

ー構築のフェーズは三段階あり、1.まず作品の価値を認識する「認識」のフェ

ーズ 2.上手／下手が判断できる「評価」のフェーズ 3.好き／嫌いが分かり感情

が動く「感動」のフェーズがある。それぞれごとに、日常生活（家庭など）、初

等教育機関（小／中学校）、高等教育機関（高校／大学）、専門教育機関（専門

学校、芸術大学、カルチャーセンター）、メディア（テレビ、新聞、雑誌など）

などのタッチポイントでリテラシー構築のための取り組の充実度を評価する。

これらは、一つの業界でも作品が High Art ／Popular Art それぞれに必要なも

のである（High のみ、Popular のみの場合もある）。 

 加えて、リテラシー構築の前段階として、業界全体に社会的なバイアスなど

のバリアーがある場合があり、それらを取り除くことがまずは先決な業界もあ



る。たとえば、日本の芸術写真業界は、誰にでも撮ることができ、街に広告媒

体として質の高いものが無料で溢れている写真にお金を払い鑑賞／取引したい

人は少ない。一方、欧米は写真も現代アートの一部で芸術として広く認識され

ており盛んに鑑賞／取引されている。だから、その日本独自のバリアーを取り

除く必要がある。もう一つゲーム業界を例にとると、幼少期に「ゲームをする

ことは悪いこと」と家庭の認識があり、そのバリアーによって消費者リテラシ

ーの第一段階である価値の認識すら出来にくいという現状がある。 

 また、High Art と Popular Art の作品間での顧客の流動性を高めるための取

り組みも必要な要素である。 

 

  

 次に、③クリエイター輩出システム（Creator Development System）につい

て解説する。クリエイター輩出システムとは才能のあるクリエイターを発掘／

教育しコンテンツを再生産する役割を持つ。そのシステムが機能していないと、

新しい才能が世に出て行かず、作品の幅が狭まり、コモディティ化（陳腐化）

する。つまり、クリエイター輩出システムがないと、産業が成長せず、衰退傾

向を辿る。 

 具体的なクリエイター輩出システムの条件は、１.クリエイターが職業として

エントリーするまでの一連の流れ、ジョブエントリーの整備 2.クリエイターの

生産能力（技術）を育成するシステム 3.OFF 市場の整備の大きく分けて三つが

ある。 

 まず、ジョブエントリーの整備は、消費者リテラシーを持っていることが前

提である。その後に生産側に参加する機会できっかけを得て、具体的な憧れ、

目標であるロールモデルの存在、将来進むキャリアパスが整備されているか、

という情報に触れる。その後、まずプロになるために、まず具体的に何をすれ

ばよいか、などの明確な具体的な目標を目指す。たとえば、大学や専門学校入

学やアシスタント採用をまずは目指すなどの目標だ。 

 次に、育成システムの整備として、生産能力（技術）を育成する場が必要で

ある。さまざまな選択の機会とプロへのキャリアパスとなっていることが望ま

しい。芸術大学や専門学校など学校教育だけでなく、「ヤマハ音楽教室」など、

お稽古ごと~プロ育成までやっている民間企業の専門教育機関も存在する。こ

こはリテラシーの育成という二つ目のフレームワークとも連動している。 



 三つ目の OFF 市場の整備として、市場としてメカニズムが働き機能している

かという市場の確立があるかが必要で、その市場がON市場との流動性があるか、

消費者の中にコアなファン（マニア）がいてニッチクリエイターをサポートし

ているかというマニアの存在があるか、が条件である。 

 そもそも、OFF 市場とは、アマチュア市場、インディーズ市場とほぼ同義であ

り、多様な新しいクリエイターを輩出し、ニッチな作品を世に出すことで業界

のロングテールを担保する役割とメジャークリエイターの下積みとして機能し、

クリエイターを育成する機能がある。そして、業界としての作品のコモディテ

ィ化を防ぎ、OFF 市場で勝ち残った洗練されたクリエイターをメジャーデビュー

させることで作品の品質を保証する。具体的な OFF 市場の成功事例は、以下図

表で示す米舞台演劇業界の「ブロードウェイシステム」があげられる。ブロー

ドウェイとは言わずと知れた、NY マンハッタン西側タイムズスクエアを中心に

三八の劇場で行われるパフォーミングアートの頂点である。このブロードウェ

イには、オフブロードウェイと呼ばれる市場が存在し、マンハッタン中にある

約五十の比較的小さな劇場（五百席以下）で行われており、オフブロードウェ

イ単独でオフファンやマニアがいて市場として機能している。また、オフブロ

ードウェイからブロードウェイへのクリエイターの流動があり、その仲介を専

門とするエージェントが多数あるほど盛んだ。それだけでなく、「オフオフブロ

ードウェイ」というものも存在していて NY 中にある約二百の小劇場（ロフト、

協会などを含む）で行われており、入場料は三十ドル以下と安価で裾野が広く

演劇が楽しめる。勿論、オフオフ市場からオフ市場へのクリエイターの流動性

もある。また、評価システムとして ON ブロードウェイにはトニー賞、OFF ブロ

ードウェイには、トビー賞がある。このように、OFF 市場や OFFOFF 市場が整備

されていることで生産者、消費者ともに利益が生まれる仕組みだ。 



 

 最後に、④自律修正システム（Self-Modified System）について解説する。

自律修正システムとは、①~③のシステムが整備された状態（必要条件）から、

産業を露出制御と自立性の獲得により、さらに自律的に持続可能なものにする

役割がある。具体的にはクリエイター本人とコンテンツの「認知性」と「希少

性」のバランスを保ち、露出を制御し、持続可能に再生産し続ける状態へと、

自律的に修正する役割と、産業として影響力の強い他産業に構造的に依存し、

単なるコンテンツ制作のみの他産業の下部組織となり、「自立性」を失わないよ

うにする役割がある。自律修正システムの重要な点は「テレビとの距離の取り

方」である。 

 「認知性」と「希少性」のバランスをとるとは、マスメディアを使うなど「認

知性」を高めることができるが、同時に希少性を失うリスクも伴う場合で、「希

少性」を失わない範囲で「認知性」を最大化することである。具体的なバラン

スの取り方としては、クリエイター本人に関するものとしては、自らのブラン

ディング戦略を行い、メディアへの露出などを意図的にコントロールすること

がある。例えば、絶対にテレビに登場しない主義の音楽家などがこれに当ては

まる。彼らは本当にテレビが嫌いかはさておき、一貫した自己ブランディング



には成功している。コンテンツに関しては、上記序章で紹介したエディション

マネジメントやウィンドウマネジメントを効果的に行うことだ。現代アートの

写真はデジタルのものが多くその気になればいくらでも複製可能なのだが、敢

えて枚数を限定することで作品の価値を保っている（エディションマネジメン

ト）。 

 また、具体的な「自立性」を失わない条件としては、「テレビ」「ネット」と

いったメディアとの業界としての距離の取り方がある（三章にて詳細を言及す

る）。たとえば、二章（各論）でも改めて述べるが、日本映画業界は「テレビ業

界」に強く依存している。「製作委員会方式」というリスクヘッジの手法で、企

画、資金調達、制作、宣伝、二次利用などバリューチェーンのあらゆる側面で

テレビ業界に依存しており、「他律的」な産業であるといえる。このような業界

はテレビ業界に手を引かれても駄目になるし、テレビ業界が衰退しても共倒れ

する、という致命的かつ大きなリスク要因を持っている。 

 

 

１－ⅱ ベストプラクティス 【クラッシック産業】 

 私の研究会での最も優れた産業の仕組み（①~④のフレームワークに照らし

て）があるのはクラッシク音楽産業であると考えた。この節では、クラッシク

音楽産業の現状を紹介し、なぜクラッシク音楽産業が優れているかについて解

説する。 

 



 まず、クラッシック音楽産業には、大きく分けて一、CD 市場、二、コンサー

ト市場、三、趣味・教育市場の三つの市場がある。CD は取引市場、コンサート

は鑑賞市場、趣味教育は PLAY 市場ともいえる。上記図表から、音楽 CD 市場規

模が減少傾向にあるのに対し、クラッシク CD 市場規模は増加傾向にあることが

わかる。また、のだめカンタービレなどのヒットが市場を牽引したこともある

が、音楽がネット配信されて、違法ダウンロードも盛んなことを考えても驚く

べき活況といえる。 

 

次に、コンサート市場も増加傾向にある。また、コンサート全体のクラッシク

音楽に閉める割合は 21.3％の 334 億円（2006 年）で規模としても大きい。 

 

一方、趣味教育市場は、定年層が楽器を始める／潜在性顧客が非常に多い（人

口の約６割が楽器演奏ニーズを持つ）などの明るい要因が多い。 

 



【クラッシク産業フレームワーク分析】 

 次に、なぜクラッシク音楽が強いか、という要因を分析する（成功要因分析）。

①~④のフレームワークの特筆すべき点を詳しく説明し、その後、フレームワ

ークで全体の詳細な状態を診断する。  

 

