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＜＜TOPIC＞＞ 

海外の生徒・学生が日本や日本語に興味をもつキッカケはどこにあるのか―その多くがアニメや

漫画であるのでは、と想像する方も多いのではないだろうか。カナダのインスティテュートによ

って発表された報告から、この質問の答えを確認してみましょう。 

 

日本のサブカルチャーと呼ばれたアニメや漫画は、最近の海外マーケットでは、どのような影響

をもたらしているのか、中国とラテンアメリカの記事を 2本紹介します。日本にいる我々が思う

日本文化のイメージや印象と、海外の人に写る日本文化は、似ているでしょうか。異なるでしょ

うか。 
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◆紹介記事◆ 

１）フランス語もしくは英語を母国語とするカナダ人が日本語を学ぶ理由とは？ 

カナダの外交政策において益々重要となっていくというカナダとアジア諸国との関係という視点

から、カナダ・アジア太平洋基金が 10月に興味深いレポートを報告をしています。この報告の中

では、英仏のバイリンガルも多いカナダ人がなぜ日本語や韓国語を学ぶのか、を現地の若者にイ

ンタビューし、その分析に基づき提言をしています。 

 

本文は外交政策の背景なども含まれるため、一部を抜粋して紹介させていただきます。全文は以

下ＵＲＬよりご確認ください。 

https://www.asiapacific.ca/publication/why-learn-japanese-or-korean-motivational-study-young-adults 

 

https://www.asiapacific.ca/publication/why-learn-japanese-or-korean-motivational-study-young-adults
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・記事１）deepL 日本語翻訳 

タイトル：なぜ日本語や韓国語を学ぶのか：モ

ントリオールの若者を対象としたモチベーシ

ョン研究 

カナダ・アジア太平洋基金 / 2022/10/13 

 

調査の理由と背景 

今後数ヶ月のうちに、カナダ政府はインド太平

洋戦略を発表する予定です。この戦略は、アジ

アに対するカナダの外交政策の焦点を強化し、

この地域との関与のあり方の輪郭を示すもの

です。戦略の詳細を待つ間、2 つの大きなポイ

ントに注目する必要があります。 

 

1.国際的な視野をアジアに向けるためには、連

邦政府の一握りの部局だけでなく、地方政府、

教育機関、市民団体も重要な役割を担う。そし

て、一般のカナダ人もまた同様である。 

 

2.インド太平洋戦略の長期的な成功は、貿易や

その他の商取引という狭いレンズ以上のもの

を通してインド太平洋の相手を見ることがで

きるかどうかにかかっている。間違いなく、経

済が戦略の中核をなすことになる。しかし、イ

ンド太平洋地域のパートナーとしてのカナダ

の価値は、より全体的なアプローチを取る必要

がある。そのため、この地域の歴史、文化、社

会に対する認識を高めるための取り組みに投

資する必要があります。これは、アジアを単に

研究の対象として扱うのではなく、太平洋のカ

ウンターパートとの間でより深いレベルの相

互理解を得ることにコミットすることを意味

する。 

 

… 中略 

 

ここで紹介する調査結果は、2022年春にモント

リオールで日本語か韓国語を学んでいる 25 人

の若者（18～38歳）に行ったインタビューに基

づくものである。彼らのうち 14 人はフランス

語圏、7 人は英語圏、残りの 4 人はフランス語

または英語以外の言語を第一言語としている

と認識している。参加者の大半は、大学やカレ

ッジの単位取得のためではなく、個人的な興味

から自発的にこれらの語学コースを受講して

いた。このように、今回のインタビューは、ケ

ベック州、そしてカナダの他の地域が、国際関

係においてよりインド太平洋的な段階へと進

むにつれて、より大きな意味を持つことになる

であろう問題に貴重な光を当てている。その質

問とは、以下のようなものである。 

 

 若年層がアジア言語を学ぶ動機は何か、ま

た、その動機は時間とともにどのように変

化するのか。 

 アジア言語の学習と、その言語が関連する

文化、歴史、社会に対する幅広い認識との

間には、どのような関係があるのか？ 

 フランス語と英語のバイリンガルであるカ

ナダにおいて、アジア言語の学習を促進す

るために考慮すべき点は何か？ 

 

まとめと提言 

日本や韓国のポップカルチャーは、世界中の若

者の日本語や韓国語学習への需要を高めてお

り、モントリオールも例外ではありません。日

韓のポップカルチャーの消費は参加者によっ

て異なるが、大半はアニメやマンガ、K-POP や

K-Drama が日本や韓国への好奇心をかき立てた

と答えています。 

 

これらの言語学習者は、個人的な興味と統合的

な動機、つまりネイティブスピーカーとコミュ

ニケーションをとりたい、目標言語の文化に溶

け込みたいという欲求に駆られていたのです。

一般的に、これらの日本語学習者や韓国語学習

者は、昇進や履修条件の充足などという仕事や

学業の目標に結びついた理由ではないものに

よって動機づけられていました。また、彼らは

日本や韓国の文化や人々に対してオープンマ

インドで敬意を払っており、それは対象国につ

いてより深く、よりニュアンスのある理解を得

ようとする努力によって証明されています。 
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大衆文化は日本や韓国に対する最初の「引き立

て役」となり、日本語や韓国語の勉強を始める

動機となりますが、学習者には言語教室の内外

で日本や韓国に対する文化的認識を深めるた

めのリソースや機会が提供されることが重要

なのです。 

 

提言 1：若者の言語学習の軌道を構築し維持す

る 

大衆文化は若者の日本や韓国への興味を最初

にかき立てるが、長期的な興味を持続させるに

は、政策立案者や教育者が若い言語学習者の文

化的、言語的、学問的背景や動機の多様性に気

を配ることが必要である。 

 

フランス語圏の言語学習者のためのアクセス

改善 

本研究でインタビューしたフランス語圏の言

語学習者の何人かは、第二言語である英語を通

して日本語や韓国語を学ぶことに困難を感じ

ており、ほとんどの参加者は、フランス語圏お

よび英語を母国語としない人々のための言語

学習教材がほとんどないことに同意していた。

しかし、これらは日本語や韓国語を学習する上

で大きな問題ではないとの意見が大半を占め

た。しかし、私たちの研究はモントリオールの

若者に焦点を当てたものであり、そのことがバ

イリンガルやマルチリンガルの参加者の数を

平均より多くしている可能性があることを認

識している。フランス語圏や英語を母国語とし

ない学習者のための翻訳や教材開発への投資

は、日本語や韓国語を学ぶ機会へのより良い、

より公平なアクセスを生み出すだろう。 

 

