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産業の育成のための施策をとり始め，製作プ
ロダクションのコンテンツ展開力の強化などの
方針を打ち出してきた 2）。Tokyo	Docsは，そ
うした時代の流れのなか，東日本大震災が起
きた2011年に，全日本テレビ番組製作社連盟

（ATP）が，テレビ番組の海外発信を強化する
ことを目的に主体的に始めたものだ。2013年
からは，特定非営利活動法人東京TVフォーラ
ムとの主催となった。後援には，総務省，経
産省，東京都，NHK，民放連などが，協力
や助成には，ジャーナリズムやコンテンツ製作
に関わるさまざまな団体が入っている。

7年目を迎えたTokyo	Docs	2017は，11月
5日から8日まで，千代田区のJA共済ビルなど
で開催された。中核となるのがピッチングセッ
ション（国際テレビ番組提案会議）である。日
本の製作者が企画内容をプレゼンし，国内外
の放送局などに出資を募り，意見交換しながら

─はじめに
日本ではテレビ番組の国際共同制作は，

1980年代に始まり，日中共同制作のNHK特
集「シルクロード」，世界各国の放送局と共同
制作した「映像の世紀」など数々のプロジェク
トが成功してきた 1）。

基本的な仕組みは，複数の国の放送局が制
作費を出資して撮影協力，取材情報や撮影素
材の共有をして，それぞれの国の視聴者向け
にバージョニング（再構成，編集）することで
ある。メリットは，自ら取材，撮影できない貴
重な情報や映像を利用できること，経費節減，
国際的視野の番組制作が可能となり，海外で
放送されることなどである。主に欧米の公共
放送局で始まった仕組みであるが，近年では
制作プロダクションが主体的に参加する国際
共同制作が盛んに行われている。

日本政府は2000年代初頭からコンテンツ

2011年，全日本テレビ番組製作社連盟（ATP）が，テレビ番組の海外発信を強化することを目的に国際共同製
作イベント“Tokyo	Docs”を始めた。7年間で528の企画応募があり，160の企画がピッチングセッション（国際テレ
ビ番組提案会議）にかけられた。ピッチングセッションとは，国内外の放送局の編成・製作担当者などの前で，日
本のプロデューサーやディレクターが企画をプレゼンして，国際共同製作の可能性を探る場である。160の企画趣旨
を分析すると「社会問題」「人もの」が多く，日本の製作者たちが，人間を通じて世界に通じる普遍的なテーマを描
こうとしている傾向があることがわかった。さらに，主に国内で撮影する企画が73％と地の利を生かした企画が多
いこともわかった。Tokyo	Docs	7年目の成果として「国際共同製作が実現したもの」あるいは「交渉過程にあるも
の」が42本あり，26％が海外発信力をもつ企画であった。当初目標の一つ「2020年までに20人の国際展開プロ
デューサーを育成する」は，若手を中心に意欲的な候補者が多数現れている状況で，今後の課題は，実践経験を
増やすことであると言われている。筆者は初回から毎回参加してきたが，Tokyo	Docsが，日本の製作者の海外
発信力を強化する場として，着実な成長過程にあると感じている。

国際共同製作イベント“Tokyo Docs”
7年目の成果と課題

メディア研究部		大墻　敦
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国際共同製作の可能性を探る場である。2017
年は，130余りの企画応募があり，うち18の
企画がプレゼン，審議された。

筆者は初回から毎回参加してきたが，「製作
会社が自らの企画と人材で国際発信力を高め
るための場」としてTokyo	Docsが大きな成長
を遂げていることを，日本の製作者たちの企
画プレゼン能力，交渉力，英語力の高まりか
ら実感している。当初目標の一つ「2020年ま
でに20人の国際展開プロデューサーを育成す
る」が，どこまで達成されたのか，成果と課
題と将来像についてまとめたい。

なお，本稿ではNHKに関する箇所を除き，
ATPの表記に従い，「製作」と表記する。

─1.─体制
東京TVフォーラムは，団体会員22，賛助

会員17に加えて個人会員によって構成され，
理事長にNHK出身の天城靱

ゆきひこ

彦氏，副理事長
に製作プロダクションから矢島良彰氏，牧哲
雄氏，理事にジャーナリスト，研究者，識者な
ど7人が選ばれ運営されている。

業務内容は，日本発の映像発信の強化を
めざして，ドキュメンタリーの国際共同製作の
普及と推進をはかり，企画提案会議「Tokyo	
Docs」の開催，国内プロデューサーらへの支援
と人材育成のための「Tokyo	Docs	Academy」
など，となっている。

─2.─Tokyo─Docs─2017
2017年のTokyo	Docsには，国内外の放送

局・OTT事業者・動画配信プラットフォームの
Decision	Maker（番組・編成の責任者）31人，
国際共同製作のアドバイザー4人，配給会社3
社，欧米からプロデューサー7人，アジア各国

