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 ④府省庁 
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（議事次第） 

 １．開 会 

 ２．伊藤主査挨拶 

 ３．議 事 

  （１）第２回専門調査会の報告 

  （２）テーマ別討議 

    ①冨山産業再生機構ＣＯＯ講演：事業再生からみた日本企業の強さと弱さ 

     自由討議 

    ②竹内メンバー講演：「日本のコンテンツ・ポテンシャル」 

              ～ポップカルチャー・パワー～ 

    ③袖川メンバー講演：日本のソフトパワーが目指す方向について 

     自由討議 

    ④その他の論点について 

     自由討議 

    ⑤次回以降の検討予定について 

  （３）その他 

 ４．閉 会 

 

（配布資料） 

資料１ 第２回専門調査会における競争力ＷＧに関する議論の紹介 

資料２ 竹内メンバー提出資料 

資料３ 袖川メンバー提出資料 

資料４ 第１回ＷＧ会合で出された関連する論点の整理 

資料５ 経済産業省提出資料 
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（概要） 

○ 事務局から第２回専門調査会の議論について説明。 

 

冨山産業再生機構ＣＯＯより説明 

○ 現在、産業再生機構は、職員150人ぐらいで、来年の３月までが買い取り期限であるため、

追い込みの状態で日々働いているという状況。 

  そんな中から感じている日本企業の強さ、それから弱さというものを述べたい。 

  まず、そもそも論として、産業再生機構に来るのは調子のいい会社はだれも来ないわけで、

調子が悪くなってから来る。調子が悪くなっている原因というのは幾つかあるが、きっか

けは多くがやはりバブル期―バブル期というよりは20世紀モデルの土地はどんどん値上

がりするとか、そういう前提で事業を組み上げてきた。したがって、会社のバランスシー

トにおいては固定資産等がすごく重くなっており、その右側は必ず借金が張りついている

ため過剰債務になっている。バブルのときは、それが極端に起きたので非常に目立ってい

るが、それは実はバブルがあってもなくても、慢性的にそういう傾向は日本の会社にみら

れる。そこで資産価値が下がったときに、過剰債務が顕在化した。多くの過剰債務企業が

この10数年間どういう状況に陥っていたかというと、過剰債務であるから、要は借金を返

すのに精いっぱいな状況。 

  それを10数年間も放置すると、次は事業の方が傷んでくる。事業というのは競争をしてい

るので、競争の中で、開発投資や設備投資もしなければいけない、一番大事な人材投資も

しなければいけない。我々は過剰債務企業というのに入ってみて、資産を調べているだけ

ではなく事業や人材も全部調べるが、そういった会社の社内の人員構成を見ると大体20代

の人はほとんどいない。この10年間新卒を採っていないため、社員の平均年齢は下手する

と40代後半、一番数が多いのは当然団塊の世代で、日本の人口よりももっと歪な、逆ピラ

ミッドになっている。最近は、技術開発投資、設備投資もやっていないので、設備が老朽

化している場合がほとんどであり、今の耐震基準に耐えられないような工場設備とかがぼ

ろぼろ出てくる。 

  このような状態が過剰債務企業の実態であって、事業競争力はかなり根本のところでやら

れている。そのような会社は、キャッシュがないため、退職金が払えないので辞めさせる

ことができない。そうなると、大体給料一律カット作戦をやる。それが一番短期的なキャ

ッシュアウトを減らす、人件費を減らす方法である。 

 このような企業は、そこで過剰債務を軽くしてもどうにもならない。というのは、その

業界全員が同じような状況で、まずバランスシートが傷み、その後に事業に傷んでいると

いう状況であればハンディキャップはないが、世の中には優秀な経営者がいるので、競争

相手はこの10数年間もちゃんと設備投資、技術開発投資も行い、若い人も採ってきた。し

たがって、会社が立ち直ろうと思ったときに、普通にバランスシートを軽くして頑張りな

さいと言われても、大体競争の決着はついていて、例えば業界再編、どこかとくっつける
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とか、スポンサー企業を持ってくるとか、あるいは事業モデルを転換、戦略とかモデルと