語学学習の継続性の確保 

モントリオールの日本語・韓国語コースは、高

等教育（主に大学、日本語の場合は一部の

CEGEP）、コミュニティセンターや語学学校での

ノンクレジットコース、個人指導でのみ提供さ

れている。日本語や韓国語に早くから興味を持

っていた若者たちは、通常 10 代後半になって

から、ノンクレジットコース（通常は年齢制限

あり）に入学したり、大学入学時に日本語と韓

国語のみを履修したりして、語学学習を始める。

語学学習を始めるのが遅いと、習熟するまでの

時間が短くなり、特に、将来、職業的な場面で

語学力を発揮したいと考える若者には影響が

大きい。さらに、コースがない、またはないこ

とは、言語学習者の意欲をそぎ、努力を放棄す

る可能性が高くなる。 

 

アジアの言語をできるだけ早く、特に正式な教

育の場で導入することは、若者が大学やその先

で言語学習を追求する道筋を築くのに役立つ。 

 

専門的かつ個人的な言語学習の旅を支援する 

私たちの調査が示すように、日本語や韓国語を

学ぶ若者のすべてが、目標国への移住や目標言

語が不可欠な職業につくことを望んでいるわ

けではない。ピアノやヨガを始めるように、趣

味として語学を学ぶ人もいる。しかし、言語学

習は、学習者の最終的な目標や言語の使用目的

が何であれ、豊かな経験であることを認識する

ことが重要である。語学コースやプログラムに

は、学習者の能力、ニーズ、モチベーションに

合わせたリソースやガイダンスが必要であり、

それらは語学学習の過程で変化する可能性も

あり、また変化することも多い。 

 

提言 2：既存の接点を通じて若年層とつながる

機会を作る 

この調査でインタビューした日本と韓国の若

い学習者の大半は、地元のお祭りに参加し、新

しい食べ物を試したり、目標国の伝統について

学んだり、ネイティブスピーカーやアジアに関

心のある他の若者と出会ったりすることを楽

しんでいた。しかし、何人かの参加者は、これ

らのイベントが小さすぎたり、人が多すぎたり、

日本や韓国の文化についてあまり深く掘り下

げず、垣間見ることしかできない傾向があると

述べた。 

 

フェスティバルやコミュニティのオーガナイ

ザーにもっと資金を提供すれば、キャパシティ

を拡大し、公共イベントのプログラムをさらに
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多様化させることができるだろう。日本や韓国、

アジアに関する知識を深めたいと考えている

若い学習者にとっては、小規模で親密な集まり

に予算を割くことで、ネイティブスピーカーと

交流し、直接学ぶ機会を増やすことができるだ

ろう。 

 

そのような集まりは、大きなお祭りやイベント

のついでに開催することができる。Sacha は、

モントリオールで韓国人とセミナーや非公式

の討論会を開き、参加者が韓国の現代的な問題

について学べるようにしたらどうかと提案し

た。このような機会は、大学でしか学べないア

ジア関連の授業を受ける機会が限られている

人たちにとって、特に重要だと考える。 

 

Mathildeは、言語交換グループはモントリオー

ルの韓国人コミュニティーのメンバーとつな

がる良い方法だが、参加者にはその後、言語と

は関係ない他の活動をして、より個人的にお互

いを知ることを勧めている、と述べた。 

 

Gabriel は、モントリオールの日系コミュニテ

ィセンター、キャンパス内のクラブ、スポーツ

協会、語学学校など、さまざまな日本関連組織

を一カ所に集めたハブを作ることを提案して

りる。このワンストップ・ショップがあれば、

日本に関するリソースや機会に一般の人が簡

単にアクセスできるようになり、異なるコミュ

ニティ間のつながりを構築するのに役立つだ

ろう。 

 

提言 3：若者を「アジア・コンピテンス」構築

のためのエコシステムにつなげる 

言語への熟達は、文化的認識を深めるための重

要なツールである。しかし、アジアに触れる機

会は、生徒の正式な教育経験の中ではしばしば

遅めに訪れる。私たちの調査では、ほぼすべて

の参加者が、初等・中等教育でアジアの歴史や

文化に触れる機会がほとんどなかったと答え

ている。その代わりに、日本や韓国の文化に興

味を持ち、教室の外でこれらの文化について学

ぶ機会を自ら求めるようになった。 

 

ケベック州を含む多くの国でインド太平洋地

域が外交政策の最重要事項となっている現在、

アジアの相手国と関係を築き、維持するために

は、この地域について関心を持ち、情報を得る

ことができる国民が必要である。さらに、カナ

ダでは反アジア的な暴力が憂慮され、人種差別

と戦うために北米におけるアジア人の歴史に

ついて公立学校で授業を行うよう、アジア人コ

ミュニティから要請があった。この調査のため

にインタビューした若い語学学習者や、APF カ

ナダが調査した全国のカナダ人は、アジアに関

する教育にもっと重点を置くべきだという意

見で一致している。 

 

若い世代がインド太平洋地域とより効果的に

関わるための準備として、私たちが直面する最

も重要な問題のひとつは、アジア関連の職業に

就くための学生パイプラインをどのように構

築するかということである。アジアの大衆文化

の人気の高まりは、若者のアジアに対する強い

関心を呼び起こし、多くの学生をアジア研究へ

と引き込んだ。しかし、東アジア研究を専攻し

ている学生の多くは、知識や語学力を活かした

キャリア形成を望んでいるものの、この分野で

どのような仕事ができるのか、明確なイメージ

を持っている人は少ないという。 

 

アジア関連の職業に就くためのパイプライン

を構築するためには、学習機会を結びつけ、学

生が大学に入学するずっと前から卒業後も継

続する教育モデルを構築する必要があるので

す。 

 

翻訳者になることは、多くの熱心な語学学習者

にとって当然の道かもしれません。しかし、ほ

とんどの人にとって、語学力は、ハードスキル

や業界特有の知識や経験など、他の何かと組み

合わされる必要があります。 

 

語学が堪能だからといって仕事ができるとは

限りませんが、語学力と国際経験があれば、応

募者は有利になります。学生、教育者、雇用主
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は、異なる言語を知ることの価値を理解し、明

確に示すと同時に、スキルギャップに対処する

ために協力する必要があります。 

 

以下省略 

 

www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳し

ました。 

 

 

・記事１）オリジナル本文（英語）

TITLE：Why Learn Japanese or Korean?: A 

Motivational Study of Young Adults in Montreal 

Asia Pacific Foundation of Canada / October 13, 2022 

 

Rationale & Context for the Study 

In the coming months, the Government of Canada is 

expected to release its Indo-Pacific strategy, which will 

signal the intensification of its foreign policy focus on 

Asia and outline the contours of what engagement with 

the region could look like. As we await the details of 

the strategy, two broad points are worth noting: 

 

1. Making Asia more prominent in our international 

orientation will require active involvement by 

more than a handful of federal government 

ministries. As has been the case in other countries 

that have carried out similar strategies, sub-

national governments, educational institutions, and 

civil society organizations also have an important 

role to play in this effort. So, too, do ordinary 

Canadians. 

