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原油価格をめぐる状況
投資アナリスト

Status of Crude Oil Prices

渡辺国栄（わたなべくにはる）

By Kuniharu Watanabe, Investment Analyst

OPEC プラスの設立

Establishment of OPEC Plus

7 月 2 日、OPEC はロシアなど非加盟産油国との間で生
産調整で協力する緩やかな連合体「OPEC プラス」を設立
することで合意した。同時に 16 年 12 月から続けている
協調減産を 2020 年まで維持することでも一致した。
OPEC は、従来よりその影響力の低下を指摘されていた。
世界の原油生産量に対して、OPEC 加盟国の生産量の比率
は設立当時に比較して大きく低下しているのが最大の原
因である。世界の原油生産量は 1972 年の 3180 万バレル
/ 日から 2018 年にはおよそ 8000 万バレルと 43 年間で
2.5 倍になっている。その中で、OPEC 加盟国の生産量の
比率は 70 年代の 50% 強から 80 年代には 30% を割り込
んだ。その後緩やかな回復を見せて、2010 年代では、約
42% 程度となっている。特に、近年、アメリカでのシェー
ル技術の開発により、アメリカが最大の産油国となること
で、世界の需給の構造が大きく変化している。そのような
趨勢の中でロシア等との連合体「OPEC プラス」の設立は
ある意味必然ともいえる。実際に、2014 年から 2015 年
の原油価格急落時、（この時はアメリカのシェールオイル
が原油価格急落の主な原因であった）OPEC はロシアを巻
き込んだ形での減産に合意することで、急落を食い止め、
その後原油価格は反転上昇することとなった。この事実
は、OPEC の生産調整が、現代においても原油価格の変動
を抑制する上において尚有効であることを示していると同
時に、ロシア等非加盟国の協力なくしてはこれも不可能で
あることも示している。

On July 2, OPEC agreed to establish a loose
alliance “OPEC Plus” to cooperate with non-member oil producing countries such as Russia in production coordination. At the same time, they agreed
to maintain coordinated production reduction which
started from December 2016 until 2020.
It has been pointed out that OPEC’s influence
has declined for some time. The ratio of crude oil
production in OPEC member countries in the world’s
crude oil production has declined significantly compared to when it was established and that is the main
cause. The world’s crude oil production volume has
increased from 31.8 million barrels per day in 1972
to approximately 80 million barrels per day in 2018,
which represents 2.5 times increase in 43 years. In
that context, the
【第 222-1-3】世界の原油生産動向
（OPEC、非 OPEC 別）
production ratio
of OPEC member countries fell
from a little more
than 50% in the
1970’s to less
than 30% in the
1980’s. After that,
it showed a moderate recovery,
and it is about
42% in the 2010s.
In particular, with
the development
of shale technology in the United States in recent years, the
United States
has become the
largest oil producing country,
causing a significant change of

【第 222-1-3】世界の原油生産動向（OPEC、非 OPEC 別）
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（出所）BP,Statistical Review of World Energy 2012 をもとに作成
Based on BP, Statistical Review of World Energy 2012

（出所）BP,Statistical Review of World Energy 2012
をもとに作成
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さて、原油価格はここのところ 2014 年のシェールオイ
ルを原因とする急落時から見ると、緩やかな回復傾向にあ
る。しかしながら、昨年の年末には 70 ドル台半ばから、
一時 50 ドル割れまで急落するなど、時としてその乱高下
は破壊的な様相を見せる。他のコモデティ（商品価格）と
比較して原油価格のボラティリティ（変動幅）は大きい。
原油価格に影響を与える各国の状況などをここで概観して
みたい。

ロシア

ロシアはウクライナ問題に端を発した欧米の経済制裁に
より、経済的には非常に厳しい状況にある。ロシアは原油
産出量世界第三位であり、原油価格はロシアの経済に大
きな影響を与える。従って、OPEC との協調減産によって、
原油価格の下支えを行うこと自体はロシアにとって大きな
意味を持つ。しかしながら、欧米の経済制裁によりロシア
の通貨ルーブルが大きく下落しており、ルーブル建てで見
た原油価格は、現在最高値圏にある。ロシアの国内経済か
らみるとインフレの抑制が大きな課題であり、これ以上の
原油価格の上昇は必ずしも望ましいものではない。今回は
減産の合意を見送り、増産に舵を切ることも選択肢として
は考えられた。しかし、かつての大国としての存在感を示
したいプーチン大統領は国際問題のいたるところで発言力
を高めようとしており、アメリカに対抗する意味で今回は
OPEC との協調という選択をしたのではないかという見方
がある。
【第 222-1-2】世界の原油生産動向（地域別）
Global Trends of Crude Oil Production(By geographical area)

