
1はじめに 
ーアニメ「映画『鬼滅の刃』、週末の興行収入
が日本を除く全世界の興行収入を上回る 
 ──New York Times報道」

丁度、本稿を執筆中の10月に公開された人気漫画、
TVアニメの劇場版「鬼滅の刃」が、現下の状況で
ディズニーの大作も公開延期となる中、日本映画最高
記録となる興行3日間で46億円、342万人動員とい
う映画界に久々に明るい話題。ニューヨークタイムズ
紙も、“What Pandemic? Japanese Film Draws a 
Record Flood of Moviegoers”として、「映画『劇場
版 鬼滅の刃 無限列車編』が10月16日から18日まで
の3日間で記録した約46億円という興行収入は、同
期間の日本を除く全世界の映画興行収入を超えてい
る」と伝える。2018年の大ヒット「ボヘミアンラプ
ソディー」（13回観たという人をTVで紹介していた）
のようにリピーターも多く、その後も好調で、「公開
10日で興行収入100億円」は、歴代興行収入1位の

「千と千尋の神隠し」のペースを抜き、45日間の興行
収入が約275億円、観客動員数は2,053万人を突破。

「興行収入では、『タイタニック』を抜いて歴代2位に

浮上した。同1位は、『千と千尋の神隠し』の308億
円。いよいよ歴代1位が迫ってきた。」という。

最終回は、最近の映画を巡る環境として、益々、プ
レゼンスが高まっているアニメ、映画のネット配信、
日本映画の海外展開等をご紹介。

2アニメ
昨年興行収入1位の「天気の子」もしかりだが、興

行収入ランキングの上位（邦画トップ3入りは、
1980年代30本中5本、1990年代13本、2000年代
15本、2010年代17本がアニメ）や海外で興行収入
上位に入る日本関係の映画もアニメ関連が多い（2019
年は「名探偵ピカチュウ」や「バトル・エンジェル」

（日本の漫画「銃夢」が原作、「タイタニック」の
ジェームズ・キャメロン監督）が世界の映画市場でラ
ンキング入り。）。アニメについても、何を取り上げる
べきかは実に悩ましく、異論もあろうかと思う。

（１）アニメ事始め
日本のテレビアニメの歴史は、手塚治虫から始まる

と言われ、最高視聴率40％超、1963年に始まったモ
ノクロアニメ「鉄腕アトム」が「後のテレビアニメ隆
盛を決定づけ」たという。テレビアニメ出身の宮崎駿
監督は、「日本のアニメは、マンガの原作をアニメ化
し、マンガのキャラクターデザインを流用し、…マン
ガ家志望の少年少女からスタッフを集めて成り立って
いる」という。1966年「魔法使いサリー」（お転婆な
魔法使いサリーが人間の世界に来て魔法よりも大切な
ものを知っていく物語）、1968年「太陽の王子ホルス
の大冒険」（岩の巨人モーグに助けられた北国の少年
ホルスの冒険物語。高畑勲の初演出の長編動画）、
1971年「ルパン三世」（「大人向けアニメーションに
挑んだ意欲作」）、1974年、今も家庭教師センターの
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テレビCMに出てくる「アルプスの少女ハイジ」（ス
イスアルプスでの少女ハイジの成長とハイジを取り巻
く人々とのふれあいを謳う。高畑勲演出、宮崎駿場面
設定・画面構成）、1976年「母を訪ねて三千里」（少
年マルコが出稼ぎに行った母を探しに出る長い旅の物
語。場面設定宮崎駿、演出高畑勲）、1978年「未来少
年コナン」（最終戦争後、孤島で暮らすコナンのとこ
ろへ流れ着いた少女が連れ去られ、コナンは少女を救
うため旅立つ。キャラクターデザイン：宮崎駿/大塚
康生、演出：宮崎駿）など「メチャメチャだった」テ
レビアニメ黎明期。宮崎駿によると、「アルプスの少
女ハイジ」では、1週間で6,7千枚のセルが必要にな
り、色が塗られてきたセルを見て、色のまちがいなど
をチェックする仕上げ検査の女性はスタジオ（かつら
屋が夜逃げした後のプレハブを借りたもの）にある6
畳ほどの部屋の長椅子で泊まり込み、毎日平均睡眠2
時間で仕事を続け、動画のチェッカーの女性は、東京
中の外注先に依頼した動画3,000枚ぐらいを全カット
を調べ、「ひどいときになると、36時間ぶっつづけで
見」て、「最後は腰が抜け」たという。
「アルプスの少女ハイジ」の「高畑勲演出、宮崎駿

場面設定・画面構成」といっても門外漢には意味不
明。スタジオジブリの鈴木敏夫取締役プロデューサー
によると、共にスタジオジブリを創設することになる
高畑勲の下で宮崎駿はレイアウトマン（実写映画のカ
メラマン兼演出家。画面の設計図。どの位置にキャラ
クターを置いて、どんな芝居をさせるのか。背景はど
んな絵で、カメラはどう動かすのかを決める人。）
だったとのこと。「宮さんに話を聞くと、『アルプスの
少女ハイジ』の時の忙しさは想像を絶したという。演
出は高畑勲。高畑さんの描いたマルチョンの絵コンテ
を清書し、レイアウトを描き終えるとさっそくスタッ
フとの打ち合わせが待っている。しかも、相手はすべ
てのパートにまたがる。…おかげで、家に帰るのは一
週間に一晩だけ。放映日だけが家庭に戻る日だった。」、

