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＜要旨＞ 

 

K-popの現状と将来の発展性についての研究 

 

日本、中国の K-pop の成功事例に基づいた 

アメリカ、ヨーロッパ市場の K-pop 進出戦略  

 

チョ・ギュヒョン 

 

慶熙大学校 大学院 ポストモダン学科 

指導教授 ： イ・ウチャン 

 

 

本研究では、世界的なK-POPブームの追い風にのり、アジアだけでなくヨーロッパ、アメ

リカで新しいジャンルとして広まっているK-POPのグローバル化戦略について、また

K-POPが中国、日本において成功した戦略を実際の事例から探り出し、今後K-POPがア

メリカ・ヨーロッパへの進出で成功するために必要な効果的戦略を分析した。 

中国、日本でK-POPが成功した要因は、生産者（芸能事務所の体系化された制作シス

テム）、PR方法（ソーシャルメディアの積極的活用）、消費者（ITに慣れ親しんでいる消費

者）、コンテンツ（曲、振付、完璧なビジュアル）と分析される。一方、現在K-POPが広がりを

みせているアメリカとヨーロッパ市場では、画一化された音楽であることとK-POPの特色不

足、濃い商業性、体系的なビジネスモデルの不足という限界点を見つけながら、この課題

を克服するために、中国、日本での成功事例から探ることとした。 

中国、日本市場の成功事例を見ると、K-POP は、１）ソーシャルメディアの積極的な活用、

２）音楽性、パフォーマンス、３）各国の文化に対する知識、を準備することがアメリカ市場と

ヨーロッパ市場進出には効果的であることが予想できる。そして何よりもK-POPコンテンツ

自体に個性をもたせることと、民官による現地に根付く体系的な戦略という後ろ盾がなくて

はならない。 
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Ⅰ. 序論 

1.1. 研究の背景 

 

現在世界的に注目されている韓国の大衆音楽は 1990 年代から K-POP と呼ばれ

韓流コンテンツの中核となっている。中国、日本、台湾など東南アジアから始まる

K-POP と韓流ブームは韓国アイドルグループの進出が続き、さらに人気が高まって

いる。 

いまや東南アジアの多くの若者は韓国音楽を聴き、韓国の芸能人のファンになると

いうことが珍しいことではなくなった。特に 2000 年以降の最近では K-POP の人気が

アジアを越えてアメリカ、南米、ヨーロッパなどの文化コンテンツが盛んな国に広がっ

ており、これはそれぞれの国内の経済的、社会的にも様々な可能性と、ものすごい影

響力をもつものとして認知されるようになったといえる。 

国境を越えた K-POP の影響力は文化産業だけでなく、様々な分野で関心がもた

れており、韓国の政府や企業においても多くの投資と支援努力を行っている。 

事実、東南アジアで根強い人気を得た K-POP と韓流効果は文化コンテンツの輸

出をもって産業に貢献しており、直接的な輸出だけでなく、国のイメージ改善、観光

産業、関連部門産業など韓国の大衆文化を一つの対外商品として定着させることと

なった。政府も文化産業を 21 世紀の重要な育成産業として指定するほど多くの政策

的支援を行い、K-POP ブームを広めるために力を注いでいる。 

2000 年代以降、K-POP ブームはアジアからヨーロッパ、アメリカ、中南米に広がり

始めたため、新ジャンルである K-POP が各国の文化コンテンツに影響をもたらし、

様々な産業分野にも影響を及ぼすこととなった。 

 

1.2. 問題提起 

 

アジアの国を越え、ヨーロッパとアメリカなどに広まっている K-POP 人気は、その実

態とその数字的効果に対して疑問が投げかけられている。果たして K-POP 人気が、

アジア以外の国で効果をもたらすことができるほど本当に実のある内容かどうかの議

論もたくさん起きている。本研究では成功事例として挙げられる中国、日本、アジア諸

国での K-POP 人気とその理由を分析して、近年になって K-POP が広がり始めたヨ

ーロッパとアメリカの K-POP 人気の現状を実際に分析する。 
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1.3. 研究目的 

 

最終的な本研究の目的は、それぞれの国での K-POP 現況把握にもとづき、今ま

での成功事例のベンチマーク（基準）を使用して、現在成長過程にあるアジア諸国以

外でのブームを成功させるための戦略をはかることである。 

 

1.4. 研究範囲 

 

本論文では、1990 年代から K-POP ブームが始まり、その波及効果が一目瞭然で

あるアジア諸国の中で中国と日本を成功事例として分析し、また K-POP ブームが新

たに湧き起こっている国の中からヨーロッパの一部の国とアメリカの事例を中心に扱う。

いくつかの先行研究の結果と文献調査をもとに研究を行い、K-POP と韓流について

の公共機関や統計調査機関の分析資料、既存の論文および新聞記事、雑誌を主な

資料とした。 
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1.5. 研究フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. フロー図 
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Ⅱ. 理論的背景 

2.1. 韓流と K-POPの懸念 

2.1.1. 韓流の懸念 

韓流（Korean Wave）はアジアの多くの国で始まった韓国文化のブームを意味する。

1996 年、ドラマを皮切りに中国に輸出され始めた韓国大衆文化は、1998 年から歌謡

曲まで輸出されるようになり、範囲が拡大し始めた。韓国の大衆文化商品に触れた外

国人がそれらに熱狂し、憧れて、学ぼうとする文化現象である「韓流」1 は今や中国、

台湾、ベトナムなど東アジア地域で韓国歌謡曲、テレビドラマ、映画への関心が増加

する社会文化現象として定義されるようになった。特に 2000 年以降にはテレビドラマ、

大衆歌謡、映画などの韓国大衆文化に加え、キムチ、トウガラシ、ラーメン、家電製品

など韓国に関連する様々な製品まで好む現象が起き、このような現象をまとめて「韓

流」と定義づけている 2。 

現在の韓流は一時的な流行から抜け出して中国と東南アジア地域、それから日本

で定着した一つの文化に区分されつつあり、これらの現象は直接・間接的な目に見

える成果だけでなく、韓国という国家ブランドのイメージ上昇に寄与し、民間外交の役

割としてもその影響力を及ぼしている。これらの韓流の広がりは主要対象国である日

本、中国、台湾などでの韓国のイメージと韓国商品のイメージを向上させる効果があ

ると評価されており、観光収入の増加だけでなく文化コンテンツと文化派生商品の輸

出拡大に伴って、韓国のイメージが向上し、韓国商品の輸出拡大にも一役買ってい

る。つまり韓流は映画などの韓国大衆文化を好む現象にとどまらず、観光収入の増

加、ドラマや映画の OST、DVD、書籍、タレントの CM 出演、各種イベントに応じた付

加収入の増加にともなって国と韓国企業のイメージが向上し、韓国商品の購買の増

加と韓国の一般的な商品の輸出拡大に良い影響を及ぼしているのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 キム・ソンソプ、キム・ミジュ（2009）「タイ社会での韓流大衆文化商品が韓国の国家イメージ認識と韓国訪問の

意向に及ぼす影響」観光研究、、23(4)、101-125. 

2 チョ・ソンア（2010）「韓流が韓国の輸出と FDI（Foreign Direct Investment＝直接投資）に及ぼす分析」修士論

文、仁済大学大学院. 
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2.1.2. K-POP の定義 

K-POP は韓流の中でも韓国の大衆音楽を指す用語である。韓流ブームを牽引し

ているジャンルで、特定の地域に滞留していた韓流を、全世界に同時多発的に発展

させる媒体となっている。 

英米圏の大衆音楽を POP 音楽すなわち「Popular Music」または「pop song」と呼ぶ

ことから、日本では「J-POP」、中国では「C-POP」、タイでは「T-POP」と同様に韓国で

は Korean Popular Music、すなわち「K-POP」と呼ばれるようになった。 

しかしまだ正確な K-POPの定義はない。韓国語で作られた音楽、韓国人が歌った

り、演奏したりする音楽、韓国人が作詞作曲した音楽、韓国企業が出資、制作した音

楽など条件を述べると、K-POP の概念を規定するには曖昧な点が多いからである。

例えば 2PMのニックン、SISTARのジアとフェイ、f(x)のビクトリアなどは、韓国国内にお

いて、韓国の事務所所属で、韓国語で歌っている。最近の少女時代のアルバムには

Lindy Robbins、Brent Paschke、Kenzie などの海外ミュージシャンが参加したり、韓国

の事務所に海外資本が入った事例も多く、海外音楽会社の韓国支社や提携企業が

制作するようになったからである。 

したがって K-POP というのは、外国で韓国の大衆音楽を区分するために産業的に

区分された言葉であるが、現在韓国の音楽業界をとおして、生産・消費される文化の

総称、それに関連する文化を包括的に示す国際的固有名詞として定義されている 3。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ｼﾝ･ﾋｮﾝｼﾞｭﾝ（2005）「K-POP の文化政治学：越境する大衆音楽に関する一つの事例研究」メディア社会、第 3

巻、第 8 号、pp.7-36、2005. 
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2.1.3. 韓流と K-POPの歴史 

2009 年に発表された資料によると、1997 年から中国で始まった韓流は時期を 3 つ

に分けることができ 4、それぞれの特徴は以下の表のとおりである。 

 

 韓流第 1 期 韓流第 2 期 韓流第 3 期 

キーワード 生成 進化 多様化 

期間 1997～ 

2000 年代初頭 

2000 年代初頭 

～2000 年代半ば 

2000 年代半ば以降 

重要分野 ドラマ、音楽 ドラマ、音楽、 

映画、ゲーム 

ドラマ、音楽、ゲーム、映画、漫画、 

キャラクター、韓食、ハングル 

重要地域 中国、台湾、 

ベトナム 

中国、日本、 

台湾、東南アジア 

中国、日本、台湾、東南アジア、 

中央アジア、アフリカ、アメリカ 

主なコンテンツ 愛がなんだ、 

H.O.T. 

冬のソナタ、 

チャングムの誓い 

アイドル歌手 

 
表 1. 韓流の発展段階 5 

 

1997 年から 2000 年代初頭までは韓流第 1 期として韓流コンテンツが海外の人々

にその名を知られることとなり、韓国の文化に初めて触れた時期とみられる。当時「愛

がなんだ」というドラマによって伝わった文化は中国にはなかった自由な生活環境と

表現方法によって中国の視聴者に新鮮な衝撃と憧れという気持ちをうえつけた。これ

はドラマのみならず、中国歌謡とダンスミュージックにまで広がった。ずっと以前に発

売された音楽、ソバンチャ 1 集「オジェパ m イヤギ（昨日の夜のこと）が日本で大ヒット

した（※日本ではダウンタウンによる「オジャパメン」で知られる）が、韓流と呼ぶには

微々たる結果であった。そのため本格的な韓国歌謡の輸出とはいえず、K-POP とい

う単語すら使われなかった、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 コ・ジョンミン（2009）「韓流、アジアを越えて世界へ」韓国文化産業交流財団、2009、p.30. 