（注）1984 年までのロシアには、その他旧ソ連邦諸国を含む

（出所）BP,Statistical Review of World Energy 2012 をもとに作成

the structure of supply and demand in the world.
In such a trend, the establishment of the alliance
“OPEC Plus” with Russia and others can be considered inevitable in some sense. In fact, when oil prices plummeted in 2014 and 2015 (mainly due to the
sharp decline in oil prices in the United States at that
time), OPEC agreed to reduce production in a way
that included Russia to prevent further plunge, and
the price of crude oil went up. This fact shows that
OPEC’s production coordination is still effective to
curb crude oil price fluctuations even today. At the
same time, it also shows that this is impossible without the cooperation of non-member countries such
as Russia.By the way, crude oil prices are on a moderate recovery trend recently, as seen from the sharp
decline due to shale oil in 2014. However, the irregular ups and downs sometimes show a destructive
aspect, with the price drastically dropping from the
mid 70s dollar level at the end of last year to below
$ 50 temporarily. The volatility of the crude oil price
is large compared to other commodities. I would like
to give an overview of the situation of each country
that affects the price of crude oil.

Russia
Russia is in a very severe economic situation due
to sanctions imposed by Western countries triggered by
the Ukraine issue. Russia is the world's third largest producer of crude oil, and crude oil prices have a major impact on Russia's economy. Therefore, supporting crude
oil prices through coordinated production reduction with
OPEC is really meaningful for Russia. However, the value of Russia's currency ruble has fallen sharply due the
sanctions by the US and Europe, and the crude oil price
in ruble is currently at the highest level. From the perspective of Russia's domestic economy, controlling inflation is a major issue, and further increase in crude oil
prices are not necessarily desirable. This time, an option
was considered to postpone the agreement to reduce production and change the direction toward production increase. However, President Putin, who wants to show his
country’s presence as a former superpower, is trying to
increase his voice over all international issues and some
observers think that, in opposition to the United States,
he chose to cooperate with OPEC this time.

Saudi Arabia

From bottom in graph (from left in list) :
●North America, Central and South America, Europe,
●Russia, Other former Soviet Union,
●Middle East, Africa, Asia and Oceania

Saudi Arabia is the largest oil producer in OPEC, and
the second largest producer in the world. It is the leader
of OPEC and has a great influence. Last year, the assassination of Saudi Arabian journalist Jamal Khashoggi incited voices of great suspicion and criticism from the inter2
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national community. On the other hand, its relationship
with the United States has been good, and the inauguration of President Trump marked a honeymoon period in
the relationship. Saudi Arabia purchased a large amount
of weapons from the United States. President Trump also shows his stance to defend Saudi Arabia in the case of
Khashoggi assassination.
Last year, as crude oil prices increased moderately,
President Trump stated on Twitter that “Crude oil prices are too high” and “I would like to see more production
from OPEC”. Saudi Arabia responded saying, it is “prepared to fill in the gap created by the reduction in production due to the Iranian crude oil embargo,” and subsequently the price of crude oil plunged. Although there was
a view that the United States and Saudi Arabia might have
had a secret deal of increased production in exchange for
closing eyes on the Khashoggi assassination case, such a
view remains to be mere speculation. In any case, Saudi
Arabia has a large role as the leader in OPEC.

Iran

サウジアラビア

OPEC 最大の産油国であり、産出量は世界第二位である。
OPEC においてはリーダー的立場であり、大きな影響力を
持つ。昨年、サウジアラビアのジャーナリストである、カ
ショギ氏の暗殺事件により、国際社会から大きな疑惑と批
判の声が上がった。一方で、アメリカとの関係は良好であ
り、特にトランプ大統領となってからは蜜月とも云える関
係で、アメリカからの武器の大量購入も行った。カショギ
氏暗殺事件に対してもトランプ大統領はサウジアラビアを
擁護する姿勢を見せる。
昨年、原油が緩やかに上昇している局面では、トランプ
大統領がツイッターで「原油価格が高すぎる」、「OPEC に
増産の希望する」を発言するなどがあり、サウジアラビア
は、「イラン産原油禁輸措置による減産分の穴埋めする用
意がある」と答え、その後、原油価格が急落した。カショ
ギ氏暗殺事件を不問にするかわりにアメリカとサウジに増
産の密約があったのではないかという見方があったのだが、
憶測の域を出ない。いずれにしろ、OPEC におけるリーダー
としてサウジアラビアの役割は大きい。

イラン

原油産出量は世界第六位である。2015 年、米英独仏中
露との間で核合意が成立し、それまで行われていた経済制
裁が解除された。ところが、アメリカはトランプ政権とな
り、オバマ政権下で成立させた核合意が不十分であるとし
て、他国の批判と説得に関わらず、イランとの核合意から