からプロデューサー25人が参加し，会期中に，
延べ1,600人が参加した。スケジュールの概要
は下記である。

第1日　上智大学 ソフィアタワー
5日（日）
● パネル・ディスカッション「カラーズ・オブ・

アジア2017：未来をつかめ，子どもたち！」
● 提案会議「カラーズ・オブ・アジア」

第2日　JA共済ビル カンファレンスホール
6日（月）
● ピッチングセッション
● 個別ミーティング
● ワークショップ1	“おクジラさま	ふたつの正

義の物語”完成への道のりを監督が語る
● ワークショップ2	中国ドキュメンタリー配信

の新しい動き

第3日　JA共済ビル カンファレンスホール
7日（火）
● ピッチングセッション
● 個別ミーティング
● ワークショップ3	“ドルフィン・マン”国際

共同製作の舞台裏
● ワークショップ4	ドキュメンタリーの国際展

開・最新事情

第4日　JA共済ビル カンファレンスホール
8日（水）
● ショート・ドキュメンタリー・ショーケース
　（上映会）
● 「カラーズ・オブ・アジア2017」上映会

第1日は，アジアの製作者と日本の製作会
社によるプロジェクト「カラーズ・オブ・アジア
2017」の企画提案会議。日本の製作会社のプ
ロデューサーとアジアの若いドキュメンタリー監
督がペアを組み質の高い番組を製作し，自分た
ちで国内外に配給および展開する試みである。
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第2日と第3日には，ピッチングセッションと
個別ミーティング，4つのワークショップが実
施された。最終日には，初めての試みとなる
ショートドキュメンタリー・ショーケースが行わ
れた。日本の若手製作者が製作した20分以
内のドキュメンタリー（英語字幕入り）を，自
ら紹介し，今後の展開の可能性を探る試みで
ある。午後には上映会が開催され，ピッチし
た製作者の若い仲間たちが大勢集まり，熱気
に包まれた。

─3. ピッチングセッション
────（国際テレビ番組提案会議）とは何か

Tokyo	Docsの中核となるのはピッチングセッ
ションである。ピッチ（=企画の売り込み）を
公開の場でオークションのように行う。欧米で
広く行われ，IDFA（オランダ），Hot	Docs（カ
ナダ），Sheffield	Doc/Fest（イギリス），Sunny	
Side	Doc（フランス）などは，歴史があり著名
である。2017年のTokyo	Docsでは，18の企
画のうち，日本国内からの企画が13，中国，フィ
リピン，タイの企画が5だった。

ピッチングセッションは，企画をプレゼンす
るプロデューサー，ディレクターを取り囲む形
で，世界各国のDecision	Makerが座る。欧
米からは公共放送BBCやARTEなど，アジ

アからは公共放送シンガポール・メディア・
コープ，中東からはアルジャジーラ，日本か
らはNHK，民放各社，WOWOW，Netflix，
Hulu，Yahoo!，Viceなどから参加があった。

1組15分の持ち時間で，企画趣旨の説明（ト
レーラーの上映含む）に7分，質疑応答に8分
という配分が多い。例として，日本ケーブルテ
レビジョンの企画「トーキョー・ノーフィルター」
を取り上げる。プロデューサーとディレクターが
登場し，「犯罪とセックス産業が渦巻く新宿・
歌舞伎町を撮影する写真家の活動を追ったド
キュメンタリーである」との趣旨説明のあと，3
分ほどのトレーラーが上映された。東京五輪に
向けて浄化の対象となることが予想される歌
舞伎町の実態を描く長期の撮影のために資金
が必要なこと，完成後の放送や劇場上映，展
開などについて具体的な希望を述べた。

Decision	Makerからは「メインのキャラク
ターは写真家なのか?」「東京五輪まで撮影を
続けるのか?	ゴールは何なのか？」「敵は誰な
のか?	新宿警察?	どこまで何が撮影できるの
か?」などの質問が数多く出され，適切な回答
が求められた。この場ですぐに出資が決まる
ことはないが，午後に個別ミーティングの場が
設定され，関心をもった放送局等と条件を詰
めていくことになる。まさに「企画のオークショ
ン」である。Netflix，Hulu，Viceなどからは

「600分ぐらいになる可能性は?」「リオ五輪で
も同様の企画でコンテンツ製作をした。刺激
的な映像はあるのか？」などのコメントがあり，
放送局中心から，あらゆるコンテンツ・メディ
アが競合する場へ変容しつつあることをうかが
わせた。
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─4. 国際共同製作の長き道のり
「日本最大のロヒンギャの街」「原発難民」