5 コ・ジョンミン（2009）「韓流、アジアを越えて世界へ」韓国文化産業交流財団、2009、p.30. 
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1990 年代末には中国、台湾などで、ダンスミュージックを中心とした韓国歌謡やド

ラマの人気が続き、2000 年 2 月有名なダンスグループ H.O.T.の北京公演は中国メ

ディアが「韓流」という単語を初めて使用したことがきっかけとなった。以降、韓国歌手

のコンサートに多くの若者が集まったり、韓国歌謡を紹介したラジオが登場したりした。

これは 1990 年代の韓国の大手アルバムエージェンシー（Music Agency）の設立から

その要因を知ることができるが、これらの社会背景の変化に基づいて K-POP は本格

的に世界市場で成長し始めた 6。それだけでなく NRG、Baby V.O.X などのアイドルグ

ループが中国や台湾など東南アジアで K-POPブームを牽引し始め、神話などのアイ

ドル 2 世代が着実に中華圏でファン層を形成し、韓国大衆音楽はアジアを中心に認

知度が広まった。 

2000 年初期から 2000 年代半ばには韓流第 2 期として、韓国ドラマが大きく取り上

げられた時期だった。2002年から 2003年まで東南アジア、中国などでドラマと歌謡が

人気を集め、日本ではドラマ「冬のソナタ」がきっかけで大ヒット、韓流ブームにつなが

った。「冬のソナタ」は日本の平凡な中年女性層に懐かしさを感じさせ、また出演者で

あるペ・ヨンジュン、チェ・ジウ シンドロームを巻き起こし、日本における韓国と韓国人

のイメージを、洗練されたロマンティックであると印象付けた。 

「冬のソナタ」以降、「チャングムの誓い」は中国、香港、東南アジア、中央アジア、

アフリカ、東ヨーロッパなどに広がり、韓流ブームをグローバルに広めるきっかけとなっ

た。またこれらの国にドラマだけでなく、韓国料理のグローバル化、韓服の良さなどの

付加的な波及効果を広め、ひとつの外交使節としての役割を果たしたコンテンツとな

った。 

韓流第 2 期はドラマ全盛期といえるが、音楽などの他のコンテンツの成果も高く、

K-POP が本格的ブームになるための基礎を築いた時期である。BoA が日本のオリコ

ンチャートで何回も 1 位を記録し、続いて東方神起は日本、中国などで人気を集め、

RAIN は海外公演を行い世界的なスターであることを立証した。 

この時から国内外のメディアで Korean Pop の略字、K-POP という韓国大衆歌謡を

意味する文化用語がうまれ、海外でも K-POP 音楽を紹介するコーナーが MTV など

の有名音楽番組の中で登場した。特に韓国歌謡に大して関心がないにもかかわらず

現地進出戦略によって日本音楽市場進出が成功した BoAを中心に韓国大衆音楽が

大成功をおさめ、韓流の中でも K-POP の認知度が急増した時期となった。BoA の日

本での成功をきっかけに、日本は中国とともに K-POP コンテンツ消費の最も重要な

中心地となった。 

 

 

 

 

6 チョン・ユンギョン、イ・ギテ「異質の文化圏受容者の韓国営造物の利用と文化的隣接性に関する研究」メディア

経済文化、第 9 巻、第 4 号、pp.141-181、20011. 
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2000年代後半からは K-POPが、YouTubeなどのインターネット動画サイトを通じて、

アジアをはじめヨーロッパ、南米、中東地域まで広がって、全世界に韓流ブームが起

きた 7。東方神起、BIG BANG、少女時代、KARA、Wonder Girls、Super Junior、

SHINee などアジアを中心に世界中の 10～20 代の若者の間で K-POPの影響力と懸

念が急速に広がり、映画、ドラマなどが中心のもともとの韓流の中心となって再編成さ

れた。 

また時間と空間の物理的制約を越えて、インターネット、モバイル中心のチャンネ

ルを通じて 2012年 PSYの「江南スタイル」が世界的な人気をよび YouTube最多再生

回数を記録した。 

 

2.2. 韓流の中の K-POP 

2.2.1. 韓流の中の K-POPの比重と経済効果 

2010 年研究が行われた分野別韓流指数 8では音楽の指数が最も高く、K-POP が

韓流文化をリードするという現実を示している。 

 

（単位：2009 年を 100 として） 

 音楽 ゲーム テレビ番組 映画 

分野別韓流指数 107 101 100 94 

 
表 2. 2010 年 分野別韓流指数 9 

 

この研究によると、音楽が 107で最も高く、ゲームは 101、テレビ番組 100で変化な

し、映画は 94 で低調であり、2010 年より続いている韓流第 3 期では音楽が韓流をリ

ードしていると位置づけた。 

2012年に行われた別の研究では、韓流の人気を数値化した「K-POP韓流指数 10」

の分析資料によると K-POPは海外に本格的に進出したことにより 10年ぶりに全盛期

に達した。初期の韓流の頂点だった 2004 年を 100 としたとき、2011 年は 262 で 7 年

ぶりに 2.6 倍に急増した。そしてこのようなブームは 2015 年まで着実に続いており、

今や韓流の主要コンテンツが K-POPだけでなく、海外市場に進出する韓国文化コン

テンツの橋頭堡（きょうとうほ、敵地などの不利な地理的条件での戦闘を有利に運ぶ

ための前進拠点、足がかり）となっているといっても過言ではないだろう。 

 

 

7 キム・ハクソン、K-POP 世界を揺るがす乙酉（元号？）文化史、2012 

8 コ・ジョンミン（2010）「韓流指数の算定および経済効果の分析」韓国文化産業交流財団 

9 コ・ジョンミン（2010）「韓流指数の算定および経済効果の分析」韓国文化産業交流財団 
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図 2 K-POP 韓流指数推移（2004 年を 100 とする） 

 

韓国コンテンツの規模自体も 2005 年 13 億ドルから 2009 年には 26 億ドルへと、4

年間で 2 倍に増加、急成長を記録しており、その中でも音楽産業の輸出が急増して

いることがわかる。2009 年の場合には前年比 90%の成長を記録した。これは東南アジ

アと日本で形成された新韓流の主役であるアイドルグループの人気によるものとみら

れる。2010 年上半期より始まった少女時代と KARA に代表されるガールズグループ

の日本市場への進出が 2011年まで続いたのが理由で、K-POPに対する関心と人気

が質・量ともに大きく影響したと推測できる。 

 

区 分 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 
増減率 

（’08～’09） 

年成長率 

（’05～’09） 

売上高規模 

（兆ウォン） 
57.3 62.8 64.4 66.0 69.0 4.5% 4.8% 

輸出規模 

（億ドル） 
13.0 13.7 19.4 23.4 26.0 11.4% 18.9% 

表 3. 韓国コンテンツ産業の規模 11 

（単位：百万ドル、%） 

産業区分 
輸  出 増減率 

（’08～'09） 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 

音楽 22.3 16.7 13.9 16.5 31.3 89.7 

ゲーム 564.7 672.0 781.0 1,093.9 1,240.9 13.4 

テレビ番組 123.5 144.7 162.6 180.2 183.6 1.9 

表 4. 韓国コンテンツ産業の輸出の推移 12 

 

10 サムスン経済研究所（2012）「K-POP の成功要因と企業の活用戦略」 
11 文化体育観光部（2010）「2010 コンテンツ産業統計」 

12 文化体育観光部（2010）「2010 コンテンツ産業統計」知識統計部（2010）、「年間輸出動向」韓国コンテンツ振

興院（2010）、「放送コンテンツ輸出入現状」 
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Ⅲ. 調査内容 

3.1. 中国における K-POP 

3.1.1. 中国の音楽市場の推移と見通し 

中国音楽市場は 2009年以降、規則的に増加していき 13、2013年の総音楽市場規

模は 7億 1,500万ドルで、前年比 6.2%増加した。今後中国音楽市場はオフラインアル

バムは減少するが、デジタル音源と公演音楽の高い成長により 2018 年までに年平均

8.6%の成長率を示し、10 億 7,800 万ドルに達すると予想される。 

 

（単位：百万ドル、%） 
 

区 分 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

2013-18

年平均 

成長率 

 音 盤 456 457 474 498 528 564 608 660 725 810 9.0% 

 オフライン 

音盤 52 32 29 24 21 19 16 14 12 10 △13.3% 

 デジタル 

音源 403 425 445 474 506 546 591 646 712 800 9.6% 

公演音楽 145 154 163 175 188 202 216 232 250 268 7.4% 

合 計 601 611 637 673 715 766 824 892 974 1,078 8.6% 

 
表 5. 中国音楽市場規模および見通し 14 

 

韓国コンテンツの中国輸出は着実に増加しており、K-POP ブームが現れ始めた

2008 年から 2010 年まで年平均輸出増加率は約 35%に達している。 

 

区 分 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

テレビ番組 7,979 5,295 4,512 6,339 20,965 

映 画 1,144 824 1,305 1,578 966 

音 楽 350 1,665 1,844 2,369 3,627 

ゲーム 158,591 241,330 292,062 433,059 595,864 

 
表 6. 主要韓流コンテンツの中国輸出額の推移 15 

 

 

13 PWC（社名）（2014）、Global entertainment and media outlook 

14 PWC（社名）（2014）、Global entertainment and media outlook 

15 韓国コンテンツ振興院（2012）「2011 コンテンツ産業統計」 
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3.1.2. K-POP の中国市場進出の現状 

中国の場合、市場開放と経済成長によって生活水準が高くなった中国人の文化的

欲求に韓国の大衆文化コンテンツが比較的抵抗なくタイムリーに供給され、社会的、

経済的変化に合った勢いと傾向が、中国人の感覚にマッチしたとみられる 16。韓国の

大衆音楽に特に熱狂的な人々を哈韓族と呼び、主に 10代～20代の若者たちが韓国

の大衆歌謡を好み、人気芸能人を追いかけることで知られている 17。 

その歴史は 1990 年末～2000 年初め、アイドルグループ H.O.T.、CLON、アン・ジ

ェウク、Baby V.O.Xなどが中国活動を経て大きな人気を得たことから始まる。しかし中

国市場参入の高い壁により韓流の高い人気にもかかわらず収益モデルを確立できず、

直接的な国内企画売上・収益を得ることができなかった。 

2000 年代以降、中国市場の文化規制が緩和され、文化サービスの解放の試みが

スタート、K-POPも本格的に中国に進出できる環境が整った。中国内の K-POPに対

する評価は特定の曲に集中しているのではなく、特定のスターの曲に集中しているよ

うに見受けられた。複数の曲がポータルサイトの人気歌謡順位に同時に上がったの

だ。韓国のアイドル歌手が中国市場で脚光を浴びる最大の理由は「質の高い音楽と

優れた歌唱力、華麗なパフォーマンス」と言われている。韓国のアイドルグループが

旋風的に人気を呼ぶと中国国内で似たような名前・コンセプト・振付でもって真似する

グループが登場した。 

中国はアルバム市場が不透明な状態なので、主に公演やイベントを通じて収入を

上げる傾向にあり、SM エンターテイメントや韓国エンターテイメント会社は、確実な中

国企業と提携したり、現地エージェントとの協力関係を築いたりしたため、2014 年より

韓流の本流が日本から中国に移ったという見方もある 18。例えばそれまで中国で公演

を行うためには管理プロセスが難しく、積極的に乗り出すのは難しかったが、信頼でき

る合弁パートナーとエージェント制度によって、中国内の韓国歌手の公演が徐々に増

え、今後も大幅に増える見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 コ・ジョンミン（2010）「韓流指数の算定および経済効果の分析」韓国文化産業財団 

17 サムスン経済研究所、韓流文化、2005. 