Iran’s crude oil output is the sixth in the world. In
2015, Iran concluded a nuclear agreement with the United States, Britain, Germany, China and Russia, and the
economic sanctions that had been in place until then were
lifted. However, with arrival of the Trump administration, the United States declared that it would withdraw
from the nuclear agreement with Iran despite the criticism and persuasion of other countries, claiming that the
nuclear agreement established under the Obama administration was inadequate. The original sanctions by the
United States, mainly an embargo of crude oil from Iran,
were reinstated and thet obligated allies such as Japan to
comply with it. It was planned to be implemented from
November last year, but it was decided to exempt Japan
and other countries for half a year. The exemption contributed to the sharp drop in crude oil prices. Exemption
measures have been abolished from May this year, which
has been a factor in rising crude oil prices. The tension
between the United States and Iran has been rapidly intensifying, with the recent incident of shooting down of
the US reconnaissance UAV, which is a cause of disturbance. Japan was also reminded of the importance of stability in the Middle East region in term of energy security
through the attack on Japanese oil tankers in the Strait of
Holmes. Crude oil prices are expected to surge in the event
of a military clash between the United States and Iran.

The United States
With the production of shale oil the United States
is currently the world’s largest crude oil producer. At the
same time, the United States has changed from a crude
oil importer to an exporter, and the global structure of oil
3
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の離脱を宣言した。アメリカによる独自制裁が再発動され
ることとなったが、これは主にイラン産原油の輸入禁止が
主な内容であり、日本などの同盟国にも同調を課するもの
であった。昨年 11 月から実施される予定であったが、日
本などは半年間適用除外することが決定された。この適
用除外措置が原油価格が急落する一因ともなった。今年 5
月からは適用除外措置が撤廃されているが、これが原油価
格上昇要因となっている。直近ではアメリカの無人偵察機
撃墜事件が発生するなど、アメリカとイランとの緊張関係
が急速に高まっており、波乱要因となっている。我が国も
ホルムズ海峡でタンカーが襲われることにより、改めてエ
ネルギーにおける中東地域の安定の重要性を意識させられ
ることとなった。アメリカとイランとの軍事衝突という事
態となれば、原油価格は急騰することが想定される。

supply and demand has changed dramatically.
The production cost of shale oil is initially estimated to be about $ 50 to $ 60 a barrel, and if crude oil prices rise above that level, shale oil production is expected
to increase, which has the effect of suppressing the rise
in crude oil prices. On the other hand, if the production
of shale oil is increased even if the production of OPEC
is reduced, the effect of the production reduction will be
limited and it contributes to the decrease of the influence
of OPEC. Even though the United States is an exporter of
crude oil, President Trump hopes for a decline in crude
oil prices, and his posting on Twitter has the impact of
causing crude oil prices to plummet. Much of this is considered to be part of his election strategies. Oil prices are
directly linked to people’s lives, and rising oil prices are
considered to be a factor that works against re-election.
In addition, the US-China trade war, initiated by President Trump, is a major concern in the current global
economy. The impact of the trade war between the world’s
top and second largest economies on the world economy
is enormous, and overheating of the trade war will slow
down the world economy significantly. The slowdown in
the economy is a cause of the decline in crude oil prices
due to the decrease in demand for crude oil.

アメリカ

シェールオイルの産出により現在、世界最大の原油産出
量となっている。同時にアメリカは原油の輸入国から輸出
国へと転換し、世界の原油の需給構造が大きく変化するこ
とになった。
シェールオイルの産出コストは当初 50 ～ 60 ドルでは
ないかと言われており、原油価格がこ上回れば、シェール
オイルは増産されることが想定され、原油価格の上昇を抑
制する効果がある。一方、OPEC が減産してもシェールオ
イルが増産すれば、その効果は限定され、OPEC の影響力
低下の一因となっている。原油の輸出国でありながら、ト
ランプ大統領は原油の低下を希望しており、ツイッターで
の投稿で、原油価格の急落させるなど影響力を持つ。多く
は自分の選挙戦略とみられており、原油価格は国民の生活
に直結しており、原油価格の上昇は再選に向けて不利に働
く要因と考えられている。また、トランプ大統領が始めた
米中貿易戦争は現在の世界経済において最大の懸念事項と
なっている。世界第一位と二位の経済大国同士の貿易戦争
が世界経済に与える影響は甚大であり、過熱することで世
界経済は大きく減速する。経済の減速は、原油の需要が減
少することで原油価格下落の要因となる。