① Evaluation System 

 評価システムについては、権威づけの役割として、各種の国際コンクールや

権威のあるコンサートホールで講演することがある。また、評論メディアとし

てクラッシック音楽専門誌があり、コンサートの価格や CD の売り上げによる市

場のランキングがある。また、レイティングの役割として、コンクールによる

順位付けがなされるなど、評価システムは各項目において充実しているといえ

る。 

 

② Literacy Development System 



 

 

 次に、なぜクラッシク音楽が強いか、という要因を分析する（成功要因分析）。

①~④のフレームワークの特筆すべき点を詳しく説明し、その後、フレームワ

ークで全体の詳細な状態を診断する。  

 

 最も特筆すべき点としては、リテラシーシステムの歴史的構築にある。まず、

上記左図表のように三段階のフェーズにてクラシック音楽のリテラシーは国民

に構築されている。第一期は、国家によるリテラシー構築フェーズだ。明治時

代の国家による音楽教育の普及がある。そこでは、西洋列強に追いつく、軍歌

として国民に音楽を布教させるという国家の意図もあり、初等教育にてクラッ

シク音楽とそのリテラシーは全国民に広がった。また、日本人のクラッシック

音楽家が生まれ、クラッシック音楽の様式を取り入れた軍歌が作曲された。同

時期にヤマハ製オルガンが全国の学校へ普及した。当時はアメリカ製オルガン

が四十五円だったのに対し、ヤマハ製は三円で安価に販売された。第二期は、



大企業によるリテラシー構築フェーズで、具体的には、昭和三四年（一九五九

年）ヤマハのピアノと音楽教室事業への参入だ。それまではピアノを持つ家庭

は珍しく、高価なイメージが強かったとことに、ヤマハの参入と昭和三十年に

田中希代子がショパン国際ピアノコンクールで、日本人で初めて入賞（十位）

したことも手伝い、幼少期の教養としてピアノの演奏を嗜むというのが国民の

常識的価値観へと発展した。また、学校や音楽教室で、自ら譜面を読み演奏す

ることで評価するリテラシーまでも幼少期から培われるようになった。同時期、

昭和二六年には、TV のブラウン管を通し、N 響の演奏したクラッシク音楽はお

茶の間へと広がった。第三段階のフェーズは、テレビによるリテラシー構築フ

ェーズで、具体的には、テレビドラマでのクラッシック音楽の起用や、「のだめ

カンタービレ」のヒット、小泉元首相や荒川静香（オリンピックスケート選手

で演技のときにクラッシック音楽しよう）などスターを通してクラッシックに

馴染みのない層にも普及した。また、半生や外見などが魅力的な音楽家なども

カリスマとして、テレビを通してクラッシック音楽とともに普及された。 

 

③ Creator Development System 



 

 

  次に、特筆すべき点としては、クリエイターの生活があげられる。上記右

上の図表からも分かるように、以外と実演活動のみで生活が送れている人が多

い。特に、N響の場合、四十代後半で一般団員の年収は一千万円を超える。また、

平均年収は三〇三万円と、ポピュラー音楽家が二四〇万円、現代演劇家が一九

三万円なのに比べて比較的高収入だ。また、クラッシック音楽家は実演活動以

外にも、音楽教室の先生や、実演／練習時間が少ないことからもアルバイトな

どの副業もしやすいため、実際の収入はより高いと思われる。薄給激務な一般

サラリーマンと比較してみても好条件であるといえる。 

 また、すべての項目にて高い達成度を誇る。プロのクリエイターになるため

のキャリアパスが明確であり（ヤマハ音楽コンクールからショパンコンクール

まで明確な段階がある）、クリエイターの再生産の仕組みがしっかりしている。 



 

④ Self-Modified System 

 

 自律修正システムについて特筆すべき点は、上記左図表のように、比較的、



国家の支援（資金的な面、それ以外の面においても）を厚く受けている。他の

クリエイティブ産業と比較しても税金が投入されている割合は極めて大きい。

また、上記右上の図表のように、自立性の観点や上記歴史をみてもテレビから

の影響を強く受けている。しかし、テレビへの依存関係は宣伝機能と二次利用

（チャネルの役割）に大きく集約され、資金や制作では依存していないため、

リスクより恩恵の方を受けている形で、自立性はあるといえる。また、コンサ

ートという生での講演の存在やクラッシック音楽は高尚であるというイメージ

形成によって、希少性は下がりにくい。認知性は初等教育に取り入れられてい

ること、テレビで放送されていることからも非常に高い。 

 

 

 

 



【総合評価】  

①~④のフレームワークに照らしてみると、クラッシック産業のビジネスモデ

ルは健全であるといえる。現状分析をみても業界市場規模は、CD、コンサート、

趣味、教育市場すべてで好調である。そして、テレビの力を使い裾野はかなり

広がっている。また、この産業の最大の成功要因としては、用意周到な国民へ

のリテラシー構築のステップがある。さらに、業界全体として「音楽家は一部

を除けば食えない、貧乏だけど、高尚なことをやっている」というイメージを

社会に対して作り上げているが、今回の現状分析では、1.日本人はクラッシッ

クを理解していない2.クラッシクは給料が低い3.中央政府から補助金を貰って

いないという、３つのよく主張される芸術特殊論はすべてが嘘、もしくは一部

のみを言っている、という結論に達した。逆に、上手くビジネスモデルが確立

されたクリエイティブ産業のケーススタディとなる業界といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章クリエイティブ産業論【各論（事例紹介）】  

 

２̶ⅰ 事例紹介⑴現代アート産業         

【市場分析】 

 

 まず、現代アート産業の定義をすると「いかに新しい概念を呈したもの」と

なり、絵画／版画／彫刻／彫塑／写真／映像／空間など非常に幅広い媒体で表

現される。また、基本的な価格設定の重要な要素として、作品のサイズ、素材、

作品数の三点があげられる。作品は大きいものほど、素材はペインティング、

ドローイング、エディションの順に、作品数は少ないものほど、価格は上がる。

エディションとは、版画や写真など複製可能な媒体をあえて生産番号を付けた

り、サイン付きなどにして、限定商品にすることである。 



 

  

 市場としては、一、プライマリーケット、二、セカンダリーマーケット、三、

鑑賞マーケットと三つの市場があり、国内のプライマリーの市場規模が約一〇

〇〇億円、セカンダリーの市場規模が約一七〇億円とされている。主に、プラ

イマリーマーケットとしては、ギャラリーやアートフェア、WEB 販売などがあり、

セカンダリーマーケットには、オークションがある（WEB も含め）。鑑賞マーケ

ットには、ミュージアムや「横浜トリエンナーレ」などの国際展があげられる。 



 

 プライマリーマーケットの特徴を整理すると、作家の作品が、はじめに流れ

るマーケットであること、つまり偽物が存在しないということ、国や時代によ

りタイプの異なるギャラリー運営の形があること、価格設定が比較的決まって

いることがあげられる。 

 ギャラリーのタイプは国際的に大きく分けて二つある。一つはアメリカ発の

アーティスト型ギャラリーである。クリエイター発掘に重点をおいて、発掘し

たクリエイターを顧客に紹介し販売しているモデルだ。もう一つはヨーロッパ

発のクライアント型ギャラリーである。顧客の購買ニーズに重点をおいて、ク

リエイターの作品を調達するモデルだ。クリエイター支援型か顧客満足追求型

かともいえる。 

 日本は七〇年代にはクライアント型のギャラリー運営をしていた。その後、

八〇~九〇年代に、日本独自の画商デパートラインというビジネスモデルを開

発した（当時はギャラリーのことを画商と呼んでいた）。このモデルはクライア

ント型の延長線にあり、百貨店の集客力、営業力、顧客情報を活かした小さな

イノベーションでもあった。そして、現在はアーティスト型の運営をするギャ

ラリーが徐々に増えてきた。そういったギャラリーが現在、五〇件程度ある。  

 また、アーティスト型ギャラリーがアメリカには日本の約百倍あり、上記右

図表より、日本のギャラリーは一部のみの閉ざされた空間になっているといえ



る。 

 

 次にもう一つのプライマリーマーケットのアートフェアの説明をする。アー

トフェアとはギャラリーや個人が出店する現代アートの見本市である。そこで

は、比較的若者なども訪れ安価な作品を取引しており、裾野を広げている。た

だ、国際的なアートフェアと比較するとアートフェア東京（日本最大のアート

フェア）は、売上高ベースで十分の一であり、まだまだ市場規模が小さい。 



 

 セカンダリーマーケットについて解説する。セカンダリーマーケットとは、

所謂オークション市場のことである。上記左図表より、日本最大のシンワアー

トオークションでは今一番力を入れているのが現代アートであり、他の美術品

と比較しても成長株である。しかし、上記右図表のように、海外と比較すると

市場規模は非常に小さく、成長率も低い。また、作品の一作品あたりの平均単

価も二桁違い比べ物にならないのが現状である。 



 