 

2. The long-term success of the Indo-Pacific strategy 

will hinge on our ability to view our Indo-Pacific 

counterparts through more than the narrow lens of 

trade and other commercial transactions. 

Undoubtedly, economics will be a core component 

of the strategy. But, Canada’s value as an Indo-

Pacific partner requires that we take a more holistic 

approach. As such, we will need to invest in 

initiatives that raise our awareness of the region’s 

histories, cultures, and societies. This means not 

treating Asia merely as an object of study but 

committing to gaining a deeper level of mutual 

understanding between us and our counterparts 

across the Pacific. 

 

… 中略 

 

The findings presented here are based on interviews 

conducted in spring 2022 with 25 young adults (aged 

18-38) in Montréal who are learning either Japanese or 

Korean. Fourteen of them identify as Francophone, 

seven as Anglophone, and the remaining four as 

speaking a first language other than French or English. 

The majority of the participants were enrolled in these 

language courses not for university or college credit, 

but rather on their own initiative and based primarily 

on their personal interest. As such, these interviews 

shed valuable light on questions that will take on 

greater significance as Québec – and the rest of Canada 

– moves into a more intensely Indo-Pacific phase of its 

international relations. These questions include: 

 

 What motivates young adults to learn an Asian 

language, and how do these motives change, if at 

all, over time? 

 What is the connection between learning an Asian 

language and developing a broader awareness of 

the culture, history, and society with which the 

language is associated? 

 What factors should be considered in promoting 

the learning of Asian languages in the context of 

Canada’s commitment to French-English 

bilingualism? 

 

 

… 中略 

 

Summary Findings & Recommendations 
We know that pop culture from Japan and Korea is 

driving the increase in demand for learning Japanese 

and/or Korean among youth around the world, and 

Montréal is no exception. While consumption of 

Japanese and Korean pop culture varied among this 

study’s participants, the majority said that anime and 

manga, or K-pop and K-dramas, sparked their curiosity 

in Japan or Korea. 

 

These language learners were driven by personal 

interest and integrative motivation – the desire to 

communicate with native speakers and to integrate with 

the culture of their target language. Generally, these 

Japanese and Korean language-learners were motivated 

by things other than instrumental reasons, which are 

usually tied to professional or academic goals such as 

getting a promotion or fulfilling course requirements. 

They are also open-minded and respectful of Japanese 

and Korean culture and people, as evidenced by their 

efforts to gain a deeper and more nuanced 

understanding of their target country. 
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Popular culture can provide the initial ‘pull’ or 

introduction to Japan and Korea, motivating several 

young people to begin studying Japanese or Korean 

language, but it is important that learners are provided 

with resources and opportunities to deepen their 

cultural awareness of Japan and Korea both inside and 

outside of language classrooms. 

 

Recommendation 1: Build and sustain youth’s 

language-learning trajectory 

While popular culture can spark initial interest in Japan 

and Korea among youth, sustaining long-term interest 

requires policymakers and educators to be attentive to 

the diverse cultural, linguistic, and academic 

backgrounds and motivations of young language-

learners. 

 

Improve access for Francophone language-learners 

Several Francophone language-learners interviewed in 

this study experienced some difficulty learning 

Japanese and Korean through English, their second 

language, and most participants agreed that there were 

few language-learning materials for Francophone and 

non-native English speakers. The majority did not find 

these to be significant challenges to learning Japanese 

or Korean. However, we recognize that our study 

focused on youth in Montréal – which may have 

contributed to a greater-than-average number of 

bilingual or multilingual participants in our sample. 

Investing in translation and development of resources 

and materials for Francophone and non-native English-

speaking learners would create better, more equitable 

access to Japanese and Korean language-learning 

opportunities. 

 

Ensure continuity in language-learning 

Japanese- and Korean-language courses in Montréal 

are only offered in tertiary education (mainly in 

universities, and in some CEGEPs in the case of 

Japanese), non-credit courses in community centres 

and language schools, or in private tutoring. Youth who 

have an early interest in Japanese or Korean usually do 

not begin learning the language until they are in their 

late teens by enrolling in non-credit courses (usually 

age-restricted), or by taking Japanese and Korean 

language only when they attend university. A late start 

to language-learning gives youth less time to reach 

proficiency, which especially affects those who hope to 

use their language skills in the future in a professional 

setting. Furthermore, the lack or absence of courses 

could be discouraging for language learners, making 

them more likely to abandon their efforts. 

 

Introducing Asian languages as early as possible, 

especially in formal education, can help build a 

pathway for youth to pursue language-learning in 

university and beyond. 

 

Support professional and personal language-

learning journeys 

As our study shows, not every young Japanese- or 

Korean-language learner hopes to move to their target 

country or to pursue a career in which their target 

language is essential. Some study languages as a hobby, 

just like one would take up piano or yoga. However, it 

is important to recognize language-learning is an 

enriching experience no matter what a learner’s 

ultimate goal or use of the language may be. Language 

courses and programs should include resources and 

guidance adapted to different learners’ abilities, needs, 

and motivations – which can and often change over the 

course of their language-learning journeys. 

 

Recommendation 2: Create opportunities for young 

adult connections through existing points of contact 
The majority of young Japanese and Korean language 

learners interviewed in this study enjoyed attending 

local festivals where they could try new foods, learn 

about traditions in their target country, and meet native 

speakers and other youth interested in Asia. However, 

several participants mentioned that these events tend to 

be too small or too crowded, and they offered only a 

glimpse of Japanese or Korean culture without going 

into much depth. 

 

More funding for festival and community organizers 

could help increase capacity and further diversify 

programming at public events. For young language 

learners interested in deepening their knowledge of 

Japan, Korea, and Asia more broadly, a budget 

earmarked for smaller and more intimate gatherings 

would help create greater opportunities to interact with 

and learn directly from native speakers. 

 

Such gatherings could be organized on the side of major 

festivals and events. Sacha suggested holding seminars 

or informal discussion groups with Koreans in 

Montréal where attendees can learn about 

contemporary issues in Korea. Such opportunities 

would be especially relevant for those who have limited 

opportunities to take Asia-related coursework that 

tends to only be available at universities. 

 

Mathilde said language exchange groups are a good 

way to connect with members of the Korean 

community in Montréal but encouraged participants to 

do other non-language related activities afterward to 

socialize and get to know each other on a more personal 

basis. 