かを全く転換して違う戦い方をしないといけない。 

  したがって、我々が支援決定するときの基本的な問いは、今までと違う戦い方ができるか

どうかである。そういう可能性があれば支援決定をすることができる。 

  逆に、戦略モデルの転換なり事業モデルの転換なりといった形で生き残れる可能性があれ

ば、それを事業再生計画のコアにしていく。よく選択と集中という話があるが、実は選択

と集中だけでは足りない。集中した先の事業をどうするかということも考えないと、何も

問題を解決しないというのが現実である。 

  それは、なぜそういう状況が起きたかというと、やはりもう右肩上がりではなく、すごく

限られた市場をめぐっていろいろな人が日々競争しており、かつ日々大変なイノベーショ

ンが日本中で、或いは世界中で起きていて、グローバルな中で展開されているというのが

今の企業の競争の最前線の現実である。当然、困窮企業もそういった状況の中で生き抜い

ていかなければいけないため、集中した先でもこの会社の事業戦略をどうするんだという

ことを考えざるを得ない。 

  その問題から逃げてしまったら何も解決しない。過去10年間ぐらいの間に、いわゆる銀行、

金融機関主導の金融支援を軸とした支援というのは何度も行われてきた。ただ、そこでや

ってきたことというのは、財務リストラだけである。その結果、何が起きてきたかという

と、何度も金融支援をしなければいけない。その根本的な背景は、土地の値段が下がり続

けたことも１つとしてあるが、本当の背景は今言ったような事情である。要は、事業の問

題、競争の問題を直視してどうするかということを考えない限り、債務を軽くしただけで

は100％間違いなく事業は再生しない。今の日本の企業は再生しない。 

  その中で、とりわけ私どもが実際にやっていて危機感を覚えるのは、人、物、金というふ

うに分けたときに、事業モデルが傷んでいるが、その事業モデルを変えていくのは人であ

る。優秀な人がつけば、事業モデルは変えられる。事業モデルが変えられればお金はつい

てくる。今の資本主義社会の全体的な構図は、資本の方が過剰である。特に日本はそうで

ある。むしろ人と知恵が大切になるが、知恵は人が出すので、結局、人の問題になる。 

  日本は、経営人材の有効活用というのが恐ろしくできていない国である。非常に優秀な人

材が日本企業にはいっぱいいる。しかしながら、企業の枠組みの中では生かせない人がた

くさんいるというのも、また同じ現実。こうした優秀な人材がもっと効率的に産業社会の

中で再配分されて、彼らが100％、200％の力が発揮できるような仕組をどうつくっていく

かの方がはるかに大事である。ただ、残念ながら日本人の意識というのは、それをやろう

とすると、やれ企業解体だとか言われてしまう。そういう土壌がまだある。 

  我々のところに来るのは極端な事例で、本当に沈んでいることが誰から見ても明らかな企

業しかこない。でもその後ろには数千社という数で、人材を必ずしも生かせない状況にな

っている会社がいっぱいある。日本人というのは、一人一人の人材力というのは今でも世

界一であると考えているが、生かされないままデットストックになっている人材が現場レ
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ベルでもいっぱいいるし、とりわけうちの会社の周辺にあるような名門企業の中には死蔵

されている。一番大事なことは、そういう人材の産業界全体としての再配置、再配分とい

うことをこの国はやっていかないといけない。この国の競争力の最大の源泉は人材であり、

人的資源しかこの国は資源がない国である。したがって、人的資源を有効に活用するとい

うことを国策としてできないと、この国の競争力は長期的に絶対に低下していく。 

  我々の仕事というのは、ファイナンスをやっているように見えるが、みんな頭の中で一番

意識するのはだれを経営者にするのだということになる。最後は「事業は人なり、企業は

人なり」である。我々も人を探すのに毎回苦労している。やはり会社という壁に阻まれて、

そこに人材が閉じ込められたまま出てこない。日本企業の強さと弱さといった意味でいう

と、潜在的強さは人材である。でも、今、弱くなっている理由は人材の活用ができていな

いことだと思っている。 

 

質疑応答 

○ 人材の再配置、再配分、これを現在の日本の企業社会の中で円滑に行うには、どのよう

な方法論が適切であると考えるか？ 

○ １つ言えることは、名門企業の採用のあり方を変えないと根本的に変わらないと考える。

やはり日本の今の企業社会のシステムというのは、カイシャ幕藩体制とでも言うべきもの。

立派な大学に行って、立派な会社に就職する、あるいは立派な官庁に就職する。そこにお

いて、終身雇用でライフタイムで昇進していかない限り、経営トップの可能性はまずゼロ

である。 

  そういう前提がある限りは、人材は怖くて会社から出て行けない。一度幕藩体制に入った

人間は、脱藩してしまったらあとが大変である。この日本の社会というのは一度脱藩する

と自分の腕一本で生きていかなければならない。今の産業社会全体、企業社会の仕組み、

あるいはひょっとしたらいろいろな社会制度もそうかもしれないが、一旦脱藩したら、と

にかく不利である。脱藩した人が物すごく不利になるような有形無形の社会制度、ある種

のカイシャ幕藩体制的な封建制度はこの国にはいっぱい残っている。そういった外にいる

人たちに対しては、ある意味では有形無形の差別や攻撃、あるいは偏見もある。そういっ

たものがある中で、脱藩していくということはすごく勇気がいる。ただ、問題は、そうい

う前提があると、失うものがあるため持てる者は基本的にリスクをとらないということ。 

○  今のような話だと永久に変わらないということになってしまうのではないか。ある意味市

場に任せない限りだめなのではないか。 

○ 市場に任せた結果、うまく行かないという市場の失敗をどう補正するかという問題が大事

で、競争が起きて淘汰が起きて、そこから再編・再生がまた起きてくる、そのサイクルが

資本市場の原理で、あるいは労働市場の原理で行われていけばいい。そのサイクルが起き

ていくときに、それを阻んでいるものがいっぱいあるというのが、今のこの国の問題であ

る。 
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  例えば、困窮企業というのはみんな危ないと思っている。調べてみたら何が出るかわから