 また、そのオークション市場の中で、日本を代表するクリエイターの取引額

を国際的に最も高値の作品と比較すると、取引額が低い。しかし、市場規模ほ

どの差はなく、日本人クリエイターは海外でも活躍している。ちなみに、日本

人の作品を落札するのは、主に海外のコレクターであり、国を代表する才能と

作品を海外に流出させている現状がある。 

 



 
 では、鑑賞マーケットはどうか。上記左上図表より、現代アートのミュージ

アム来場者は非常に多いことが分かる。理由としては、マスメディアによるア

ートブームと現代アートを鑑賞できるミュージアム数が日本に少ないことがあ

げられる。また、国際展も「横浜トリエンナーレ」や「越後吾妻ビエンナーレ」

など現代アートブームも手伝って日本中様々な場所で開催されており、盛況で

ある。 

 しかし、鑑賞マーケットは充実しているが、問題として上記右上図表より、

鑑賞市場と売買（取引）市場の繋がりが希薄なことがあげられる。要するに、

観るが買ったことのない消費者が日本には多く、大きな理由としてその問題と、

上記、一と二市場の整備が海外と比較して遅れていることが考えられる。 

 

 

 

 

 

 



【現代アート産業フレームワーク分析】 

 次に、①~④のフレームワークの特筆すべき点を詳しく説明し、その後、フ

レームワークにより現代アート産業全体の詳細な状態を診断する。また、診断

結果で課題を抽出し、具体的な課題解決策を現代アート産業に提言をする。  

 

① Evaluation System 

 

 また、フレームワーク評価で特筆すべき点は評価システムである。現代アー

ト産業では、評価が定まらなければ値段がつかないという作品の特性上、評価

システムがとても重要である。 

 日本の評価システムの現状を、海外、他産業（クラッシック産業）と比較し

ても不十分といえる。特に、海外ではミュージアムで扱われることは大きな権

威となり、市場での値段も跳ね上がるのに対し、日本では海外の市場で認めら

れた作品に限って展示するため全く評価の役割を果たしていない。また、メデ

ィアもアートブームは作っているが作品の評価などはしていない。海外では、

タイムズやニューズウィークなどのビジネス誌にも評論家によるアートレヴュ

ーがあり、その評価は権威を持ち、市場に大きな影響を与えている。また、国

内の評価の基準が確立されておらず、有名がギャラリストや海外による評価に

依存している。つまり、評価システムの達成度は極めて低い。 

 



 

② Literacy Development System 

 リテラシーシステムは達成度がやや不十分である。特に、評価するフェーズ

が不十分なため、感動フェーズに到達しない。現在、国内では現代アートブー

ムであるが、世界で認められた作品が「いい」と認識されミュージアムにも展

示されるという現状がある。 



 

③ Creator Development System 

 クリエイター発掘システムは、達成度が低い。特にコンテンツの性質上、気

軽に参加できない。また、キャリアパスが多様であり、クラッシック音楽のよ

うにヤマハコンクールからショパンコンクールなどの、決まりの流れがない。

また、OFF 市場に関しても、国内では発展途上である（需要を開拓することが先

決といえる）。 



 

④ Self-Modified System 

 自律修正システムに関しては、現代アート作品は希少性が最大の付加価値と

いえるので、そこを落とさない程度に上手に認知性を最大化している。また、

他産業依存はないが、外需依存の傾向がある。そして、OFF 市場の大量のストッ

クが管理されていない現状がある。 



 

 

現代アート産業への提言 

 現状分析、フレームワークでの評価を踏まえて、現代アート産業に提言をす

る。まず海外と比較したときの市場規模の問題としては、産業のインフラは徐々

に整いつつあるし、それは時間とともに解決される問題で、また実際に、成長

していっているため本質的な解決すべき課題ではない。この産業の最も優先順

位の高い課題は、フレームワーク①評価システムであろう。評価システムがし

っかり機能していると、リテラシーシステムの評価が構築され、クリエーター

システムの、国内ではギャラリストに見いだされるキャリアパスしかない、と

いう課題も解決に向かう。また、同時に自律修正システムの OFF 市場のストッ

クの整備をはじめ日本文化を保存していく取り組みも必要なのではないか。そ

の場合、国家支援や教育機関などと連携し、よりマクロな目線での取り組みが

必要だ。 



 では、具体的には何が必要か。第一に現時点で消費者が実際に訪れているミ

ュージアムに本来の評価の機能を持たせることが必要だ。その中でキュレータ

ーに日本の先進的なクリエイター、作品を評価させ、世界に発信していくべき

だ。次に、メディアのアートブームを「アートバブル」に終わらせないために

も、メディアでの評論を増やしていくべきだ。メディアも読み手が飽きなくな

ることにはメリットがある。同様に、鑑賞市場と取引市場の繋がりを作る必要

がある。具体的には、ミュージアムや国際展で展示したクリエイターの作品を

売ることだ。実際にその場で販売しても良いし、ネット経由でも良い。また、

ギャラリストと結託して、そのような鑑賞販売企画展をするのも一つの手だ。

いきなり売れなくてもギャラリーやアートフェア、オークションに消費者の足

を伸ばすための取り組みは早急にすべきだ。次に、先で挙げた OFF 市場のスト

ックの話をはじめ、②̶④のフレームワークから導かれる課題を、優先順位の高

い順に解決すべきだ。 

 また、近年、村上隆をはじめとして企業（村上隆×日本テレビ、ルイヴィト

ン）や小説作家（奈良美智×吉本ばなな）などとコンセプトが共有できる範囲

内でコラボレーションすること少なくなく、作品やクリエイター本人の希少性

を失わないことが判明している。だから、もっと認知性をより高めるために、

コラボレーションやカリスマとしてメディア露出することができるのではない

か。その方が経済性もあるし、裾野も広がる。そのような「概念共有」できる

クリエイターと企業などの B to B マッチングの場をリクルートの「リクナビフ

ェスタ」のような形で演出するのはビジネスポテンシャルがあり、業界活性化

も意義があるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２̶ⅱ 事例紹介(2) マンガ産業          

【市場分析】 

 

 

 

 マンガ産業は、マンガ雑誌２２７７億円、単行本２５３３億円、電子書籍１

８２億円、合計約５０００億円の市場規模を持つ。単行本は販売額、発行部数

とも横ばいだが、対して雑誌は販売額、発行部数ともに減少の一途をたどって

いるため、全体の市場規模は右肩下がりになっているのが現状だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 業界の全体的な構造は以上の図の様になっている。特徴としては、１次利用

の市場と２次利用の市場が規模としてはほぼ同じであるという点、２次利用の

メインとなるのが単行本、更なる３次利用市場としてアニメ化、映画化、ドラ

マ化などの発展性があるという点である。２次利用３次利用の市場はキャラク

ター、グッズ利用なども含めると 

推定３兆円の市場規模があると考えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【マンガ産業フレームワーク分析】 

① Evaluation System 

 

 日本漫画大賞、手塚治虫賞など、賞は充実している。それとは別にそもそも

マンガ雑誌に掲載されることが一種の権威付け機能を有している。例えば週刊

少年ジャンプに掲載されるマンガ、という点で編集部によるスクリーニングを

受けており、数々の名作を生み出してきた少年ジャンプ編集部に対する世間的

な信用から、そのマンガに対する権威が生まれている。 

 評論メディアとしては、専門誌のほか、「ダ•ヴィンチ」などの一部の文芸誌

にはマンガ評論のコーナーがある。さらに、一般の文芸評論家によるマンガ評

論も行われている。 

 以上をふまえてマンガ産業の評価システムは充実していると言える。 

 

 

 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

 

② Literacy Development System 

 

 現代ではどの家庭でも高い可能性で日常的にマンガに触れる機会はあったこ

とが推測できる。マンガ雑誌に関しては年代別にターゲットをしぼっており子

供だけではなく、年代にかかわらずリテラシーはあると言っていい。 

 ただ高齢者に関してはそれより若い世代と比べ、マンガに触れる機会が少な

いためマンガリテラシーは低い、という点と「マンガ＝教育上よくない」とい



う考え方が残っているため、バイアスもあると考えられる。 

 しかしその点をふまえてもマンガのリテラシーは他のクリエイティブ産業と

比較すると充実している。 

 

 

 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

 

③ Creator Development System 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

クリエイター輩出システムは総じて充実していると言える。プロになる方法が、

出版社などに作品を送って採用されるという手段が一般的だ。しかしそれとは

別に新人賞を受賞することによって世に出るという仕組みもある。 

 また一般的にコミックマーケット、同人誌市場と言われているアマチュア市

場が充実しているのもマンガ産業の強みだ。さらに消費者からクリエイターに

なる際に必要な道具が、紙とペンのみである点もアマチュア市場の充実を生ん

でいる。 

 