18 テンアジア（2014.12.19.）アデュー！2014、大衆音楽決算③「K-POP 韓流」中国における進路を振り返る 
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歌手 日時 会場（都市名） 
チケット価格 

（中国元） 
規模 

EXO 2014.07.18 上海 680～1,680 約 20,000 人 

 2014.07.27 長沙 780～1,280 約 50,000 人 

 2014.08.02 西安 780～1,280 約 10,000 人 

 2014.09.20 北京 780～1,280 約 20,000 人 

CNBLUE 2014.07.19 北京 480～1､580 約 18,000 席 

イ・ミンホ 2014.10.26 広州 380～1,280 約 7,000 人 

 2014.11.01 南京 390～1,280 約 60,000 席 

T-ARA 2014.12.27 上海 980～1,380 約 4,000 席（予定） 

YGファミリーコンサート 2014.08.30 上海 380～2,999 約 3,500 人 

 2014.10.19 北京 280～1,280 約 35,000 人 

SM Town 2014.10.18 上海 580～1,280 約 56,000 席 

2PM 2014.11.01 北京 480～1,280 約 7,000 人 

EPIK HIGH 2014.11.22 上海 680 約 1,500 人 

イ・スンチョル 2014.10.04 北京 280～1,280 約 4,000 人 

神話（ヘソン、ミヌ、ジョンジン） 2014.07.12 重慶 380～1,280 約 3,000 席 

パク・ジェボム with 2EYES 2014.08.02 深セン 188～1,988 約 60,000 人 

SHINee 2014.06.01 上海 580～1,280 約 20,000 人 

2NE1 2014.04.11 上海 380～1,280 約 10,000 人 

VIXX 2014.03.01 深セン 188～1,280 約 10,000 人 

JYJ 2014.08.23 北京 ― 約 8,000 人 

キム・ヒョンジュン 2014.08.１6 上海 380～1,280 約 5,000 人 

 2014.08.30 広州 380～1,280 約 10,000 席 

K-POP Music Award 

（2PM, EXO, 少女時代） 
2014.10.25 北京 ― 約 30,000 人 

 
表 7. 韓国歌手の主な中国公演 19 

 

最近では人気のある韓国の音楽コンテンツのフォーマットと制作スタッフを採用して、

中国現地が所有するシステムによって中国音楽コンテンツ市場において韓国音楽番

組が大きな影響を及ぼしている 20。例えば中国バージョンで制作された「私は歌手だ」

「不朽の名作」「スーパースターK」などのような作品は毎回 TV 全国視聴率上位を占

め、オンラインでの視聴回数も毎回 10 万回以上を記録中である。 

 

 

19 中国メディア記者を総合して、2012 年韓国コンテンツ振興院がまとめた資料を参考とした 

20 中国コンテンツ産業の成長と対応戦略（音楽）2014-11 号（通巻 88 号） 
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これらを基盤に中国では韓国の人気コンテンツを現在の中国の主要メディアチャン

ネル youku、tudou などのような動画サイトで簡単に視聴でき、韓国エンターテイメント

企業は効率的に中国に進出するために中国の有力メディアと積極的に提携を結んで

いる。現在、SMエンターテイメントが中国最大ポータルサイトBaiduと業務提携契約を

結んでおり、YG エンターテイメントも中国最大動画サイト Youku と協力、JYP も Baidu

アルバムと契約を結ぶなど様々な方法で中国市場に進出している 21。 

 

3.1.3.中国音楽市場での成功戦略 

これまでの中国進出事例からわかるように、中国に進出する韓国企業は音楽を楽

しむ中国国民が与える影響力を 1990 年代から身をもって知ることとなった。正式にデ

ビューしていないにもかかわらず韓国のアーティストに熱を上げ、彼らの音楽とファッ

ションを楽しみ、模倣するという中国の特性を把握して、中国市場を積極的に活用し

始めた。 

中国で韓国音楽と韓国アーティストに熱を上げるという要因はいくつかあるだろうが、

その中でも中国音楽市場で K-POP ブームを広めることができた戦略は次の二点が

大きく挙げられる。 

一つ目は中国の SNS を活用した積極的な波及戦略である。Weibo、Youku、Baidu

などの影響力の高い中国の主要現地メディアをフル活用するために提携を結んだ。

それだけでなく、アーティストはグローバルの SNS に加えて中国国内での髙い人気を

博している SNS を別途開設し、これらを通して中国ファンとの積極的なコミュニケーシ

ョンをはかっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 中国コンテンツ産業の成長と対応戦略（音楽）2014-11 号（通巻 88 号） 

21 韓国経済（2014.12.25.）かんぬきを抜く（今まで禁止されていたものを解禁すること）された中（中国）サービス

市場 K-POP、中国公演来年 2 倍に…..SM、YGなど芸能事務所恩恵 
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図 3. 韓国芸能人の百度（Baidu、中国の検索エンジン）会員数の現状 22 

 

中国のファンもインターネットとモバイルを介して、場所を問わず自分が好きなアイ

ドルの活動情報をいつでも把握できるようになり、アーティストとファンとの間でコミュニ

ケーションが取れるようになった。韓国芸能事務所も中国市場マーケティング活動に

様々な中国オンライン媒体を活用しており、中国内 K-POP とアーティストの人気はず

っと続いている。 

二つ目は、成功の秘訣として徹底した現地化戦略が挙げられる。現地メディアを通

すことで韓国のアーティストに親しみを感じることができるが、中国は他の市場と比べ

て特有の特色と文化が強く、自国芸能人に対する愛と全面的な支持が強い。韓国の

アイドルの音楽とファッションをそのまま真似した中国のアイドルがさらに大きく成功す

るということがあるのもそのせいである。 

これにより 2000 年代以降は韓国芸能事務所はグループ内中国人メンバーを活用

し、現地化戦略を積極的に進めている。Super Junior-M（ヘンリー、チョウミ）をはじめ、

f(x)（ビクトリア）、Miss A（ジア、フェイ）、EXO（タオ、クリス、ルハン、レイ）、GOT7（マー

ク、ジャクソン）など大型事務所を中心にアイドルグループの中国人メンバーを迎え入

れている。中国人メンバーを戦略的に活用し、言語および文化的な違いを克服、アル

バムやコンサート活動以外にもドラマ、映画、CM 出演などの活動を多角的に行って

いる 23。 

特に企画段階から中国市場を視野に入れ、韓国と中国活動を同時に進めるという

ことについて説明すると、EXO を例えに用いるなら、韓国と中国で別々のアルバムを

同時に発売しただけでなく、両国で時差なく同時に活動して両国のファンを取り込む

ことができたということである。 

 

 

22 韓国経済（2014.12.25.）かんぬきを抜く（今まで禁止されていたものを解禁すること）された中（中国）サービス

市場 K-POP、中国公演来年 2 倍に…..SM、YGなど芸能事務所恩恵 

23 キウム証券（2014）、「韓流のスタートは中国だ」、産業分析 

 

（男性芸能人 Baidu 会員数）                          （女性芸能人 Baidu 会員数） 
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3.2. 日本における K-POP 

3.2.1. 日本の音楽市場の推移と見通し 

アメリカに次いで世界の音楽コンテンツ市場で二番目に位置している日本は、

K-POP において最も大きな市場である。 IFPI（ International Federation of the 

Phonogram and Vvideogram Producers, 国際レコード・ビデオ制作者連盟)によると、

日本の音楽市場規模は圧倒的に 1 位であり、アルバム、音源などを合わせた全体音

楽市場においては第 2 位の規模を誇っている。このように日本の音楽市場の最大の

特徴はアルバム市場を筆頭に多様な付加ビジネス市場を形成しているという点であ

る。 

日本は他の世界市場とは異なり、音源よりアルバムの方が大きい唯一の国であり、

RIAJ（Recording Industry Association of Japan, 日本レコード協会）によると 2014 年

時点で日本の音楽市場でアルバムを占める割合は 85.3%、これは IFPIの調査におい

て世界全体でレコードと音源が占める割合が 46%であることを踏まえると圧倒的な数

値である 24。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. アルバム比重が圧倒的に重い日本の音楽市場 

 

しかし巨大な日本の音楽市場もアナログのレコードからデジタルに移行されてきて

いるものの、デジタル市場の収益がアルバム市場の収益に代わるほどにまで成長し

ておらず、市場全体が縮小してきている状況である。そしてこの状態は大きく改善さ

れず、日本の音楽市場全体が縮小していく見通しだ。 

 

 

 

 

24 トウブ証券（2015）、エンターテイメント産業動向 
 

アルバム       音源           アルバム比率 
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図 5. 日本の音楽市場の見通し 25 

 

3.2.2. K-POP の日本市場進出の現状 

日本で韓国歌手が活動した事例は、桂銀淑（ケイ・ウンスク）、キム・ヨンジャなどが

おり、長い過去にさかのぼる。しかし韓国歌謡のヒットは非常に単発的であり、またほ

とんどが演歌調の曲が中心なので K-POPの進出としてみなすことが難しい。ビジネス

的に成功はしなかったが、多くの試みを通して日本進出の可能性を見出した第一世

代アイドル S.E.S.、2001 年に進出した BoAの日本市場での成功からが K-POP の真

のスタートといえる。韓国よりレベルが高く、進出することが難しいとされる日本市場に

はしっかりした計画と戦略を立てれば成功できるという可能性を見出したきっかけとな

った。 

続いて 2003年の冬のソナタ、天国の階段などの相次ぐ韓国ドラマの人気により、そ

のドラマ OST から韓国大衆音楽が自然と受け入れられるようになった。これは歌手本

来のスター性よりも曲そのものが受け入れられるという日本音楽市場の特徴によって、

第一世代 K-POP ブームが起きたといえるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

25 PWC（2014）、Global entertainment and media outlook、教保証券リサーチセンター 

 

コンサート   音源    アルバム 

百万ドル 
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BoA 
2002 年正規 1 集「Listen to my heart」オリコン 1 位（売上 100 万枚） 

2002～2008 年日本ベストヒット歌謡祭アーティスト賞連続 6 回受賞 

東方神起 

2008 年オリコンチャートシングル 1 位最多記録 

2009 年ライブ DVD オリコン映像部門総合チャート 1 位 

（アジア出身海外歌手として初） 

2006～2009 年 6 連続オリコンチャート 1 位 

2010 年アルバム売上高 1,300 億ウォン 

少女時代 

2010 年初シングル発売初週売上 45,000 枚 

海外女性アーティストデビューシングル最高売上 

シングル「Gee」オリコン週間 2 位（海外女性グループ史上最高記録） 

KARA 

2010 年発正規アルバム「Girls Talk」売上 25 万枚 

日本レコード協会プラチナ賞受賞 

オリコン新人部門アルバム DVD 売上 1 位（180 億ウォン） 

DVD 総合 Top1「KARA BEST CLIP」 

（海外女性アーティスト賞受賞初快挙） 
 

表 8. K-POP アイドルの日本進出の歴史 26 

 

その後東方神起と BIG BANG などの男性グループが日本での人気を定着化させ

たが、2010 年以降少女時代、KARAをはじめとする女性グループも日本進出に成功

した。1970 年代より日本はアイドルと育成システムが存在し、韓国はそれを真似して

成長したが、今は逆に日本の芸能事務所が韓国のアイドルを真似するようになった。

特に日本女性グループ戦略において K-POP スタイルのコンセプトや振付を特徴とす

る傾向が顕著である。 

日本で本格的に K-POP の人気が高まっているのは 2000 年代以降であり、現在ま

でも韓国アイドルのコンセプトと音楽を好む日本のファンは増えている。地上波放送と

デジタル衛星放送の音楽番組、バラエティなどで K-POP を紹介すると、K-POP に関

する単独番組も大きく増加した。NHKニュースでは少女時代公演実況をヘッドニュー

スで報道（2010.8.25）して有料放送フジ NEXT TWO（CSデジタル放送）で多数の

K-POP 番組を制作・放送 27しているのもこのような傾向を反映した結果である。 

 

 

 

 

 

26 オリコンチャートと国内プレスリリースをまとめた内容を 2012年韓国コンテンツ振興院の整理された資料の中か

ら引用した 

27 韓国コンテンツ振興院（2010）、日本コンテンツ産業動向、2010 年 39 号 
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3.2.3. 日本音楽市場での成功戦略 

韓国よりも進んでいるといわれ、アイドル育成システムの生みの親と言われている日

本において、韓国のアイドルがファンクラブを結成し、勢いを拡大していくことは非常

に励みになる。 

成功するのが難しいと思えた日本市場に K-POP の進出を成功させることができた

理由は大きく二つある。 

まず一つ目は、現在のアイドル市場の状況と韓国型アイドルシステムの特徴である。

現在日本は嵐と EXILE（EXILEの場合 EXILE TRIBE と EXILE ATSUISHI などのソロ

プロジェクト、三代目 J Soul Brothers のようなユニット）に代表されるアイドルが日本音

楽市場を牽引する各種チャートを占有している。嵐は昨年のコンサート DVD と正規ア

ルバムで売上順位 1～3 位を占め、EXILEは EXILE TRIBE、EXILE ATSUSHI、三代

目 J Soul Brothers がそれぞれ活動して計 7.5 億円の売上を記録した 28。しかし全て

デビュー10 年を超えたベテランアイドルであり、日本アイドル市場の世代交代がうまく

行われていないことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6. 嵐と EXILE29 

 

 

 

 

28 トウブ証券（2015）、エンターテイメント産業動向 

29 http://prcm.jp/album/cindy1love/pic/16405204 
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世代交代が必要な（代わり映えのしない）日本のアイドル市場において、韓国のア