ないと思っている。 

○  人とか、脱藩しなくてはいけないというところまでいってしまうと、ほとんど文化的な要

素に入り込んでしまうので、もっとストラクチャルに言った方がいいのではないか。 

○  制度論で言うと、市場の失敗で大きいのは、一番は情報の非対称性である。したがって、

情報の非対称性を克服しようと思うと、少なくとも監査制度、それから企業開示の問題に

関しては、罰則をもっと強力にするべきであるし、会計監査の監査法人に対する報酬体系

も、少なくとも今から１桁引き上げないといけない。 

もう１つは、メインバンク制があるため、様々な銀行が融資をしており、任意で債権放

棄、金融支援をやってもらうことはほぼ不可能それをもっとスムースにやる方法というの

はないのか。これを、もうちょっと簡単な手続で、資本多数決でできないか。例えば株主

と同じ３分の２とかで金融支援を決めるなどである。 

  産業再生機構の案件をやっていく中で、毎回我々は市場の失敗の壁にぶつかる。機構は公

的機関なので、市場の失敗は取り組んでいくべき非常に大事なテーマであり、それはもち

ろん政府にもフィードバックをしていくし、もし法改正が必要なのであればそれを考える

し、制度改正が必要になればそれも考えるしということはやっていきたい。 

○ 最も重要な経営資源は人材だという話があって、それはそのとおりだと思うが、人材がど

のぐらい価値があるとかという評価ができない。最も価値のあるものは評価しづらいもの

であるという問題をどうするか、ということにヒントはないのだろうか。 

また、最大の資源が人材だとした場合に、極めて都市に集中していて地方には非常にな

い。地方の産業を再生しようと思っても、手近かなところから手ごろな人材がいない。こ

の問題はどう考えるか。 

○ 人材の問題については、困窮している会社の場合、人材の評価が非常に楽である。突き詰

めると、この会社は本当にだれが必要なのというのは、その状況ではすごくよくわかる。 

  例えば、困窮状況で会社を支えていける者はだれかという話をヒアリングをすると、すぐ

何人か出てくる。この人をトップにしないとこの会社は持たないというのは、ある種そこ

で疑似市場が成立している。 

  このような意味合いで言うと、人材の問題は人材市場においてどう市場原理を働かせられ

るかという問いに近いと思う。そうすると大事なことは、やはり内部労働市場と外部労働

市場の壁を低くすることだと思う。要するに、開かれた外部労働市場の、人材市場のディ

シプリンとの緊張感の中で日本の会社が人材評価をしているのか、多分それが鍵だと思う。 

  次に地方の問題については、潜在的な流れとしては、マネジメントという仕事をやってい

きたいと思っている若者が増えてきている。彼らは常にチャンスを潜在的に渇望している。

それは、都市か地方かという問題ではなく、マネジメントという１つのプロフェッション

に挑戦したいという人が出てきている。 

  一方、受け入れ側は、これは逆に地方自身が解決しなければいけない問題だと思う。地方
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というのはある意味ではミニジャパンであり、村社会があって、地方特有の行儀作法があ

り閉鎖的である。 

  そういうことは、地方から東京に来ている人もよく知っており、最初から東京の人もそう

いうことを聞いており恐怖感を持っている。でも、それは本来は地方自身の責任だと思っ

ており、リベラルな若いタレントが活躍しやすい、仕事をしやすい状況をつくればそうい

う人たちが行くと思う。 

○ 若い人の労働観が変化している。その変化を加速化することが人材の再配置にとって重要

と考えてよいか。 

○ 若い人をディスカレッジしないことが重要。若い人たちの間にも、パブリックスピリット

というのは必ずあり、自分はそういうものを背負っていきたいという思いという健全な自

己実現の意欲は必ずだれでも持っている。 

  だから、若者がもっと、出たり入ったりしながら社会の中でいい仕事をしていくという流

れを絶対につぶさないようにすること、彼らの生き方というものをエンカレッジしてあげ

るということが大人がやるべきこととして一番大事なことだと思う。 

 

竹内委員より説明  

○ コンテンツというジャンルは、私見であるが、これまで国内ではあまり重要視されてこな

かった。それは、コンテンツというものは形のあり、なし、というところが一般的に非常

に見えにくい、わかりにくいという分野であり、また、コンテンツ自身がどうしてもエン

ターテイメント産業と非常に密接に関係しているとの理由によることも大きな要因であろ

う。このため私自身も実は20数年前からアニメーションやマンガに関わる仕事をしている

が、社会差別的なものをかなり受けてきた印象がある。 

  まず、コンテンツの定義を、私なりに整理すると、最広義の意味から最狭義の意味まであ

るが、広い意味では、文化、音楽、映像、伝統芸能などを含めたものを言う。 

  今年、竹中大臣とお話しする機会に、大臣にとってコンテンツというのはどういう定義か

尋ねたところ、大臣の定義は、「コンテンツとは専門性、独自性、倫理を伴った知的付加

価値、つまり人間が考える知的付加価値」とおっしゃっていた。 

 今回は、競争力という点から、私はコンテンツを大きく３つに整理した。 

 まず１番、ポップカルチャーコンテンツ、これは最近、テレビ、雑誌や特に海外を騒が

しているアニメ、マンガ、テレビゲーム、キャラクター、女子高生の渋谷ファッションな

ど、今までの日本のコンテンツ文化とは多少系統の違ったものである。 

 ２番目は、従来型コンテンツ、これは映画、小説、テレビ番組、音楽などである。ただ、

この大部分が、現在はポップカルチャーと融合してきていると思われる。 

 ３番目は、美術、芸術から広く社会に関わるもの。例えば、特殊な例で言うならば、う

なぎ一筋100年など、１つの料理を代々受け継いでやっているお店で継承される匠の技など。

これも１つの日本のコンテンツであり、今後の地域活性や日本の伝統文化という点でも非
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常に重要であると考える。 