 



 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

④ Self-Modified System 

 

 次にマンガ産業の自律修正システムについて述べる。上の図にある様に近年

では電子書籍市場が急速に成長している。２００６年の市場規模は１８２億円

に過ぎないがインターネットの普及、i-Phone などのハイスペック携帯端末の登

場により、今後もさらなる成長が見込める市場である。マンガはその市場の中

の６０％近くを占めている大きな要素である。この市場の伸びはマンガ産業に



とってチャネルが増えるというメリットのみを示している訳ではない。マンガ

が紙媒体からデジタルコンテンツ化されたということは、P2P ソフトによる無料

消費の危険性も含んでいるということだ。これはコンテンツの稀少性を失う要

因であり、将来的にマンガ産業の持続可能性を脅かす存在と言える。  

 また自立性に関しても注意が必要だ。マンガ産業単体の市場規模は約５００

０億円だが、キャラクター化、テレビアニメ化、テレビドラマ化、映画化など

の２次利用３次利用を含めると約３兆円の市場がある。この提携先の産業から

の売り上げが落ち込めば、マンガ産業も大きな損失を被る可能性がある。持続

可能な産業となるためには自立性を保つことが必要だ。 
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マンガ産業への提言 

 

 以上の様にマンガ産業は、フレームワーク評価をしたところ①~④はそれぞ

れ高い基準で満たしているため、クリエイティブ産業として持続可能性が高い

と言える。市場の現状調査をみると、テレビアニメ化•映画化•ドラマ化の原作

となる機会が増え、キャラクターのグッズ化なども含めると他産業へ与える経

済的効果は大きい。 

 しかし、マンガ産業自体の市場規模は減少傾向にある。市場停滞の原因はマ

ンガ雑誌の売り上げの落ち込みにある。単行本の売り上げがほぼ横ばいである

ことを考慮するとマンガ雑誌の形態に何かしらの問題点があると考えられる。



インターネットという新しいメディアの登場により情報があふれる現代では、

消費者のニーズが多様化し、よりターゲットを重視したマーケティングが必要

となる。その中で現在の主要マンガ雑誌は総合マンガ雑誌という形態をとって

おり、コンテンツは、サラリーマンものから格闘もの、恋愛もの、スポーツも

のといった様にバラエティに富んだものとなっている。情報化社会のニーズが

多様化した消費者に合わせるためには、ターゲットを絞り込んでコンテンツを

ひとつの分野で統一したマンガ雑誌を作るというのも一つのプランとして検討

の余地があるのではないだろうか。 

 また、もはや成熟した市場に馴染まない古びたビジネスモデルである雑誌事

業からのシフトという観点で考えると、大手出版社が PC や携帯電話などの新し

いメディアでニッチな作品をロングテールなフローで提供し、ストックとして

単行本を販売するなどの形式も考えられる。そのような場合、現在のハイエン

ド、もしくはコアなマニア向け同人誌市場を既存のメジャーの市場の評価シス

テムやリテラシーシステムを応用して、いかに J-ROCK 音楽のインディーズ市場

のように大衆化し裾野を広げることが重要な課題となる。つまり、商業主義的

にならざるを得ない雑誌というプロセスを経なくても、作品を大衆化できるパ

スを描くべきである。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２̶ⅲ 事例紹介(3) 日本映画産業           

 

【市場分析】 

 

 今回の研究で対象となるのは、アニメを除いた邦画部門である。 

日本映画産業の２００６年の市場規模は約８０００億円である。そのうち興行

収入は約２０００億円、その他は DVD、TV 放映といった２次利用（DVD、VHS で

約３５００億円）でまかなわれている。つまり、映画館で生み出す金額よりも

２次利用で回収する資金の方が大きいということになる。 

 



 

 日本映画業界は、テレビ局主導型、４大配給会社型、ミニシアター型、自主制

作型の４層構造となっている。映画製作から興行への基本的な流れとしては、

「企画•マーケティング」→「資金調達」→「制作」→「配給」→「興行」→「２

次利用」の順になっており、取引の場として東京国際映画祭、評価•格付けの場

として日本アカデミー賞などがある。 

 



 近年の映画館に関する動向としては、シネマコンプレックスの増加によりスク

リーン数は増加傾向にある。しかし興行成績は横ばいであることから、１館あ

たりの入場者数は減少傾向にあるといる。  

 

 

 二〇〇六年は邦画興行収入が洋画興行収入を上回った。これは一九八五年以

来の出来事である。しかし、映画興行全体としては横ばいであることから映画

の活況とはいえない。最新のデータとしては、２００７年は再び洋画が興行収

入で上回るも、二〇〇八年はまたもや邦画が逆転し、興行収入で洋画を上回っ

た。これにはハリウッド映画の凋落も一因となっているかのかもしれない。 



 

 日本映画の大ヒットの歴史とともに、バリューチェーンと成功要因を振り返

ってみよう。「羅生門」「君の名は」の様にかつてのヒット作も、メディアミッ

クス、シリーズ化が成功要因となっている。「踊る大走査線」に関してもこの流

れを受け継いでおり、他のメディアまでも巻き込んだ戦略はヒットの要因と言

えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【日本映画産業フレームワーク分析】 

① Evaluation System 

 
 

 日本の映画祭・映画賞は名目上、数は充実しているが、独自性が打ち出せてい

ない。そして、買付けの場として機能してなく、評価・格付け機能が弱く、興

行などに米アカデミー賞ほどの貢献はしていない。評価機関の権威に関しては

疑問が残るが、評論メディア・市場によるランキング機能は充実していると言

える。 
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② Literacy Development System 

  

 リテラシーは総じて充実している、と言えよう。映画を観たことがない、と

いう日本人はほとんどいない。年齢による偏り（高齢者より若者がメイン）は

あることにはあるが、好きな映画、嫌いな映画があるという国民が多くを占め

るだろう。 

 しかし、high な映画に関するリテラシーを共有しているか、という点に関し

ては疑問が残る。アメリカ式ハリウッド映画のファンが日本人映画ファンの主

流となっていることからもそれが伺える。 
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③ Creator Development System 

 

 クリエイター輩出システムに関しては、映画の専門学校がキャリアパスの入

り口になりきれていない。オフ市場が確立されていない、という弱みがある。



かつての映画監督のキャリアパスは専門学校や４年生大学卒業後、撮影所に入

り、アシスタントからスタート助監督として実績を積み監督になる、という流

れであった。現在は CM ディレクターや音楽のプロモーションビデオの映像ディ

レクターから映画監督になるという流れがある。またヒット映画の中にはテレ

ビ局の社員がプロデューサーをつとめる形も増えてきている。 
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④ Self-Modified System 

 



 

 映画産業の自律修正システムに関しては、テレビ局に構造的に依存している

という点が最大の問題点である。テレビ局主導の製作委員会方式では製作の面

と資金面で依存し、プロモーションに関してもテレビ局の担う役割が大きい。

テレビ局からの人材がヒット映画を生み出しているという現状もある。このま

まの状態がすすめば、映画会社は配給、興行のみを担当する流通専門の子会社

に成り下がってしまう。２００９年１月に老舗映画会社の日活が株式買収によ

り日本テレビの傘下に入ったというニュースがこの動きの始まりを示唆してい

る 
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日本映画産業への提言 

 

 以上の現状調査とフレームワーク評価をふまえると、映画産業はテレビ局か

らの自立が急務であると言える。そのためには人材を映画産業の中から育てる

ことが必要となる。 

これはクリエイター輩出システムの強化につながり、またテレビ局に対する企

画•制作を含めた製作面での依存からの脱却のために自前で製作を行う人材（プ

ロデューサー）の育成も行うべきである。 

 そこでアマチュア市場、映画産業でいうところのインディーズ映画市場の確

立（アマ⇔プロの流れ含む）が必要となる。インディーズ映画市場確立のため

には、フロー（流通）、ストックの両面からのアプローチが必要となるだろう。 

 

 フローの面に関しては以下の提案を行う 

・ 「東京インディー祭り」 

  東京のある区の公共ホールを中心に公共施設で約一週間行われる。年に１

度のインディーズ映画の見本市として開催する。プロの関係者を多く招待し、

人材発掘の場、アマ⇔プロの集中的交流の場を実現させる。 

・ 「ポータルサイト構築」 

  web 上にインディーズ映画をアップロードするポータルサイトを構築し、レ

ビュー機能を搭載する。アクセス数で見本市出品の選考を行う。人材発掘の場、

SNS 機能でよる人材交流の場として提供する。 



 

• 「プロデューサー育成」 

  映画会社の新人研修の一環として、前述の「東京インディー祭り」「ポータ

ルサイト」を活用。 

１、新人に作品を選ばせて、プロデュースを一任。社内コンテスト形式にする。 

２、結果をプロデューサーのキャリアパスに。インディー作品専門、メジャー

作品専門の選択肢を与える。 

 