The multifaceted nature of crude oil prices

原油価格の持つ多面性

原油はエネルギーとして現代の社会においては必要不可
欠なコモデティであるのは言うまでもないが、単純にそれ
だけではない側面がある。すなわち、原油価格はひとつの
金融商品として現代の複雑な金融市場に組み込まれている
という面も持っている。ヘッジファンドなどによる巨額の
マネーの投資対象であり原油価格はその需給だけではなく、
金利や株価などにも影響を受ける。時にはそれらと非常に
多岐な連動性をもって価格が動くことが確認されている。
また、サウジアラビアなどの政府系ヘッジファンドは原油
によって得た巨額のオイルマネーを世界中に投資しており、
原油価格が急落すれば、オイルマネーが逆流することで株
4

It goes without saying that crude oil is an essential commodity in modern society as energy, but there
are other aspects to crude oil. In other words, crude oil
prices have been incorporated into modern complex financial markets as a financial product. Hedge funds, etc.,
invest in huge amounts of money in crude oil, and crude
oil prices are affected not only by crude oil supply and
demand, but also by interest rates and stock prices. It
has been confirmed that prices sometimes move in correlation with them in a very diverse manner. In addition,
government-affiliated hedge funds such as Saudi Arabian
hedge funds are investing huge amounts of oil money obtained from crude oil sales all over the world, and if the
price of crude oil falls sharply, it will lead to a decline of
stock prices as oil money flows back.

Summary
Under such circumstances, although the United
States economy has maintained its strength in the world
economy, the trade war between the United States and
China has had a serious impact on each country, and it
is inevitable that the impact will extend to the United
States itself.
The world economy has many uncertain factors
other than the US-China trade war. President Trump’s
unpredictable statements and behaviors cause major im-
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価の下落につながる。

NY 原油と日経平均の動き
Trends of NY crude oil and NikkeiAverage

まとめ

そういう中で、世界経済はアメリカが好調を維持してい
るものの、米中の貿易戦争は各国に深刻な影響を与えてお
り、アメリカ自体にもその影響は広がって行くことは必然
である。
世界経済は米中の貿易戦争以外にも数多くの不透明要因
を抱えている。トランプ大統領の予測不能な言動、時には
ツイッターで一言呟くことで世界に激震が走るが、それも
大きな不透明要因である。直近でも、アメリカのみならず、
世界経済に大きな影響力を持つアメリカ FRB の金融政策
について露骨に干渉し、議長の解任にまで言及するなど今
までの大統領が行ったことのないことである。
さまざまな不透明要因を折り込みながら、しばらくは原
油価格は 50 ～ 70 ＄で上下を繰り返しながらのレンジ相
場が続くことが想定される。但し、世界経済に何らかのク
ラッシュが生じれば下限を、イランとの軍事衝突等が起こ
れば上限をブレークして暴走することになる。
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日経平均（左軸）Nikkei Average(left vertical axis)
NY 原油（右軸）NY Crude Oil(right vertical axis)
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（出所：市場データより松井証券作成）
(Source:Prepared by Matsui Securities based on market data)
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pacts, and even a single word on Twitter sometimes shakes
the world. This is also a big uncertainty factor. Even in
the immediate past, he blatantly interfered with FRB’s
monetary which has great influence on the US and global
economy and mentioned possible removal of FRB chairman policy. Something like this has not been done by the
president in the past.
Crude oil prices are expected to continue f luctuating within the range from $50 to $70 per barrel for
a while, while incorporating various uncertain factors.
However, if there is any crash in the world economy, the
lower limit will be broken, and if there is a military clash
with Iran etc., the upper limit will be broken and the price
will go out of control.
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Promoting Japanese manga
and anime in the Middle East

紀伊国屋書店が2020年にアブダビにも出店
ジャーナリスト

Kinokuniya Book Store opens in Abu Dhabi

佐野富成

By Tominari Sano, journalist
A Japanese manga
exhibition “MANGA” is being held from May 23 to August 26 at the British Museum in London. In front of the
front door, a guide panel
using the heroine of Satoru Noda’s “Golden Kamui”
(c) Satoru Noda / SHUEISHA
is displayed. In the year before last year, an exhibition
on Katsushika Hokusai was
held and 150,000 spectators
visited it according to the record. The fact that an
exhibition of manga which is still characterized as
a subculture was held at the British Museum shows
that manga is now recognized as a new culture and
made a global debut. Manga-anime-sports-game connection has achieved a unique development with Japan as the starting point.
Everybody recognizes the contribution that
the manga “Captain Tsubasa” has made to the rise
of Japanese soccer, but the influence it has had on
soccer players in the world is beyond one’s imagination. Backed by manga’s global boom, It is desirable that a policy be launched to strengthen Japan
in all aspects of manga-anime-sports & e-sportsgame toward the 2020 Tokyo Olympics.