  以前、押井守さんという国際的にも有名なアニメーション監督から聞いた話だが、現在な

ぜ日本のアニメやマンガのキャラクターが海外で受けて、日本の音楽や映画が受けないの

か？結論から言うと、ポップカルチャーと呼ばれるテレビゲーム、マンガ、アニメのキャ

ラクターなどは人間の顔の形、肌の色、髪の毛、目の色などすべて記号で省略して書いて

ある。これを「直接的・直感的表現」と言うが、一方映画や音楽の場合は、日本人の顔や

日本語の言語というものがどうしても直接的に表現されてしまうため、他の文化圏の国民

には受け入れられにくくなってしまう。「記号的表現」、これこそが実は最近のポップカ

ルチャーが世界を席巻している１つの表現的な特性である。 

  さらに、日本のテレビゲーム、マンガ、アニメのキャラクターは、子供だけを対象にして

いない。アメリカの友人が日本に来て驚くのは、電車の中でもう、おじいさんからサラリ

ーマンからお母さんからみんなマンガを読んでいる。「一体この国は何だ？」と、半分賛

美、半分驚きで見るが、日本のマンガは、およそすべての世代、すべての年代、男女を問

わずに読める作品が存在する。サラリーマンのマンガからお葬式のマンガ、料理のマンガ

まで、これは海外に行くとこんなに多岐多様な表現方法がある国は日本だけである。アニ

メーションマンガキャラクターも同様。こういった独自性によって、現在さまざまな文化

圏や様々な分野に浸透している。  

ポップカルチャーの多様性であるが、これは決して子供とか遊びのためだけのものでは

ない。ブランドであるとか教育、宣伝、商品展開、さまざまなものに使用されている例が

あり、最近、これもニュースになったが、村上隆さんという六本木ヒルズのキャラクター

などをつくられた方のフィギュアが非常に高価な値段でオークションの評価を得た。 

 今後、このポップカルチャーコンテンツにはどういう可能性があるか？今、説明したと

おり、さまざまな国の文化様式、市場形態に即しながら、今後ますます日本を代表する１

つのコンテンツとして広がっていく可能性がある。そしてそれを推進させているのがデジ

タル化である。デジタル化の一番の恩恵はネットワーク化だが、インターネットとなどの

国際規模的なネットワークが推進されたことにより、日本のコンテンツ情報が直接その国

の市場（ファン）に届くという現象がここ数年起こっている。これが実は日本のポップカ

ルチャーコンテンツが急速に世界に広がっているもうひとつの大きな要因である。 

  具体的には、今まで日本のマンガやアニメ、映画、音楽のすべてが輸出国のマーケット事

情に左右されていた。物理的に物とか商品を通してその国に流通されてゆくには、輸出入

を扱う企業が介在しており、単なる情報でさえも直接市場に届きにくかった。 

  ところが、最近、インターネットにより、例えば日本のアニメを検索すると、現在どのよ

うな最新作のアニメーションがつくられているのか、言葉はわからなくても画像で読み取

ることが可能である。マンガ雑誌やマンガ家個人のインターネットサイトを10年近く前か

ら制作しているが、世界中、様々な国からメールが来る。絵を見たらすごくおもしろそう

だと、日本語を理解できなくてもそういうファンが広がる。いわゆるポップカルチャー現
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象がネットを通じて世界に広がっているという現象は、今後ますます進んでいく。 

  コンテンツの国際性には、先に説明したような記号的表現や独自表現などの要素もあるが、

もう１つは文化啓蒙的な要素がある。今ハリウッドでは、様々な日本のマンガやアニメを

実写映画としてリメイクする企画がめじろ押しだ。なぜこのようなことが起こっているの

かというと、20年ぐらい前から日本のマンガやアニメーションがビデオコピーの形でアメ

リカに広がり、当時、学生で映像などを学んでいた優秀な学生達の目に触れ、彼らがそこ

でインスパイアされて現在ハリウッドで映画を撮っているという現象がある。結果、日本

のポップカルチャーコンテンツがすばらしい、ということが最前線で活躍しているハリウ

ッドのキーマン達にすでに刷り込まれているのである。今後、積極的に民間企業がアメリ

カに対して作品を輸出したり、情報を出してゆくことは、将来のクリエイティブキーマン

達に対する教育や啓蒙の効果が非常に高いと思われる。 

アニメやコミックの諸外国の状況を概念にしたものがこちらの図である。基本的には、

海外で一番大きなマーケットである北米、それから欧州、アジア、それぞれの国に違う形

態で広がっている。ここで注目すべきは、それぞれの国では、この日本のポップカルチャ

ーに対して、なぜこの分野において日本が競争力を増してきたのか？ということを徹底的

に研究した上で、そのノウハウを自国の産業に反映させるということを進めている。また、

イギリスではクオーター制度などのように、自国の出資関連が25％以上ない作品は地上波

での放送を禁止している。韓国では政府と民間が協同で、アニメーションやオンラインゲ

ームなどのデジタルコンテンツに関するインフラ及び直接作品投資を行っている。アジア

ではとにかく日本のノウハウを直接的に反映させるという形で民間と政府が一体になって

進めており、アメリカは、ハリウッド文化が映像文化をすべて席巻する、取り込む、とい

うカルチャーが厳としてあり、日本の原作権の買い取り及び日本の優秀なクリエイターの

囲い込みが起こっている。 

  論点は変わるが、このようなポップカルチャーのマーケットがどれぐらいあるのか、最近

まで日本には明確なデータが存在しなかった。全世界のコンテンツ市場規模というデータ

について、韓国では政府がデータを集計し、世界のマーケットサイズの中で韓国のコンテ

ンツ産業はどれぐらいのシェアを目指してゆくかを民間に対してインフォメーションして

いる。この２、３年、経済産業省、総務省、文化庁などから幾つかのデータが世の中に出

てくるようになった。例えばＪＥＴＲＯが、2003年度の北米における日本のアニメの市場

規模というのは231億円あると、今後も伸びていくというデータを発表し、最近では、野村

総研が、日本のオタク市場規模というのが大体2,600億円と発表した。まずデータが存在し

て認識を持つという形が非常に大切である。私の試算では、マンガ、キャラクター、アニ

メの全世界の市場規模が20兆円ぐらいあるのが２年ぐらい前、今これが多分1.2倍から1.5

倍まで増えていると推測される。 

  実は日本のマンガ、アニメの国内市場というのはアメリカの６分の１程度であり、まだま

だそれほど大きいとは言えない。アメリカの市場を席巻する余地が十分残っているが、競
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争力という観点においては、民間の主導型だけでどこまで今後続いていくのか心配である。 