「踊るホームレス」「感染爆発	新型インフルエ
ンザと闘う」「娘に贈るピアノ教室」などの企画
が次 と々プレゼンされた。一般的な傾向として
は「社会の課題と向き合う人間の人生を描く」
普遍的なテーマ性をもち，日本社会独特の背
景を読み取ることのできる企画に関心が集まり
やすいと，個人的に感じた。Decision	Maker
たちの質問や意見は，批評や批判ではなく，
どうすればドキュメンタリーとして成立し放送
や配給の対象になるのか，という応援の気持
ちも入った温かい言葉も多数あった。

ピッチングセッションは，「目的ではなく手段
である」「ここからが長い道のり」とよく言われ
る。ピッチをした製作会社のプロデューサー
は，企画に興味をもった放送局と議論を重ね
ていくが，企画趣旨，製作期間（いつ完成す
るのか?），資金，出演者，演出方針などを面
談で，そしてメールやスカイプ・ミーティングで，
英語で交渉して契約内容を詰めて，製作し，
完成後にはプロモーション，配給と展開してい
くことになる。

例として，私がプロデューサーとして2011年
に制作した「築地市場大百科」で説明する。シ
ンガポール・メディア・コープ（以後，SMC）が，
築地市場のドキュメンタリー制作に関心をもち，
制作資金（人件費を含むトータルコスト）のあ
る比率を出資することを決めて契約を締結し
た。撮影と資料映像の提供はNHKで，NHK
版（110分）の完成後，クリーン映像とSMCが
希望する資料映像を渡して，シンガポールおよ
び世界配給用に再編集。私が試写して，内容
を確認後に完成させ，シンガポールなどで放
送，配給，DVD販売を行った。足かけ3年か

かった。シンガポールは多民族国家で，英語
だけでなく中国語も公用語であるため，中国語
版の制作が容易にできる。また，ムスリムも数
多く暮らすことからイスラム圏向けに再編集し
やすい。日本では付加できない展開力を番組
につけられた。

Tokyo	Docsが育成をめざす国際展開プロ
デューサーとは，上記のような業務を英語で自
立して完結できる人材のことを指す。

─5.─企画の内容分析と成果について
2011年から2017年までにピッチングセッショ

ンにかけられた160の企画内容を分析してみた
い（表1）。分類項目は「社会問題」「人もの」

「文化・芸術・歴史」「科学・医療」「自然・野
生動物」の5つとし，複数分類を可とした。

一覧表からわかることは日本社会に潜む問
題や課題をベースに，人間を描く企画が多い
ことである。製作プロダクションの強みを生か
しての国際共同製作への思いが表れている。
また，国内製作者による企画の主な撮影場所
が国内か海外か，を分類したところ，およそ
73％が国内であり，地の利を生かした企画が
中心だったことがわかる。さらに「東日本大震
災」に関する企画の応募は，事務局によると，
日本の製作プロダクションからは多数あるもの
の，2年目以降，海外放送局の関心が急速に
失われていったことから，ピッチングセッショ
ンにかけられる数は減少していったという。

続いてTokyo	Docsのカタログから，成果お
よび進行状況についてまとめた（84ページの
表 2）。7年間の企画応募総数が528，選考さ
れてピッチングセッションにかけられた企画が
160，うち42の企画が何らかの形で国際共同
製作を実現，あるいは交渉が進行中である。
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Tokyo	Docsの成果を考えるうえで，いくつか
の指標を立てるとすれば，①国際共同製作が
成立し放送や劇場上映が実現，あるいは交渉
が進行中である本数（表2の42本），そして数
値化は難しいが，②人的ネットワークの構築と
海外マーケットに関する情報取得，③国際展開
人材の育成，などになると思われる。①の42
本という数字を客観的に評価する術はないが，
2011年に完全にゼロベースで始まったことを考
慮すれば，十分に奮闘していると言えるのでは
ないかと筆者は考える。

特筆すべきは，表2のNo.22の2014年にピッ
チされた東京ビデオセンター（TVC）の企画

「格闘ゲームに生きる」である。ゲーム会社を
スポンサーに生計を立てる日本のプロゲーマー
を主人公に，世界大会での戦いぶり，日々の
練習や日常生活を描く企画だった。ピッチ後，
WOWOWと台湾の配給会社CNEXが出資し，
国際共同製作となった。TVCの田嶋敦プロ
デューサーは「完成させるまでが，長い道のり
で大変だった。カナダのHot	Docsに招待され
上映した際には，17社からミーティングの申し
込みがあったが，主人公が日本人ということが
わかると，どこも購入してくれなかったのが残

念だった。しかし，アジア各地で放送されたこ
とには満足している。今年（2017年），台湾で
上映があり，海外からわずかばかりだが入金
があった。初めてのことで飛び上がるほどうれ
しかった」と語っている。今後も，こうした成
功例がさらに増えることが期待される。