イドルがその隙間に入り込めたことが成功の要因であると思われる。 

韓国アイドルは日本よりもはるかに長い期間の過酷なトレーニングを積んだ基礎が

しっかりしている「完成型アイドル」である。専門的なトレーニングを経験してデビュー

したためダンス・歌・スタイルが良いだけでなく、英語・日本語など外国語教育まで受

けてからデビューし、その後日本に進出 30したことで似通ったコンセプトのアイドルに

飽きていた日本人にとっては新鮮であった。 

 

特徴 少女時代＆KARA AKB48 

アイドル 

スタイル 

完成型アイドル 成長型アイドル 
（未完成のアイドル） 

主要 

ファン層 

女性中心 男性中心 

ビジュアル 

イメージ 

Cool（かっこいい！） Cute（かわいい！） 

魅力 歌唱力、ダンス、パフォーマンス

などプロらしい魅力を兼ね備えた

正統派アイドル 

私が育てるんだ！という応援した

くなる心理、母性をくすぐる 

ファンとの 

距離感 

神秘主義的要素 会いに行けるアイドル 

 
表 9. K-POP と J-POP アイドルの比較 

 

高い実力を兼ね備えた現在の韓国のアイドルは全ての分野で完璧な準備が整っ

ている完成型アイドルなので、歌手だけでなく総合エンターテイナーとして勝っている。

Super Junior のシウォンと EXO の D.O.、BIG BANG の T.O.P.、CNBLUE のジョン・ヨ

ンファと FTISLAND のイ・ホンギ、2PMのニックンとジュノ、JYJ のユチョン、ZE:A のイ

ム・シワンとションシクは活発な俳優活動をくり広げている。また Super Junior のヒチョ

ルとキュヒョン、ZE:A のグァンヒなどはバラエティで、f(x)のルナ、SHINee のキー、EXO

のベッキョン、JYJのキム・ジュンスはミュージカルで活動の幅を広げている。 

 

 

 

 

 

 

 

30 時事 IN（2010.11.17） 
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二つ目は、日本音楽市場の現状に基づいた日本企画会社の進出戦略である。芸

能事務所に所属している全アーティストの全活動を管理する韓国とは異なり、日本は

流通企業（レーベル、音楽作品制作販売、広報を行う）で番組出演、アルバムプロモ

ーションを行うため、大手レーベルの影響が重要である。特に新人が少しでも多く人

の目につくようにするには日本の大手レーベルと契約することがキーとなってくる。 

このため日本大手芸能事務所は主要レーベルとの契約を率先して行う。SM エンタ

ーテイメントは日本の avexと契約締結しており、YGエンターテイメントは avexとYGEX

という合弁会社を設立した。avex は二つの韓国企業の日本国内マネジメントとアルバ

ムプロモーションを担当し、日本での売上の一部が還元されている 31。このように大手

芸能事務所と大手レーベルの広報効果が上がった新人アーティストは、日本市場で

より良い成果を出せる可能性が高くなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 トウブ証券（2015）、エンターテイメント産業動向 
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3.3. K-POP のアジア進出の成功戦略 

3.3.1. 分析の概要 

 

芸術社会学研究において文化現象要因を分析する際に用いる「文化のダイヤモン

ドモデル」を使用し、生産と消費、分配の観点から K-POPの成功要因を分析する研

究がある 32。下表 33によって「4つの頂点」と「連結線」でつながる文化のダイヤモンド

に K-POPをあてはめて 4 大成功要因を導き出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7. K-POP の成功要因と企業の活用戦略 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Griswold. W.（1994）「変化する世界における文化と社会」Pine forge Press,; Alxander, V.（2003）、「芸術社会

学:良いものポピュラーなものを探求すること」Blackwell 

33 ソ・ミンス（2012）、「K-POP の成功要因と企業の活用戦略」 

34 ソ・ミンス（2012）、「K-POP の成功要因と企業の活用戦略」 

 

伝達方式 

（ソーシャメディアの積極的活用） 

コンテンツ 

（曲・振付・ビジュアル三拍子完備） 

生産者 

（企画会社の体系的な制作システム） 

消費者 

（IT に慣れ親しんだ消費者） 
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3.3.2. 生産者 

アジアに進出したK-POPの最も大きな成功要因は、韓国の芸能事務所のシステム

によって企画化されたアーティスト育成プロセスと綿密な計画によって進められたこと

にある。 

大手芸能事務所は、音楽トレンドと市場の把握、蓄積されたノウハウをデータベー

ス化することにより一定水準以上のコンテンツを大量にすばやく作り上げることができ

るようになり、実力と完璧なルックスを兼ね備えた K-POPブームを牽引し続けるアイド

ルを排出できるようになった。また海外で成功を収めたという 1990年代後半から 10年

間以上の分の経験が蓄積された。 

K-POP においてはアーティスト、つまりスターは会社に所属した社員であり、コンテ

ンツである。計画的な投資によって K-POP を牽引できる能力をもつ中心的存在であ

る。 

韓国芸能事務所は新人発掘に総力を注いでおり、企画段階から市場とポジション

を目標を定め、それに向かって長期的に緻密に準備をする。成功事例を蓄積した事

務所のアーティスト育成プログラムは大きく、キャスティング、トレーニング、プロデュー

シング、マネジメントの 4 段階によって構成される。 

 

 

 

 

 

 

図 8. アーティスト育成の 4 ステップ 35 

 

新人は芸能事務所の独自のオーディションやスカウトマンを通して、路上スカウトや

インターネットで募集した公開コンテスト、知人の推薦などの複数の経路で発掘される。

最近では広報効果を大きくするために、地上波放送やケーブルテレビの公開オーデ

ィションを通じて活発に発掘される傾向にあり、計画段階よりグローバル進出を念頭に

おいて、海外からの原石を発掘するためのオーディションもたくさん行われている。 

発掘された練習生は決められたトレーニングによってアーティストとして生まれ変わ

ることになる。そしてデビューが成功するように練習を続けていく。教育プログラムには

曲、ダンス、演技、外国語だけでなく、人格教育までが含まれており、専門家で構成さ

れた専門チームが厳しく教育、評価して成績の良い練習生だけをアイドルスターとし

て育成している。 

 

 

35 サムソン経済研究所（2012）、「K-POP の成功要因と企業の活用戦略」 

 

徹底した 

事情調査 

① 
キャスティング 

② 
トレーニング 

③ 
プロデューシング 

④グローバル 
マネジメント 

原石発掘に 

主力 

長期投資で最高の 
エンターテイメン 

ト育成 

創作作業の 
グローバル 

ソーシング 

現地パートナーの 

ネットワーク活用 

Total 5 年～10 年程度かかる 
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図 9. アーティストトレーニングの過程 

 

練習生の育成には通常は 5年以上かけ、必要な経費は事務所が負担することにな

る。事務所は最高のK-POPスターをデビューさせるために多くの時間と努力、多額の

費用を投資しており、最近では海外市場への進出を最初から視野に入れているため、

費用が増加する傾向にある。 

プロデューシングとは、スカウト・トレーニングを経たアーティストが商品（アルバム、

音源、MVなど）を制作するステップをいう。音源の制作は、作詞、作曲、歌、編曲、ミ

キシングなどの過程を繰り返して行われ、デジタル音源、アルバム、MV という形で一

般公開される。音楽産業の成功の大きなカギである音源は、作曲家、作詞家、歌手、

プロデューサーといった担当が総動員される。このようなたくさんの専門家をつかうに

は莫大な費用がかかる。そのため最近のエンタメ業界では、大手事務所を中心に中

小の事務所が再編される動きがみられる。特に K-POP の海外進出が増え、創作段

階から世界最高の専門家を参加させて完成度を高め、曲のアイデアを集めるために

も海外の人材を積極的に活用してグローバルな曲ができるように進められている。よ

って完成度の高い曲により K-POP がグローバルな人気を得ているのである。 

 

作  曲 作詞および編曲 振  付 

Design Group 

（北欧作曲家グループ） 

ユ・ヨンジン 

（SM 所属歌手兼作曲家） 

仲宗根梨乃 

（日系アメリカ人） 
 

表 10. 多国籍創作作業の例（少女時代「Genie」の場合）36 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 サムソン経済研究所（2012）、「K-POP の成功要因と企業の活用戦略」 

 

広報室、新人開発チーム、 

発掘・契約・育成チーム 

練習生選抜 正式練習生 新人デビュー 

広報室、発掘・契約・育成チーム 広報室、発掘・契約・育成チーム 

スカウト、推薦、 

オーディション、定期公開採用など 

デビューのためのトレーニング・契約 

代表取締役承認 
 

トレーニング 

代表取締役承認 
 

プロデューシング 
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マネジメントとプロモーション段階では、キャスティング（スカウト）、トレ

ーニング、プロデューシングを経て育成されたアーティストが最大の能力を発

揮し続けられるよう、マネジメントとプロモーション段階が支援とプロモーシ

ョン、マーケティングの役割を担う。 

こうして最大の能力を兼ね備えた K-POPアーティストは、本来の音楽のみ

ならず、演技、CM、出版物、キャラクター、ゲームなど One-source multi use

で活躍できるようになる。最近の韓国のエンタメ産業において、優秀な人材や

資本の拡充と同じくらい重要なのは人材を効率的に活用できる基礎と能力を有

しているかどうかであり、このような人材の確保が K-POPの海外進出できる

かどうかの重要なカギとなっている。 

最近の大手芸能事務所は最初から海外進出を視野に入れていて、各国の企業

との提携することで海外進出成功の不確実性とリスクを最小限に抑えている。 

このように海外でのコンセプトは韓国内の事務所がデザインし、具体的な現

地プロモーションと流通網の確保などは現地の提携企業が現地の市場をリサー

チして進めているケースが、K-POPの進出にあたり一番多いパターンである。 

同一のアーティストが一つのアルバムを各国の言葉で発売し、複数の国に同

時に進出する場合もあり、MV、ファッションなど各国の市場に特化したアルバ

ムが現地のドラマ、映画、CMなどに幅広く使用されるという事例もある。 

 

3.3.3. 伝達方法 

前述の中国の事例にみられるよう、2000 年代以降はインターネットとモバイル SNS

の発展により YouTube、Facebook、Twitter などを活用した K-POP 戦略が海外に拡

散される一次的で主要な媒体である。 

 

区 分 今までの韓流 新・韓流 

地 域 アジア グローバル 

分 野 大衆文化 韓国文化 

受入層 中高年、女性層 中高年女性層＋男性＋10～20 代若年層 

コード アナログ デジタル（IT および CT 技術結合） 
 

表 11. 韓流のあり方の変化 37 

 

 

 

 

37 ムン・ホジン（2011）、「韓流パラダイム変化と未来に向けた課題」国会セミナー発表資料など 
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実際 SNSの特性により K-POP が口コミで広がった。韓国歌手の海外輸出過程で

かかる費用と時間が節約されている。一つの例として、日本に進出してそれなりの成

績を残せるようになるまでに BoAは 5年、東方神起は 4年だったのが、少女時代は初

アルバム発売と同時にオリコンチャート 1 位になった実績がある。MVを DVD などの

ハードでなく YouTube で公開するなどデジタルメディアをうまく活用した結果、少女時

代の音楽とイメージはすぐに海外ファンに受け入れられ、日本に進出するための新し

いコンセプトを設定する必要がなかったと考えられる。 

今までの韓流とは異なり、K-POP が全世界に一斉に広まるのが可能になったのは

SNS とオンラインメディアの力であるが、特別なプロモーションをしなくても YouTubeに

代表されるソーシャルメディアが大きな力となったことである 38。 

また SNSによって思いがけず海外進出を成し遂げた PSYの場合には、韓国市場向

けに制作した「江南スタイル」のMVで一躍 YouTubeスターとして脚光を浴び、初めて

海外招致されるなど、SNSだけで驚異の結果を得た。SNSで始まったブームにより「江

南スタイル」はイギリスシングルチャート 1 位、アメリカビルボードシングルチャート 7 週

連続 2 位、ドイツ MTV ヨーロッパミュージックアワードのベストビデオ賞第 40 回

YouTube 最多再生回数新記録を持っており、単なる数字の意味合いを越え、世界的

文化として定義されることとなった。わかりやすいダンスの動き、中毒性のあるメロディ、

華やかな MVなど世界の人々がひきつけられる要素を、SNSで公開して爆発的にヒッ

トし、K-POP シンドロームにつながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 文化芸術トレンド分析および展望（2012）、韓国コンテンツ振興院、p.46, 
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図 10. 全世界 K-POP YouTube 動画再生回数（2011 年）39 