 

 次にストックの面を述べる。 

•過去から現在までのインディーズ映画をストックしたアーカイブを公共機関

で作成。埋もれていた作品を掘り出す。全国の図書館、前述のポータルサイト

と連動。 

 

•このアーカイブに文化庁を入れ、映画に「芸術」としての権威を与える。文化

遺産として保存。 

 

イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

以上にあげたシステムが確立されれば、映画産業は持続可能な発展性のあるク

リエイティブ産業となりうる。 

 



第三章 クリエイティブ産業 【重要経営課題】 

  

 

 この章ではクリエイティブ産業という分野を扱う上で、５つの重要な産業特

有の経営課題について述べる。重要経営課題とは、各クリエイティブ産業に共

通に抱える課題、ならびに注意事項のことである。尚、１、テレビとの関係、

２、インターネットとの関係は自立修正システムの説明の一部でも触れたが重

要なテーマであるため詳細を述べる。３、国家の役割、４、アマチュア市場の

重要性、５、カリスマの存在に関しては、相互に関連したテーマであり、アマ

チュア市場などの産業の短期的利益を生まないが、長期的に産業をビジネスモ

デルとして持続するために必要な土台の部分を政府や産業全体が支援すること

の重要性を説明したものである。 

 

 

３－ⅰ テレビとの関係 

 テレビは大衆向けに情報を発信する際には非常に有効的なメディアである。

広告、プロモーションの媒体としての利用価値のみならず、コンテンツを流す

チャネルとして、芸術表現の場とすることも可能である。また、テレビ局はメ

ディアとしてだけではなく、スポンサーとして芸術活動を資金面からサポート

する機能に加えて、コンテンツの「企画」を行う機能も持ち合わせている。つ

まりテレビは「広告、プロモーション」「チャネル」「スポンサー」「企画」とい

う四つの機能を持っており、この四つの点においてクリエイティブ産業にとっ

て非常に影響力の大きい存在なのである。 

 まずは「広告、プロモーション」の面について述べよう。この影響力の大き

いテレビという存在とどう付き合っていくのかが重要なポイントとなってくる。

具体的には、第一章で自律修正システムについて述べた際に言及した「認知性」

と「稀少性」のバランス、これを保つためにテレビにどれだけ露出するか、と

いう判断が求められる。どの文化の芸術活動においても、まずは大衆にその存

在を認知してもらわなければならない。その点でテレビというメディアは非常

に利用価値が高い。しかし同時に、露出をしすぎることによって大衆に飽きら



れ、「稀少性」を失ってしまう危険性があるのだ。 

 次にコンテンツを流す「チャネル」としての面について述べる。「チャネル」

には、販売チャネル、流通チャネル、コミュニケーションチャネルの三つがあ

るが、テレビの場合はコンテンツを放送する「流通チャネル」の機能を有して

いる。具体的には、映画の TV 放送やアニメ番組、音楽コンサートの放送といっ

たコンテンツが想定される。これをあくまで１つのチャネルに過ぎない、と捉

えている場合、つまりコンテンツを流す媒体がテレビ以外にもある場合は、あ

くまで選択肢の一つとなるが、ほぼテレビでしかコンテンツを流す場がないと

いう場合は問題だ。なぜならチャネルとして依存しているからである。 

 さらにテレビ局に依存という点で、関連のある「スポンサー」の面について

言及する。映画産業の項目で述べた様にコンテンツの企画製作の面からテレビ

局に頼る様になると、資金面でも資金力のあるテレビ局に自然と依存する様に

なってしまう。映画産業がテレビ局に構造的に依存している、という問題があ

ったが資金面での依存は本質的に子会社化、下請け会社化してしまう危険性が

ある。 

 最後に「企画」の面について言及しよう。コンテンツの企画さえもテレビ局

が担っている場合がある。第二章映画産業の部分でも述べたが製作委員会制度

は正にこの例にあたる。昨今の邦画ヒット映画の多くはテレビ局主導の製作委

員会をとっているが、このシステムの場合映画の企画•制作を主に担当するプロ

デューサーがテレビ局の社員（映画化される場合もととなるドラマのプロデュ

ーサー）となる。 

 

 

 以上に挙げた四つの点で、テレビという影響力の大きい存在といかに適切な距

離を保ちながらつきあっていくか、という事が非常に重要なポイントである。 

 今回の分析対象業界で考察すると、クラッシック産業は「流通チャネル」と

一部の「販売チャネル」「広告・プロモーション」の側面で関係して、依存度は

低い。現代アート産業は一部の「広告・プロモーション」で関係しており、全

く依存関係にない。マンガ産業は、同作品でもアニメにとしては依存度が高い

が、マンガとしては現代アートと同様に「広告・プロモーション」で関係して

おり、ほぼ依存関係にない。一方、映画産業は資金調達（スポンサー）、企画と

いう製作の第一段階となる部分をテレビ局に依存している。またその前に述べ



た「広告、プロモーション」「チャネル」の面でもテレビ局に依存しているため、

ビジネスモデルとして構造的にテレビ局に依存してしまっている。第二章＜映

画産業＞の部分で触れた「製作委員会制度」は正にこの４つの点すべてにおい

てテレビ局に依存している例である。同様に「製作委員会制度」はアニメ産業

でも取り入れられているビジネスシステムであり、放送チャネルとしても映画

より強くテレビに依存している分、より大きなリスクを負っているといえる。 

 テレビに関しては危険性を強調して述べたが、同時にまた利用価値も大きい

のがテレビという存在であることを忘れてはならない。以上をまとめると以下

図表のようになる。 

 

 

３－ⅱ インターネットとの関係 

 インターネットもまたクリエイティブ産業にとって、その付き合い方が重要

になってくる分野である。テレビと同様に「広告、プロモーション」「チャネル」

という主に２つの利用方法がある。 

 「広告、プロモーション」の媒体としては、テレビ局よりも細分化されたタ



ーゲットに対して情報を発信できる、という利点がある。インターネット広告

の場合はクリック課金制やアクセス解析といったシステムにより、どれだけの

人数がその広告に触れたか、またどういった経路でその広告にたどり着いたか、

さらにどういった人（性別、年齢など）がその広告に触れたか、といった情報

まで把握できるため、効果測定が比較的容易である。プロモーションの手段と

しても、放送の時間が限られているテレビとは違い、消費者の望む時間、環境

で情報を伝えることができる。この機能面ではほぼすべての産業が関係性を持

っている。 

 そしてインターネットはコンテンツ配信の「流通チャネル」としても利用可

能である。i-Tunes Store に代表される様なネットワークを介したダウンロード

によって、コンテンツに対して料金を払い、ハードウェアに保存して鑑賞する

というシステムの登場が、インターネットをコンテンツ配信の「チャネル」と

して機能させている。しかし、インターネットは「チャネル」としての利便性

を持つと同時に You Tube に代表される無料動画サービスがコンテンツの無料消

費を生む結果に繋がっているという問題も生んでしまった。無料でコンテンツ

を消費できることにより、コンテンツの「稀少性」を失ってしまい、さらに製

作にかかった費用を回収できないという状況が生じてしまった。現状ではクラ

ッシック音楽業界、日本映画業界などデジタルで複製が可能な媒体にこのよう

な兆候が見られ、また今後の大きなリスクとされる。しかし、プロモーション

の一貫としてこれを上手く利用しようという動きも出てきている。アメリカの

大手レコード会社の中には自ら You Tube のアカウントを作成しプロモーション

ビデオを流す試みを行っているものもある。しかし、無料ファイル共有の P2P

ソフトの登場は、消費者がコンテンツを無料で消費し、製作資金を回収できな

くなる、という点でクリエイティブ産業にとって純粋な脅威でしかない。この

問題は様々な場面で議論されているためここでは深く触れないが、知的財産に

関する法律の整備が待たれる。 

 さらにインターネットには「販売チャネル」の機能も持ち合わせている。

Amazon、e-bay の行っているサービスに代表される様なインターネットを経由し

た購買活動が近年一般的なものになりつつある。DVD、CD、といったデジタルコ

ンテンツの販売から、本の販売、絵画、コンサートのチケットの取引といった

ことまで行えることが、インターネットの販売チャネルとしての強みだ。例え

ば、クラッシック音楽は i-tunes store で大量に販売、デジタル配信されてい



る。また、e-bay という米サンフランシスコの総合オークションサイトでは現代

アートでさえ販売しており（e-bay がウェブ上で最大市場規模を誇る）、リアル

オークションの老舗サザビーズとも提携を結んでいる。 

 この様に、インターネットはクリエイティブ産業にとって危険性もあるが同

時に利用価値の高い存在でもある。ただ危険なものとみなすのではなく、いか

に上手く利用していくかという姿勢が求められる。 

 

 

