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タイで凋落する日本コンテンツの現状と再興について
ねぎぼうずタイランド

代表取締役　近藤　秀和

1. はじめに
現在、日本のコンテンツがタイで人気があると考えている方も多いかと思います。実際、

バンコクでの日本料理店の多さや海外旅行先としての日本の人気ぶり、日本語学習者の多

さなど、タイが親日的な国であることは間違いありません。

しかし現在、そのタイで日本のコンテンツが地盤沈下してきているのもまた事実です。

音楽、テレビ ( バラエティ、ドラマ )、ゲーム、映画、といったコンテンツ分野における

シェアは、日本製コンテンツは韓国製コンテンツに逆転され、その差がさらに開いてきて

いるのが現状です。

意外に思う方がいらっしゃるかもしれませんが、例えば、タイ人の最大の娯楽であるテ

レビを例に挙げます。先頃、JETRO バンコクセンターが行った調査の結果、本年 8 月上

旬現在、タイの地上波 ( チャンネル 3、7,9) で放映されている韓国ドラマは 8 本、それに

引き換え、日本のドラマの数はなんとゼロです。( アニメをのぞく )

コンテンツに対するイメージは同国産の製品全体、ひいてはその国自体のイメージにも

つながります。日本製コンテンツの振興は、コンテンツ産業だけに止まらず「日本ブラン

ド」の振興につながることから、大変重要な課題だと思います。

2. コンテンツの重要性
先ほどタイは親日的と記述しましたが、もちろん昔からずっとそうだった訳ではありま

せん。　

太平洋戦争時にはタイ全土に日本軍が駐留し、また戦後の日本の経済進出に伴い、70

年代には大規模な反日運動、日本製品の不買運動が発生しました。タイの反日感情がピー

クに達したのは 1970 年代半ばでしょう。74 年に田中角栄首相がタイを訪問しましたが、

首相一行が宿泊したバンコクのホテルは、学生らの反日デモ隊に包囲され、田中首相はタ

イの学生代表と対話する異例の措置で対応しましたが、結局、反日感情は収まりませんで

した。

その後、日タイ双方の努力により、徐々にタイの反日感情は緩和され、現在のような親

日的な国になりましたが、その過程で日本のコンテンツの果たした役割は大きいと思われ

ます。

ドラえもんや一休さん、あるいは仮面ライダーやおしんなどの存在がタイ人の日本観に

良い影響を与えたことは否定できません。実際、日本のコンテンツがタイで広がっていく

ことに歩を合わせて、タイにおける親日度も向上してきました。
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コンテンツは輸出先の国に対して、売上高だけでは図れない大きな影響を与えます。

その日本のコンテンツがタイで地盤沈下してきていることは、やはり憂うべき事態だと

思います。

3. 韓国製コンテンツの台頭
タイのコンテンツ市場は、その市場規模は未だ小さいものの、近年、年率 15~30% の割

合で急成長しています。ところが日本製コンテンツが市場に占める割合は、年々、減少の

傾向をたどっているのが実情です。( アニメーション・マンガを除く )