潜在マーケット的には非常にポテンシャリティーがあるという点についての解説図表で

あるが、アメリカの14歳以上、いわゆるティーンズ層というマーケットにはアメリカのア

ニメやマンガは強力なコンテンツが乏しい。ここに日本のポップカルチャーが現在どんど

ん食い込んでいる。このティーンズたちが日本のポップカルチャーに触れて、見て、買っ

て、すばらしいと思って、彼らがどんどん大人になっていくと、今後日本のポップカルチ

ャーは着々と浸透し、市場形成をしてゆくであろう。 

  なぜ今ハリウッドの映画のトップクリエイターが日本のマンガやアニメに影響を受けてい

るかは歴史的確証がある。1970年代、日本のアニメ、ビデオが直接輸出としてほとんどな

かったが、その中でも「鉄腕アトム」や「マッハＧＯＧＯＧＯ」、「AKIRA」といった作品

が放送や販売された。これを見た人たちが、これはおもしろい！とビデオコピーし、それ

が大学でどんどんコピーされて回っていた。この時代に現在の日本のポップカルチャーの

影響力の礎をつくった幾つかの作品が、アメリカの学生マーケットに流れていった。1980

年代になると、ジョージ・ルーカスやスピルバーグより若い世代が、これらの日本の優れ

たアニメを見て、インスピレーションを得た。  

これまではポップカルチャーだけを切り取って、国際競争力が高まっていると言ったが、

なぜ日本の映画や音楽は海外マーケットで現在競争力を失いつつあるのか？ 

  メディアの変革というのは、コンテンツが新しいマーケットをつくるチャンスである。現

在のオタクマーケットは世界中に確実に拡大している。コミックマーケットという、自分

で書いたマンガを売る、この種の同人のイベントというのが日本には年間100回ぐらい開催

されており一番大きいイベントでは３日間で４０万人以上が詰めかける。このコミックマ

ーケットという日本発のイベントは、現在フランスや韓国で同様なものが開催されており、

またアメリカでは、毎年夏にコミックコンベンションというイベントが開かれ、ここ５年

ぐらい前から日本のコンテンツが進出して、今現在半数以上日本のものが置かれている。

世界にこのようなマーケットが今広がっているのが現状である。また、デジタルとかネッ

トワーク化により、日本の良い製品がどんどんストレートに、大きな流通網を持っていな

い小さな企業でも、自社コンテンツを海外に売ることがインターネットによる配信等でで

きる可能性が広がってきている。今後、国際競争力を持つコンテンツというのはどんどん

海外に出ていく市場環境性は整ってきている。 

  結論的になるが、コンテンツというのは、一番投下資本が少なくて済むものである。マン

ガは紙とペンと作家先生が１人いればできる最も効率のいいコンテンツと言われている。

アニメーションも今までは何百人という人が１年とかかけて創ると言われていたが、最近

では１人でアニメーションをつくってしまうようなケースも現れてきている。つまり、そ

の人の個人の能力、力というのが非常に大きな比重を占めている。 

  これは実は音楽に照らしても、１人の人間の才能によって楽曲というのは生まれるという

点では類似している。どう売っていくか、広めていくか。その才能を売るためには、プロ
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デューサーはもとより、最近コンテンツの分野で求められるのは、アナリスト、マーケテ