「あるとき、宮さんが感慨をこめて、こういったこと
がある。『パクさん（高畑さんのこと）のもとでおれ
は十五年間、青春を捧げた。いつか、返してほしい』」。

（２）初のアニメ雑誌、「アニメージュ」創刊
1978年、当時、徳間書房にいたスタジオジブリの

鈴木敏夫は、「〈アニメブーム〉を日本中に巻き起こす
きっかけとなる」、初のアニメ雑誌「アニメージュ」
の創刊に奔走。その編集長になる先輩（ケチで有名な
人だったという）から創刊の1か月前に「おごるから
お茶を飲みにいこう」と誘われ、危険を感じつつ行っ
てみると、「敏夫君に、やってもらいたいんだ。」と言
われて絶句。そのために半年以上前から打ち合わせて
いた外部のプロを昨日、全員クビにしたと言われてま
た絶句。「だから、敏夫君に頼んでいるんだ。」と言わ
れ、結局、引き受ける羽目に。一日目、先輩から紹介
されたアニメ好きの女子高生3人からアニメについて
勉強し二日目に台割（雑誌の目次）を作り、三日目に
編集会議。先輩は「アタマのいい子に読んでほしい」
と言い、「…いつものように、夕方になると、カラオ
ケを歌いに新宿へ出かけた。…ぼくが二九歳だった。
二週間はあっという間に過ぎた。部数は、7万部。発
売三日で、ほぼ完売だった。」という。

（３）週刊少年ジャンプ
通常、アニメには漫画の原作が必要で、漫画の原作

と言えば、例えば、週刊少年ジャンプ。1990年代に
は600万部以上売れたというが、最近はネットに押さ
れて減少。それでも、毎週の読者アンケートでランキ
ングし、不評なら容赦なく打ち切るので、長期連載は
人気の証。久しぶりに見ると、冒頭カラー刷りで270
円はきっと少年にとっても安い。ここでファンができ
ると、固定客が見込めるので、テレビ化・映画化、関
連グッズを売り出すというのがビジネスモデル。スペ
イン、レアル・マドリードのジダン監督ら世界のサッ
カー選手に影響を与えた「キャプテン翼」、バスケッ
トボール漫画の金字塔「SLAM DUNK」から、最近
連載終了が一般紙でも話題になった「鬼滅の刃」な
ど、多くのテレビアニメを生み、映画化されたものも
多い。「鬼滅の刃」は、2016年から連載開始で単行本
のセールスは1億2千万部超え、劇場版の大ヒットで
関連商品もヒット続々、制作会社アニプレックスの親
会社ソニーの好業績にも貢献。「大阪税関は2020年1
～6月、鬼滅の刃のキャラクターを模したフィギュア
など約1000点の輸入を差し止め」。『鬼滅の刃』にあ
やかった名前を付ける人もじわりと増え」、年間ベス
トセラーも「鬼滅の刃」小説版が1、2、4位入りし、

 ファイナンス　2020 Dec. 27

サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｔ

10_P26-37_SPOT_06.indd   27 2020/12/08   9:56:05



「2020年ヒット商品ベスト30」の1位は「鬼滅の刃」。

（４）聖地巡礼
数年前、鎌倉で江ノ電に乗ったら、ある踏切の近く

に異様な人だかり。何事かと思えば、人気のバスケッ
トボール漫画、「SLAM DUNK」の聖地巡礼だという。

今や映画の聖地巡りの本や「アニメツーリズム協
会」というのもあり、観光案内所に行くと「訪れてみ
たい日本のアニメ聖地88」のマップもある。門外漢
には、知らないアニメも多く、なぜか新海誠監督作品
の聖地は大ヒットした「君の名は。」でも「天気の子」

（ロケ地となった舞台48箇所の場所・アクセスを解説
するWebsiteもある。）でもなく、「秒速5センチメー
トル」の聖地、栃木県栃木市、東京都世田谷区、鹿児
島県種子島。

（５）最近の上位常連アニメ
1980年代以降の邦画トップ3にランクインするア

ニメの常連は、ドラえもん、ポケットモンスター、名
探偵コナン、ジブリ。

（１）ドラえもん
藤子不二雄原作で1970年に連載開始、最初は

1973年にアニメ化されたが視聴率7％で半年で打ち
切り。ドラえもんに惚れ込んだアニメ制作会社シンエ
イ動画の幹部が原作者を口説いて、再度アニメ化。
1979年に第一回放送、翌年「ドラえもんカレンダー」
のプレゼント募集をしたら何十万通という子供たちの
応募はがきがテレビ局の一室を埋め尽くし、「僕は短
編作家です」と渋る原作者を口説いて、1980年に初
めて映画化。オープニングの錦糸町の映画館は子供た

ちでびっしり埋まり、渋谷の映画館は「子供の迷子が
続出」したという。結果、1980年、「ドラえもん　の
び太の恐竜」は、その年のアニメではトップ。単行本
はこれまでに1億部セールス。1981年から引き続き
邦画興行（配給）収入ランキングトップ3にランクイ
ンするアニメはドラえもんだけ（80年代4回、90年
代6回、2000年代1回、2010年代4回）。1997年、
第1回 手塚治虫文化賞 マンガ大賞受賞。19の国と地
域で翻訳され、今もなお、世界中の子どもたちに読み
続けられていて、この1年は全国一斉休校で子どもた
ちに多く読まれたこともあり500万部と大幅に売上を
伸ばしたという。

（２）ポケットモンスター（ポケモン）
1996年に誕生した任天堂の人気ゲームからテレビ

アニメへ。さらに1998年に映画化し、シリーズ化。
1998年の初回は「ポケットモンスター　ミュウツー
の逆襲　ピカチュウのなつやすみ」がその年トップの

「踊る大捜査線　THE　MOVIE」に次いで邦画で2位、
アニメ1位。1999年、2000年と連続して邦画の1位
となるなど、90年代に2回、2000年代に7回、2010
年代に1回邦画トップ3入り。2019年には実写版が
世界中でヒット。スマホゲーム、「ポケモン・ゴー」
は大人もハマり、社会現象に。

（３）名探偵コナン
世界的推理小説家の父を持つ高校生探偵が幼なじみ

とデートの途中、謎の黒ずくめの男達の取引を目撃し
てしまい、毒薬を飲まされ、「何とか命をとりとめた
ものの、子どもの姿になってしまう…！」という不思
議な設定の推理漫画。原作の単行本は2億3千万部売