この原因としては、「制作委員会方式」などに代表される権利関係の複雑性といった日

本のコンテンツ業界側が抱える問題に加え、タイをはじめ東南アジアの市場規模が小さい

上に海賊版流出の危険性などを考慮した日本企業が進出に消極的という事情があります。

しかし最も大きな理由は、日本でも一大ブームを巻き起こした韓国製コンテンツがタイ

においても市場を急拡大させていることです。特にテレビで放映される韓国ドラマの人気

は高く、ドラマで使用された主題歌の売り上げやロケ地への観光促進にも大きく寄与して

います。

私がタイの大手ライセンシー数社に聞き取りを行ったところ、現在では TV ドラマや映

画などの韓国コンテンツのライセンス料は価格的に日本と変わらないか、作品によっては

むしろ日本より高価だが、「需要がある」「日本のものより売れる」ということです。価格

や権利の問題ではなく、今やタイ人は純粋に「日本より韓国の方が面白い」と感じている

のです。

その点が最もわかりやすいのが「海賊版」です。バンコクの街を歩けば、誰しも海賊版

の DVD などを販売する露店を見かけると思いますが、今では韓国や中国のドラマが主で、

日本のものは片隅に…という状態です。日本コンテンツは海賊版業者からすら見放されて

いる、というのは言い過ぎでしょうか。

その他にも例を挙げます。タイにはカバーダンスという若者文化があり、歌謡曲にあわ

せてチームでダンスを踊るというものです。バンコクだけで 100 以上のカバーダンスチ

ームがありますが、このカバーダンス、数年前までは日本のポップスで踊るチームが主流

でした。ところが今や 8 割以上のチームが韓国のポップスで踊っています。よくバンコク

の街中で日本の名前を冠したイベントでカバーダンスが行われていますが、実際はほとん

どが韓国アイドルの音楽で踊っているのです。

韓国はコンテンツ振興を国家レベルで取り組んでおり、現にバンコクにも Korean 

Copyright Commission が事務所を構え、タイにおける韓国製コンテンツの普及、販売に

力を入れています。

韓国コンテンツ企業は、国家による大きなサポートを背景に、日本のシェアを奪う形で

タイ市場に着実に進出しています。
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4. 日本の取り組み
他方、タイにおける日本のコンテンツの地盤沈下に対して敏感に反応し、対応してい

るのが JETRO バンコクセンターです。JETRO バンコクセンターは昨年 11 月、東南ア

ジアではじめての日本コンテンツ商談会「ジャパン・コンテンツ商談会 in バンコク」を

TAM2008 会場内で開催、東南アジア市場における日本製コンテンツの拡大を図りました。

本年も JETRO バンコクセンターは 9 月 24 日から 28 日にかけて、タイ商務省が主催す

る「Thailand Entertainment Expo 2008」に協力、タイにおける日本製コンテンツの再興

のため、ビジネスデーにおけるセミナーの開催やパブリックデーにおける各種イベントを

行います。

ちなみに上記イベントでは、タイにおける「日本コンテンツの再興」という目的に賛同

したキヤノンが協賛し、弊社がオーガナイズして「日本の音楽」によるカバーダンスコン

テストを予定しています。

徐々にではありますが、タイにおける日本コンテンツの再興のための官民一体の取り組

みも始まっています。

5.マンガ・アニメーションを軸として
先ほどからコンテンツという言葉を多用しておりますが、これは音楽、映画、TV 番組、

アニメ、マンガ、ゲームを指しており、タイにおけるこれら日本のコンテンツパワーが韓

国に凌駕されてしまった現状はすでに述べたとおりです。

しかし現在でも、タイにおける上記コンテンツ 6 分野のうち、マンガとアニメだけは韓

国と中国に対して圧倒的な優位性を保っています。

弊社では以前からタイでマンガやアニメ愛好者のイベント「Comic Party」をはじめ、

20 回以上のマンガ、アニメ系イベントを定期的に開催してきました。毎回、弊社イベン

トには多くのタイ人「OTAKU」や「コスプレイヤー」が集まり、今さらながらタイにおけ

る日本のマンガやアニメの人気を思い知らされています。

本年 7 月 5 日 ~6 日にかけてセントラル・ワールドで開催した弊社主催「Comic Party 

11th」のオープニングでは、ご多用のところ小林秀明大使をはじめ、日系諸団体の要人が

多く参列して下さり、コンテンツパワーとしてのマンガとアニメに対する期待の高さを感

じました。

本年 11 月、チェンマイ総領事館が主催してランナージープン交流祭が開催されますが、

中国の文化進出が著しい北タイにおいて、それに対抗すべくチェンマイで「Comic Party」

を開催することも決定しています。

音楽、映画、TV 番組、アニメ、マンガ、ゲームといった各コンテンツは、各々が独立

して存在している訳ではなく、それぞれ密接に関連しています。私はタイにおける日本の

コンテンツを再興する上で、マンガとアニメをキラーコンテンツ分野とし、ここから他分

野のコンテンツにも波及効果を高めていくべきだと愚考しています。
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例えば音楽。今やタイにおける日本の音楽は、東方神起やスーパージュニアなどに代表