 

Gabriel suggested creating a centralized hub that brings 

together different Japan-related organizations in 

Montréal, such as the Japanese community centre, 

campus-based clubs, sports associations, and language 

schools. This one-stop-shop would make resources and 

opportunities related to Japan more easily accessible to 

the public and help build connections between different 

communities. 

 

Recommendation 3: Connect youth to an ecosystem 

for building ‘Asia competence’ 

Proficiency in a language is an important tool in 
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developing cultural awareness. However, exposure to 

Asia often comes late in students’ formal educational 

experiences. Nearly all participants in our study said 

they had little to no exposure to Asian history or culture 

in primary and secondary education. Instead, their 

interest in Japanese and Korean culture prompted them 

to independently seek opportunities to learn more about 

these cultures outside the classroom. 

 

With the Indo-Pacific now at the forefront of many 

nations’ foreign policies, including Québec's, building 

and sustaining relationships with counterparts in Asia 

requires a population that is engaged and informed 

about the region. Furthermore, the alarming rise of anti-

Asian violence in Canada has led to calls from Asian 

communities for the inclusion of lessons about the 

history of Asians in North America in public schools to 

combat racism. Young language-learners interviewed 

for this study and Canadians across the country polled 

by APF Canada agree that more emphasis should be 

placed on teaching about Asia. 

 

One of the most critical issues we face in preparing 

young generations to more effectively engage with the 

Indo-Pacific is how to build a student pipeline into 

Asia-related professions. The growing popularity of 

Asian popular culture sparked a strong interest in Asia 

among youth, which has drawn many students toward 

Asian studies. However, many East Asian Studies 

majors interviewed for this study said that while they 

hoped to leverage their knowledge and language 

proficiency for their careers, few had a clear idea of the 

kind of job opportunities that exist in this field. 

 

To build a pipeline for Asia-related careers, we need to 

connect learning opportunities and create educational 

models that start long before students enter university 

and continue beyond graduation. 

 

Becoming a translator may be an obvious path for many 

passionate language-learners, but for most people, 

language skills need to be combined with something 

else, such as hard skills or industry-specific knowledge 

and experience. 

 

Being fluent in a language does not guarantee a job, but 

language skills and international experience can give 

applicants an edge. Students, educators, and employers 

need to understand and articulate the value of knowing 

a different language, while working together to address 

the skills gap. 

 

…以下省略 
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２）高級ブランド戦略から見る経済と日本のサブカルチャーの関係 

日本の言語や文化へ興味を持つキッカケに、アニメなどのサブカルチャーがあることを示すように、

世界的ラグジュアリーブランドがアニメとコラボをしています。このトレンドを、中国のコンシュ

ーマートレンドに関するニュースを発信するサイトは、どのように分析しているのでしょうか。 

 

https://jingdaily.com/luxury-anime-collaborations-loewe-ghibli-gucci/ 

 

・記事２）deepL 日本語翻訳 

タイトル：サブカルチャーを文化にする。ラグ

ジュアリーはなぜアニメが好きなのか 

Jing Daily / 2022/4/18 

 

2022年 1月、ロエベは昨年の「となりのトトロ」

コレクションに続き、スタジオジブリと再びコ

ラボレーションし、今回は「千と千尋の神隠し」

からインスピレーションを得たアクセサリー

やアパレルを発表した。「トトロ」コレクション

の成功から予想されたように、「千と千尋の神

隠し」コレクションはすぐに完売し、転売サイ

トでは法外な値段で取引されるようになった。

eBayでは、千と千尋の神隠しのロエベのショッ

ピングバッグが数百ドルで売られていた。 

 

「千と千尋の神隠し」は、アニメというジャン

ルの中では珍しい存在かもしれない。この映画

は 2003 年にアカデミー賞の長編アニメ賞を受

賞し、他のアニメ作品には見られないメインス

トリームでグローバルな関連性を持つ作品と

なった。しかし、これは巨大なアニメファンの

氷山の一角に過ぎず、欧米ではアニメシリーズ

のストリーミング配信や、アニメやマンガの英

語版タイトルの普及により、ますます認知され

てきている。 

 

グッチ、モスキーノ、ルイ・ヴィトンなどのヨ

ーロッパの高級ブランドは、近年、アニメやマ

ンガとのコラボレーションがもたらす文化的

な魅力に目覚めてきている。ショッピングアプ

リ LYSTによると、ロエベ×ジブリの第 2弾コレ

クションの発表後、ロエベの検索数は 24 時間

で 23％急増し、「アニメ」「マンガ」といった言

葉の使用率は前年比で 60％増加した。 

 

アニメやマンガは、もはやカルトやニッチなフ

ァンダムではなく、従来の高級品に意外性を与

え、進化するポップカルチャーに関わるブラン

ドの関心の高さを示している。トトロのような

ジブリの人気キャラクターを取り入れること

で、シンプルなバッグを現代的なコレクターア

イテムに昇華させることができるのだ。 

 

アニメの輸出 

欧米では、Netflix のデスノートやカウボーイ

ビバップのような人気シリーズの実写化によ

って、アニメや漫画はサブカルチャーの域を脱

し始めたばかりである。しかし、Mytheresa 副

社長の Tiffany Hsuが指摘するように、日本や

アジアの他の地域では、このファンデーション

は何十年もメインストリームの文化として存

続してきたのである。 

 

「欧米ではニッチな存在として捉えられてい

ます。しかし、この 10年で多くの漫画やアニメ

が様々な言語に翻訳され、ニッチとは見なされ

なくなりました」と彼女は言います。また、2006

年にアメリカで設立されたアニメ配信サイト

「Crunchyroll」や、アニメとゲーム業界のつな

がりが、英語圏でのアニメ・マンガ文化の浸透

https://jingdaily.com/luxury-anime-collaborations-loewe-ghibli-gucci/
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を後押ししていると、Hsuは指摘します。 

 

しかし、欧米では、アニメの普及が単に大きく

なっているだけでなく、アニメの描かれ方が変

化している。「A Brief History Of Manga」や

「500 Essential Anime Movies」などアニメや

マンガに関する多くの本の著者 Helen 

McCarthyは、「1960年代以降、特にアメリカで

は鉄腕アトムやスターブレイザーズなど、日本

のヒット作の英語吹き替え版や、トランスフォ

ーマーやショーグンウォリアーズに代表され

る玩具とのタイアップやライセンス供与など、

多かれ少なかれ若者向けマーケティングの成

功の波がありました」と語る。「しかし、これら

は純粋に若者向けであり、当時の西洋文化の認

識に合わせて、日本の起源やインスピレーショ

ンのほとんどが偽装されたり、取り除かれたり

していたのです。」 

 