ィングプランナーなどの役割が大きい。実は日本のコンテンツ産業というのは、なぜアメ

リカにいつもやられているかというと、この分野が非常に弱い。アニメスタジオで専門の

法律事務所と契約している会社というのは非常に少ない。この意識の差は大きいと思う。 

  ハリウッドがなぜ映画であっと言う間にヨーロッパの映画も席巻し、世界マーケットを獲

得したかというと、レーガン政権のときに通称「ヤングレポート」なる報告書において

「知的財産＝コンテンツ」の国際競争力を高める提案がなされた。ハリウッドのプロデュ

ーサーから聞いた話だが、アメリカのトップの人材、頭脳を集めて、今後10数年の間にア

メリカの映画産業を世界最大のマーケットにする戦略も議論されたと言われている。日本

は、今後この種のジャンルにおいてできることはまだまだある。 

  日本のコンテンツがこれまで進化してきたのは、無秩序であり、自然淘汰でおもしろいも

のは残る、つまらないものは淘汰される、という市場原理が存在したことは大きい。現在

もその状況は続いている。こうした状況においても、直接支援と間接支援の２つの観点か

ら具体的にできることはあると思われる。基本は、やはり民間主導でいいが、直接支援と

しては、人材育成、それから新たに可能性のある市場を引っ張り出す、そういった人材育

成・教育政策、産学協同の政策が必要であろう。間接支援については、この産業に対する

社会風潮を文化的・広報的な側面から変えていくことが必要である。 

  一例だが、ナショナリズムを意識したコンテンツ理念の啓蒙があると思われる。日本のポ

ップカルチャーは、実は日本で一番評価が低いと感じる。日本のメディアというのは、な

かなか専門書や経済誌で取り扱われることが少ないが、なぜ少ないかというと、データが

ない、評価できる人が少ないことがあげられる。例えば、日本のコンテンツに対して、政

府とか、国としてどう考えているかをもっと広く伝えるだけでもかなり変わってゆくと思

う。 

  コンテンツというのは、投下コストが少なく、人の発想とか英知が結集されていて、その

可能性は無限大であるという前提で、例えば実験的なプロジェクトをいろいろ推進するの

も一案である。これから日本が世界に名だたるシニア大国になるのであれば、まずシニア

向けに実験をしていくことで、他の産業よりも安いコストコンテンツ開発をするなど、シ

ニア産業における先駆的国家となり得る可能性もある。また、コンテンツの特性として海

外に対する影響力が非常に大きいため、日本ではお年寄りのためにこんなさまざまなエン

ターテイメント、コンテンツが存在する国であるということイメージが伝播することで、

様々な諸外国からクリエイターを招聘しようとか、間接的な市場影響力が出てくる可能性

も生まれる。 

  人材育成に関しては、もっとクリエイター、コンテンツを制作している人たちに光を当て

る必要がある。アメリカのフィルムカウンセル、ドイツのＦＦＡなどは映像製作者を対象

にした支援であり、これはアニメとかそういうオタクコンテンツではなく、映画や映像、

音楽関係を対象にしている。ヨーロッパは、マーケットを広げるということよりも、自国
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の文化のコンテンツをきちんと継承していき、これを後世に伝えるという社会的意義が非

常に強い国であるため、こういうところが強化されている。 

  やはり一番重要なのは教育制度である。東大で今アニメの監督やゲームクリエイターが今

年から実験授業を行い、先般、慶應のＳＦＣでは、コンテンツプロデュースということに

論点を当てたプロデュースの実験授業が行われた。専門学校はもとより、国立、私学問わ

ず４年生大学でこういうコンテンツ教育を行っていけば、日本のこの産業の人材というの

は非常に厚みが増すのではないか。 

 

竹内委員より映像を用いて説明 

○ ご覧頂いている映像は何の映像かというと、アニマトリックスをプロデュースしたときに、

ハリウッドで日本のポップカルチャーが優れているということは、アメリカのクリエイタ

ーの間では非常に有名だが、プロデューサーやディストリビューターの間ではその理由や

状況があまり知られていない状況があり、彼らやアメリカのアニメをあまり見ない人達に

向けて、日本のポップカルチャーの啓蒙映像として作成したものである。 

  この映像の真の意図は、日本のトップクリエイターとハリウッドのクリエイターが一緒に

コラボレーションしてつくったということをアメリカや広く世界に伝え、日本の監督や日

本のポップカルチャーアーチストと一緒に仕事をしようという機会が増えることを狙って

いる。 

  また、アメリカの映像やポップカルチャーにおいて権威ある人たちにインタビューをとっ

て、なぜ日本のこういうポップカルチャーが今アメリカで影響を与えているかということ

を歴史を紐解きながら解説したものも制作した。 

  日本の人たちも余り知らないのだが、版画とか浮世絵あどがベースになって日本のマンガ、

アニメの表現の多様性が生まれているというのをアメリカの人たちは実は研究しているが、

日本ではこの種のことがほとんど語られない。日本の近代美術館で最近やっとマンガ展示

会などが行われるようになったが、浮世絵時代から現代に至るマンガやアニメ文化論など、

実は教育的観点からも取り入れる必要性があるのではないだろうか。 

 

袖川委員より説明 

○ ソフトパワーという領域について説明する。 

 論点は３つあり、１つ目は、国の競争力なのか企業の競争力なのか、競争力の主体につ

いての話。２つ目は、最近いろいろなところで言われているソフトパワーという概念が、

マーケティングの分野のブランドという考え方とも非常に似ているという話。３つ目は、

日本のソフトパワーをどうつくっていったらいいかという方向性の話である。 

  まず、１つ目の国の競争力という概念であるが、この概念がなぜ重要かというのをまず山

岳調査隊と山岳民族と、こういう２つの概念で説明する。山岳調査隊というのは、例えば

日本の平地あるいは都市に住んでいる人々がいろいろな装備をして、事前情報を集めてリ
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ュックを背負って行く。そこで１週間なり１カ月なりいろいろ調査をして暮らすわけだが、