1980年代以降のドラえもんの邦画トップ3入り 一般社団法人日本映画製作者連盟公表資料より作成。
年 1981年 1984年 1987年 1989年 1990年 1991年 1992年 1996年 1997年 1998年
順位 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3
配給収入（百万円） 1750 1650 1500 2020 1910 1800 1680 1600 2000 2100
年 2000年 2013年 2014年 2017年 2018年
順位 3 3 2 2 3
興行収入（億円） 30.5 39.8 83.8 44.3 53.7

1980年代以降のポケットモンスターの邦画トップ3入り 一般社団法人日本映画製作者連盟公表資料より作成。
年 1998年 1999年 2000年 2001年 2003年 2004年 2005年 2007年 2009年 2011年
順位 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2
配給収入（百万円）
2000年以降は興
行収入（億円）

4150 3500 48.5 39 45 43.8 43 50.2 46.7 43.3
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れた、少年サンデー連載の人気漫画原作のテレビアニ
メを1997年に映画化。1998年に邦画の7位入り以
来、毎年、邦画のトップ10入り。2000年代に2回、
2010年代は最近4年連続で邦画トップ3入り。「名探
偵コナン検定」まである。

（４）スタジオジブリ
人気漫画・ゲームの原作からテレビ化、映画化、シ

リーズ化が王道だが、そうでない場合もある。ジブリ
とは「サハラ砂漠に吹く熱風のこと」で、宮崎駿の

「日本のアニメーションに旋風を巻き起こそう」とい
う意図からスタジオ名に。「ジブリのように原則的に
劇場用の長編アニメーション、しかもオリジナル作品
以外は製作しないスタジオというのは、日本のアニメ
界では、というより世界的にも極めて特異な存在」だ
という。「なぜなら、興行の保証がえられない劇場用
作品はリスクが大きすぎるだけに、継続して収入がえ
られるテレビ・アニメーションシリーズを活動の中心
に置くのが常識だから」という。

初のアニメ雑誌「アニメージュ」の編集をしていた
鈴木敏夫は、「こんな名作があるぞと、高畑勲と宮崎
駿が東映動画で作った『太陽の王子　ホルスの大冒
険』の特集やるんです。」そこで、二人に「出会っ
ちゃうわけです。…宮さんと高畑さんに会って以来、
僕の生活は一変しました。」という。

そして、「『風の谷のナウシカ』を映画にしよう。」
と「アニメージュ」編集長が言い出し、鈴木は「徳間
に入ってから、夜は毎日チンチロリン。…僕は一〇〇
個ぐらいサイコロ買ってきて、一個を一〇〇回ふって
統計をとり、自分の好きな数字が出るさいころを三個
選んでました。命かけてましたよ。」「でも、これのお
かげで『風の谷のナウシカ』のアニメ化が決まるんで
す。」という。鈴木は鍛え上げたチンチロリンの腕で、
宣伝部長に同僚と二人で一晩に10万円見事に負けて、
博報堂に売り込みに行かせたのだ。

その「風の谷のナウシカ」の成功がジブリの設立、
1980年代末からの快進撃（80年代1回、90年代5回、

2000年代5回、2010年代3回、いずれも邦画の興行
（配給）収入トップ1。）のきっかけとなる。

スタジオジブリといえば、宮崎駿監督のイメージか
もしれないが、実際は「宮崎駿・高畑勲監督の劇場用
アニメーション映画を中心に製作」し、高畑勲監督の
作品も「おもひでぽろぽろ（1991）」、「平成狸合戦ぽ
んぽこ（1994）」が邦画のトップ1を獲得。「ゲド戦
記（2006）」と「コクリコ坂から（2011）」では宮崎
駿監督の息子、宮崎吾郎監督が、「借りぐらしのアリ
エッティ（2010）」でも米林宏昌監督がいずれも邦画
のトップ1を獲得。

ジブリは宮崎駿監督だけではない。米林宏昌監督、宮崎 駿企画・脚
本の2010年邦画興行収入1位「借りぐらしのアリエッティ」、出
典：スタジオジブリ公式Website

「借りぐらしのアリエッティ」について、スタジオ
ジブリの鈴木は、「監督は、これまで高畑勲と宮崎駿
がかわりばんこに作ることで成立していたスタジオ
で、二人とも高齢を迎えたため、若い力が必要という
ことで、企画が決まって、さて、監督をだれにするの
かと、宮さんに聞かれたとき、思わず、ジブリでいち
ばん上手なアニメーターだった米林宏昌（通称、『麻
呂』）と答えた。（鈴木は、「麻呂」とは「面と向かっ

1980年代以降の名探偵コナンの邦画トップ3入り 一般社団法人日本映画製作者連盟公表資料より作成。
年 2002年 2003年 2016年 2017年 2018年 2019年
順位 2 3 1 2 2 3
興行収入（億円） 34 32 63.3 68.9 91.8 93.7
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てきちんと話したことなど一度もなかった」から「彼
の名前を口走ってしまったとき、一番驚いたのは、だ
れでもない、このぼくだった。」という。）そこで、

「麻呂」を宮崎駿が呼んで、「『これが今度の企画だ。』
と言って、原作の本を見せて、で、お前が監督をや
れ！そう切り出した」、「ふだん、めったのことでは表
情を変えない麻呂が驚きました。『監督って、思想と
か主張が必要ですよね。僕にはそれが無いし』そこで
ぼくと宮さんが大きな声で同時に叫びました。『それ
は、この原作に書いてある！』麻呂は、茫然としまし
たが、しばらくして、監督を引き受けることになるの
です。」とのこと。