 今回の分析対象業界で考察すると、クラッシック産業は「流通チャネル」と

「販売チャネル」と一部の「広告・プロモーション」の側面で関係して、依存

度がやや高いといえる（CD やコンサート、趣味教育の市場が好調なためやや高

いに留まる）。現代アート産業は「販売チャネル」「広告・プロモーション」で

関係しており、やや依存関係にあるといえる（現状では市場規模のごく一部に

すぎない）。マンガ産業は、「販売チャネル」一部「広告・プロモーション」と、

かなり依存関係がある。「販売チャネル」としては amazon の普及ととともに依

存度が高まり、ニッチな作品を販売できるようになり産業をロングテールにし

た。まだまだ、雑誌や単行本で読むのが主流であるが、いずれ「流通チャネル」

でも依存する可能性は高い。現に、違法なファイル共有での「タダ見」は広が

っている。日本映画産業では、「販売チャネル」「広告・プロモーション」では

強く依存しており、「流通チャネル」でも VOD(ビデオオンデマンド)などの普及

により今後も依存度が高まる傾向で、全体として依存関係は強固と言える。 

また、マンガ産業よりも違法な「タダ見」が深刻に進行していて、ウェブ上で

観られない日本映画はほぼなく、先日公開した「崖の上のポニョ」など劇場公

開と同時にウェブ上で無料配信されるという現実がある。以上をまとめると以

下表のようになる。 



 

 

３－ⅲ 国家の役割 

 私たちはクリエイティブ産業をビジネスモデルとして持続可能なものにする、

という意図をもって取り組んできた。しかし、文化産業の中にはいち企業や個

人の力だけでは発展できないものもある。そこで必要となってくるのが国家の

役割だ。 

 クラシック音楽産業の様に既に確立されたビジネスモデルを持っている産業

には国家の果たすべき役割は少ない。しかし、例えば舞台芸術の様にバリュー

チェーンの弱い産業に関しては国家の支援が欠かせないのではないだろうか。 

 国家が文化産業に対して税金を投入して支援するためには、その文化を守る

もしくは発展させることによって国民にとって利益をもたらす、という大義名

分が必要となる。そこでどの文化を守るもしくは発展させることが国益となり、

どの文化が国益とならないのか、と判断する能力が国家には求められている。



例えばフランス政府は２００９年にゲーム産業を国の文化だと認定し、国家と

して支援することを発表した。しかし、日本政府は世界のトップブランドであ

る日本のゲーム産業に対する支援は消極的な姿勢を取っている。もちろんこの

判断は非常に難しい問題であり、文化に対するコンテンツ評価はこの研究の意

図とは反するため、ここでは国家の支援のかたちについて述べる。 

 文化に対する国家支援のかたちには、様々な種類が考えられる。しかしここ

で強調したいのは、ビジネスモデルを円滑に機能させるための環境づくりこそ

国に求められる役割なのではないか、という点である。コンテンツ製作や劇場

運営といった役割も確かに必要だが、スポンサーとしての役割は民間の企業や

団体でも行える事であることも確かだ。求められるのは、国にしかできないこ

と、つまり特定の企業や個人の利益という視点ではなく、その文化産業全体に

とっての利益になるような事を期待したい。具体的には、各種の芸術祭の開催

や評価機関の設立、作品群の保存、といった役割が考えられる。例えば，第二

章で提案した日本映画のインディーズ作品の保存などの役割や現代アートを教

育に取り入れるなど国家による権威付けの役割が考えられ、それらは国家の力

なくしては実現できないことの一つであろう。 

 その国の文化を発展させることは、国民の豊かな生活を提供する上で必要な

ことであるが、外交という点においてもまた自国文化の発展、海外への発信は

欠かせない要素だ。文化庁の平成２１年度予算案には「日本文化の戦略的発信」

という項目が新たに創設され、これには文化庁予算費約１０２０億円の内の約

４２８億円がつぎ込まれる予定である。外務省の広報文化交流部（０６年予算

２８４億円）との連携を期待したい部分である。 

 国益という観点から文化産業を見てみた場合、国民の生活を豊かなものにす

るためという点、外交の手段としてソフトパワーの源泉となりうるという点、

２つの視点が考えられる。そのどちらの点においても国家の文化産業に対する

支援が必要であることは間違いない。 

 

 

 今回の分析対象業界で考察すると、最も国家の役割の恩恵を受けている産業

はやはりクラッシック音楽産業であろう。たとえば、支援の一形態として文化

庁からは重点主要事業として、約五十一億円の資金が提供され（舞台芸術と伝

統／大衆芸能も含めたインディーズ支援目的として）、文部科学省としては徹底



した初等教育の導入をしている。現代アート産業はほぼ支援を受けていない。

しかし、現代アート産業は同時代の日本文化や芸術を世界へ発信している実績

もあるのだから、上記であげたような様々な側面、とりわけ教育機関への積極

的な導入も含めて支援されるべきである。マンガ産業は形式的な支援はないも

のの、国家による文化としての権威づけがなされはじめてきた。マンガが外需

を獲得した事実のあとにお墨付きを与えたとも言えなくはなく、実質的な支援

が望まれる。日本映画産業に関しては文化庁からの年間２０億円規模の資金面

での支援がなされている（経年で減少傾向にあるが）。用途が明確でないという

問題はあるが、他産業と比較すると比較的ましな方だ。また、ぴあフィルムフ

ェスティバルに文化庁が協賛して権威を付与しているが、名前貸しのみで実質

的な支援はないし、一般的にマイナーなイベントと認識されている。日本映画

が根底に抱える課題は第二章で述べたようにインディーズ市場の整備、とりわ

け政府の役割はストックの整備にあることから、非常に的外れな支援と言わざ

るを得ない。 

 

３－ⅳ アマチュア市場の重要性 

 次にクリエイティブ産業におけるアマチュア市場の重要性について述べる。

アマチュア市場は商業的な影響を受けずに芸術活動を行える土壌である。商業

主義の抑圧をうけないアマチュア市場のクリエイターが、そこで力をつけプロ

のクリエイターになる道が確立されている状態が、理想的なものと言える。こ

のシステムが確立されていれば、その文化における作品の画一化を防ぎ、多様

性のある作品を生み出すことができる。つまりアマチュア市場は産業のコンテ

ンツ再生産を下から支える存在であるべきなのだ。 

 クリエイター輩出システム（1 章参照）でも述べたが、理想的なアマチュア市

場の形としてブロードウェイシステムが挙げられる。ブロードウェイシステム

は、アマチュアからプロへの流れが確立されており、それぞれの住み分けがな

されている。アマチュアからプロへの流れを確立する上で重要となるのが、ア

マチュアのための芸術祭・見本市が存在することである。さらにその芸術祭に

は権威が必要で、それが欠けていると作品の応募も集まりにくく、なによりプ

ロ側が才能発掘の場と捉えようとしない。 

 米映画産業におけるサンダンス映画祭や米ゲーム産業における IGF は、アマ



チュアのための祭典としていい例である。サンダンス映画祭は 1978 年より俳優

兼映画監督のクリントン・イーストウッドによって開催されたアマチュアのた

めの映画祭で、IGF とは Independent Games Festival の略で 1999 年に設立され

たアマチュアゲームクリエイターの祭典である。この２つの祭典に共通してい

るのは、ここから多くのプロのクリエイターが輩出されていること、その業界

にいる多くのアマチュアにとって才能を世に出す手段として定着していること

である。日本においてもアマチュアの祭典というのは分野に限らず多く存在し

ている。ぴあフィルムフェスティバルは文化庁協賛のもと 1977 年から開催され

ており、米サンダンス映画祭よりも古い歴史を持つ。 

 アマチュアの祭典というものは長期的な視点からその産業を捉えないと、な

かなか発展するものではない。その時点での収益性は決して高いものではない

ため、資金面でサポートできるスポンサーがつきにくい。こういった状況にこ

そ、上で述べた様に国家の支援が求められるのだ。また国が関与することでそ

の祭典自体に権威が付与され、ここで評価されることに大きな意味が生まれて

くるのだ。 

 

 

 今回の分析対象業界で考察すると、アマチュア市場の充実度は、クラッシッ

ク音楽に関しては、古典なため演奏者の市場と捉えるが、充実している。ヤマ

ハ音楽教室をはじめとして、ショパンコンクールなど登竜門があり、大多数の

中から選ばれた演奏者達がメジャーな市場へ行ける。そこにチャレンジする市

場にも一定の消費者ニーズがある。現代アート産業では、海外ではアートフェ

アという形でアマチュア市場が充実しているのに対し、日本ではまだ未発達で

ギャラリストにいかに見いだされるかというキャリアパスに依存している。し

かしながら、村上隆が「GEISAI」という若手発掘のアートフェアをはじめ、国

内最大の「アートフェア東京」も毎年急成長しており（詳しくは第二章）、今後

が期待される状況でもある。マンガ産業は、言わずと知れた同人誌市場が独立

した市場として成立しており、人材のメジャーへの流れもある程度あり充実し

ている。また、映画産業は第二章で分析したようにその構築が産業の最大の課

題であり、充実していない。ぴあフィルムフェスティバルなど、システムはあ

る程度あるのだが、海外のように上手く機能していないのが現状だ。 

 