アニメを単に子供向けのメディアと同一視す

るのではなく、現在欧米の観客に提供されてい

るマンガやアニメのタイトルは、このジャンル

がいかに大人の観客に語りかけるかを紹介し

ている。「多くの大人は、（スタジオジブリの）

アニメがヨーロッパやアメリカの Netflixで最

近配信されたばかりで、ストーリーラインは通

常の子供向けテレビ番組よりも深く、意味があ

ります」と、Hsu は言います。また、人間の強

欲さを鋭く批判した「もののけ姫」のようなジ

ブリ作品だけでなく、「鋼の錬金術師」のような

アニメシリーズもあります。2010年に米国で公

開された「Brotherhood」のようなアニメシリー

ズも、喪失や悲しみをテーマにしています。ア

ニメやマンガが身近になり、欧米の文脈で洗練

されたメディアとして理解されるようになっ

たことで、文化に精通した視聴者にアピールし

たい高級ブランドにとって、アニメやマンガは

適切な（そして潜在的に有利な）パートナーに

なりつつあるのです。 

 

多様な観客にアピールする 

グッチやロエベのようなラグジュアリーブラ

ンドは、ファッションのコラボレーターとして

アニメの可能性を見出した最初のブランドに

はほど遠い。2017 年、BAPE はワンピースと組

み、Supreme は数ヶ月の憶測を経てアキラのコ

ラボレーションを発表し、2018 年には adidas

がドラゴンボール Zのスニーカーを発売しまし

た。ラグジュアリーは今、それらのブランドが

そうしたパートナーシップを通じて、忠実で熱

心なファンベースを作り上げたことに追いつ

いてきています。LYSTのコンテンツディレクタ

ーである Bridget Mills-Powellは、「そうした

文化的なシフトを念頭に置いてすでにコレク

ションを作っているブランドは、ファッション

の未来がエンターテインメント、コラボレーシ

ョン、コミュニティ、感情に深く根ざしている

ことを理解しています」と語っています。 

 

ラグジュアリーブランドとは異なり、Supreme

や adidas などは、以前から多様なオーディエ

ンスにアピールし、ポップカルチャーの存在と

関わることで価値を創造してきました。アニメ

への関心は、排他的で白人中心のモデルで多く

のキャッシュを築いてきたラグジュアリーブ

ランドが、現代の消費者はより多様な文化の源

に関心を持っているということを理解してい

ることを物語っているのです。「英語圏の大衆

は、過去 10年間で、非白人の視覚的影響に対し

てよりオープンになっていると思います」と

McCarthy氏は言います。K-Popの世界的人気の

高まりや、スーパーヒーロー映画などの主流映

画で黒人やアジア人の俳優や監督が求められ

ていることを挙げています。「マンガやアニメ

は、そのような時代背景と結びついているので

す。」 

 

本物志向 

ラグジュアリーブランドは、アニメやマンガの

スタイルの魅力を取り込むために、常に既存の

フランチャイズとコラボレーションする必要

はありません。ヴァージル・アブローの指揮の

下、ルイ・ヴィトンは 2021 年春夏メンズウェ

ア・コレクションのプロモーションのために、

アーティストの ReggieKnow と短編アニメーシ

ョン・フィルムを制作しています。彼の作品は、

アニメの影響とヒップホップのスタイルが組

み合わされ、Ablohや Kanye Westのような人た
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ちから賞賛を集めつづけています。 

 

しかし、インスピレーションがあれば、コピー

もあります。モスキーノのクリエイティブディ

レクター、Jeremy Scottが 2020年秋冬のラン

ウェイショーで「アニメ・アントワネット」コ

レクションを演出し、漫画「ベルサイユのばら」

のキャラクターやスタイルに極めて似ている

と思われるものを、公式な認知やコラボレーシ

ョンなしに発表したことに漫画ファンは特に

憤慨しました。 

 

「欧米のブランドが日本のクリエイターの想

像力を違法に利用するという考えは、多くの問

題と交差するため、ファンにとって非常に不快

なものです」と McCarthy氏は言います。「ファ

ンの中には、マイノリティーのコミュニティー

出身者や、虐げられてきた先祖を持つ者、そう

いったコミュニティーに友人を持つ者がいる

ため、非常にデリケートな領域です。」ベルサイ

ユのばら」を制作した池田理代子さんの作品が

あからさまにコピーされていることに、ファン

からは落胆の声が上がりました。 

 

「ベルサイユのばら」は 1972 年に出版された

ものの、英語で出版されたのは 2019年で、他の

アニメやマンガのシリーズと比べると、欧米の

視聴者には認知度が低いかもしれません。しか

し、西洋の主流文化におけるアニメや漫画の成

長と、ラグジュアリー分野での認知度の向上は、

ブランドが愛されるキャラクターやシリーズ

を扱う際に、特別な注意を払う必要があること

を意味します。そのようなブランドは、人気ア

ニメシリーズを取り巻くノスタルジアとファ

ンダムを取り込むことができますが、そうでな

いブランドは、潜在的な視聴者を遠ざけるだけ

かもしれません。「ファンは、自分の好きなクリ

エイターに対して非常に忠実である傾向があ

り、大手ブランドが彼らに対して十分な敬意を

示していない、あるいは公平に扱っていないと

いう考えは、強いマイナス要因になり得ます」

と、McCarthy氏は述べています。 

 

 

・記事２）オリジナル本文（英語）

TITLE: Making Subculture Into Culture: Why 

Luxury Loves Anime 

Jing Daily / April 18, 2022 

 

In January 2022, Loewe launched a follow up to last 

year’s My Neighbor Totoro collection with another 

collaboration with Studio Ghibli, this time with 

accessories and apparel inspired by Spirited Away. As 

expected given the Totoro collection’s success, the 

Spirited Away line quickly sold out and appeared on 

resale websites for exorbitant prices. Only it wasn’t 

just the clothes and bags selling on the likes of 

Grailed; even special Spirited Away Loewe shopping 

bags appeared on eBay for hundreds of dollars. 

 

Spirited Away is perhaps an unusual entity in the 

anime genre – the film won the Academy Award for 

Best Animated Feature in 2003, giving it a 

mainstream, global relevance rarely seen in other 

anime works. But it is just the tip of the iceberg of the 
immense anime fandom, which has gained more and 

more recognition in the West thanks in no small part 

to the introduction of anime series on streaming 

platforms and overall greater availability of anime and 

manga titles in English. 

 

And Loewe’s Studio Ghibli partnership is far from 

unique in the luxury fashion sphere: fellow European 

luxury labels like Gucci, Moschino and Louis Vuitton 

have in recent years woken up to the strong cultural 

appeal of anime and manga collaborations. According 

to shopping app LYST, following the announcement 

of the second Loewe x Ghibli collection, searches for 

Loewe jumped 23 percent in 24 hours, while year-on-

year usage of terms such as “anime” and “manga” 

have increased 60 percent. 