 

いま K-POP を主導している韓国芸能事務所もグローバルプラットフォーム（世界各

地に点在する各拠点が共有すべき業務システムとそれを支えるノウハウ、知識、情報

などの支援サービス）を念頭に置いたサービスを本格的に展開してうまく運用されて

いる。主な芸能事務所は YouTubeに公式チャンネルを開設して、MVを始め、様々な

パフォーマンス動画を提供しているだけでなく、広報のための新曲発表やショーケー

スの開催も行っている 40。実際、2NE1、BIG BANG、少女時代、Super Junior、2PM、

Wonder Girls など韓国を代表するアイドル歌手の MVは音源市場に出るより先に

YouTubeを通じて紹介され、全世界のユーザーの間ではその音楽だけでなくファッシ

ョンやコンセプトなどが話題になっている。 

少女時代と KARA などのガールズグループは日本に進出する前から、MVの

YouTube 再生回数が数百万回を超えており日本への進出基盤がしっかり作られてい

た。実際、各国の韓流ファンが少女時代、2NE1、T-ARA などの歌とダンスを真似して

話題となった。オンラインを通じて音楽広報がアルバム市場において一般化され、そ

の中でも SNSが最も速いツールとして積極活用されている 42。 

 

 

 

 

 

 

 

39 K-POPの成功要因と企業の活用戦略、2012、サムソン経済研究所 

40 文化芸術トレンド分析および展望、韓国コンテンツ振興院、p.38, 2012 

41 ウィークリー共感、「ソーシャルメディアの可能性―文化コンテンツの成長、SNS に聞け！」 

42 文化芸術トレンド分析および展望、韓国コンテンツ振興院、p.46, 2012 
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これは少女時代が正式に日本デビューしたり、現地化戦略を駆使しなくても数万人

の日本人がファンとなり、日本でのショーケースだけで 22,000 人が集まったりしたこと

で証明される 43。今現在も海外に正式に進出していない多くの K-POPアーティストへ

の関心が続いており、特定の国ではファンベースが作られることもある。 

一方でソーシャルメディアを通して K-POP アーティストは自分たちの活動ニュース

や近況を直接ファンに伝え、意思疎通をはかっている。Facebook、Twitter、Weibo な

どでアーティストが直接自分たちのことを書くと、話は急速に世界中の人々に拡散さ

れる。記事や事務所のプレスリリースのような媒体を経由せずに直接スターがファンと

疎通できるということは K-POP 市場においても驚くべきことで、インターネットがあると

ころなら誰でもどこでも韓流スターと対話して友達になれる時代が開かれたのだ 44。 

現在 Twitter などで最も多くのフォロワー数を誇る芸能人のほとんどはアイドルスタ

ーである。近況をはじめとする様々な話を Twitter でリアルタイムで伝え、時と場所の

制約を越えて全世界のファンと意思疎通がはかれるようになった。K-POP 進出のスタ

ートがアイドルであったこともこれと無関係ではない。Super Juniorのシウォンは韓国国

内芸能人でフォロワー数 100 万人を初めて突破した。アメリカ IT 専門メディア媒体

Mashable が 2011 年 Twitter で最も話題を集めたキーワードを発表した「2011 Top 

Trending Topics」音楽アーティスト部門で、Super Junior はジャスティン・ビーバー、レ

ディ・ガガ、ジョナス・ブラザースに続き 4 位になり、アジアのアーティストとしてランクイ

ンしたこともある 45。 

これらの伝達方式の変化により、韓国芸能事務所はソーシャルメディアをリアルタイ

ムでモニタリングしてファンの反応を探る専門スタッフをおき、その歌手の人気と世論

を把握、アルバム発売前に新しい MVのティーザー映像を公開して問題があるかどう

か確認することができるようになった。またデビュー前のアーティストについては事前

に高い費用を投資しなくても SNSを通じて現地の反応、ファンベース形成の効果の恩

恵を受けることができ、K-POPの海外初期進出と定着を安定化させ、ファンの関心を

集めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 「K-POP インベイジョン④韓流、デジタルの翼の重さをはかる」中央日報、2011.1.21. 

44 文化芸術トレンド分析および展望、韓国コンテンツ振興院、p.49, 2012 

45 文化芸術トレンド分析および展望、韓国コンテンツ振興院、p.48, 2012 
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3.3.4. コンテンツ 

いくら企画と準備が整っていても、最終的には海外で成功するにはコンテンツがし

っかりしていなければならない。前述したようにK-POPアーティストは「完成型アイドル」

としてきちんとした歌唱力と振付、ビジュアルに基づいた高い競争力によって絶えず

向上し、世界の人々を魅了している。 

 

 

 

 

 

 

図 11. K-POP コンテンツの競争力 

 

具体的には、欧米の POP スタイルに合わせやすい東洋的な雰囲気のメロディを融

合させて国籍を超えて人気が出るような一般的に受け入れられやすくした事例がある。

実際 2005 年以降は Wonder Girls の Nobody、T-ARA の Bo Peep Bo Peep のような

フックソング（感覚的なリズムと簡単なメロディが繰り返される曲）を戦略に用いて人気

を得た。 

音楽だけでなく K-POP アーティストはアルバム・音楽を準備する度にいろいろなコ

ンセプトを考え、人々にアピールできるよう検討を重ね、人々が飽きないようにファッシ

ョンとスタイル演出に毎回変化をつけている。最近では少女時代のチェギチャギ（脚

で球を蹴り上げる遊び）ダンス、KARAのお尻ダンスなど一糸乱れぬ群舞とポイントダ

ンスを取り混ぜて、特徴をわかりやすくしている。 

これは主な音楽市場におけるアメリカの POP や日本の J-POP とは明確に異なり、

POP の主流である R&B や HIP HOP ジャンルでよく使われる扇情的（ここでは性的と

いう意味）・暴力的な要素を排除して、健全なイメージを明確にしている K-POPを、ア

メリカの POP に対抗して欧米にアピールしている。 

また日本の J-POPは音楽性を重視するアーティストとイメージを重視するアイドル

の境界線は明確だが、韓国のアイドルは、かわいいイメージを強調する日本の J-POP

アイドルに比べてダンスと歌の実力がはるかに優れている。一例として、BoAが日本を

席巻できた理由のうち最も大きな理由は、韓国の幼くかわいい少女が激しいダンスと

素晴らしいライブの実力を兼ね備えていた点である。 

中毒性のあるフックソング、多様なメロディ、愛と友情をうたった歌詞、真似しやすい

のにかっこいい振付、ビジュアルといった特徴的な魅力で世界のファンに広まってい

った。実際海外のファンが選んだ K-POPの特徴は 1位が曲、2位がダンス、3位がフ

ァッション・外見などのビジュアルであり 46、欧米の POP・J-POP vs K-POP が持つもう

一つの競争力といわれている。 

曲 
-------
普遍的な 
大衆性 

振付 
-------
派手な 
表現力 

ビジュアル 
----------
ファッション
とスタイル 

イメージとスタ
イルの変身と
演出の限りな
い向上 

国籍・言語が
異なる消費者
にアピール 

完璧な結合：差別化の根幹 
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3.3.5. 消費者 

全世界における K-POP の主な消費者は IT 機器に慣れていてソーシャルメディア

に常に浮上している若年層が多い。 

 
年齢 少女時代 Super Junior BIG BANG SHINee 2NE1 JYJ CNBLUE 2PM KARA BEAST 

性別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

13-17 歳  ◎  ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎  ◎  ◎  ◎ ◎ ◎ 

18-24 歳 ◎ ◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ◎    ◎ 

25-34 歳    ◎  ◎          ◎     

35-44 歳                 ◎    

45-54 歳            ◎  ◎   ◎    

 
表 12. YouTubeを見ている全世界の K-POP 消費者の人口学的特性 47 

 

K-POP の主な消費者は 10～20 代の若い女性層に分布しており、これらの若い層

はアルバムを購入するよりはインターネットやモバイル機器などを利用して K-POP と

その関連のサービスを積極的に利用する。積極的に文化を楽しんで自由に自分たち

の意見を表現する能動的（受動的の反対、他社へ働きかけるという意味）な消費者で

ある 48。単に K-POPを聴いて満足するにとどまらず、自分たちで K-POP 素材で楽し

むという新しい遊びの文化を創り出している。その例として ”K-POP カバーダンス” 

動画が広まったこと、特別なプロモーションや現地デビューしていないアーティストに

対してもヨーロッパと南米の一部の国で自主的にオンラインファンクラブ（ファンベース）

が結成されたことが挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 KBS WORLD の YouTube ページでのアンケート調査の結果、計 78 ヶ国 12,000 名のファンが参加したアンケ

ート調査結果 1 位は曲、2 位はダンス、3 位はビジュアルの順だった 

47 K-POPの成功要因と企業の活用戦略、2012、サムソン経済研究所 

48 K-POPの成功要因と企業の活用戦略、2012、サムソン経済研究所 
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3.4. アメリカとヨーロッパにおける K-POP 

3.4.1. アメリカにおける K-POP の進出事例 

POPの本場であるアメリカでは K-POPの進出が既に始まっていると推測される。ア

ジア地域でみられるほどの韓流ブームとまでは言えないが、映画、音楽、ゲームなど

を中心として、韓国コンテンツの認知度が高まっており、頻繁に見聞きすることができ

る K-POP を中心にマニア層が形成されている段階である。 

K-POPは世界最大のコンテンツ市場であるアメリカで足場を固めるためにいろいろ

と挑戦してきた。アメリカには、これまで少女時代、KARA、RAIN、Wonder Girls、BoA、

2NE1、BIG BANG などが本格的に進出したという歴史がある。 

Wonder Girlsは＜Nobody＞で 2009 年ビルボードシングルチャート「HOT 100」の

76位に、2009年 9月、EPIK HIGHの 6集＜[e]＞は東洋人初の米 iTunes Hop/Rap

チャート トップ 100に入った。また 2010年 9月、アメリカ L.A.ステイプルセンター「SM 

TOWN LIVE」を行って K-POPがアメリカ公演進出のための強固な足がかりとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12.レトロコンセプトの音楽と衣装でアメリカに進出した Wonder Girls49 

 

その 8 月にはアメリカビルボードチャートに K-POP 部門が新設され、K-POP の勢

いを如実に証明した。ビルボード.com は「ブルーオーシャン（競争相手のいない未開

拓の市場）として急浮上している K-POP の成長の可能性を高く評価し、『ビルボード

K-POPチャート』を日本の J-POP部門に続いてアジアで二番目に作った」と発表した。

POP の本場であるアメリカで、韓国大衆歌謡の高いレベルと世界的な影響力を認め

られたといえよう 50。 

 

 

49 http://jamja.tistory.com/3718 

50 韓国観光公社（2011）、K-POP「第二の韓流 観光呼ぶか」、Exciting Korea マガジン 
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しかしこのような目に見える結果に対して、2010年度以前は K-POPのアメリカ進出