2013年、「風立ちぬ」公開後、宮崎駿監督は長編映
画引退記者会見。鈴木は「でも時代は変わりました。
ジブリはもともと宮崎駿の作品を作るために立ち上げ
たスタジオです。宮崎駿の引退によって、役割を終え
ることは自然な流れと言えます。でも、米林宏昌や宮
崎吾郎という若い監督も出てきた。彼らが作る場を残
したいという気持ちもありました。僕としては、『マー
ニー』を作りながらもう少し成り行きを見てみようと
思ったんです。」と語る。2014年の「思い出のマー
ニー」の後、「これまでのジブリのやり方で映画を作
ることはもうできないことも明らかになり」、「ジブリ
は制作部門を閉じ、劇場用長編の制作をひとまず休む
ことに」したという。その後、宮崎駿監督は引退を撤
回、2018年高畑勲監督逝去。

現下の状況の下、新作映画の多くの公開が延期され
る中で、ジブリの宮崎駿監督の旧作品（「千と千尋の
神隠し」、「風の谷のナウシカ」、「もののけ姫」）が日
本の映画館で興行収入1位から3位を独占したという。

3映画のネット配信
（１）Net�ixのビジネスモデル

映画の専門誌「キネマ旬報」でも世界での動向が注
目されているNetflix。VHSのレンタルビデオ全盛の
1997年、大学で「美しくて魅力的な」数学に熱中し
たヘイスティングスと「ダイレクトメールは美しい」
と考えるランドルフが創業。創業のきっかけは公式説
明では、映画「アポロ13号」を返し忘れて、40ドル
もの延滞料金を払う羽目になったヘイスティングス
が、「何となくここには大きな市場が潜んでいるよう
な気がした」からという。発売前のDVDという新し
いメディアに目をつけ、「延滞料金なしで、いつまで
も映画を手元においておける郵便DVDレンタル」と
してスタート。巨大な実店舗網とVHSの在庫を持つ
業界の1位ブロックバスターと2位ハリウッドビデオ
がオンライン化による実店舗との〈共食い〉を恐れて
オンラインレンタル・販売に興味を示さないうちに、
独自のアルゴリズムとビッグデータを活用した「高度
なソフトウェアと直感的に操作できるインターフェイ
スを武器にして、感性のアップル、イノベーションの
グーグルに匹敵する存在」に。自ら主宰した科学コン
テスト（Netflixのシステムのパフォーマンスを10％
上回るシステムを開発したチームに高額賞金を出すコ
ンテスト）で生み出されたAIにより飛躍的な技術進
歩を遂げ、「2010年には海外展開にも着手し、国内外
の消費者の映画鑑賞習慣を変えてしまった。」という。
その間、「インターネット上に巨大な映像ライブラ
リーを築き、そこから顧客のデバイスービデオ再生が
可能ならば何でも構わない」という戦略で創業時の
DVD郵送方式をネット配信に切り替え。

1980年代以降のジブリの邦画トップ3入り 一般社団法人日本映画製作者連盟公表資料より作成。
年 1989年 1991年 1992年 1994年 1995年 1997年

タイトル 魔女の宅急便 おもいで 
ぽろぽろ 紅の豚 平成狸合戦 

ぽんぽこ 耳をすませば もののけ姫

監督 宮崎 駿 高畑 勲 宮崎 駿 高畑 勲 近藤 喜文 宮崎 駿
順位 1 1 1 1 1 1
配給収入（百万円） 2150 1870 2800 2630 1850 11300
年 2001年 2002年 2005年 2006年 2008年 2010年 2011年 2013年

タイトル 千と千尋の 
神隠し

猫の恩返し
ギブリーズ
episodeII

ハウルの動く城 ゲド戦記 崖の上のポニョ 借りぐらしの
アリエッティ コクリコ坂から 風立ちぬ

監督 宮崎 駿 森田 宏幸／ 
百瀬 義行 宮崎 駿 宮崎 吾朗 宮崎 駿 米林 宏昌 宮崎 吾朗 宮崎 駿

順位 1 1 1 1 1 1 1 1
興行収入〈億円） 308 64.8 196 76.9 155 92.6 44.6 120.2
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（２）「第二のテレビ黄金時代」到来
当初、ハリウッドの映画スタジオ大手から安く入手

できる古い映画を購入。Netflixを脅威に感じたハリ
ウッドの映画スタジオ大手が2012年までに最新DVD
のリリースを遅らせ、デジタル配信料の値上げに踏み
切ると、Netflixは破格の条件（魅力的な制作費と、
コンテンツには一切関与せず、監督への全権委任を確
約）でコンテンツ作りを開始。「ベテランプロデュー
サーの直感や過去の常識にとらわれず、ビックデータ
を信じて監督や俳優を選ぶことを基本にし」、「海外の
契約者の好みに合ったコンテンツを制作していくうえ
でもビッグデータを全面活用」、2016年1月、世界
130か国で新たにストリーミングを開始。世界190か
国へ進出、中国を除き実質的に全世界を網羅。「テレ
ビドラマは広告の制約から解放され、自由を得た。同
質的な視聴者にアピールする作品である必要はなくな
り」、「第二のテレビ黄金時代」が到来したという。

2018年のヴェネチア国際映画祭では、政治的混乱
に揺れる1970年代のメキシコを舞台に家政婦と雇い
主一家の関係を描いたNetflixの「ROMA/ローマ」が
監督賞、外国語映画賞、撮影賞を受賞。Netflixはス
タジオジブリ作品の配信権を獲得し、日本などを除く
約190カ国で「となりのトトロ」などの作品を配信。
2020年4月、ハリウッド映画「マトリックス」のア
イディアになったとも言われる「攻殻機動隊」（人々
の意思が“電脳”に繋がれた近未来、電脳犯罪に立ち
向かう攻殻機動隊の物語）も全世界独占配信スター
ト。NetflixのCEOのヘイスティングスは「日本を含
めアジアの事業は始まったばかりだと思う。コンテン
ツや会員拡大のための投資を続ける。中国は規制があ
るので、日本と韓国、インドに集中している」、「日本
には世界で愛されるコンテンツを生み出す役割も求め
ている。12月に配信するドラマ『今際（いまわ）の
国のアリス』は世界で成功させたい。日本の文化を輸
出するため、アニメにも力を入れている」と語る。