 

Though no longer a cult or “niche” fandom, anime and 

manga properties still add an unexpected twist to 

traditional luxury products, showing those brands’ 

interest in engaging with an evolving pop culture 

landscape. The inclusion of a beloved Ghibli character 

like Totoro can help those brands elevate a simple bag 

into a modern collectible. There’s an only growing 
fanbase ready to snap up not just a co-branded 

sweatshirt but even a paper shopping bag emblazoned 

with their favorite character. 
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Anime Exports 
In the Western context, anime and manga have only 

just begun to break out of their subculture status, 

driven by the arrival of shows like Death Note on 

Netflix or live-action adaptations of beloved series 

like Cowboy Bebop. But as Tiffany Hsu, Mytheresa 

Vice President Womenswear & Kidswear Fashion 

Buying, notes, the fandom has persisted for decades as 

a mainstream part of culture in Japan and other parts 

of Asia. 

 

“It has only been seen as niche in European and U.S. 

countries. However over the past 10 years many 

mangas and animes have been translated into different 

languages so they are not really considered niche 

anymore,” she says. Hsu adds that sites like 

Crunchyroll, an American distributor for anime 

founded in 2006, and anime’s connection to the 

gaming industry have helped anime and manga culture 

gain traction in the English-speaking world. 

 

But the availability of anime is not simply growing 

larger in the West, the way it is depicted in Western 

media is changing. “There have been several waves of 

more or less limited youth marketing success since the 

1960s, particularly in America with Astro Boy and 

Star Blazers, and English-dubbed versions of Japanese 

hits, and toy tie-ins and licensing, most notably 

Transformers and Shogun Warriors,” says Helen 

McCarthy, author of numerous books on anime and 

manga such as A Brief History Of Manga and 500 

Essential Anime Movies. “But these were purely 

youth oriented and had most of their Japanese origins 

and inspirations disguised or removed to fit Western 

cultural perceptions of the day.” 

 

Rather than simply equating cartoons with children’s 

media, the manga and anime titles now available to a 

Western audience showcase how the genre speaks to 

adult audiences. “Many adults have only seen [Studio 

Ghibli’s] animes as adults as they have only recently 

been put on Netflix in Europe and U.S. and the story 

lines are deeper and more meaningful than on regular 

children‘s television shows,” Hsu says. And it’s not 

just Ghibli films like Princess Mononoke, which 

offers a sharp critique of human greed, but also anime 

series like Fullmetal Alchemist: Brotherhood, 

available to the U.S. in 2010, which tackles themes of 

loss and grief. The accessibility of anime and manga 

and increased understanding of them as sophisticated 

mediums in a Western context makes them a suitable – 

and potentially lucrative – partner for luxury brands 

looking to appeal to a culturally savvy audience. 

 

An Appeal to Diverse Audiences 

Luxury labels like Gucci and Loewe are far from the 

first to see anime’s potential as a fashion collaborator. 

In 2017, BAPE teamed up with One Piece and 

Supreme launched an Akira collaboration following 

months of speculation, while adidas launched a 

Dragon Ball Z line of sneakers in 2018. Luxury is now 

catching up to how those brands have created a loyal 

and engaged fanbase through such partnerships. 

“Those brands that are already creating collections 

with those cultural shifts in mind, have understood 

that the future of fashion is deeply rooted in 

entertainment, collaboration, community and 

emotion,” says Bridget Mills-Powell, content director 

for LYST. 

 

“Those brands that are already creating collections 

with those cultural shifts in mind, have understood 

that the future of fashion is deeply rooted in 

entertainment, collaboration, community and 

emotion.” 

 

Unlike luxury brands, the likes of Supreme and adidas 

have long since made an appeal to diverse audiences 

and created value by engaging with pop culture 

entities. The interest in anime speaks to an 

understanding from luxury brands, which have 

developed much of their cache with an exclusionary, 

white-centric model, that the modern consumer is 

interested in more diverse sources of culture. “I think 

English-speaking mass audiences have become more 

open to non-Caucasian visual influences in the past 

decade,” says McCarthy, citing the growing global 

popularity of K-pop and a mandate for Black and 

Asian actors and directors in mainstream cinema, such 

as superhero films. “Manga and anime tie in to that 

zeitgeist.” 

 

The Real Thing 
Luxury doesn’t need to always collaborate with an 

established franchise to capture the appeal of anime 

and manga styles. Under Virgil Abloh’s direction, 

Louis Vuitton collaborated with artist ReggieKnow on 

a short animated film to promote the brand’s 

Spring/Summer 2021 menswear collection. His work 

has long since combined anime influences with hip-

hop styles, and drawn admiration from the likes of 

Abloh and Kanye West. 

 

But there is inspiration and there is copying. Manga 

fans were particularly incensed to see Moschino 

creative director Jeremy Scott stage a “Anime 

Antoinette” collection for the Fall/Winter 2020 

runway show, with what appeared to be extremely 

similar characters and styles to those from the manga 

series The Rose of Versailles without any official 

acknowledgment or collaboration. 

 

“The idea that a Western brand would illegally 

appropriate a Japanese creator’s imagination is very 

offensive to fans because it intersects with so many 

issues,” says McCarthy. “There’s white imperialism 

and colonialism, a very sensitive area as some fans 
come from minority communities, have ancestors 

who’ve been oppressed, or have friends in those 

communities.” Fans expressed dismay at seeing the 

work of Ikeda Riyoko, who created The Rose of 

Versailles, so blatantly copied. “[She] is one of the 
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most beloved senior female manga creators – so 

there’s an element of sexism and ageism there too,” 

McCarthy adds. 

 

Though originally published in 1972, Rose of 

Versailles was not published in English until 2019, 

making it perhaps less recognizable to Western 

audiences than other anime and manga series. But the 

growth of anime and manga in mainstream Western 

culture, and its growing recognizability in luxury 

spheres, means brands will need to display particular 

care when working with beloved characters and series. 