ロンドンの大 英博物 館で日本漫画の展覧会「MANGA」
が 5 月 23 日から 8 月 26 日まで開催されている。正面玄
関前には野田サトル「ゴールデンカムイ」(c)Satoru Noda
/ SHUEISHA のヒロインを使った案内パネルが掲げられて
いる。一昨年には葛飾北斎に関する展示会を開催して 15
万人の観客を記録した。未だにサブカルチャーとして位置
づける空気の強い漫画が大英博物館で開催されたことは
MANGA が新しい文化として認識され世界的デビューを果し
たことと言える。MANGA―アニメ―Sports―ゲームの結び
つきは日本を発進地として独自の発展を遂げてきた。
漫画「キャップテン翼」が日本のサッカー興隆に果した
貢献は誰もが認めるところであるが、世界のサッカー選手
に与えた影響も想像以上だ。MANGA の世界的ブームを追
い風として、2020 年東京オリンピックに向かって MANGA
―アニメ―Sports ＆ E-sports―ゲームのオール日本強化
方針を打ち出して欲しいものだ。

アニメ・漫画の海外普及

日本の漫画やアニメ作品が
海外で大きな話題となって
いる。しかしこれまでの普及
地域は中国、韓国を中心にし
た東アジア地域、ヨーロッパ、
そして北米だった。それに対
し北部アフリカを除くアフリ
カ地域や中東は空白地域とさ
れてきた。そのため中東では
海賊版やインターネットと

日本の漫画に影響を受け、漫画を描く人々が増えていることを伝えるパネル
（企画展「ＳＰＯＲＴＳ×ＭＡＮＧＡ」＝東京都江東区のパナソニックセンター東京）
A panel that conveys the increasing number of people who are influenced by
Japanese manga and draw manga themselves.
(Exhibition "SPORTS x MANGA" = Panasonic Center Tokyo, Koto-ku, Tokyo)
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Overseas popularity of anime and manga
Japanese manga and anime works are attracting attentions as a big topic overseas. However, the areas where
they have been popularized so far have been East Asia
centered on China and South Korea, Europe, and North
America. In contrast, Africa except northern Africa and
the Middle East have been considered areas where they
are absent. As a result, in the Middle East, anime and
manga works have long been watched or read in ways that
are not regular routes, such as pirated versions and the
Internet. However, the situation has changed rapidly in
recent years. Voices for demanding to watch or read anime and manga works on regular routes are increasing.
“Captain Tsubasa” is said to be the representative
of the underground manga works. In the Arab world, it
became popular with the title “Captain Majid” and gained
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いった、正規ルートではない方法で長い間アニメの視聴や
漫画作品が読まれてきた。しかしここ数年で状況は急激に
変化している。正規ルートでのアニメの視聴や漫画作品を
望む声が高くなってきたのだ。
アンダーグランド時代の漫画作品のなかで代表作と言わ
れるのが「キャプテン翼」だ。アラブ圏では「キャプテン・
マジド」というタイトルで親しまれ、絶大な人気を博した。
その一方、アラブ圏においては宗教的な見地から、恋愛漫
画や女性の肌の露出度が高い作品は表向き自粛されている。
日本の出版社のほうも中東、アラブ圏のそうした文化的状
況を配慮し、物語をそのまま翻訳して良い場合、あるいは
省いた方が良いのかを逡巡していたと言えよう。

キャップテン翼

「キャップテン翼」の翻
訳事業は、紀伊国屋書店が
企 画 し、「 キ ャ プ テ ン 翼 」
の版権を持つ集英社が許可
を出したことで実現した。
翻訳は東京外語大学に留学
していたシリア難民のカッスーマ・ムハンマド・ウバーダ
氏が担当した。正規な形で翻訳された「キャプテン翼」は、
2017 年１月に発売され週間ベストセラーを記録するなど
大好評を博した。
こうした動きが出た背景には、同書店が 2008 年に UAE
（アラブ首長国連邦）のドバイに中東圏初の店舗を構えた
ことで消費者のニーズのなかにすでに日本の漫画があった
事が挙げられる。実のところを言えば、中東では日本のア
ニメーションは放映されてきたが、漫画となると海賊版が
横行してきた。
具体的に言えば、日本の漫画好きな人が個人的に翻訳し
たものが販売もされていたのである。これが、ある意味海
賊版となってしまっていたところもあった。そのような海
賊版は違訳が有ったり、本来あるべき言葉が用いられな
かったり等々、さらには翻訳者の語学力の問題もあって内
容の変容に拍車をかけていた。そのような状況から正規版
を欲しがるファンが多く現れるようになってきたである。

紀伊國屋書店「キャップテン翼」の
アラビア語版販売開始

great popularity. On the other hand, in the Arab region,
romantic manga and manga works which depict highlyexposed skin of women are self-restrained from the religious point of view. Japanese publishers also were aware
of such cultural conditions in the Middle East and the Arab region, so they sometimes wondered if the story could
be translated as it is or better to omit.