は成功しているとはいえなかった。2008 年韓国で得られた絶大な人気を土台にアメリ

カ市場に進出した Wonder Girls の場合、東洋のレトロをコンセプトとした少女たちとし

てアメリカで関心を得られることには成功したが、ビジネス的には事実上失敗となった。

JYPが約 45 億ウォン投資して 2006 年アメリカに設立した米国法人「JYP 

Entertainment Incorporation」は発足 1年で撤退し、約 17億ウォンの損失を出した 51。

以降、K-POPアーティストはアメリカ市場進出をし続けたが、Wonder Girls のように大

規模な投資を伴う事例はなく、SNSなどオンライン/モバイルメディアを介した市場分

析程度のレベルであった。 

このように難攻不落とされていたアメリカ市場に 2012年下半期 K-POP界最大の異

変が起きる。歌手 PSY が韓国を飛び出し、全世界で江南スタイルブームを起こしたの

である。2012年 7月 15日初めて YouTubeにアップされた江南スタイルのMVは公開

18日目の 8/2、再生回数 1,000万回を達成、その 1週間後の 8/9には 2,000万回を

突破した。公開 40日目の 8/24は 5,000万回、9/2には 8,760万回を超えた。それま

で少女時代の[Gee]MV がもっていた韓国歌手最多再生回数 8,380 万回を超えたの

である 52。江南スタイルはその 2日後の 9/4ついに韓国歌手として初めて再生回数 1

億回を突破し、14 日後の 9/18には 2 億回、そしてその 10 日後の 9/28には 3 億回

を超えた 53。公開 76日で 3億回達成は今現在（2016年 2月）も最短期間の世界記録

である。以降、江南スタイルは勢いにのって 10/20に 5億回、11/12に 7億回、11/24

に 8 億 369 万回の再生回数を達成、ジャスティン・ビーバー[Baby]（8 億 365 万回）を

抑え、YouTube 歴代再生回数 1 位を記録した 54。世界的な POP STAR ブリトニー・ス

ピアーズをはじめ、ケイティ・ベリー、ロビー・ウィリアムズ、ネリー・ファータドなど海外

有名歌手が江南スタイルと「馬ダンス」と上位を争って関心を集めたが、PSY は 9 月ア

メリカ L.A.ステイプルセンターで開かれた 2012 MTV ビデオミュージックアワードに招

待され、NBC放送局の人気番組である＜エレン・ディジェノロス SHOW＞と＜TODAY 

SHOW＞＜SUTURDAY NIGHT LIVE(SNL)＞などに出演して成果をあげた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 ビジネスウォッチ（2013）、JYP、ニューヨーク本社ビル 390 万ドルで売却 

52 スポーツ朝鮮、2012.10.18 

53 PSY 江南スタイル、びるぼーろメインチャート 2 位に（京郷新聞：2012 年 9 月 28 日） 

54 PSY 「江南スタイル」、YouTube 再生回数 1 位に、（朝鮮日報：2012 年 11 月 26 日） 
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図 13.アメリカとヨーロッパにおける PSY「江南スタイル」の成功 55 

 

それ以降、本格的にアメリカ現地にある企画会社と提携し、アメリカ進出を成功させ

た PSYは「江南スタイル」に続いて「ジェントルマン」「ハングオーバー」などを成功させ、

Snoop Dog などの現地の有名アーティストと共に仕事をしてアメリカでの活動を続ける

予定している。 

しかし PSY 本人でさえも予想していなかったチャンスによる「江南スタイル」以外は

K-POP のアメリカ市場進出の成功事例はみられない。最近では PSY と同じ事務所の

YG エンターテイメントのアーティストである 2NE1 がマネージャー・スクーター・ブラウ

ンと提携してアメリカに進出する計画であることが明らかになった 56。 

 

 

 

 

 

55 www.youtube.com 

56 朝鮮日報（2014）、CL、PSY 外国のマネージャーと提携して米国進出 
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現在複数のメディアが K-POPについて報道しているが肯定的に大々的に評価する

のとは異なり、実際にアメリカで K-POPのステイタスは認知度も高くなく、全 POP音楽

の中で割合も低く、その消費者も主に 10～20代中心のアジア系アメリカ人といわれて

いる。またK-POPは真の意味で韓国のアイデンティティ（本質・方向性・目的・意味）が

こめられた文化というよりは、急成長する過程で西洋文化を受け入れながら応用したも

のに近いために一時的に西洋人から人気を集めることができたという評価もある 57。 

 

3.4.2. K-POP のアメリカ進出の成功と失敗の要因 

今までの歌手はアメリカ市場で成功するために英語の歌詞に変え、パフォーマンス

と衣装を変更するなどの努力をするとともに大々的な宣伝を行った。東南アジアで成

功した基礎と同じようにアメリカでもきちんとした企画と進出計画のもとで動いており、

Wonder Girls、RAIN、少女時代、SE7EN のような歌手がその代表例といえるだろう。 

しかし PSY は「江南スタイル」という曲を制作した当時、海外市場進出を想定してい

なかった。韓国市場だけを念頭において発表された音楽が偶然にも世界的なブーム

を起こし、そしていわゆる馬ダンスの爆発的な人気によって大ヒットした。PSY の成功

は海外市場をメインターゲットにしたにもかかわらず成功しなかった今までの歌手のス

タイルとは明らかに異なる。 

これに対し、K-POP アーティストが海外で評価されたりされなかったりする理由を

「文化割引率」で算出・分析した結果がある。文化割引率とは文化圏間の大衆文化の

交流の可能性を評価するための指標である。文化割引率が低いところは、ある国の

文化商品が他国に受け入れられやすい（敷居が低い）という意味だ。 

「PSYは臨機応変に対応できる素質を持っていた。人間であれば誰もが求めている

楽しさと遊び、それから性的な本能を「江南スタイル」の歌や MV によってアピールし

た。それは各国の言語を超越した本質である。この部分にアプローチした結果、海外

でも受け入れられ、楽しいということを表現できた」（東南放送大エンターテイメント経

営学科シム・ヒチョル学科長インタビューより 58） 

PSY はアジア的な部分を短所として自ら認めた。このアジア的な個性がアメリカに

新鮮さをアピールするきっかけとなったとみられる。 

それに比べて今までアメリカに進出しようとした韓国のアーティストは、アジア的な

文化をアメリカに直接持ち込むよりはアジア的な個性を欠点と認識してしまい、臨機

応変さを強調してアメリカの文化を真似しようとしたことが PSYと異なって成功できなか

った要因であろう。 

 

 

 

57 オ・セジョン（2012）、「K-POPの好ましい要因：アメリカ地域の K-POP 消費者を対象に」主観性研究 

58 oh! My star（2014）、PSY は成功したが Wonder Girls なぜ失敗？ 
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一方、これまでの K-POP アーティストは音楽とコンテンツは進出先のものと似てい

るものを準備してきたが、いざ進出しようとすると最も韓国的な方法を選択した。現地

音楽のメインストリーム（主なスタイル）を目指すより、現地で生活している韓国、アジア

圏の人々に支えてもらうという期待をこめた戦略をとった。また有名な地元のアーティ

ストとの人脈を広報用として利用するという手軽で具体的な効果のみを得ようともした。

PSY とこれまでの歌手のもう一つの大きな違いには言語的な問題もある。アメリカに進

出するための K-POP アーティストはナチュラルな英語を話すことが難しく、現地の文

化に対する理解が不足し、地元のインタビューやファンミーティングなどで固まった姿

を見せてしまうということが多かった。当然このような状態ではK-POP進出の成功を期

待するのは難しいだろう。 

PSY の成功の秘訣をいくつか挙げる。面白くて楽しい音楽と振付、それから

YouTube という新しい媒体の力などである。アメリカに行くやいなや「ドレスは高級、ダ

ンスは安っぽい」という流行語を創り出した彼の英語の実力も一役かった。しかし最も

重要な要因が見落とされている。それは PSYが今までの「韓流歌手」とは異なり、芸能

人である前に自分だけの音楽を開拓してきたミュージシャンという点である。彼はプロ

デューサーがやりたい音楽ではなく、自分がやりたい音楽をやっているのだ 59。 

 

3.4.3. ヨーロッパにおける K-POPの進出事例 

ヨーロッパにおける K-POP は現地のプロモーションがなく、YouTube などのソーシ

ャルメディアを通じて拡散されるというのが特徴である。フランス国営放送フランス 2TV

（2011.1.3）の＜世界に向けた視線 8＞という番組で韓流ブームと韓国の代表的なア

イドルスターらがアジア音楽市場で独占しているという状況を紹介すると、2011年 1月

東方神起の新曲＜Why?（Keep Your Head Down）＞が全世界のアルバム販売数を集

計するドイツサイト「media traffic」のユナイテッドワールドチャート 4 位に上がった 60。 

ヨーロッパ、とくにフランスパリは K-POP のファンが最も多く集まるところでもある。ヨ

ーロッパは交通の便がとても良いだけでなく、特にパリはヨーロッパ中央に位置し、多

くの移動人口を吸収することができる観光大都市である。したがって K-POP ライブを

熱望していた数十ヶ国のヨーロッパのファンは K-POP コンサートがある場合にはパリ

に集結する。つまりヨーロッパで K-POPの現状を知るにはフランスパリという地域を中

心に考える必要がある。 

 

 

 

 

 

59 朝鮮日報（2012）、RAIN と Wonder Girls が失敗した米国で PSYが成功した理由 

60 韓国コンテンツ振興院（2011）、K-POPがリードする新韓流：現状と課題 
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実際に 2011 年 6 月、フランスパリにあるコンサート会場「ル・ゼニス・ドゥ・パリ」では

驚く光景が繰り広げられた。ヨーロッパの若者が韓国歌手の曲を韓国語で歌って盛り

上がったり、東方神起、Super Junior、少女時代などが出演した「SM TOWN PARIS」

の入場券は前売り開始 15 分で完売したりした。入場券が買えなかったフランスの熱

狂的なファンはルーブル美術館の前で追加公演を訴えてデモを行うほどであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14.フランスで追加公演を要求する K-POP ファン 61 

 

フランスの有力月刊誌ル・モンドは、これに対して文化面の半分をさいて「韓流ヨー

ロッパを席巻」というタイトルで K-POP のヨーロッパ攻略の記事を扱った。ル・モンドは、

K-POPに対する広報が全くなかったにもかかわらず、遠くの国の音楽を鑑賞してその

魅力にはまるファンが増えるのは「Facebook」と「YouTube」のおかげだと報道した。 

 

61 www.soompi.com 
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ル・フィガロも SHINee のコンサートシーンと共に「韓流パリ・ゼニスコンサート大成功」

というタイトル記事で韓国の K-POP戦士がアジアをおさめ、ヨーロッパを侵略し出した」

と報道した 62。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15.K-POPブームを紹介するフランス日刊紙 63 

 

しかし韓国のマスコミと芸能プロダクションはこのような現象が起きたのは韓国大衆

文化商品のブームと報じたが、実はフランスのラジオやケーブルの音楽専門番組で

ただの一度も韓国アーティストの音楽を紹介したこともなく、街の主要アルバム専門店

でも K-popアルバムを購入することができない 64。したがって近年の K-POPブームに

ついて多くの疑問が提起されているのが実情である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 ソン・スンヘ（2011）、「韓流と K-POPファン層現状過程とその意味：Korean Connectionの活動事例を中心に」

韓流 2.0 時代の診断と分析学術大会 

63 ソウル新聞（2011）、フランスの若者を魅了する「K-POP グループ」パリ公演 

64 ソン・スンヘ（2011）、「韓流と K-POPファン層現状過程とその意味：Korean Connectionの活動事例を中心に」

韓流 2.0 時代の診断と分析学術大会 
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3.4.4. K-POP のヨーロッパ進出の成功と失敗の要因 