─6.─関係者からの聞き取り

「アジアに関心のある欧米のプロデューサー
にとっては貴重な場だ。日本だけでなくアジア
の製作者たちと会えるのも有意義だ」と語るの
はMichel	Noll氏。表2の企画No.3「泥棒の
家路」に出資し国際版「Tears	of	 a	Thief」の
製作・配給をした。前科21犯の泥棒と，刑務
所からの出所後，面倒をみる元刑事の縁を描
いたヒューマン・ドキュメンタリーである。

年 応募数 ピッチング
セッション 社会問題 人もの 文化・芸術・

歴史 科学・医療 自然・
野生動物

日本の製作者の企画の
主な撮影場所 東日本

大震災
国内 海外

2011 56 21 9 10 9 2 2 15 5 6
2012 53 27 11 11 12 2 1 18 7 4
2013 42 24 12 15 7 1 2 17 3 4
2014 53 25 10 16 10 2 2 13 8 1
2015 93 25 7 15 15 2 5 13 5 1
2016 101 20 6 15 14 3 0 11 5 1
2017 130 18 9 15 5 4 0 9 3 1
総計 528 160 64 97 72 16 12 96 36 18

国内比率73%

表 1　ピッチされた企画の内容分析

Michel Noll 氏
アジアに関するドキュメンタ
リー製作者，仏配給会社社
長。2014 年，2016 年に参加

（本数）

※例えば，「トーキョー・ノーフィルター」は，「社会問題」「人もの」の2項目，「娘に贈るピアノ教室」の場合，「人もの」「文化」の2項目にチェックを入れた。映像
の権利処理が難しい「スポーツ」，純粋な旅番組の企画はほとんどなかった。また，障害者や福祉に関わる企画は「人もの」「科学・医療」などに分類した。
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「本来，友情が育まれるはずのない刑事と泥
棒の人間関係を描くユニークさに惹かれた。普
遍的なテーマがあった。フランス人編集者と
日本人のディレクターがタッグを組んで再構成
し，欧米各国で放送できる番組に仕立てた。
Tokyo	Docsで次の企画を見つけたい」とNoll
氏は語った。

「初回から比較すると，日本のプロデュー
サーやディレクターのプレゼン力は飛躍的に
高まったと思う。自信をもっていい」とPBS	
DistributionのTom	Koch氏は語る。
―7回連続で参加している理由は?
「アメリカのテレビ業界には，アジアのコン

テンツが欠けている。日本，韓国，中国，タイ，
インドなどの文化や歴史，社会問題を知るこ
とは大切だ。それぞれの国や地域の社会問題
が異なる手法や価値観で描かれたドキュメンタ
リーから学ぶことは多い。そうしたコンテンツ
を発掘していくのは，私たちの責務だと思う」

Noll氏とKoch氏，2人が口を揃えて言った
のは「製作者の英語力のさらなる向上が必要」
ということだった。そしてNoll氏は「資金集め
だけが目的の企画説明では，弱い。長丁場と
なる国際共同製作では自分の言葉で考えを伝
え相手の意見に耳を傾ける，コミュニケーショ
ンする英語力が絶対に必要。そうした信頼関

係が築けるかどうかも，ピッチングセッション
で見ている」と語った。

「海外のDecision	Makerは，今年も，みんな	
満足してくれたと思う。今回の特徴は，メディ
ア業界の変化がピッチングセッションの場に表
れ，動画配信サイトの方々の存在感が強まった
こと。中国の大手動画配信サイトYoukuなど3
社に声をかけたところbilibili，Tencentが参加
してくれた。アニメ中心で視聴者の大半が10代
というbilibiliがドキュメンタリーの調達，オリジ
ナルコンテンツの製作に熱心になり始めている
ことが興味深い」

完成した20分以内のドキュメンタリーを募集
してピッチし，上映したショート・ドキュメンタ
リー・ショーケースについて聞いた。	
「カナダのHot	Docsで実施しているのを見て

やってみた。初めての試みだったので，不安も
あったが，予想を上回る大きな手ごたえがあっ
た。30の応募作品から10を選びピッチしても
らったが，Decision	Makerたちもリラックスし
て，積極的に意見を言ってくれたし，すべて個
別ミーティングに発展した。上映会に100人近
い人たちが集まり，熱気にあふれた。2018年
以降，本番のピッチングセッションにかける企
画に育ててほしい。『自由に表現したい』とい
う製作会社の若手製作者の励みと修練の場と
なることを願っている」

Tom Koch 氏
PBS Distribution の副社長。 
初 回 から毎 回 参 加。 毎 年
5,000ドルの寄付をしている

天城靱彦 氏
NPO 法人
東京TVフォーラム理事長
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―2020年までに20人の製作会社所属，お
よびフリーの国際展開プロデューサーを育成す
る目標は?
「4～5人は育成できた。さらに意欲的な候