３－ⅴ カリスマの存在 

 最後にカリスマについて述べる。クリエイティブ産業を持続可能なものにす

るためのシステムについてはこれまで繰り返し述べてきた。これらのシステム

を形作るのは容易なことではなく、産・学・官それぞれの分野での連携が求め

られる。しかし、一人の天才の登場がその市場を形成してしまうこともある。

この項目では、その市場形成に多大な影響を与えた天才（カリスマ）について

言及する。 

 日本マンガ産業におけるカリスマは手塚治虫だ。手塚の登場がなければ現在

の日本マンガ産業はなかったと言っても過言ではない。マンガをただの大衆的

な娯楽にしなかったのは手塚の作品が醸し出す知性と作品のテーマにシリアス

なものを選ぶことが多かったからではないか。技術的には、ストーリー漫画と

映画的手法を確立させることによって現在の日本漫画の礎を築いたと言えるだ

ろう。彼の作品は死後も漫画のクラシックとして幅広い層に購読されている。

また、ビジネスモデルという観点からみても手塚の偉業は際立っている。マン

ガは、序章で登場した以下の図の第一象限からスタートした。当初はごく一部

の消費者しか存在しないニッチでハイなものだった。それを手塚はテレビアニ

メ化といった手法や（「鉄腕アトム」など）、大衆に受け入れやすい作品を創作

することで、マンガを第四象限へと移動させポップなものへと大衆化した。さ

らに第二象限、第三象限へグッズ•キャラクター化という形で移動するというプ

ロセスを経た。手塚という才能がこのプロセスを構築させたのだ。一人で市場

を構築したカリスマの象徴が手塚である。 



 上記図表のように、手塚は漫画だけではなく漫画を映像化した TV アニメにも

大きな影響を与えた。しかし、そのアニメ産業におけるカリスマは宮崎駿であ

る。宮崎はアニメをテレビのものから映画に変え大ヒット作を生んだ。宮崎作

品が劇場公開される年は邦画の売上が上がるとまで言われる様になった。宮崎

はアニメをテレビアニメという大衆のものから、映画のアニメ作品をつくり興

行的にも芸術的にも高い評価を得た。このプロセスを上の図を使って説明する

と、アニメを第四象限から第一象限に引き上げ、市場を拡大させたのだ。 
 手塚は死後もそのブランドイメージを維持しているが、宮崎がもし亡くなっ

たら、その後のジブリ、ひいてはアニメ産業はどうなってしまうのだろうか。

天才の登場は市場を形成するが同時に死後衰退していってしまう、という問題

がある。マンガ産業には手塚の後に鳥山明、浦沢直樹といった優秀なクリエイ

ターが続々生み出されているため、マンガ産業はいまだ健在である。しかし、

現状アニメ産業に宮崎に匹敵するだけのクリエイターは未だ現れておらず、今

後のアニメ産業界には不安が残る。カリスマの死後、その後継者をいかに育て

るか、という点でクリエイター輩出システムの確立が必要となる。また死後も

そのカリスマのブランドをいかに維持するか、という課題も想定される事柄で

ある。 

 カリスマには手塚、宮崎の様に生前に市場を構築し高い評価を得る成功モデ

ルがいる一方、生前世間に評価されずに死後高い評価を得るものもいる。ピカ

ソはいまでは芸術分野における天才という名声を確立しているが、生前は市場

を構築したわけでもなく芸術的にも現在ほどの評価を得ていたわけでもなかっ

た。それを失敗と呼ぶかは人の主観によるが、手塚•宮崎と比べると不遇のカリ

スマと言えよう。またモーツャルトの様に生前から芸術的には高い評価を得て

いたが、市場を開拓、拡大といったビジネスモデルの側面からは多大な影響を

及ぼしたとは言えないカリスマも存在する。ピカソ、モーツアルトと手塚、宮

崎の関係は時代性の問題もあるため一概には比較てきない部分はあるが、現代

のカリスマには、村上隆に代表される様に、芸術的才能のみならずビジネスの

センスを持ち合わせていることが条件のひとつとなってくるのではないだろう

か。 

 

 

 



 今回の分析対象業界で考察すると、クラッシック音楽は市場そのものを構築

したカリスマは存在しない。クラッシック音楽を代表するカリスマ的音楽家、

モーツアルトは生前に作品の高評価を得ていたものの、市場の構築までは至っ

ていない。また、現代アート産業では、村上隆がカイカイキキ」を会社設立し、 

企業とのコピーライトによるコラボレーション B to B 市場、「GEISAI」でアマ

チュア市場を構築した。マンガ産業では、上記で説明したカリスマ、手塚治虫

がいる。日本映画産業には、市場構築を成し遂げたカリスマはあまり見当たら

ない。もしかすると、芸術セグメントの市場を大衆化し、キャラクター化し徹

底的にウィンドウマネジメントを展開した亀山千広（プロデューサーをクリエ

イターと呼ぶかは別として）が過去のイノベーターで、北野武などはその大衆

文化、キャラクター化した日本映画市場を芸術セグメントにも再構築しようと

しているのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章  創造社会に向けて  

 

４－ⅰ 社会・国家の観点からのクリエイティブ産業論 

  

 四章の１節では、これまで三章までの話を、ビジネスモデルの話から間口を

広げて国家や社会への影響という観点から、より広義な議論をする。 

 国内のクリエイティブ産業を支援育成することは、日本文化を創るというこ

とに繋がる。歴史を振り返ると、十八世紀の社会は農業の時代、十九世紀の社

会は工業の時代であり、二十世紀は情報（金融、IT）の時代であった。社会が

豊かになり、機械によるオートメーション化が進み、分業によるアジアへのア

ウトソーシング化が進んだ二十一世紀は創造性の時代だといわれて久しい。今

までは経済が文化を支えてきたが、今後の成熟した資本主義の世界では、逆に

文化的価値や創造性による付加価値が経済を支えることもありえる。そこでは、

ルネサンスの時代の文明開化が二十一世紀の現代にも必要なのではないか。と

りわけ、人間が生み出すクリエイティブネスは社会的な付加価値としてビジネ

スの場でも重要視されている。新しい切り口やコンセプトが企業の競争優位の

中心として働き、デザインやイノベーションが生き残りの鍵となっている業界

は少なくない。そのような社会では文化や芸術からインスピレーションを得る

ことが重要で、クリエイティブ産業のビジネスモデルを確立し（序章で紹介し

たクリエイティブネスの源泉である第一象限とそこから生み出される大衆文化

の第四象限）、クリエイティブネスを社会に安定供給することは既存産業の成長

に欠かせない。つまり、クリエイティブ産業のビジネスモデルを確立すること

は、経済的にクリエイティブ産業自体の持続可能性を高める以外にも、社会全

体にクリエイティブ資本を生み出す機能を持つ。クリエイティブ資本とは、ジ

ョージ•メイソン大学のリチャード・フロリダ教授が名付けた、経済学でいう物

理資本（原材料）や金融資本（投資）、土地資本（機能的不動産）、人的資本（教

育を受けてきた人々）、社会資本（集団行動から生じるもの）と並ぶ資本資本の

一形態である。それは新しいアイデア、新しい技術、新しいビジネスモデル、

新しい文化様式を創造する人間の能力を意味する。 



 

 