（３） 伝統的メディア企業の反撃とネット配信
市場の競争激化

伝統的なメディア企業は対抗して、2017年以降各
社が大型M&Aに乗り出し、ディズニーが713億ドル
で21世紀フォックスを、AT&Tが850億ドルでタイ

ムワーナーを買収。「ハリウッドの中でも頭一つ抜け
たコンテンツの巨人」ディズニーは2019年に独自の
ストリーミングサービス「ディズニープラス」（主な
コンテンツは「スターウォーズ」シリーズなどに加
え、21世紀フォックスの買収で「タイタニック」、

「アバター」などの大ヒット映画なども新たに獲得。）
を開始、「ディズニープラス」開始に合わせてNetflix
へのコンテンツ供給を全面停止、独占放送権を失った
Netflixはコンテンツに大きな穴。現下の状況下、ディ
ズニーはテーマパークの営業停止などにより19年ぶ
りの赤字決算、映画の公開も延期するが、ネット配信
を強化するという。

また、世界最大級の通信会社と世界最大級の娯楽・
メディア企業が合体。AT&T・ワーナーメディア連合
は2019年後半にストリーミングサービス「ウォッチ
TV」を開始。更に、2018年、アップルはオリジナル
コンテンツ制作に向け大規模なスタジオを開設し、ス
ティーブン・スピルバーグらハリウッドの大物と契
約。2019年にはオリジナル作品のストリーミング
サービス「アップルTV＋」を開始。

現下の状況でNetflixは、売上高と純利益が過去最
高を更新、2020年末までに世界の会員が2億人を超
えるとの見通しを発表。「新型コロナウイルスによる
外出自粛の特需は一服したが、世界で事業を展開し、
多様なコンテンツを抱える強みを武器に成長を見込
む。」という。他方、アニメ「鬼滅の刃」などの人気
コンテンツを持つが、配信基盤は弱いとされるソニー
は世界で7千万人の顧客を抱える米アニメ配信大手を
買収するとの報道も。「コロナによる巣ごもり需要で
動画配信サービスが世界で堅調な中、アニメなどの優
良なコンテンツの獲得競争は激しさを増している。」
という。

4日本映画の海外展開
あるアラブの産油国駐在の大使から聞いた話だが、

当時、その国での日本の石油採掘権が期限切れを迎
え、各国がその権益の争奪戦を繰り広げていたとい
う。その国の実力者である皇太子が、トム・クルー
ズ、渡辺謙出演の明治初頭の武士道を描いた「ラスト
サムライ」を3回も観て、日本文化に関心を持ってい
ると聞きつけ、日本企業はその皇太子の接待のために
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京都のさる茶の宗家を派遣して盛大なお茶会を開いた
り、人間国宝の刀鍛冶に映画に出てくるような刀を皇
太子の目の前で打って見せたという。映画にはきっと
その国の文化に人を惹きつける力があるのだろう。

1996年、ディズニーと徳間書店の提携により、「も
ののけ姫」の世界配給をディズニーが行い、「風の谷
のナウシカ」などスタジオジブリの過去の作品も世界
配給開始。「これをきっかけにジブリ映画は世界に広
まっていく」ことに。ディズニーのホームビデオ部門
が売り出した「となりのトトロ」のビデオ（「ものの
け姫」の予告編入り）は初回120万本、「1998年には

『もののけ姫』もビデオ化されて330万本という初回
出荷の新記録を打ち立てることに」なったという。

初回ビデオ出荷が330万部の新記録を打ち立てた1997年の興行収
入1位「もののけ姫」、出典：スタジオジブリ公式Website

ただ、日本では、劇場公開からの興行収入、配給収
入がそのプロジェクトの収入に占める割合が非常に高
く、国内だけでなんとかなっていることもあって海外
進出が進まないとも言われる。

映画を取り巻く環境が大きく変化しているが、映画
の海外展開については、これまで様々な取り組みが行
われてきており、その一部をご紹介。

（１） 東京国際映画祭（TIFF　
Tokyo International Film Festival）

国際映画祭では世界中の映画関係者が交流し、日本
映画を知るには良い機会。今年33回目を迎えた国内最
大の映画祭、東京国際映画祭。今年、ヴェネチア国際映
画祭で銀獅子賞を獲得した黒澤清監督は、かつて、この
映画祭で上映した「CURE」を仏ル・モンド紙の評論家
が絶賛。世界的に注目を集めるきっかけとなったという。

1985年の第1回は渋谷を中心に開催。「オープニン
グを飾った黒澤明監督の『乱』を含む140本の作品を
上映。開催にあたっては、世界の映画人からメッセー
ジが届けられた。その舞台となった渋谷では、初日に
パレードが行われ、大通りに面した屋外ステージで連
日イベントが催されるなど、街は映画祭一色に。また
駅前広場には、歴史に名を残す映画人たちのイラスト
が焼き込まれた陶板のモニュメントが飾られ、映画評
論家・淀川長治氏による除幕式が行われた。」。コンペ
ティション部門の審査委員には今村昌平監督も名を連
ね、アニメ・フエスティバル部門では、前年に公開さ
れた宮崎駿監督の「風の谷のナウシカ」上映。

2003年に最上階に森美術館を持つなど「文化都心」
や、世界中の人々が集まる街にすることを目標とする

「国際性」もコンセプトに成り立つ六本木ヒルズが開
業。2004年から六本木も開催地に加わり、2009年以
来、六本木を中心に開催。

今年は、海外からの作品ゲストおよびコンペティ
ティブ部門の国際審査委員の来日も難しいため、その
代わりに「TOKYOプレミア2020」部門を新設し、
32本上映。10月31日から10日間の開催期間中、
100本超の映画を上映。