補者も多数いる状況なので，海外のピッチン
グセッションへの派遣など，実践経験を踏ま
せて，彼らの成長を加速させたい」と語った。

─7.─まとめ
Tokyo	Docsの7年間の歩みを見てきた。

2011年の初回，BBCの名物プロデューサーの
Nick	Fraser氏は「日本は世界有数の経済大
国でありながら，どんなプロデューサーやディ
レクターがいるのか，未知の場所だった。来て
よかった。優れた製作者がたくさんいた」と私
に語った。以来，Tokyo	Docsは大きな成長
を遂げたが，その一方で，追いかけるように韓
国，中国で同様の催しが始まり，映像コンテン
ツをめぐる国際競争環境は激化し変化し続け
ている。コンテンツの海外発信力強化がます
ます求められていく中，テレビ業界の発展と将
来をかけた場としてのB	to	Bイベント，Tokyo	
Docsを，日本の放送局などがどのようにサポー
トするのか，魅力的な企画が多数集まる資金
調達の場にするべく，さまざまな取り組みが，
さらに求められると感じた。

　　　　　　　　　（おおがき	あつし）

注：
	 1）	http://www.nhk.or.jp/co-pro/about/「国際共同

制作って何 ?」参照。
	 2）	国立国会図書館調査及び立法考査局経済産業課

「クールジャパン戦略の概要と論点」『調査と情
報』第 804 号（2013 年 10月18日），松本裕美・
田中則広「日本の番組コンテンツの国際展開お
よび受容実態に関する調査」『放送研究と調査』
2017 年 1 月号参照。

No. 年 プロジェクト名（邦題のみ記載） 企画提案者 進行状況
1 2011 波の向こう 三宅響子（フリーランス，英国） BBC，NHK，WDR，SVT，Knowledgeなど7か国の国際共同製作として放送。

2 2011 出汁：日本料理のうまみを生み出す不思議世界を
旅する 柴田昌平（プロダクション・エイシア） プロダクション・エイシア，NHK，Point	du	Jour，ARTEの国際共同製作として放送。Nスペ「和食」。

3 2011 泥棒の家路 三井貴美也（ディレクターズ東京） フジテレビと仏制作配給会社が共同で国際版「Tears	of	a	Thief」を制作。ヨーロッパを中心に各国
で放送。ザ・ノンフィクションで「泥棒と刑事」として放送（2014）。

4 2011 ニュークリア・ネイション 舩橋淳（ドキュメンタリージャパン） 劇場版「フタバから遠く離れて」が2012年のベルリン国際映画祭で「Nuclear	Nation」として上映。
2013年にアメリカの30の映画館で上映。香港，エディンバラ映画祭でも上映。

5 2012 止まらない列車 Brakeless 三宅響子（フリーランス，英国） BBCとNHK大阪・神戸，DR，ITVS，IKONの国際共同制作。放送済み。Peabody賞受賞。

6 2012 世界最大スラムの総選挙 内山直樹（テムジン） NHK「ドキュメンタリーWAVE ／チーター世代がアフリカを変える～ケニア総選挙の熱き戦い」とし
て放送。デンマークDRにプリセールして放送。

7 2012 貝リンガル〜世界初の「貝言語」解読システム〜 有本整（中部日本放送） 中部日本放送で放送後に，カナダのDiscovery	Canadaで放送。

8 2012 僕の名前を知ってる？ 太田茂（仙台放送），風間直美（共同テレビジョン） ドキュメンタリー映画「僕がジョンと呼ばれるまで」として国内外に展開。ロサンゼルスとベルリンの
映画祭で受賞。2014年に日本とアメリカで劇場公開。

9 2012 フクシマから遠く離れて 舩橋淳（ドキュメンタリージャパン） 劇場版邦題「フタバから遠く離れて	第二部」として2014年11月に劇場公開。
10 2012 わが心の蓬莱島〜ある漆芸家100年目の真実〜 崔雋（フジテレビ） 台湾PTSとの国際共同製作によりBSフジと台湾PTSで放送。

11 2012 警戒区域内の真実 松原保（パワー・アイ） ドキュメンタリー映画「被ばく牛と生きる	Nuclear	Cattle」として完成。山形国際ドキュメンタリー映
画祭2017で上映。国内で劇場公開。国際版も制作。

12 2012 核という名の平和 浜野高宏（NHKエンタープライズ） ドキュメンタリー映画「アトムとピース」として2016年に劇場公開。国際版制作交渉中。
13 2013 安藤忠雄 中国で闘う 水野重理（NHKエンタープライズ） ドイツAUTENTICとNHK，NHKエンタープライズの国際共同製作。