これは短期間どう環境に順応する、対応するかという戦略のこと。このため、環境には対

応するが自分自身のライフスタイルは余り変えないので、ウナギのレトルトや米のパック

を持って行ったりして食べる。 

  ところが、山岳民族、そこに暮らしを持っている人はずっとそこに住まなければならず、

そこに合ったような食べ物を食べるので、体型も山に適したものになっていき、家族の形

態やライフスタイルもそういう環境に対応するようになっていくという違いがある。 

  よく企業が変わらなければいけないというときに、どっちの話をしているのか混同されて

いることがある。企業の競争力の源泉のひとつである社員が企業で働くということは、こ

の山岳民族のように、その企業の中で継続的に働いていくことであり、自分のスタイルを

企業のスタイルに合わせるようになっていく。ライフスタイルの変化を伴った社員を抱え

ながらどのようにして競争力を生み出すかということがポイントになっていくのではない

かというのが１つ目の論点。象徴的に言えば、民主国家では生活のスタイルあるいは生活

が欲求する水準（企業では社員の労働に対するモチベーションなど）を超えて競争力を持

つことができないのではないかということである。 

  つまり、国の政策や経営の方針からはグローバリゼーションなどの環境の変化に対応しな

ければならない「やらねばならないこと」があるが、一方では国民の生活の方から、何を

したいか、どんな暮らしをしたいかという要望（＝「やりたいこと」）があり、この２つ

から「何ができるか」という競争力が生まれてくるのではないかと思う。組織を変革する

ときも、何をしなければならないかと何がしたいか、そこから何ができるかという、発想

をした方がいい。私は、この研究会の中では、国民の生活の質から実現される競争力とい

う側面からも提言していきたい。 

  一見、今は高度成長の時代よりも豊かになっているのだから、もっと競争力を持てるので

はないかという考えもあるが60年代、まだ国民が貧しいときには、豊かになりたいという

ハングリーな気持ちがあった。だから、「何をしたいか」という国民の欲求は常にワンラ

ンク上の暮らしをすることだった。それと、政府がこれから国際時代に何をしなければい

けないかという政策があり、産業政策がうまく回っていたのではないか。現在、競争力を

考えると国民の生活が豊かさの中で向上心とか上に行きたいという気持ちがなくなってき

ている。そこが非常に問題なのではないか。 

  補足的だが、経営学の世界でもマイケル・ポーターが「フィット」という考え方を提唱し

ており、戦略というのは活動の間にフィットを生み出すことであって、競争優位というの

は活動のシステム全体から生まれてくると。だから、その中の幾つかをつまんで競争力を

つくることは一時的にはできるけれども、ある程度持続的に競争力を発揮する競争優位持

つためには、要素の間のシステム全体をうまく回すような輪をつくっていかなければいけ

ない。 

  競争優位の輪をつくっていくときには、活動の中のトレードオフが起こるものなので、競



 －13－

争優位をつくるためにはあるものを諦めなければいけないということが起きる。だから、

ポーターは、「戦略の本質というのは何をやらないかという選択でもある」というような

言い方もしている。 

  さて、２つ目はソフトパワーとブランドとの類似点である。これに関して最近感じるのが、

社会の原理が変わってきていることだ。例えば、人々がリーダーに従うのは、リーダーが

俺は偉いぞと宣言したり高い地位にいるためではなくて、国民がこの人は偉いんだと尊敬

をすることによって従う。人に尊敬されたり認められてはじめて、その人が他人に対して

パワーを持つことができる。それから、ボランティアについての考え方も、力のある人が

弱い人を助けてあげるという考え方ではなくて、人を助けることによって自分が力をもら

うという意識になっている。強い人が一方的にパワーを発揮するのではなくて、パワーを

受ける人が存在してはじめてパワーを感じる、こういう仕組みが今優勢になってきている

のではないか。 

  それはブランド論の背景にあるのと同じ考え方で、すごくいい商品、優れた商品をつくっ

たから売れるわけでは必ずしもなく、いい商品だという魅力が市場で認められることによ

って、これはいい商品なんだというブランドパワーを持つことができるという仕組みにな

っている。 

  ソフトパワーでもよく誤解されるところであるが、ソフトパワーというパワーがあるわけ

ではない。あくまでも主体が持てるのはパワーベースでしかない。それが相手にとって魅

力的だと思われると、自分がパワーを持つ。だから、それを魅力的だと思わない人には全

くパワーにならないということで、この辺りがソフトパワーを捉えにくいものとしている。 

 ブランドの場合も、ブランド・エクイティと言われるようなブランドの資産があり、消費者

がブランド資産に心を引き付けられてファンになると、その商品はブランドパワーを持っ

ているということになる。 

  ただし、ブランドパワーとソフトパワーの違いもあり、ソフトパワーというのは切実なパ

ワーとして機能する。パワーを受けることは、自分の行動の自由が何らかの形で制限され

ることであり、自発的であろうとそうでなかろうと、自分はその虜になってしまって、そ

こから逃れられないという状況になってしまう。だから、その状況が非常に好ましいとい

う場合もあれば自分にとってきつい場合もある。ソフトパワーには、こういう「きついソ

フトパワー」と、その他にそのパワーに乗っても乗らなくても特に罰則や苦痛を伴わない

「緩やかなソフトパワー」と２つあって、どちらかというとこの「きついソフトパワー」

かこれから競争力の点で問題になってくると思う。 

  ３つ目は、日本のこれからのソフトパワーのつくり方であるが、ポップカルチャーがこれ

からやはり日本のソフトパワーの中心になっていくだろう。 

  20世紀にはパワーの源泉（パワーベース）が物理的な資源力や技術力、経済力などが重要

だったわけであるが、次第に知識とかエンターテイメント、あるいは環境のような持続可

能な社会技術とかに移ってきている。要するに、世界で今何が重要かというのが、「豊か
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さ」「貧困からの脱出」から次第に「楽しさ」にシフトしてきている。「豊かさ」の論理

の中では中心的なパワーだった国が、「楽しさ」の論理の中ではその力が失われることも

あり、今後は日本の方が優勢な国になる可能性が出てくる。 

  日本はこれから楽しさとかコンテンツとか、そういうところで本物の国、あるいは本場の

国になることを戦略の目標に置いていくべきではないか。 

 