Captain Tsubasa
The translation project of “Captain Tsubasa” was
planned by Kinokuniya Bookstore and approved by Shueisha which has the “Captain Tsubasa” copyright. Thus
the project was realized. Kassoumah Muhammad Obada, a Syrian refugee who studied in Tokyo Foreign Language University was in charge of translation. The official translated “Captain Tsubasa” was released in January 2017 and received great popularity, getting on a weekly bestseller list.
One of the reasons behind this development is that
the Bookstore set up
its first Middle East
store in Dubai in the
UAE (United Arab
Emirates) in 2008
and that Japanese
manga was already
among the needs of
カッスーマ・ムハンマド・ウバーダ氏
（BBC ニュース 2017 年 5 月 10 日）
consumers. In fact,
Mr. Kassoumah Muhammad Obada
in the Middle East,
(BBC News May 10, 2017)
Japanese animation
works have been broadcast, but pirated versions have been
rampant when it comes to manga.
Concretely speaking, those translated by Japanese
manga lovers personally were also sold. Those translated versions had become pirated versions in a sense. Such
pirated versions contained mistranslations and wrong
words used, and problems in language skills of translators
spurred the transformation of content. Under such circumstances, many fans became wanting a regular version.

Arabic version of Kinokuniya Company’s “Captain Tsubasa”
Kinokuniya Company Ltd. (President Masashi Takai)
published the Arabic version of the popular comic “Captain Tsubasa” and started selling it in the Arabic-speaking region of the Middle East and North Africa.

株式会社紀伊國屋書店（高井昌史社長）は人気コミック
「キャップテン翼」のアラビア語版を刊行し、中東及び北
アフリカのアラビア語圏にて販売を開始した。

漫画家・高橋陽一氏の代表作『キャプテン翼』は、
1980 年代に集英社の「週刊少年ジャンプ」で連載され、
テレビアニメにもなり全国的なサッカーブームを巻き起
こしました。この作品が、後のサッカー日本代表選手や
Ｊリーガーたちがサッカーを始めるきっかけとなったこ

The representative work of the manga artist Yoichi
Takahashi,“Captain Tsubasa,” was serialized at Shueisha’s “Weekly Shonen Jump” in the 1980s, evolved into
a television anime, creating a national soccer boom. It
is also widely known that this work triggered the start of
7
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とでも広く知られています。また、漫画・テレビアニメ
ともに世界各国で刊行・放映されており、中でもサッカー
熱の高い中東では非常に高い人気を誇っています。（紀
伊國屋書店 2016 年 12 月 27 日プレスリリース）
販売地域はアラブ首長
国連邦、アルジェリア民
主人民共和国、イエメン
共和国、イラク共和国、
エジプト・アラブ共和国、
オマーン、カタール、ク
ウェート、サウジアラビ
ドバイの紀伊国屋書店、
「キャプテン翼」アラビ ア王国、シリア・アラブ
ア語版販売開始
共和国、スーダン共和国、
紀 伊国屋のアラビア 語 書 籍コーナーに並 ぶ
チュニジア共和国、西岸・
「キャプテン翼」
Kinokuniya Bookstore in Dubai launches
ガ ザ（ パ レ ス チ ナ 自 治
"Captain Tsubasa" Arabic Version.
"Captain Tsubasa" lined up in the Arabic
区）、バーレーン、モロッ
book corner of Kinokuniya
コ王国、ヨルダン・ハシ
ミテ王国、大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリー
ヤ、レバノン共和国、モーリタニア・イスラム共和国と発
表された。
これをきっかけに正規版の日本漫画作品は中東へと大き
く羽ばたいた。

soccer by the Japanese national soccer players and J
leaguers later. In addition, both manga and television anime of this work were published and broadcast in countries all over the world, and it is very popular especially in the Middle East where soccer is hot. (Kinokuniya
Bookstore December 27, 2016 press release)
Marketing areas were announced and they included
United Arab Emirates, Algeria, Yemen, Iraq, Egypt, Oman,
Qatar, Kuwait, the Kingdom of Saudi Arabia, Syrian Arab
Republic, the Republic of Sudan, the Republic of Tunisia,
the West Bank and Gaza (Palestinian-controlled areas),
The Kingdom of Bahrain, the Kingdom of Morocco, the
Hashemite Kingdom of Jordan and the Great Social People’s Libyan Arab Jamahiriya, the Republic of Lebanon,
and the Republic of Mauritania.
This triggered the regular version of Japanese manga works to spread to the Middle East.