ヨーロッパ市場には、まだ K-POP が本格的に進出していないため成功と失敗を論

じるにはまだ早い。したがってここでは K-POP にみられるフランスでの相反する視点

を考察することにする。 

2010年より前のこと、フランスで唯一の関心を示した韓国映画によってフランスのマ

スコミは韓国は、はるか遠い東洋の神秘的な国であるといわれていた。しかし本格的

に K-POP が注目されてきたため、フランスのメディアは K-POP の異常なブームにつ

いて否定的な意見を唱え始めた。産業的で非人間的なトレーニングシステム、幼い時

からの過剰な育成トレーニング、いきすぎたマネジメントなどが報道され、個性的でこ

っけいな K-POPスター、個性もグループの特徴もよくわからない似通ったグループに

対して「かわいい」という表現は違うのではないかといわれてきた 65。 

しかし最近ではヨーロッパで急速に広がっているK-POP人気をフランスの主要メデ

ィアも注目するようになっており、明白なこの現象について最大限中立的な視点から

その原因を追究する。 

これまでの研究によるとフランスがK-POPと韓国のアーティストに熱狂する理由は 3

つある。 

一つ目、比較的若い人たちをターゲットにしているメディア産物が全体的に不足し

ているフランスの環境下ではK-POPが大規模のトータル・コンテンツを提供するという

点である 66。K-POP アーティストは、前述したように変化・挑戦を続け、常に新しい姿

を見せようとしている。実際にフランスのファンは、これまで存在していたフランスの

POP、ロック、Hip Hop と K-POP が違うだけでなく、比較的馴染みのあるアメリカとイギ

リスの英語圏の大衆音楽、しばらく注目をあびていた J-POP とはまた違う新しい音楽

という点で初めて興味をもつようになったと唱えた。特に群舞を踊る男性グループ、女

性グループは、ヨーロッパではほとんど見られないタイプのアーティストである 67。 

音楽だけでなく、映画、ドラマ、広告などの多様なショービジネス世界で K-POP ア

ーティストは幅広く魅了している。これに加え、異性に向けられる関心が開放的であり、

熱狂している思春期のヨーロッパのファンとってに東洋の顔とファッション、エキゾチッ

クな魅力的である。このように急速に変わっている K-POP の文化は中毒を起こし、関

心をもつ 10 代のファンが増えているのだ。 

 

 

 

65 ホン・ソッキョン（2012）、「コンサートで熱狂する 10 代、韓国ドラマをダウンロードして見る 30 代―フランスを中

心にみるヨーロッパの韓流」、2012.6、新聞と放送 

66 ホン・ソッキョン（2012）、「コンサートで熱狂する 10 代、韓国ドラマをダウンロードして見る 30 代―フランスを中

心にみるヨーロッパの韓流」、2012.6、新聞と放送 

67 ソン・スンヘ（2011）、「韓流と K-POPファン層現状過程とその意味：Korean Connectionの活動事例を中心に」

韓流 2.0 時代の診断と分析学術大会 
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二つ目は文化的特徴である。簡単な群舞とリフレインを盛り込んだダンス音楽という

K-POP の特性と、ヨーロッパにおいて K-POPはピュアな文化イメージとファン文化を

もっていると言われている。これは前述の日本、アメリカにおける K-POP の人気要因

とも似ている。酒、麻薬、自由奔放な性的スキャンダルが広く知られる欧米のグルー

プと比べて徹底的に私生活が管理されている K-POPアーティストは非常に清純で明

るいイメージがある。K-POPの歌詞は暴力も悪口も出てこない。歌詞の内容や振付の

構成は比較的明るくて軽快で年齢を問わず楽しむことができるという長所がある。 

最後三つ目に、K-POP スターはファンと非常に密接な関係をもち、親切なファンサ

ービス文化を発展させている。ファンが愛情を表現するように、アイドルたちもまた

Twitter や Facebook でファンと疎通し続けることを重視し、ファンに会うためなら世界

一周もいとわない。ファンとスターの熱い関係はヨーロッパのファン文化ではなかなか

みられず、ヨーロッパのファンはこれらの文化自体を魅力的に感じているのである 68。 

 

Ⅳ. 研究結果 

4.1. アメリカとヨーロッパ市場における K-POP の限界 

4.1.1. 画一化された音楽 

ヨーロッパでのK-POPとは、現在一部のごく少数の 10代のマニア層が好む少数文

化程度として認識されている。K-POPという用語が韓国の大衆音楽を通称しているに

も関わらず、彼らの認識の中でK-POPというとよく訓練された若い年齢のアイドルと群

舞を思いつくということだ。 

実際に Super Junior、少女時代、KARA、Wonder Girls、東方神起、BIG BANG などヨ

ーロッパで K-POP を牽引している歌手の共通点はアイドルグループであり、ダンス音

楽である。ダンスアイドルグループを除いた残りの歌手は K-POPを主体的としていな

いのが実情であり、彼らの曲もまたほとんど海外に知られていない。いうなれば

K-POP に初めて接したり、関心がない外国人にとって K-POP とは韓国のアイドルが

歌うダンスミュージックとして認識されている。 

 

 

 

 

 

 

68 ホン・ソッキョン（2012）、「コンサートで熱狂する 10 代、韓国ドラマをダウンロードして見る 30 代―フランスを中

心にみるヨーロッパの韓流」、2012.6、新聞と放送 
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それにも関わらず、K-POP における最大の問題はアイドルのダンスジャンルに限

定されてしまっているという点である。アイドルを好む韓国内音楽市場の特性上、ダン

スミュージックを主なジャンルとするアイドルを育成し、送り出し続けることが芸能事務

所の収益に直結するからである。このような空気の中で、K-POPの多様性を追求する

ために様々なジャンルを開拓しそれに合った歌手を育てていくことは、アイドルを育て

てダンスミュージックを作るのに対して大きなリスクを伴う。また多様なジャンルの歌手

を育てて海外市場を新たに開拓していくことは、より多くの時間がかかり、そのようなリ

スクをおかしてまで他ジャンルを開拓するのは、芸能事務所には現実的に難しいだろ

う。 

 

4.1.2. K-POP の特色不足 

海外に進出した K-POP アーティストと K-POP 音楽を、韓国を代表する音楽という

のは難しい。その中に果たして K-POPだけがもっている特色があるのかどうか疑問が

残るからだ。英語に変えた歌詞に西洋の POPを加味したメロディ、パフォーマンスに

偏った音楽など、ほとんどの韓国の独創的な文化とは全く関係がない。韓国でもフッ

クソングブームでK-POPの音楽特性が少しずつ画一化されているが、K-POPだけが

もっている特性を外国人にアピールすることはほとんど不可能である。 

高速で中毒的なビートで欧米の音楽に歩み寄ろうとする努力はグローバル化の流

れに便乗しようとする K-POP の成長を保証することはできない。 

韓国で B 級文化ポジションの PSY がワールドスターとして認められた要因は個性と

情熱である。クールな芸能人の典型とはかなりかけ離れているルックスとスタイルであ

るが PSY は自分の長所を売りにし、グローバルスターとなった。PSYは、あるトークショ

ーでアジアの歌手を指して「なぜアメリカ人に見られようとするのかわからない」と話し

自分は自分らしく、韓国人らしく見せようとしたと付け加えた 69。 

現在のように類似した形の K-POPを輸出し続けるなら、外国メディアの「コピー量

産型工場製品」という非難に対して言い訳するのは難しい。K-POPが未開拓の地で

シンドロームを起こして終わりを迎え「ティーカップの中の台風」と言われないためには、

メインの市場に入り込めるような K-POP 固有のコンテンツの特色を掘り起こさなくては

ならない。長期的に韓国の文化性を表現できていない今までの姿と同じままでは、や

がて K-POP は似たような欧米の音楽に飲み込まれて衰退するだろう。 

 

 

 

 

 

69 江南スタイル韓流のグローバル戦略方程式を書き直した（経済研究研究所、ソン・ミンジョン、2012/9/12） 
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4.1.3. 濃い商業性と体系的なビジネスモデルの不足 

現在のK-POPがアジア市場での地位を確立して高い収益をおさめているにもかか

わらず、それ以外の国で成功することができないのは、上記（4.1.1、4.1.2.）の問題だ

けでなく、ビジネスモデルの不在という点もある。 

K-POP の主な収益手段をみると、海外レーベル会社を通して音楽やアルバムを販

売するのが一番効率的であることがわかった。海外公演とコンサートもやはり高い収

益創出方法の一つである。しかし認知度がまだ低いために海外レーベル会社を通じ

ての音源およびアルバム販売が行われておらず、パフォーマンスを重視してシングル

CDを中心とする K-POP の特性上、音源およびアルバム販売が弱い。海外公演やコ

ンサートも日本以外の地域では距離上の制約や広報費用がかかるために収益率が

非常に低いのが実情である。 

また同様に YouTubeとインターネットをはじめとする SNSを通じて拡散されたにも関

わらず効果を収益に還元するビジネスモデル（商流）も不足しており、収益につなげる

ことができない。韓流によって大手芸能事務所が莫大な収益をあげ、韓国人が「韓流

がいくら外貨を稼いだ」という話に焦点を当てるだけで、海外の国々に合わせた体系

的なビジネスモデルは安定していない。 

ヨーロッパとアメリカの SNSを通じて広まった K-POPの人気にあやかり、その場限り

の収益を目的としたイベントを企画する事例が多く開催されはじめ、これにより K-POP

の展開に冷水をあびせた事例も発生した。2017年 7月 6日アメリカ L.A.にある Home 

depot center で開催される予定だった「2012 SBS K-POP Festival in L.A.」は当初

INFINITE、少女時代、SHINee、KARA、2PM、4minute、BEAST、SISTAR、SECRETな

ど有名な出演者を呼んで話題を集めたが、一方的に公演を保留してファンをがっかり

させた。所属事務所が開催する単独公演ではなく、TV局主催の公演の場合、人気

のある複数の歌手を集めて期待させておいて、段取り不足や現地事情により公演を

キャンセルしたり、保留するケースがしばしば発生した 70。同年 KBS「MUSIC BANK」

が主催したパリ公演は、集客のメインターゲットが学生であることを無視して高額なチ

ケットを販売したために売れ残ってしまい、やむを得ず 2日目の公演を中止するという

恥ずかしい事態となった。 

現在K-POPを好む主な客層はどの国でもほとんどが 10～20代が中心の学生であ

る。アメリカとヨーロッパにおいては現地の状況やファンの気持ちを考慮せずに商業

的な観点からアプローチするなら K-POP の人気が続くのは難しいだろう。 

 

 

 

 

70 International BNT news（2012）、少女時代・SHINee 出演予定 美 K-POP フェスティバル突然延期なぜ？ 
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4.2. 中国、日本の成功事例から読み取れるもの 

4.2.1. ソーシャルメディアの積極的な活用 

SNSの登場で、いつでもどこでもリアルタイムで直接情報を共有し合うことが可能と

なり、どこへ行っても時々刻々スマホで Facebook や Twitter を見ることができるように

なった。また検索世界第 2 位の YouTube も無料で動画を公開でき、その影響力を広

げてきた。K-POPが広い裾野を持って（多方面の協力を得ながら）中国と日本市場に

進出することができたきっかけは YouTube などのビデオ SNSである。MVやステージ

映像をアップすれば急速に、また短時間で多くの K-POP 音楽、アーティスト、ビジュ

アル、ファッションなどの様々な情報を短時間で広めることができた。正式にデビュー

していない新人アーティストの場合にも、K-POP ショー番組などをきっかけに中国や

日本に自然に広まり、ある程度のファンができた後にその国に進出すると安全に（低リ

スクで）海外市場に根付いて、成功することができたのである。 

アジアだけでなく、現在全世界に散らばって住んでいる多くの外国人が一斉に

K-POPに触れることができるようになったのも SNSのおかげである。したがって SNSを

活用する方法を他国にも適用することができるのではないか。特に時間と距離の制約

があった過去を考えると SNSという戦略ははるかに強力で効率的な武器となるだろう。 

1990 年と 2000 年代の初頭、アメリカとヨーロッパに進出しようとしていた K-POP 関

係者は高コスト、低効率な広報戦略を行った。しかし今の時代は SNSを用いた迅速な

情報共有であり、そのスピードに合わせて積極的に K-POP を広めることができる。 

また SNS と YouTube両方に映像をあげて共有することが無料でできるという点では、

新人歌手や初進出するアーティストも気軽に広報活動が行えコスト対効果が大きい。

そしてコスト面の問題で宣伝に消極的だったアイドル以外の歌手も SNSを介して全世

界に広めることができる。 

 

4.2.2. 音楽性とパフォーマンス 

K-POP の場合、アイドルダンスミュージックが主流だ。長い期間トレーニングを受け、

徹底した環境の中で教育を受けた完成型アイドルは今でも K-POPをリードする中核

であり、一糸乱れぬ群舞を完璧に行っている。 

中国と日本の人々がK-POPに期待する部分は、音楽性よりはアイドルとしてのコン

セプトとパフォーマンスである。K-POPは音楽性を強調するアーティストよりは万能エ

ンターテイナーとしての力量が期待されているので、その能力と一定水準以上の音楽

性を兼ね備えた韓国の K-POP スターが中国と日本では大きな人気を得ることができ

たのである。 
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中国と日本の音楽市場ではアーティストとアイドルの区分が確実に分かれているの