東京国際映画祭の開催地、六本木
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東京国際映画祭について、昨年就任した安藤裕康
チェアマン（前国際交流基金理事長）によると、「そ
もそも日本映画はたくさんの方々のおかげで確固たる
地位を築き上げ、海外からも高い評価を受けていま
す。また東京は様々な魅力を誇る街ですが、特に映画
に関しては多様な外国の作品が数多く上映されていて
世界に冠たる映画の都です。ですから東京を軸とし
て、映画というメデイアを通じた交流の輪が地球のあ
ちこちに大きく広がっていく、そんな映画祭にできた
らいいなという願いでいっぱいです。」、「TIFFを世界
的な影響力のある国際映画祭に育てていきたいと考え
ています。」と語る。

今年は、「コロナ禍の影響で、やりたいことができ
なくなった一方、逆に改革が加速したという面もあり
ます。」と安藤チェアマンは語る。「コロナ禍で海外か
ら審査員が呼べなくなった。オンライン審査でもコン
ペを実施すべきとの声もあったが、審査委員が一堂に
会して議論する本来の姿でないのなら、今年はコンペ
をなくそうと決断しました。」という。二つ目の変化
は例年東京国際映画祭終了直後に開いていた、今年
21回目を迎える、アジアを中心に気鋭監督の作品を
集めた映画祭「東京フィルメックス」の同時開催。三
つ目の変化は、「アジア交流ラウンジの設置」で、「ア
ジアを代表する映画人たちが連日、オンラインでトー
ク」をしたという。新設された「TOKYOプレミア
2020」部門の上映作品を対象とした観客賞／東京都
知事賞は、大九明子監督の新作「私をくいとめて」（芥
川賞作家・綿矢りさ原作、「おひとりさまライフを満
喫する31歳のみつ子（のん）が、脳内の相談役「A」
とともに年下男子との恋に挑む“崖っぷちロマンス”」）
が受賞。大矢監督は「まだまだ出歩くことに不安を抱
きながらも、チケットをとって劇場に足を運んでいた
だき、映画をご覧になって点数を入れて頂いた。おひ
とりおひとりの1票が、私共に賞をくださったこと、
いつも以上に感慨ひとしおです」と感謝。

（２） ジャポニスム2018における「日本映画
の100年」

日本映画を海外で一般の人たちに直接体感してもら
うなら、海外での日本映画祭。日仏友好160周年を記
念し、2018年にフランス全土で総動員数300万人を

超えた日本文化・芸術の祭典「ジャポニスム2018：
響きあう魂」。その中で「日本映画の100年」は最大
プロジェクトの一つ。日本映画の歴史を1920年代か
ら2018年の最新作まで、日仏の専門家が議論を重ね
て厳選し、3部構成で紹介。

総動員数300万人超え 日本文化・芸術の祭典「ジャポニスム2018：
響きあう魂」が開催されたフランス、パリ

第一部：1920年代から1940年代の映画27本で日
本映画の萌芽期から黄金期が始まる時代の作品をカ
バー。サイレントの名作、「雄呂血」（1925年、二川
文太郎監督、“バンツマ”こと阪東妻三郎の傑作チャ
ンバラ時代劇。剣戟・乱闘映画ブームを巻き起こした
記念碑的作品。）に合わせて、注目の若手活動弁士・
坂本頼光と楽団カラード・モノトーン・トリオによる
公演。パリを皮切りに、トゥールーズ、リヨン、ニー
スにも巡回し、各地で満員の大盛況。

第二部「日本映画再発見」：第二次大戦後から2000
年代までの55本を2セクションに分け、第一セクショ
ンでは、誰もが知る22作品を最新技術で生まれ変
わったデジタル修復版で再発見。11月号でご紹介し
た小津安二郎監督「東京物語」（1953年）、黒澤明監
督「羅生門」（1951年）、「七人の侍」（三船敏郎主演

「観客のみならず世界中の映画人に多大な影響を与え
た代表作」）（1954年）、今村昌平監督「楢山節考」

（1983年）ら巨匠による日本映画「定番」傑作のデジ
タル修復版は、これまでの版で見えていなかった暗い
シーンがクリアになるなど、目の肥えたフランスの日
本映画ファンにも新鮮な驚きをもたらしたといい、小
津作品に出演した香川京子、有馬稲子ら往年の名優の
トークも開催。第二セクションでは、フランスではま
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だ知られていない名監督の作品と、よく知られている
監督の知られざる傑作というひとひねりのある作品を
32本紹介。日本でも最近になって再評価、再発見さ
れた傑作がフランスの観客からも非常に大きな反響を
呼んだという。

第三部：現在活躍中の監督の作品を紹介。是枝裕和
監督の最新作、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを
獲得した「万引き家族」、大林信彦監督の「花筐」（原
作「花筐」は三島由紀夫が読み小説家を志したという
純文学）を含め、映画界をけん引する巨匠から若手監
督までの37作品で日本映画の今を伝えた。常盤貴子、
宮﨑 あおい、役所広司、大林宣彦監督といった上映
作の監督、出演者とファンとの交流イベントも開催。

大林宣彦監督は、「若い人たちは、『…世界は一つ
だ。世界を一つにすることが、映画の力だ』と信じて
映画を作ってくれている。そのことに誇りを感じてい
ます。」と語り、役所広司は、「映画は、それを通じて
相手の国のことをよく理解できるもの。そういう意味
でとても良い外交手段だと思います。」と、NHKのフ
ランス語講座「旅するフランス語」でナビゲーターを
務めていた常盤貴子は、「フランス語を学ぶ番組に出
演した際、フランス人の映画に対する見方が日本人と
大きく違うことを知りました。日本とフランスはどち
らも歴史のある国です。違う見方をフランスから学
び、お互いの素敵な文化を世界に広めていくことがで
きたらと思います。」と語る。