In the Middle East and Arab region, the
animation came first, followed by the
original manga

A popular anime and manga ranking was released
in a survey conducted by JETRO at an event introducing
Japanese pop culture in the Middle East two years ago.
According to the ranking, 1st place was “NARU中東・アラブ圏では、アニメが先で後に原作
TO”, 2nd place “ONE PIECE”, 3rd place “Attack on Tiの漫画が人々の手元に
tan”, 4th place “Death Note”, 5th place “Dragonball” and
ジェトロが、２年前
“Fullmetal Alche中東圏で行った日本
mist”, 7 th place
“BL E ACH”, 8t h
のポップカルチャー
place “Anpanman”,
を紹介するイベント
9th place “Tokyo
で行った調査で人気
Ghoul”, and 10th
のアニメ・漫画のラン
place “HUNTER x
キングが公表された。
HUNTER”.
１ 位「 Ｎ Ａ Ｒ Ｕ Ｔ
A ll t hose
Ｏ‐ ナ ル ト‐」、 ２
works are animat位「ＯＮＥ ＰＩＥＣ
ed from the origiＥ」
、３位「進撃の巨
NARUTO‐ナルト‐
ONE PIECE
進撃の巨人
nal manga.
人」
、４位「デスノー
ATTACK ON TITAN
T he t e n ト」、５位「ドラゴンボール」、「鋼の錬金術師」、７位「Ｂ
dency of Japanese anime and manga is that anime is
ＬＥＡＣＨ」、８位「アンパンマン」、９位「東京喰種トー
produced based on manga. However, in the Middle East
キョーグール」、10 位「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ」と
and Arab region, animation is introduced to the people
なっている。
first, and then the original manga follows.
いずれの作品もアニメ化されたもので原作は漫画からだ。
Reasons people like Japanese anime
日本のアニメ・漫画の傾向は、漫画を原作にアニメが制
and manga
作される傾向にある。しかし中東・アラブ圏では、アニメ
The story or plot is an aspect of Japanese anime
が先に知られ、その後漫画作品として人々の手元にわたる
and manga which many people mentioned as the reaという形だ。
son that they like them. It was followed by the character,
graphic and style.
Story: Complex structure of the story and both al8
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日本のアニメ・漫画が好まれる理由

日本のアニメと漫画の好きなところとして多く挙げられ
たのが、ストーリー性。続いてキャラクター、グラフィッ
ク・画風、と続いた。
ストーリー性：複雑な話の構成と敵味方にもそれぞれの
論理や信念を持っている。日本には俗に「悪にも三分の利」
という言葉にみられるように、善には善の主張があり、悪
にも悪なりの主張がある。これを対比しながら描くことで
ドラマチックな物語として進んでいく。時として、主人公
が交代したり、仲間が死んでしまったりと衝撃的な展開が
がなされる。
ストーリーの背後に、ひとつの偏った宗教色が少ないこ
とも大きな理由として挙げられる。米国のＤＣやマーベル、
ディズニーとは違った雰囲気を作品にもたらしている。
キャラクター性：大英博物館の「MANGA」展覧会の関
連イベントとして 5 月 24 日、「キャプテン翼』の高橋陽
一氏とサッカー元日本代表監督のアルベルト・ザッケロー
ニ氏によるトークイベントが開催され、即日完売したチ
ケットを手にした約 300 人のサッカー＆漫画ファンが詰
めかけた。
サッカーのルールが
今ほど知られていな
かった 1981 年に『週
刊少年ジャンプ』で連
載スタートした『キャ
プテン翼』は、フェル
ナンド・トーレス、ア
レッサンドロ・デル・
ピエロなど偉大な選手
たちのサッカー人生に
影響を与えた作品で、
世界中で愛されている。
トークショウの中で
集英社常務の鈴木晴彦
大英博物館にて、ザッケローニさんと高橋陽一氏。
氏は「それまでの少年
「日本は特別な国だ」と話してくれたので、
「また日
本に来て、今度はぜひJリーグクラブの監督に」と
漫画はチャンバラや野
お願いしておきました。
球に象徴される 1 対 1
pic.twitter.com/MQTiuTmMwQ
の勝負を描くことが中
Mr. Zaccheroni and Mr. Yoichi Takahashi
at the British Museum. He said, “Japan is
心で、団体競技である
a special country,” so I said,“ Please come
サッカーは難しいと思
back to Japan again, and become the coach
of J League this time.”
われていた。だが、高
pic.twitter.com/MQTiuTmMwQ
橋 先 生 は、 試 合 の 中
で、翼対ライバルという無数の 1 対 1 のシーンを作りだし、
画期的だった」とヒットの理由を解説している。また、会
場に駆けつけた少年たちから、主人公・大空翼の名前の由
来を聞かれると、高橋氏は、「『キャプテン翼』のテーマは
夢を持って、夢を追いかけることなので、翼を広げて夢を
追う感じがいいなと思いました。ゴロもよかったし」と明
かしている。
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lies and enemies have their own logic and convi ctions.
There is a saying in Japan that “even a thief has some good
reason” and good people have a reasonable claim, and evil
people also have a reasonable claim. A dramatic story is
developed while contrasting good side and evil side. In
some cases, shocking developments are set such as the replacement of a protagonist or the death of a companion.
The lack of a particular religious view in the background of the story is another major reason of popularity of the story. It brings a different atmosphere to Japanese works distinct from DC, Marvel and Disney in the
United States.
Character: A talk event by Yoichi Takahashi, the
creator of “Captain Tsubasa”, and Alberto Zaccheroni, the
former Japanese national soccer team coach, was held
on May 24 as a related event of the “MANGA” exhibition
of the British Museum and about 300 soccer and manga
fans gathered at the event with a ticket which was sold
out on the same day.
The “Captain Tsubasa” started as a series in “Weekly Shonen Jump” in 1981, when the rules of soccer were
not known as much as now, and influenced the soccer careers of great players such as Fernando Torres and Alessandro Del Piero. The works are loved all over the world.
Mr. Haruhiko Suzuki, managing director of Shueisha in the talk show, said, “The boy manga until now
has been centered on depicting a one-on-one match
symbolized by a sword fight and a baseball game,
and it has been thought to be difficult to depict soccer which is a group competition. But Mr. Takahashi
created innumerable one-on-one scenes in a game of
Tsubasa against rivals, and it was groundbreaking,”
in his explanation on the reason for the manga’s popularity. Also, when asked about the origin of the name of the
protagonist, Ozora Tsubasa, by the boys who rushed to
the venue, Mr. Takahashi said, “The theme of ‘Captain
Tsubasa’ is to have a dream and chase a dream, so I
thought the image of spreading the wings and chasing a dream feels good.”
Now that “Captain Tsubasa” was translated, many
works such as hero works will be introduced in the Middle
East in the future. Kinokuniya Company has announced
that it will set up a bookstore in Abu Dhabi in 2020, and
further market expansion is expected.