The brands that do so correctly can capture the 

nostalgia and fandom surrounding popular anime 

series, those that don’t may only alienate potential 

audiences. “Fans tend to be very loyal to their 

preferred creators, and the idea that a major brand is 

not showing sufficient respect or treating them fairly 

can be a strong negative factor,” McCarthy says. 
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３）中南米のラテン・ミュージシャンの作品にも日本ポップカルチャーの影響 

日本のほぼ真裏に位置する中南米ですが、この記事によると最近流行しているラテン系音楽にも日

本アニメの人気が影響しているとのこと。日本人が思い描く日本カルチャーの描写やアプローチと

は異なる部分もあるかもしれませんが、日本文化が海外では（海外の方には）どのように捉えられ

ているのか、ひとつの例として読んでいただければと思います。 

 

https://www.hypebot.com/hypebot/2022/11/how-east-asian-cultures-are-influencing-latin-music.html 

 

・記事３）deepL 日本語翻訳 

タイトル：音楽ビジネス。東アジアの文化がラ

テン音楽に与える影響 

Hypebot / 2022/11/3 

 

Polimá Westcoastから Rosalíaまで、ラテンア

ーティストたちは東アジアの文化を音楽に取

り入れることが多くなり、ラテンオタクや K-

POP ファンの増加するオーディエンスに対応し、

創造しています。 

 

ラテン系の大物アーティストが自分の曲で踊

れば、それが流行り、チャートの上位に食い込

むことは目に見えています。そんなチリ出身の

ラテントラップ・シンガー、Polimá Westcoast

の「Baby Otaku」は、2022年 8月に曲が注目さ

れて以来、人気が爆発的に上昇しました。これ

までに 220 万の TikTok 動画で使用されたこの

曲は、刺激的な歌詞で、日本のビデオゲーム「ス

トリートファイター」や韓国のアニメ「プッカ」

など、アジアのヒット作への言及が含まれてい

ます。 

 

Westcoast にとって日本のポップカルチャーは

強いインスピレーションの源のようで、「Baby 

Otaku」のわずか 1カ月後に J Balvinとのコラ

ボレーション曲「Kawaii」をリリースしてチャ

ート上位にランクインしています。Westcoast

の最近の成功を繋いでいるのは、アップビート

なメロディーと挑発的な歌詞、そして東アジア

を参照することです。例えば、「カワイイ」は日

本語で「かわいい」「きれい」という意味です。

おたくは、アニメや漫画、日本文化のファンを

指す言葉として、日本と欧米で異なる意味合い

を持つ蔑称として使われるようになりました。 

 

アジアのポップカルチャーとラテン音楽は意

外な組み合わせに思えますが、この文化のハイ

ブリッドがラテン系アーティストの間で非常

に人気を博しているのです。実際、Chartmetric 

Artist Score に基づくラテンジャンルの現在

のトップ 10 アーティスト全員が、東アジアを

参照した音楽プロジェクトに少なくとも 1つは

参加しています。 

 

文化と対照的なラテンのスーパースターたち 

J Balvin はラテン音楽界で確固たる地位を築

いており、世界的なヒット曲も複数持っていま

すが、「Kawaii」は彼にとってこれまでで最も強

力なコラボレーションの 1つであることが証明

されています。アニメにインスパイアされたこ

の曲は、リリースからわずか 1ヶ月で J Balvin

の人気曲トップ20に入り、Daddy YankeeとSech

との「Sal y Perrea」、Daddy Yankee, Anuel AA, 

Ozunaとの「Baila, Baila, Baila」、Anittaと

の「Downtown」などの有名コラボを抜いて、ト

ップ 20入りしています。 

 

Bad Bunnyもまた、アジアとラテンの文化的融

合の最前線に立つラテン系スーパースターで

す。プエルトリコ出身のこのアーティストは、

今年のラテン・グラミーに 10 回ノミネートさ

れており、そのうちの 1回が、ベスト・レゲエ・

https://www.hypebot.com/hypebot/2022/11/how-east-asian-cultures-are-influencing-latin-music.html
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パフォーマンス部門の楽曲「Yonaguni」である。

この曲は 2021 年 6 月に発売されると、発売後

わずか数日で Spotify で 17M ストリーミング、

YouTube で 14M ビューを獲得し、すぐにヒット

となりました。現在、Spotify のストリーム数

は 1ビリオンで、「Yonaguni」は Bad Bunnyに

とって Spotifyで最もストリーミングされた曲

となったのです。 

 

日本の島にちなんで名付けられたこの曲は、

Bad Bunnyが桜並木を歩くメランコリックなア

ニメキャラクターに扮したミュージック・ビデ

オになっています。しかし、最後の歌詞で Bad 

Bunny が日本語で「今日はセックスがしたい、

でもきみとだけ。どこにいますか、どこにいま

すか。」と歌っているのを聞いて、ファンは本当

に驚きました。アニメのレゲトネロのかわいら

しさと、性的な歌詞が対照的で、このミュージ

ックビデオの最も印象的な瞬間のひとつとな

り、現在までに 730M 以上の YouTube 再生回数

を記録しています。 

 

Rosalíaは、「Motomami」に代表されるようにエ

ロとキュート、そして日本的なものを織り交ぜ

た音楽で知られています。「私にとっては、露骨

なものよりも暗示的なものの方がエロいんで

すよ。例えば、HENTAIでは、絵という媒体を通

して、従来のポルノよりも示唆に富んでいる」

と、ロザリアは Geniusとのインタビューで、彼

女の曲「Hentai」について語っている。彼女は、

ディズニーのバラードを思わせるようなメロ

ディでありながら、同時に性的な内容が超露骨

な歌詞を作りたかったと明かしています。 

 

このコントラストは、ロザリアの楽曲 

「Chicken Teriyaki」のミュージックビデオに

も表れています。El País紙のインタビューで、

このスペイン人歌手は、「Chicken Teriyaki」の

振り付けは、日本のかわいらしい文化である

「Kawaii」の動きと、それが彼女の歌詞のハー

ドエッジと生み出すコントラストからインス

ピレーションを得たと説明しています。この方

式は、ロザリアの曲「Hentai」がラテン・グラ

ミー賞の「ソング・オブ・ザ・イヤー」にノミ

ネートされ、アルバム「Motomami」がベスト・

オルタナティブ・ミュージック・アルバムの候

補に挙がっていることからも、うまくいってい

るといえるでしょう。 

 

大胆で鮮やかな美学 

ラテンのミュージックビデオでは、歌詞だけで

なく、東アジアの文化がしばしばビジュアルの

インスピレーションとして使われています。特

にアニメは、その鮮やかな色彩とシュールな設

定、キャラクターの表情やルックスで知られて

います。「アニメは、パラレルワールドのような

ものを提案している。ファンタジーのようなも

のです。それは美的なコード、フォーマットそ

のものがそうさせるんだ」と Rosalía はジーニ

アスのインタビューで説明している。同じよう

に、レゲトンのビデオは、明るい服装、大胆な

化粧、贅沢な設定など、大げさなものになる傾

向があります。 

 