（３） 海外における日本映画祭JFF（Japanese 
Film Festival）

海外の人たちに日本映画ファンの輪を広げるには、
「ジャポニスム2018」のような節目の大イベントだけ
ではなく、継続的な取り組みも重要。

日本映画の認知度を高め、日本映画のファン層を拡
大するため、20年以上、世界各地のJFF（日本映画
祭）ネットワークをプロデューサーとして統括してい
る国際交流基金映像事業部の許斐（このみ）企画役。
オーストラリアでの日本映画祭を皮切りに、徐々にア
ジアを中心にJFFネットワークを拡大。当初は映画会
社も海外展開には積極的ではなく、協力を得るのも難
しかったというが、毎年、関係者と粘り強く交渉を重

ね、徐々に海外での映画祭も充実してきたという。映
画祭の成功には現地の人が喜ぶ作品が多いのが良いの
は当然だが、そのような作品は、各社が自力でも海外
展開できることもあり、映画祭のラインアップを揃え
るのはいつも苦労するという。長年の付き合いから
か、東京国際映画祭のレセプションに行くと、内外の
映画業界人が彼に親しげに話しかけて来ていた。

JFFネットワークは、2016年国際交流基金が主催
する「JFF（Japanese Film Festival：日本映画祭）
アジア・パシフィック ゲートウェイ構想」として始
動し、アジア・パシフィック地域において日本映画へ
の興味・関心を喚起し、日本のファン層の拡大を目的
として、オンライン、オフラインの両面から、「日本
映画を通して人々が集い楽しむ場（プラットフォー
ム）」を構築し、14ヵ国（アセアン10ヶ国、オースト
ラリア、中国、インド、ロシア）で展開。昨年は17
万人以上を動員し、4年間で累計50万人以上の人た
ちに日本映画を届けた。

JFFネットワークのプロデューサー許斐は「当初の
目標は、2020年までに100万人（動員数とオンライ
ンのユニークユーザー数の合計）のプラットフォーム
を作ることでしたが、これは前倒しでほぼ達成しまし
た。ただ、それで本当に日本映画の活性化になったか
というと、実感としてまだまだです。これを何百万人
単位で大きくすれば、周りの動きも少し変わってくる
のではないかと考えています。新型コロナ感染症が拡
大する中、世界的にストリーミング（ネット配信）が
増えていますが、人と人とのつながりをミッションと
する国際交流基金では、リアルイベントは欠かせませ
ん。両者を共存させるには『デジタルとリアルの融
合』が必要です。今後、リアルイベントとしてのJFF
動員数とオンラインでの視聴者の両方で、JFF全体の
参加者を増やしていく施策を考えて行きます。」、「『い
つでも、どこでも日本映画』をキャッチフレーズに、
最新の日本映画を各国語字幕付きで提供するJFF（リ
アルイベント）を実施しつつ、2020年10月からは、
新たな日本映画情報ウェブサイト『JFF Plus（ジェイ
エフエフ・プラス）』をオープンしました。配信事業
の一つとして、2020年11月20日から2021年3月ま
での5ヵ月間、そのサイト上で『オンライン日本映画
祭（JFF Plus：Online Festival）』を開催します。世

 34 ファイナンス　2020 Dec.

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｔ

10_P26-37_SPOT_06.indd   34 2020/12/08   9:56:06



界20か国を対象に、近年の話題作から定番アニメ、
クラシックまで、全30作品の多様な日本映画を無料
で配信（現地語字幕付）を予定しています。（https://
jff.jpf.go.jp/）」と語る。

（１）ASEAN諸国
まずは、過去数年ASEAN域内でもトップクラスの

成長率を達成しているベトナム。日本でも知られてい
るベトナムの映画というと「青いパパイヤの香り」

（1993年）（カンヌ国際映画祭で新人監督賞を受賞し
たベトナム出身のトラン・アン・ユン監督のデビュー
作。サイゴンの資産家の家に奉公人として雇われた
10歳の少女ムイと資産家一家との交流と淡い恋を描
く。アカデミー賞外国語映画賞にもノミネート。）か。

そのベトナムでは、2019年11月ホーチミン、12
月にハノイで「JFF2019」を開催。2019年に公開さ
れた新作を中心に「マスカレード・ホテル」（2019年、
鈴木雅之監督、木村拓哉、長澤まさみ出演、東野圭吾
のベストセラーの映画化）など9作品を英語、ベトナ
ム語の字幕付きで上映。JFFのプロデューサー許斐は、

「東南アジアの多くの国では自国の映画にも英語の字
幕があるので外国人でも映画を楽しめます。日本でも
英語の字幕があれば、在日外国人や観光客のエンター
テインメントになり、日本の映画ファンを増やせるは
ずです。」と語る。

ベトナム名物、生春巻き

人口2億7千万人と世界第4位、世界一の親日国と
も言われるインドネシアでも「JFF2019」を2019年
11月に開催。ジャカルタなど5都市で日本映画13作
品のほか、インドネシア映画1作品上映。

「シティハンター」（スイーパー・シティハンター冴
羽獠と、そのパートナー・香のドタバタコンビのアク
ションコメディ）の漫画家、北条司がセリフのない短
編映画を1本の映画に編集したオムニバス映画「エン
ジェルサイン」の総監督。北条総監督はトークイベン
トで「字幕も吹き替えも必要ないこの映画は、言語の
壁を越え、世界中で同時に楽しんでもらえると思う。」
と語り、石井正文駐インドネシア大使は、「日本人と
インドネシア人は考え方や感じ方がすごく似ていると
思う。日本の映画を観て、インドネシア人も日本人と
同じように楽しめるのではないかと思う。純粋に映画
を楽しんでほしい」と語る。