Sports as a genre cannot be overlooked
Now, the special exhibition “SPORTS x MANGA”, a
project related to 2020 Tokyo Olympics is being held until
September 29 in Ariake, Tokyo. Currently, there are 110
sports manga titles, and manga under Olympic sports in
Japan include manga with themes of baseball, gymnastics, volleyball, and basketball, etc..
There are many such manga works including soc-
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「キャプテン翼」が翻訳されたことで、今後、ヒーロー
作品など多くの作品が中東圏でお目見えすることになるだ
ろう。2020 年には、紀伊国屋書店がアブダビにも支店を
構えることを発表し、さらなる市場拡大が見込まれる。

ジャンルとしてスポーツも見逃せない

いま、2020 東京オリンピック関連事業の特別企画展「Ｓ
ＰＯＲＴＳ×ＭＡＮＧＡ」が東京・有明で９月 29 日まで
開催中。現在スポーツ漫画は 110 タイトル有り、日本で
はオリンピック・スポーツを題材にした漫画は野球をはじ
め、体操、バレー、バスケット等々有る。
「キャプテン翼」のサッカー、「スラムダンク」「黒子の
バスケ」といったバスケット、男子バレーボールを扱った
「ハイキュー」など数多くある。漫画を読んで五輪メダリ
ストや世界のトップ選手、日本代表になった選手たちも多
くいる。日本のスポーツ漫画が中東に進出することによっ
て「オリンピック選手になる」という目標を立てる子ども
たちも多く出るのではないだろうか。

漫画「キャプテン翼」に影響を受けたサッカー元日本代表・遠藤保仁選手
（企画展「ＳＰＯＲＴＳ×ＭＡＮＧＡ」＝東京都江東区のパナソニックセンター東京）
Former Japanese national soccer player, Yasuhito Endo, who was influenced
by the manga“ Captain Tsubasa”
(Planning Exhibition“ SPORTS x MANGA” = Panasonic Center Tokyo, Kotoku, Tokyo)

cer-themed “Captain Tsubasa”, basketball-themed “Slam
Dunk”, “Kuroko’s Basketball”, men’s volleyball-themed
“Haikyu”. There are many athletes who read manga and
became Olympic medalists, top players in the world, and
Japan national team representatives. Many children who
set a goal of becoming an Olympic athlete are expected to
emerge with Japanese sports manga being popularized
in the Middle East.
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