14 2013 刀剣研磨〜悠久の輝きを伝える〜 常木佳子（NHKエンタープライズ） カナダでDiscovery	CanadaとNHKの国際共同製作として4Kで制作。NHK版「日本刀に恋して」
がNHK	WorldとNHKBS1で放送。

15 2013 Peace on the Tigris―イラク戦争の10年 綿井健陽（アジアプレス），
小西晴子（ソネットメディアエンタテインメント） 「NHKドキュメンタリーWAVE」で放送。劇場版「イラク	チグリスに浮かぶ平和」が公開。

16 2013 同じ時代（とき）を生きて
〜日中現代アーティストの2 ヶ月〜 山本妙（パオネットワーク） NHK	Worldで放送。中国の制作会社と制作協力。

17 2013 歌舞伎界の風雲児“市川海老蔵”の挑戦 千野克彦・岡田泰三（日本テレビ放送網） フランスの制作会社と国際共同製作が進行中。
18 2013 Bonsai Warrior 梅崎陽（テレビ東京），眞山香織（極東電視台） 総務省の海外向けコンテンツ助成事業に応募し，マレーシアRTMとテレビ東京の国際共同製作。
19 2013 フクシマ―放射能汚染の中であふれる「いのち」 中村真夕（レノンズ） ドキュメンタリー映画「ナオトひとりっきり	Alone	in	Fukushima」として劇場公開。
20 2013 脱北画家 ミンウォン・ソ（韓国） NHK	Worldで放送。長編ドキュメンタリー映画版の制作準備中。

21 2014 弁護士 戸田ひかる（リトル	ストレンジャー	フィルム） BBC，DRなどの開発資金を得て，フランスの制作会社と国際共同製作中。NHK	Worldで30分版
放送済み。「Of	Love	&	Low」のタイトルで東京国際映画祭2017で正式上映。

22 2014 格闘ゲームに生きる 合津貴雄（東京ビデオセンター） WOWOW，台湾CNEXと国際共同製作。中国各地での放送が確定。台湾CCDF，カナダHot	
Docsで正式招待上映。

23 2014 日本の縮図 ダイバーシティSHIBUYA 三好雅信（テレビマンユニオン） シンガポールMediaCorp，NHKグローバルメディアサービス，NHK	Worldの国際共同製作。ノルウェー
NRKでも放送。

24 2014 甘いお話 河口歳彦（ドキュメンタリージャパン） 54本×2分45秒のミニ番組。YouTubeで配信しTokyo	MXで放送し，シンガポールのMediaCorp
が13本×30分の紀行シリーズで放送。

25 2014 英雄か反逆者か Larry	Chen（マカオ） フランスの制作会社と共同製作。
26 2014 また歩き出すために 加瀬澤充（ドキュメンタリージャパン） 75分映画版が完成。フランスの制作会社と国際版制作交渉中。
27 2014 国境を越えた家族 黄胤毓（フリーランス） 世界各地の映画祭で上映。「海の彼方」の邦題で国内劇場公開。
28 2015 外国人紅衛兵の数奇な運命 平野まゆ（テムジン） NHK，台湾CNEX，ドイツの制作会社，フランスの配給会社と国際共同製作。

29 2015 ふたつのクジラの物語 佐々木芽生（ファインレインメディア） 映画ファンド，クラウドファンディングなどで資金を得て制作。プサン国際映画祭ドキュメンタリー部
門で正式招待上映。「おクジラさま」の邦題で東京国際映画祭で上映および国内劇場公開。

30 2015 84歳のスーパーアイドル 佐々木伸之（東京ビデオセンター） シンガポールMediaCorp，NHK，NHKグローバルメディアサービスと国際共同製作。
31 2015 日本のアール・ブリュット 近藤剛（パオネットワーク） シンガポールMediaCorpと国際共同製作。
32 2015 陶磁器：炎と土と人類の物語 柴田昌平（テムジン） フランスのテレビ局との国際共同製作に向けてフランスの制作会社と準備中。

33 2015 綱渡り 范儉（中国） 各国の映画ファンドから資金を得て「Still	Tomorrow」というタイトルで完成。アムステルダムIDFA
の長編ドキュメンタリー部門で正式招待上映。