される韓国ポップスに完全に圧倒されています。

大きな視点から考えて、韓国と同じ土俵で勝負しても最早、勝ち目はありません。

この点を改めて分析するに、まず日本の音楽の細分化が挙げられます。生活スタイルの

多様化により、それぞれに適した歌手が細分化されてニッチに存在する今の日本の音楽は、

タイ側にとって受け入れにくいだろう。

それに比べて韓国はまだまだ ｢ 国民的アイドル ｣ といった存在があり、そのまま韓国代

表のような形ですんなりタイに進出してきています。

今後、タイで日本の音楽を再興する上で考慮しなければならないのは、タイの細分化さ

れた市場をコマメに開拓していくことでしょう。つまり日本からアイドルを呼んで、イン

パクトアリーナにファンを何万人も集めるといった従来の路線は、残念ながらもう通用し

ないのです。

その従来の ｢ 大箱型 ｣ のやり方は韓国に譲るとして、今後はコアなファンを持つジャン

ルの歌手を売り込んでいくべきでしょう。

現在、第 3 世代のビジュアル系バンドが日本で人気です。このジャンルはマンガ・アニ

メのコスプレとも大きく通じるため、日本をアピールしやすく、かつ他国にはない存在で

す。マンガ・アニメ同様、タイ人に ｢ 日本が本場 ｣ という認識を持ってもらえます。

今後、タイにおける日本のマンガ、アニメーションを軸として、その他のコンテンツ分

野の再興を考えていくことが効率的であり、かつ最終的に日本製品及び日本国のブランド

イメージの維持につながると思います。

6. 企業の皆様への提案
タイには数多くの日本企業が進出していますが、その活動の一環、特に企業の広告とし

てマンガ、アニメを活用していくことは、非常に有意義なことと思います。

その理由として、まず情報発信能力が高いという「OTAKU」の特性があります。世界的

な傾向ですが、「OTAKU」や「コスプレイヤー」はインターネットやコンピューターに強く、

自ら HP やブログを開設して情報を発信します。現在、マスではない、いわゆるインター

ネットを活用したクチコミュニケーションの広告が注目されていますが、そのど真ん中に

いるターゲットなのです。

本年 8 月 7 日付けの読売新聞 1 面特集記事の「ネット社会」で取り上げられているように、

アメリカで TV 放映や広告が一切行われなかった日本のアニメ作品の DVD セットが 6 万

本も売れて話題になりました。

理由は米動画投稿サイト「ユーチューブ」です。当初、そのアニメ作品の日本の権利会

社は「著作権侵害」を訴えていましたが、今や方針を転換してユーチューブと提携してい

ます。

現在、一種の不気味さをもってネット社会が語られていますが、その可否はともかく、
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「OTAKU」がネット社会の核になる人々であることは間違いありません。

一般的に考えられるマンガ、アニメを活用した企業広告、PR として挙げられるのは、

キャラクターを使用した宣伝やキャラクターグッズ展開、イベント開催などでしょう。さ

らに

(1) 企業の製品をからめたマンガを制作してタイの雑誌に連載
(2) 日本の人気マンガ、アニメを大胆に活用した企業の広告や PR を作成し、インターネット

上で公開　
(3) インパクトのあるビジュアル系バンドを CM に活用　といった方法はいかがでしょう。

上記は何も弊社の営業ではなく、タイではまだ日本のマンガやアニメを活用した本格的

な広告が行われていないため、話題性は十分だと思います。

誰しも昔、好んで見たマンガやアニメは今でも強烈に記憶に残っていると思います。そ

のインパクトを企業の広告や PR に活用することにより、企業の PR はもちろん、結果的

に日本のコンテンツの再興につながると思っています。

7. おわりに
重ねてですが、コンテンツに対するイメージは同国産の製品全体、ひいてはその国自体

のイメージにもつながります。日本製コンテンツの再興は、コンテンツ産業だけに止まら

ず「日本ブランド」の振興につながることから、必ず実現すべき課題だと思います。

そのためには、タイで凋落する日本のコンテンツの中で、唯一、強みを発揮しているマ

ンガとアニメを活用し、他のコンテンツも引き上げていくべきだとも思います。微力なが

ら、今後も少しでもそのお役に立てればと祈念しています。

追伸 : もし御社に「マンガとアニメは重要です」と語りかける私が現れたとき、「変なヤツ」

と追い返すのではなく、是非、話だけでも聞いてやってください。最後に言わずも

がなのことを申しましたが、過去に何度もそういう経験をしましたので、つい一言

書き添えてしまいました ( 苦笑 )