この他、2019年にASEANではフィリピン、タイ、
マレーシア、カンボジア、ミャンマー、ラオスでも日
本映画祭を開催。

（２）オーストラリア
ハリウッドの映画製作会社の多くはコストの安い

オーストラリアに撮影所を持ち、ニューヨークが舞台
の「マトリックス」もロケはシドニー。日本映画でも
2004年の邦画興行収入1位、「セカチュー」として知
られる「世界の中心で愛をさけぶ」のラストシーンは
エアーズロック。
「JFF2019」は2019年9月からキャンベラ、シド

ニー、メルボルンなど8都市で開催。「ブルーアワー
にぶっ飛ばす」（CMディレクター・箱田優子監督、上
海国際映画祭アジア新人部門で最優秀監督賞と優秀作
品賞受賞。祖母を見舞いに故郷へ帰ることになった
30歳のCMディレクターのすさんだ心が和んでいく
物語。）など38作品を上映。

（３）中国
人口13.9億人、アメリカに次ぐ世界第二の映画市

場、外国映画の商業上映本数に制限がある中国でも日
本映画を楽しむ機会を提供するため、2017年「日中
国交正常化45周年」、2018年「日中平和友好条約締
結40周年」の節目を記念し、日中両国で互いの映画
を紹介する映画上映会を開催、2019年度も中国4都
市（北京、済南、広州、シンセン）で「ザ・ファブ
ル」（一年間、一般人として普通に暮らせと命じられ
た岡田准一主演の伝説の殺し屋の話。）などの日本映
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画の上映会を開催。
現下の状況の下、2020年6月には、中国で大手配

信会社テンセントビデオとの共催で、オンライン配信
による日本映画祭を実施、10日間でアクセス数200
万、映画再生回数234万回以上を記録。中国の人気俳
優マーク・チャオの映画祭アンバサダーも話題に。映
画配信のほかトークイベントでは、上映作品の「横道
世之介」（港町から大学進学で上京したお人好しの青年
とその恋人らが謳歌した青春時代を心温まるユーモア
を交えながら描く。）の沖田修一監督・主演の高良健
吾・西ヶ谷寿一プロデューサーによる対談なども配信。

国際交流基金×テンセントビデオ共催事業「オンライン日本映画祭」
での特別対談風景
映画『横道世之介』主演俳優・高良健吾さん、沖田修一監督（前列）、
西ヶ谷寿一プロデューサー（後列）、提供：国際交流基金

（４）ロシア
旧ソ連時代の1976年に黒澤明監督がソ連との合作映

画「デルス・ウザーラ」（シベリアに暮らす猟師デルス・
ウザーラと地誌調査隊のアルセーニェフの友情と別れを
描く）で2度目の米アカデミー賞外国語映画賞を受賞。

そのロシアでは、「ロシアにおける日本年2018」の
ため、JFFをロシアにも拡大して実施。2019年10月
からモスクワ、サントペテルスブルク、ウラジオス
トックなど10都市で開催。アニメ「海獣の子供」

（2019年、田舎町で暮らす中学生とジュゴンに育てら
れたと兄弟との出会いと大自然に触れ合う彼らのひと
夏）や広瀬すず主演の「ちはやふる－結び－」（2018
年、少女コミックスを実写映画化。“競技かるた”に
かける高校生たちの最後の戦い）など日本映画45本
を上映。「海獣の子供」のロシアでの反応について、
田中栄子プロデューサーは「登場人物の動きやキャラ
クターの個性に反応してくれているところが印象的で
したね。」と語る。

（５）インド
人口13.5億人と中国に迫り、作品数、観客動員数

世界一の映画大国。スポ根TVアニメの名作、「巨人
の星」が2012年にインドへ展開。お国柄を反映し、
星飛雄馬は野球選手ではなくクリケット選手になり、
父、星一徹の有名な「ちゃぶ台返し」は、「『食べ物を
粗末にする行為は受け入れがたい』と現地スタッフか
ら注文が付き」、コップの水をひっくり返すという。

そのインドでは、昨年大ヒットの新海誠監督の「天
気の子」について、現地の日本アニメのファンがイン
ド公開を求める署名活動を行い、劇場公開に。

2017年から開催している「インド日本映画祭」を
2019年は規模を拡大して開催し、デリー、ムンバイ
などインド7都市で「天気の子」を含む日本映画25
作品を上映。日本のオリジナルアニメ映画がインドで
一般公開されるのは史上初だという。

新海監督は、「ツイッターで僕のアカウントに、イ
ンドの方から『インドで署名を始めているので、サ
ポートしてください』という英語のメッセージが来た
んです。…その時点で確認したところ、すでに1万人
ほどが署名を行なっていました。…インドで公開でき
るかわからないけれど、皆さんの気持ちは本当に嬉し
いので、配給会社の方にぜひ伝えておきます、という
内容のツイートをしたんです。そうしたら、そこから
後の僕のツイッターのリプライはインド人からで埋
まってしまって（笑）。…そうするうちに署名も5万
人を超え、東宝からもインドの配給会社が決まりまし
たと。」と語る。「天気の子」は開幕作品。新海監督が
インドを訪問。ニューデリーでの上映会で登壇し、イ
ンドのファンと交流。「自分が人生で訪れたことのな
かった国に、自分の映画を好きな人がこんなに存在す
ることを、これでもかというくらい目の当たりにさせ
られて、すごく勇気づけられました」という。

国際交流基金ニューデリー日本文化センターの宮本
薫所長によると、「日本のアニメ映画がインドで商業
公開されるのは今回が初めてとなる。実写映画は、6
月に公開された「万引き家族」（是枝裕和監督）が第1
号となった。今年は実写、アニメともに日本の映画が
インドで初めて商業公開にこぎ着ける快挙の年となっ
た。」という。
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2019年JFFインド、入口で開場を待つ観客（チェンナイ）、提供：
国際交流基金

現下の状況でもアニメ「鬼滅の刃」の大ヒットとい
う明るい話題も。早く皆が映画を楽しめる状況にな
り、世界中の人々が日本映画を楽しむことを期待。そ
れでは、サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ。
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