に対し、ヨーロッパとアメリカでは音楽性は必要不可欠な要素であり、特出したパフォ

ーマンスができるアーティストのみ生き残ることができる。 

これは中国・日本の成功事例からわかる違いであり、アメリカ・ヨーロッパに進出す

る際には我々が見落とした重要な要素である。1 日に数百、数千件の音楽が入ってく

るヨーロッパ音楽市場において最終的に人々の注目を集めることができるのは、POP

特有のパフォーマンスだけでなく、そのベースとなる音楽性である。ファッション、コン

セプトなどで注目された音楽はしばらくの間は話題になるかもしれないが、最終的に

残ることは難しいだろう。 

音楽市場の消費者が認識している音楽商品の特性に対する重要度―満足度分析

（ISA）を実施し、市場の国別異質性を確認した先行調査によると、中国では K-POP

音楽の独創性に対する満足度、日本では振付に対する満足度、欧米では歌唱力に

対する満足度が、それぞれにおいて意味のあることだということがわかった 71。 

 

 重回帰分析 Inportance-Satisfaction Analysis（iSA） 
多重回帰分析 

& ISA（総合）  満足度に影響を
及ぼす事項 

Ⅰ維持 Ⅱ集中 Ⅲ順位 Ⅳ過剰 

中国 (3)独創性に対す

る満足度 

(4)外見、ビ

ジュアル、ス

タイル 

(2)歌唱力 (3)独創性 (1)振付  

日本 (1)振付に対する

満足度 

 (4)外見、ビ

ジュアル、ス

タイル 

(3)独創性 

(2)歌唱力 

(1)振付 

  

欧米 (2)歌唱力に対す

る満足度 

 (2)歌唱力 

(3)独創性 

(4)外見、ビ

ジュアル、ス

タイル 

(1)振付 (2)歌唱力 

 
表 13. 重回帰分析と ISA 比較からみる K-POP の国別重要度・満足度 72 

 

このように国別で異なる重要度に基づいて、アメリカ、ヨーロッパなど欧米圏に POP

が進出するためには歌唱力すなわち音楽性が必須であり、満足度してもらうためには

最も基本的な要素であることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

71 ハン・サラｍ（2012）、「ISA を活用した K-POP の国別重要度―満足度比較」、大学院生優秀論文集 

72 ハン・サラｍ（2012）、「ISA を活用した K-POP の国別重要度―満足度比較」、大学院生優秀論文集 
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4.2.3. 現地の文化への理解と徹底した準備 

ヨーロッパとアメリカの音楽市場はまさに欧米文化の中心であり、K-POP の関係者

なら誰もが興味をもつほど巨大で多くの可能性を秘めた市場である。しかし現在のブ

ームが起因してK-POPがヨーロッパに急速に広まったのか、またブームに関係なく盛

り上がっているのか、そのように韓国メディアが他国の文化を自国の視点で報じるの

はあまり適切ではない。実際にこのような関心が好奇心によるものであり、この関心が

冷めれば必ず消え、男性バンドやガールズグループを前面に打ち出した産業的文化

の商品化はむしろ韓国に対する否定的なイメージを作ることになり、批判も少なくなく、

このことに注意しなくてはならない。 

韓国内 K-POP 関係者は中国と日本に進出するためにかなりの努力をした。体系

的な現地進出戦略と現地のメンバーによる段取りを踏まなくてはならない。事実

K-POP は日本進出に成功しており、このことはアメリカ、ヨーロッパ進出にも無関係で

はない。特にアジアと風潮が異なるアメリカ、ヨーロッパの場合には、さらにしっかりし

た準備が必要である。異なる風潮によって意思疎通が不可能な状態で欧米進出を進

めていくことは互いの国の風潮を無視することになり、K-POPの長期的な人気を得る

のは難しいだろう。 
 

4.3. アメリカ、ヨーロッパ進出のための提言 

4.3.1. K-POP コンテンツの個性の確立 

「最も韓国的なものは世界的なもの」という言葉はファッションや建築などの分野は

もちろん、K-POPにも該当する。中国と日本だけでなく、アメリカ、ヨーロッパでもブー

ムになっている K-POP の人気の理由に「新鮮さ」「新しさ」を挙げた。K-POP は各国

のありふれた音楽に飽きて、ただ何となく見聞きしているのとは違う新しい文化である。

この言葉は二つの意味があることを理解していなければならない。フックソングと洗練

された中毒性、SNSによって拡散されたK-POPの特性上、現在の各国の主流の文化

で K-POP という不慣れな文化に初めて接したとき、その魅力を簡単に触れることがで

きる。しかしこれらの新しい刺激に、アメリカ、ヨーロッパの人々が慣れてしまったら飽

きるだろうし、同じようなスタイルをもつ韓国 K-POPアーティストに対する関心も薄れる

だろう。 

現在海外に進出する韓国歌手のほとんどは外国語に翻訳された歌詞と外国スタイ

ルのメロディをおしだし、K-POP の特徴を特色として出せないばかりかファッションや

コンセプトなどでも現地のものと似せてきている。 

アメリカ、ヨーロッパで K-POPの成功をおさめた PSY の場合も実際に K-POPを知

らしめるために本人ならではの韓国的な感じを隠したり、現地の文化とスタイルを使用

したりしなかった。 
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PSY がアジア歌手として一石を投じた。YouTube 再生回数 8 億回を突破し、POP 

STAR ジャスティン・ビーバーを抜いて歴代最多クリック新記録を樹立した PSY が、こ

れまでアメリカに進出したアジア歌手に対して苦言を呈した。PSY は QTV が 12 月 1

日午後 9：30に放送したインタビュー番組「Talk Asia」に出演して「なぜかわからない

が多くの東洋人歌手がアメリカ人のように振る舞う」と発言した。続いて「私はアメリカ

人ではない。アメリカ人のように行動するのは違うと思う」ときっぱり言った。PSY は「私

は自分の身分、職業、国籍を維持したい」と堂々と明らかにし、これに加えて自分の

考えとかけはなれている世界進出攻略法を公開した。「アメリカでの仕事で飛行機に

乗った時、世界に自分を紹介する構想を練ってみた」という PSY は「どのような姿勢で

いくか考えていなかった」と当時を振り返った。そして「悩んだ末、基本的な原則が浮

かんだ。それは韓国人らしくいこうだった」とし「アメリカの人気トークショー『アランショ

ー』で披露する前に自己紹介したこともそのような理由だった」と述べた。（後略）73 

 

PSY はこれまでの歌手と差別化して韓国人としてありのままの姿を見せようとし、最

も自然な韓国的思考の基盤の中で海外の風潮と文化を理解しようと努力した。 

このように K-POP に韓国的要素と個性を込めるのは韓国固有の伝統文化だけを

表現しなければならないという意味ではない。むしろ、そのような固定概念をなくして

原動力、若々しさ、純粋さなど、現在アメリカ、ヨーロッパでのK-POPの人気要因に挙

げられている要素を韓国的価値に反映させればうまくいくだろう。 

 

4.3.2. 体系的な現地化戦略策定 

K-POP コンテンツにおいて、韓国的な K-POP だけの個性を見せなくてはならない

のであれば、その進出戦略においてはそれぞれの国に合った体系的な現地化戦略

を策定する必要があった。また短期的な広報ではなく、長期的にその国の人々の需

要をはじめとする真の文化の交流が必要だ。 

一部のメディアによる、限られた文化という K-POP に対するいくつかの批判にもか

かわらず、SM TOWN PARIS コンサートは成功裏に終えた。ルーブル博物館でもフラ

ッシュモブは印象的だった。このようにフランス、ヨーロッパさらにグローバルな韓流フ

ァンの社会的意味を持ち続けるためには、現地ファンの自発的な参加を通した様々

なプロジェクトの推進と機会の分析が必要である。また韓国エンターテイメント産業の

観点から見た体系的かつ長期的な海外進出戦略も必要だ。短期的な利益を追い求

める団体の乱立で、アメリカ、ヨーロッパの K-POP が危険におびやかされているのが

実情である。 

 

 

73 2012.11、.ニュースエン記事抜粋 
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政府の政策と一部の利益集団の収益創出目的のための人為的な文化交流ではな

く、相手の需要のために実現させるものでなければ、その国の国民の欲求をみたす

文化となり、これに基づいて継続的な文化商品交流が可能になる。そのためには政

府レベルでの間接的な支援も必要だ。「情緒的侵略」のような感じを与える大々的な

広報と飛躍を止揚（二つの異なったものが激しくぶつかり合い、その中から今までとは

違う新しい一つの統合体が生まれる、という意味）し、アメリカ、ヨーロッパで実質的に

K-POP が進出できるようにしなくてはならない。例えば各国の文化市場の現状を正し

く把握することができる情報を随時提供したり、中国の不法コピーに対する著作権確

保や外国映像放送の制限の緩和と同様に現地の各種規制と問題点を解決するため

に外国的努力に注力しなくてはならない。 

最後に何よりヨーロッパの人々の、韓国大衆文化と K-POP ファン層を構築した社

会的文化的意味を正しく理解し、本格的な進出戦略を策定することが最も優先される

べきである。 

 

Ⅴ. 結論 

5.1. 結論要約 

韓流という単語が生まれ、韓国の文化産業が世界に名を知らしめてから、いつのま

にか 10年が過ぎた。最初にドラマから始まって中国と日本などで広まり始めた韓流は、

今や K-POP を中心に発展し、アジアだけでなくヨーロッパとアメリカ、南米などをはじ

めとする全世界で注目されはじめた。K-POP の成功要因としては生産と消費、分配

（還元）の観点から見る芸術社会学の分野で文化現象の要因を分析する際に用いる

「文化のダイヤモンドモデル」に基づいてみたときの生産者（芸能事務所の体系的な

制作システム）、伝達方式（ソーシャルメディアの積極的な活用）、消費者（ITに慣れ

親しんだ能動的消費者）、コンテンツ（曲、振付、ビジュアル完備）に分類していること

が分かった。 

K-POP は韓国の大衆歌謡として、韓国と外国市場での成功によって韓流の中心

に立った。現在、胎動期にあるアメリカ、ヨーロッパの K-POP が持続するためには中

国と日本で成功したように体系化された現地化戦略を策定し、万能エンターテイメント

として完璧な韓国型アイドルの進出を成功させるために法案を確立する必要があるだ

ろう。またしっかりとしたコンテンツを提供するために K-POP コンテンツの中の韓国的

な情緒を洗練されたトレンドに昇華（より高い状態へ高めること）する努力も必要である。

ダンスミュージックに代弁される K-POPの画一的な特性から脱皮し、韓国的な感じと

文化を入れることができるK-POPし、K-POP歌手も自分だけのスタイルと個性を強化

して競争力を高めなければならない。また時代の流れに迅速に対応することも必要だ。

情報社会であるだけに、その中心にある ITを積極的に活用して人々がより K-POPに
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より接しやすくなる環境を作り、と同時に人々に強くアピールできる方法として

YouTube や SNSを活用すべきである。 

このような過程を経て、K-POPはより発展した音楽として前進することができ、一つ

の文化として世界の人々に印象づけることができると確信している。いま韓国を代表し

ている K-POP が発展し続け、韓国を飛び出し世界中の人々の心の中で響き渡る日

がくることを希望する。 

 

5.2. 研究の限界点 

本研究は、中国、日本市場では成功したが、欧米圏の市場でいま胎動期にある

K-POP の現状を調査し、その戦略を探りながら K-POP が進むべき方向について研

究を行った。現在までの状況と実際の事例をもとにほとんどの研究を行ったが、

K-POP に対する先行研究であるために既出の文献に基づく研究にとどまったことは

本研究の限界とみなすことができる。 

またアジア以外のアメリカとヨーロッパの中でも、フランスに限定されたのもまた本研

究の限界である。もしヨーロッパの多くの国の反応を分析し、内容を深く比較すること

ができたなら、もう少し豊かで実証的な研究となったであろう。 
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