 また、日本独自の文化を形成することは、国際的な競争力の源泉にもなりう

る。そもそも日本文化とは西洋の文化とは異なる発生の起源で、庶民の大衆的

な娯楽から生まれたものが多い。たとえば、浮世絵は皇族の趣味から生まれた

ものではなく、大衆の娯楽の中から生まれた芸術であり、歌舞伎は河原乞食か

ら生まれたものであり、西洋とは異なる発生形態である。また、それら過去の

日本文化が成熟した背景には、鎖国による外国文化の遮断の歴史が長かったこ

とが大きく影響しているといわれている。しかし、開国とともに西洋の王侯貴

族発の文化が流入してくるとともに、日本独自の文化が西洋の価値基準で評価

された。そして、西洋で「良し」とされている文化のあとを日本は追ってきた。

そのプロセスは文化だけでなく、工業、IT、金融など過去の重要産業にはじま

りアメリカ型の民主主義の導入にまで幅広くいえることでもある。言い換える

と、元々、存在概念（being）型であった日本の大衆文化や民主主義が、米型の

生成概念（becoming）型の文化、民主主義へと変容していった。つまり、日本

の産業、政治、文化構築のプロセスは米型民主主義にすぎず、改めて日本文化

を再認識、再生産し、世界に発信するプロセスが真の民主主義構築ということ

に繋がるのではないか。特に、第二章で扱った現代アート産業で議論した日本

アーティストによる日本独自のコンテクストを持った作品を、ミュージアムが

評価し世界に向け発信していくことには大きな意味がある。また同様に、日本

映画業界が、リスクヘッジがなされ確実に儲かる、米ハリウッドの後追いのよ

うなブロックバスター的作品ばかりを作るのを止め、インディーズ市場を構築

し、世界に発信できる日本の文化的な映画を創ることのできる才能を発掘する

ことも意味深い。つまり、持続可能なクリエイティブ産業のビジネスモデルの

構築のプロセスは、日本人による日本人のための独自の芸術、文化を構築する

こととも言える。なぜなら、持続可能性を持ったクリエイティブ産業とは、再

生産／蓄積をし続けなければならず、欧米の模倣や、一時の利益を追求するだ

けでは実現し得ない。また、独自の文化でなければ他国へ自信を持って発信で

きないし、長期的な目線で国際的な国力にも結びつかない。 

 国際舞台での国力、という点で「ソフトパワー」についても触れなければな

らない。ソフトパワーとは、その国の軍事力や経済力を表すハードパワーとは

異なり、文化•政策•価値観といったその国の魅力によって望む結果を得る能力



のことで、具体的にはその国の文化、政治的な理想、政策の魅力を表す。これ

は孫子の「戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり」という思想と相

通じるものであり、ハードパワーだけで語られがちな国際政治の舞台で近年注

目を浴びている概念だ。この概念に基づけば、ある政策目標のために、外交の

一手段としてその国の文化の魅力を利用することもあり得るのだ。東西冷戦時

に、米国がハリウッド映画を東側に意図的に発信し、「自由」と「民主主義」と

いうアメリカの魅力を伝える際に利用したことがよい例だ。つまり、国が文化 

産業を支援するということは、国民に文化的豊かさを提供するというドメステ

ィックな要素とは別に、外交という観点からも今後さらに必要なことになって

くるのではないだろうか。なぜなら、文化産業はソフトパワーの源泉となりう

るコンテンツを生み出す産業であるからだ。 

 

 

 次に、海外における日本文化の評価に関して述べる。鎖国の時代に生まれた

独自の文化（ストック）が、時を超え今も価値を持ち続けている。十九世紀中

期の国際博覧会をきっかけに欧州（特にフランス）を中心に葛飾北斎の浮世絵

に代表される日本文化が高い評価を獲得し「ジャポニズム」という言葉が生ま

れた。「ジャポニズム」は後に印象派など西洋美術に大きく影響を与えた、と言

われている。現在のフローの文化は、カリスマ的個人が海外で評価を勝ち取っ

た現代アートの村上隆やカリスマ的個人が市場すら創造した漫画産業の手塚治

虫やアニメ産業の宮崎駿などがいる。こういった日本のポップカルチャーの魅

力が「クールジャパン」という言葉ができるほどに、海外では評価を得ている。

しかし、こういった特殊なカリスマがいなければ、極めて日本のクリエイティ

ブ産業の持続可能なビジネスモデルは整備されておらず（そもそも議論すらさ

れていない）、意義が大きいにも関わらず国家の支援も少ない。すなわち、今後

将来にわたって芸術、文化のフローを生み出し続ける（再生産の仕組み）保証

はどこにもない。また、鎖国時代の文化は別にしても、現在のフローを保存し

ストックする仕組み（蓄積の仕組み）も充実しているとは言いがたいのが、残

念な現状である。 

 そのような文脈のもとでこそ、本論文で論じたクリエイティブ産業のビジネ

スモデル構築や最近何かと話題に登場する創造都市（Creative City）設計など

が本質的な意義を持つのではないか。 



４－ⅱ 応用編（既存産業へのフレームワークの利用） 

 一章で紹介した①~④のフレームワークは既存産業にも応用できる。たとえ

ば、①の評価システムは、消費材の市場による売り上げランキングだけではな

く、評論家における格付けや「○○さんも使っています」のように権威づける

評価によって、より良い商品を市場投入できるし、消費者の選択方法の幅も広

がる。飲食業界の格付けである「ミシュラン」や「ザガットサーベイ」などが

好例だ。 

 ②のリテラシーシステムは、「マーケッティング 3.0」の役割を持つ。つまり、

既存のマーケッティング 1.0 は市場をセグメンテーションし、細分化したセグ

メントにターゲッティングし 4P を展開するもので、マーケッティング 2.0 は企

業や消費新のブランドアイデンティティと消費者のブランドイメージの差を埋

める双方的なマーケッティング、つまりブランディングだ。しかし、成熟化し

た市場では、幼少期から消費者を育成するといった時系列的な観点を持った消

費者リテラシーの構築、つまりマーケティング 3.0 の戦略が有効になる。具体

的な好例は、トヨタの車である。軽自動車（ダイハツ）→カローラ→クラウン

→レクサスなど年代や所得ごとのラインが設計されており、段階ごとにトヨタ

リテラシーをつけ消費者を育成していき、消費者と企業ブランドが共に年を取

る仕組みがある。また、本論文で紹介した（第一章）ヤマハの音楽教室などの

クラッシック音楽のリテラシー構築などがあげられる。 

 ③のクリエイター輩出システムは、企業の中の人材育成の場で効果的だ。二

十一世紀の優秀なビジネスマンはクリエイター的な新しい切り口やコンセプト

を生み出す能力と MBA 的なビジネススキル両方を兼ね備えている人材だ、とい

う観点からもクリエイティブ産業のクリエイター輩出の仕組みが将来の企業の

人材マネジメントの一環になる日も遠くはない。 

 ④の自律修正システムは企業間連携による分業や共同によるコスト削減など

が強化されている昨今、企業の利益追求の姿勢には他産業依存や他企業依存の

構造が多くはないか。それは、パートナー倒産や、競合他社と連携した場合、

自立性の観点から持続可能性を失うリスクを潜在的に保持していることになる

といった視点も必要なのではないか。また、希少性と認知性のバランスの観点

からは、エディションマネジメントやウィンドウマネジメントの重要性が問わ

れる。高級消費材のルイヴィトンを例にとると、誰にでも憧れて背伸びをすれ



ば手に入れることの出来るブランドだが、世の中に溢れかえり希少性を失って

いない。価格設定や生産数を制限し（エディションマネジメント）、様々な商品

ラインの拡大、新進のデザイナーの起用などにより希少性を失わない取り組み

がなされている。だからこそ、「憧れの本物のブランド」の地位を保ち続けてい

る。 

 

 

 クリエイティブ産業はさらに、タレントや政治家までも作品と捉え、応用す

ることもできる。まず、①の評価システムは評論家（アイドル評論家／政治評

論家）などによる評価があり、②のリテラシーシステムは認識／判断／感動の

ステップもそれぞれに効果的タッチポイントを設計し、アイドルや政治家のリ

テラシー構築しファンを増やす。先日、米国大統領に就任したバラク・オバマ

などは非常に好例だ。誰も存在を知らない状態から、評論メディアに登場し、

革新的な立候補者という認識を与え、SNS やブログなどを利用し徐々に、国民に

彼のリテラシーを形成し、信者を育成し、最後は大統領選には勝利し、気づけ

ば国民は彼の存在や台詞に涙を流し感動していた。さまざまなタッチポントご

とに効果的なリテラシー構築の仕掛けが用意されていた。③のクリエイター輩

出システムは、女優などは明確な発掘から教育やキャリアパスが設計されてい

る。栄光のキャリアパスは例えば、国民美少女コンテストなどを受賞し、NHK の

朝の連続ドラマに出演し、好印象のテレビ CM でて、高視聴率のドラマ枠（月９

や NHK 大河ドラマなど）に出演し、映画で活躍するなどといった具合である。

だから、時代ごとにその時代を代表する女優がコンスタントに再生産されてい

る。特に上手な設計をしているのはジャニーズ事務所や宝塚歌劇団などである。

④の自律修正システムは、作品すなわちタレントや政治家の露出を制限し、認

知性と希少性のバランスを保つことだ。たとえば、どちらとも、映画公開や選

挙前など重要な時期に限られたイメージを損なわないテレビ番組に出演し、

PR(パブリックリレーション)をする。自立性に関しては、政党や派閥への依存

をさけることなどが挙げられ、過去の小泉政権はある種の成功を収めた（実際

の政策の成功はさておき）。 

 

 

 以上の観点から、クリエイティブ産業の成功フレームワークは他産業にも応



用が利くものであると考えられる。とりわけ、政治家やタレントなど個人のマ

ネジメントに効果的なものである。四章はビジネスモデルや経営学の論点から

ややずれたが、意義を説明することでより広い枠組みでクリエイティブ産業論

を捉えていただくのが狙いである。四章の一での国家の役割を認識し、達成す

るために、政治家のマネジメントに四章の二で述べたフレームワークの応用を

役立てて、自国の文化的芸術的発展を願うばかりである。 
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