34 2015 ケリヤ族 沈鵬飛（NeoMedia	Investment） 北京テレビ，NeoMedia，NHK，NHKエンタープライズとの国際共同製作。
35 2015 12分の1の世界 菅野誠（テレコムスタッフ） イギリス，カナダとの国際共同製作をめざして製作進行中。
36 2015 刺青 The God of Tatoo 内島悠介（パオネットワーク） 香港・オランダの映画ファンドの支援で制作進行中。
37 2016 私だけ 聴こえる 松井至（テムジン） 欧州，北米の放送局とNHKの国際共同製作交渉中。
38 2016 1万人のカミングアウト 中川あゆみ（テムジン） WOWOWで製作・放送後，海外版を制作して海外展開中。
39 2016 私をハグして!会話型ロボットが介護を変える 土井研吾（東京ビデオセンター） NHK	Worldで放送予定。アジアの放送局と国際共同製作の交渉中。
40 2016 中国の忘れられた娘たち ビンセント・ハイ・ドゥ（中国） Al	Jazeeraで放送。アムステルダムIDFAで正式上映。
41 2016 パンダ野生化プロジェクト 候新天（中国） 北京テレビ，NHKの国際共同製作で放送。
42 2016 12人の妻たち トニー・トリマルサント（インドネシア） NHK	Worldで放送。

表 2　Tokyo Docsで提案された企画のその後の展開　
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No. 年 プロジェクト名（邦題のみ記載） 企画提案者 進行状況
1 2011 波の向こう 三宅響子（フリーランス，英国） BBC，NHK，WDR，SVT，Knowledgeなど7か国の国際共同製作として放送。

2 2011 出汁：日本料理のうまみを生み出す不思議世界を
旅する 柴田昌平（プロダクション・エイシア） プロダクション・エイシア，NHK，Point	du	Jour，ARTEの国際共同製作として放送。Nスペ「和食」。

3 2011 泥棒の家路 三井貴美也（ディレクターズ東京） フジテレビと仏制作配給会社が共同で国際版「Tears	of	a	Thief」を制作。ヨーロッパを中心に各国
で放送。ザ・ノンフィクションで「泥棒と刑事」として放送（2014）。

4 2011 ニュークリア・ネイション 舩橋淳（ドキュメンタリージャパン） 劇場版「フタバから遠く離れて」が2012年のベルリン国際映画祭で「Nuclear	Nation」として上映。
2013年にアメリカの30の映画館で上映。香港，エディンバラ映画祭でも上映。

5 2012 止まらない列車 Brakeless 三宅響子（フリーランス，英国） BBCとNHK大阪・神戸，DR，ITVS，IKONの国際共同制作。放送済み。Peabody賞受賞。

6 2012 世界最大スラムの総選挙 内山直樹（テムジン） NHK「ドキュメンタリーWAVE ／チーター世代がアフリカを変える～ケニア総選挙の熱き戦い」とし
て放送。デンマークDRにプリセールして放送。

7 2012 貝リンガル〜世界初の「貝言語」解読システム〜 有本整（中部日本放送） 中部日本放送で放送後に，カナダのDiscovery	Canadaで放送。

8 2012 僕の名前を知ってる？ 太田茂（仙台放送），風間直美（共同テレビジョン） ドキュメンタリー映画「僕がジョンと呼ばれるまで」として国内外に展開。ロサンゼルスとベルリンの
映画祭で受賞。2014年に日本とアメリカで劇場公開。

9 2012 フクシマから遠く離れて 舩橋淳（ドキュメンタリージャパン） 劇場版邦題「フタバから遠く離れて	第二部」として2014年11月に劇場公開。
10 2012 わが心の蓬莱島〜ある漆芸家100年目の真実〜 崔雋（フジテレビ） 台湾PTSとの国際共同製作によりBSフジと台湾PTSで放送。

11 2012 警戒区域内の真実 松原保（パワー・アイ） ドキュメンタリー映画「被ばく牛と生きる	Nuclear	Cattle」として完成。山形国際ドキュメンタリー映
画祭2017で上映。国内で劇場公開。国際版も制作。

12 2012 核という名の平和 浜野高宏（NHKエンタープライズ） ドキュメンタリー映画「アトムとピース」として2016年に劇場公開。国際版制作交渉中。
13 2013 安藤忠雄 中国で闘う 水野重理（NHKエンタープライズ） ドイツAUTENTICとNHK，NHKエンタープライズの国際共同製作。

14 2013 刀剣研磨〜悠久の輝きを伝える〜 常木佳子（NHKエンタープライズ） カナダでDiscovery	CanadaとNHKの国際共同製作として4Kで制作。NHK版「日本刀に恋して」
がNHK	WorldとNHKBS1で放送。

15 2013 Peace on the Tigris―イラク戦争の10年 綿井健陽（アジアプレス），
小西晴子（ソネットメディアエンタテインメント） 「NHKドキュメンタリーWAVE」で放送。劇場版「イラク	チグリスに浮かぶ平和」が公開。