経済産業省産業再生課横尾課長より説明 

○ 「新産業創造戦略」について説明する。90年代の悪循環というのは３つの過剰と不良債権

の表裏というのがある中で、この悪循環を断ち切るため、事業再構築、産業再編、その裏

としての新事業開拓、スピンアウトという、ミクロでの好循環を実現するため、いろいろ

な制度的な整備もなされ、ある程度進捗が見られるという中で、これをベースに、製造業

の復活、それとサービス業の発展という産業構造上のセミマクロでの好循環を目指してい

くことにフォーカスを当てて、「新産業創造戦略」を描いている。こういったことを通じ

て、マクロでの好循環につなげていこうということ。 

  視点が３つあり、それに対応した３本柱の産業戦略を提示している。視点の１は、世界と

の競争をどう勝ち抜くかということ。グローバル競争、アジアとの競争という中で、日本

の強みというのがどこにあって、課題はどこにあるかということを現場をベースに分析を

して、それに基づいて、そういった先進的な産業群を伸ばしていく必要があるということ

である。 

  視点の２は、社会の要請にどう応えるかということ。いろいろな少子高齢化等の課題の中

で、強み、課題がどこにあるか。特に、日本の場合にはシニア市場というのを使っていけ

るのではないかということで、これに対応した産業群、特にサービスを中心とする産業群

が伸びていくのではないかということである。 

  視点の３は、地域の低迷をどう脱するかということ。過疎化、特に公共事業の縮小の中で、

地域をどう活性化するかということで、地域での成功事例をもとに、地域再生を担う幾つ

かの産業群というものを考えている。 

  今後伸びるべき産業分野を７つほど提示しており、具体的には、物づくり系では、燃料電

池、情報家電、ロボット、コンテンツという分野である。次にサービス中心であるが、健

康福祉、環境エネルギー、ビジネス支援といった分野。また、地域再生の産業群として、

成功事例から幾つか類型化すると、先端産業、物づくり、サービス、食品といった成功事

例がある。 

  重点政策としては、戦略の７分野、地域再生に加え、より横断的な重点政策ということで、

人材の育成、それから広い意味での知的財産政策などをやっていく必要がある。 

  それらを踏まえて、2025年までの我が国の産業構造などを展望している。この「新産業創

造戦略」は、今年５月の経済財政諮問会議に報告され、６月に閣議決定された、いわゆる

「骨太の方針2004」に位置づけられている。 
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質疑応答 

○ アニメ等がこれから有望な分野ということであるが、これを経済的な競争力という意味で

と言うと、知的財産政策とつないでいかないとうまく稼げないおそれもあるのではないか。 

○ 経済産業省、文化庁、総務省はそれなりにコンテンツを研究しており、既に様々な形の取

り組みが進んでいる。 

  日本の利益を守るという点では、明らかに10年、20年前に比べたらかなり飛躍的に進歩し

ているが、今後それらをさらに推進し、守るのではなく、攻めに転換させるために何が必

要かというところが１つの大きなテーマになるであろう。 

○ 模倣品についても、コンテンツに限らず製造品も含めて、海外の政府との意見交換を行い、

こちらから注文を出したり、いろいろな制度の整備、また、不正競争防止法という法律を

たびたび改正してきており、今度もまたその拡充を検討している。 

○ 製造業、サービス業の壁を取り払うという話であるが、すべての産業、自動車から何から

全部コンテンツがメディアに乗っかっているというふうに考えればいいじゃないかという

ふうに考えている。 

  そう考えると、例えばトヨタのような一見死角のない会社、今一番何が欠けているかとい

うと、エンターテイメント性の欠如である。これは、日本のいろいろな産業に言えること

ではないか。 

  考えるに、やはりコンテンツというのはすり合わせの世界だと思う。いわゆるすり合わせ

屋が日本にたくさんいるが、プロデューサーが足りない。プロデューサーというのはどち

らかというと寄せ集め屋、モジュラーの世界。 

  そこで日本がプロデュースするんだという話が出てきていると思うが、すり合わせの下請

けで十分存在感があるからいいという風に考えるのか、あるいはせっかくすり合わせを持

っているんだから、それを使ってプロデュースもやるというところまでいくのかという辺

りが１つのビジョンの分かれ目かなという気がしている。 

○ ソフトパワーということを競争力につながるとすると、国民全体が質のいい欲求をつくっ

ていくためには、今までの産業政策をどう転換していくということが必要になっていくの

か。 

○ 国民の欲望をどれだけ高めていくかということが大事なのではないか。若い人達に、もっ

と爆発的な欲望を持ってもらうことが必要で、家族を持つとか、人との交流を深めること

が必要だ。そのためにはいろいろなイベントをして、とにかく彼らを外に出ていくように

仕向けていかなければならない。人が活動するところにいろいろ商品を消費する機会や、

こんなものが欲しいというような発想が出てくるので、人をもっと動かして、人と人との

間にどう楽しみをつくっていくかを演出していくことがこれから必要になってくるのでは

ないか。 

つまり、今までのような政策サイドからの発想で主導して行くことには限界があり、生
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活やライフスタイルからの欲求からビジョンが出てくるような競争力の作り方が望ましい

と思う。 

○ 国の競争力の方の観点から政策発想で考えていたものが、必ずしも国民の生活にとってプ

ラスになるかどうかわからない。過去は比較的一致していたが、これからはもしかすると

ミスマッチを起こす可能性があるということを認識しておく必要がある。 

 このため、競争力を議論するときに、必ず国民の生活の質の価値観とか、何をしたいか

ということの観点からあわせて考える必要があるのではないか。特に、人口減少の問題で

は、少子化対策を議論すると、うっかりするとこっち側の議論が欠けてしまって、既にひ

とり暮らしと子供のいない世帯が全体の世帯の半分近くまで占めている状況の中で、その

メッセージを発信するとミスマッチを起こす可能性がある。 

 

○ 事務局から次回以降の日程等について説明。 

 

（以上） 

 