16 2013 同じ時代（とき）を生きて
〜日中現代アーティストの2 ヶ月〜 山本妙（パオネットワーク） NHK	Worldで放送。中国の制作会社と制作協力。

17 2013 歌舞伎界の風雲児“市川海老蔵”の挑戦 千野克彦・岡田泰三（日本テレビ放送網） フランスの制作会社と国際共同製作が進行中。
18 2013 Bonsai Warrior 梅崎陽（テレビ東京），眞山香織（極東電視台） 総務省の海外向けコンテンツ助成事業に応募し，マレーシアRTMとテレビ東京の国際共同製作。
19 2013 フクシマ―放射能汚染の中であふれる「いのち」 中村真夕（レノンズ） ドキュメンタリー映画「ナオトひとりっきり	Alone	in	Fukushima」として劇場公開。
20 2013 脱北画家 ミンウォン・ソ（韓国） NHK	Worldで放送。長編ドキュメンタリー映画版の制作準備中。

21 2014 弁護士 戸田ひかる（リトル	ストレンジャー	フィルム） BBC，DRなどの開発資金を得て，フランスの制作会社と国際共同製作中。NHK	Worldで30分版
放送済み。「Of	Love	&	Low」のタイトルで東京国際映画祭2017で正式上映。

22 2014 格闘ゲームに生きる 合津貴雄（東京ビデオセンター） WOWOW，台湾CNEXと国際共同製作。中国各地での放送が確定。台湾CCDF，カナダHot	
Docsで正式招待上映。

23 2014 日本の縮図 ダイバーシティSHIBUYA 三好雅信（テレビマンユニオン） シンガポールMediaCorp，NHKグローバルメディアサービス，NHK	Worldの国際共同製作。ノルウェー
NRKでも放送。

24 2014 甘いお話 河口歳彦（ドキュメンタリージャパン） 54本×2分45秒のミニ番組。YouTubeで配信しTokyo	MXで放送し，シンガポールのMediaCorp
が13本×30分の紀行シリーズで放送。

25 2014 英雄か反逆者か Larry	Chen（マカオ） フランスの制作会社と共同製作。
26 2014 また歩き出すために 加瀬澤充（ドキュメンタリージャパン） 75分映画版が完成。フランスの制作会社と国際版制作交渉中。
27 2014 国境を越えた家族 黄胤毓（フリーランス） 世界各地の映画祭で上映。「海の彼方」の邦題で国内劇場公開。
28 2015 外国人紅衛兵の数奇な運命 平野まゆ（テムジン） NHK，台湾CNEX，ドイツの制作会社，フランスの配給会社と国際共同製作。

29 2015 ふたつのクジラの物語 佐々木芽生（ファインレインメディア） 映画ファンド，クラウドファンディングなどで資金を得て制作。プサン国際映画祭ドキュメンタリー部
門で正式招待上映。「おクジラさま」の邦題で東京国際映画祭で上映および国内劇場公開。

30 2015 84歳のスーパーアイドル 佐々木伸之（東京ビデオセンター） シンガポールMediaCorp，NHK，NHKグローバルメディアサービスと国際共同製作。
31 2015 日本のアール・ブリュット 近藤剛（パオネットワーク） シンガポールMediaCorpと国際共同製作。
32 2015 陶磁器：炎と土と人類の物語 柴田昌平（テムジン） フランスのテレビ局との国際共同製作に向けてフランスの制作会社と準備中。

33 2015 綱渡り 范儉（中国） 各国の映画ファンドから資金を得て「Still	Tomorrow」というタイトルで完成。アムステルダムIDFA
の長編ドキュメンタリー部門で正式招待上映。

34 2015 ケリヤ族 沈鵬飛（NeoMedia	Investment） 北京テレビ，NeoMedia，NHK，NHKエンタープライズとの国際共同製作。
35 2015 12分の1の世界 菅野誠（テレコムスタッフ） イギリス，カナダとの国際共同製作をめざして製作進行中。
36 2015 刺青 The God of Tatoo 内島悠介（パオネットワーク） 香港・オランダの映画ファンドの支援で制作進行中。
37 2016 私だけ 聴こえる 松井至（テムジン） 欧州，北米の放送局とNHKの国際共同製作交渉中。
38 2016 1万人のカミングアウト 中川あゆみ（テムジン） WOWOWで製作・放送後，海外版を制作して海外展開中。
39 2016 私をハグして!会話型ロボットが介護を変える 土井研吾（東京ビデオセンター） NHK	Worldで放送予定。アジアの放送局と国際共同製作の交渉中。
40 2016 中国の忘れられた娘たち ビンセント・ハイ・ドゥ（中国） Al	Jazeeraで放送。アムステルダムIDFAで正式上映。
41 2016 パンダ野生化プロジェクト 候新天（中国） 北京テレビ，NHKの国際共同製作で放送。
42 2016 12人の妻たち トニー・トリマルサント（インドネシア） NHK	Worldで放送。

表 2　Tokyo Docsで提案された企画のその後の展開　

※Tokyo	Docs	2017のガイドブックをもとに作成。