したがって、東アジアの美的要素を借りること

は、ラテン音楽のビデオの視覚的コードの中に

収まるのです。Shakiraと Anuel AAの「Me Gusta」

のミュージックビデオは、2020年 1月の公開以

来、29万回以上の YouTube再生回数を記録して

います。3 分間の映像では、アニュエルが寿司

を握り、Shakira が芸者のようなウィッグとメ

イクを施し、桜や日本の雑誌が登場します。 

 

複数のラテン系アーティストが、アジアのブラ

ンドやアーティストとコラボレーションし、東

アジアにインスパイアされた楽曲や夢のよう

な映像を制作しています。昨年、J Balvinはポ

ケモンの 25 周年記念音楽アルバムのために

「Ten Cuidado」という曲を作り、そのプロジェ

クトの一環として自分のトレーディングカー

ドをデザインしてもらいました。"ビデオのコ

ンセプトは夢です。J Balvinは「Ten Cuidado」

ビデオについて、BTS のインタビューに答え、

「僕はずっとアッシュになりたかったんだけ

ど、今それが現実になった。好きなポケモンは

ずっとピカチュウで、ビデオにも出てきますが、

彼は私の相棒です。」 
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この東アジアのイメージの使用のされ方は、ラ

テンのアーティストがアニメのファンである

ことを超えて、彼らのファン層が興味を持つよ

うな作品を生みだしているのです。世界最大の

アニメストリーミングサービスである

Crunchyroll によると、ペルー、コロンビア、

エクアドルなど、ラテンアメリカの複数の国が

世界のアニメ消費量の上位にランクインして

います。また、これらの国は、メキシコ、ブラ

ジル、アルゼンチン、チリと並んで、K-POP に

ついてツイートする世界の上位国のひとつで

もあります。実際、東アジアの輸出品にとって

ラテン市場がいかに重要であるかは、BTS の

Instagram での視聴者数を見るまでもないだろ

う。 

 

ラテン系の人々が東アジアのメディアを消費

する割合が高いことを考えると、その魅力を自

分の作品に取り入れることは、ラテン系のアー

ティストにとって最善の利益であり、このトレ

ンドに乗るラテン系アーティストも増えてき

ているのです。 

 

アジアにインスパイアされたラテン音楽の未

来 

29 歳のペルーのシンガーソングライター、

Sebastián Llosaは、メランコリックなポップ

バラード 「Alguien Más」の人気によって、こ

の 6 ヶ月で Undiscovered アーティストから、

Chartmetric Artist Rankでペルーのアーティ

スト全体の上位 1パーセントに入る急成長して

いるアーティストにのし上がったのです。2022

年 5 月にリリースされたこの曲は、K-POP ファ

ンが TikTok で K-POP ファン編集動画のサウン

ドトラックとして使用し始めたことで流行し

ました。 

 

この曲は、好きな人に似た人を見つけようとす

る恋人の背中を押す、一方的な恋愛を描いてい

ます。歌詞はアジアとは関係なく、メロディー

も K-POPとは似ていないものの、その心情は K-

POP 好きには響くものがあるのです。「Alguien 

Más」は現在、Spotify で 8M ストリーミング、

YouTubeで 640Mビューを越えています。 

 

10月上旬、Llosaは「Alguien Más」を流行らせ

たすべての K-POPファンに捧げるニューシング

ル「Corea」を発表しました。「THE FIRST LATIN 

AMERICAN ARTIST THINKS ABOUT US」という K-

POP ファンのコメントには、17K 以上の「いい

ね」がついています。 

 

韓国風の曲のティーザーには、スペイン語で

「韓国は今何時ですか？向こうは本当に遅い

から私のメッセージは見えないかもしれない

けど、私はもう荷物をまとめているんだ。韓国

で待っていてね」と始まります。この曲は 1日

で 22万件以上の「いいね」を獲得し、K-POPフ

ァンからは歌詞を賞賛するコメントやフルバ

ージョンへの期待感が寄せられました。Llosa

は「Corea」を通じて、スペイン語圏の強力な K-

POP ファンを取り込み、ペルーのアーティスト

がアジアとラテンのヒット曲を生み出そうと

するムーブメントに参加しているのです。 

 

「Baby Otaku」のようなアニメ調の曲から

「Corea」のような K-POP調のバラードまで、大

小のラテン系アーティストが東洋からインス

ピレーションを得ていることは明らかであり、

東アジア市場のアーティストがラテンアメリ

カに目を向けるのは時間の問題であろう。 

 

・記事３）オリジナル本文（英語）

TITLE: Music Business: How East Asian cultures 

are influencing Latin Music 
Hypebot / November 3, 2022 

 

From Polimá Westcoast to Rosalía, Latin artists are 

increasingly incorporating East Asian cultural 

references into their music, creating and responding 

to a growing audience of Latin otakus and K-Pop 

fans. 
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When the biggest names in #latintok dance to your 

song, you know it will go viral and top the charts. 

Such was the case of “Baby Otaku” by Chilean Latin 

Trap singer Polimá Westcoast, who has seen an 

exponential rise in popularity since the track went 

viral in August 2022. The song, which has been used 

in 2.2M TikTok videos to date, has titillating lyrics 

and includes references to the Japanese video game 

Street Fighter and the South Korean cartoon Pucca, 

among other Asian hits. 

 

Japanese pop culture seems to be a strong source of 

inspiration for Westcoast, who released a chart-

topping collaboration with J Balvin titled “Kawaii” 

just a month after “Baby Otaku.” The connecting 

thread between Westcoast’s latest successes is an 

upbeat melody paired with provocative lyrics and 

East Asian references. Kawaii, for instance, is a 

Japanese term for something cute or pretty. The 

definition of otaku isn’t as straightforward, as it 

started as a pejorative term and has gone on to 

acquire different connotations in Japan and the West, 

where it’s used to refer to fans of anime, manga, and 

Japanese culture. 

 

While Asian pop culture and Latin music seem like 

an unexpected pairing, this cultural hybridization has 

become extremely popular among Latin artists. In 

fact, all the current Top 10 artists in the Latin genre—

based on Chartmetric Artist Score—have been part 

of at least one music project that has East Asian 

references. 

 

The Latin Superstars Blending Cultures and 

Contrasts 

J Balvin is well-established in the Latin music sphere 

and has multiple global hits; nonetheless, “Kawaii” 

is proving to be one of his strongest collaborations to 

date. With only one month since its release, the 

anime-inspired tune is in J Balvin’s Top 20 most 

popular songs, surpassing some notorious 

collaborations including “Sal y Perrea” with Daddy 

Yankee and Sech; “Baila, Baila, Baila” with Daddy 

Yankee, Anuel AA, and Ozuna; and “Downtown” 

with Anitta. 

 

Bad Bunny is another Latin Superstar at the forefront 

of Asian-Latin cultural fusion. The Puerto Rican 

artist has 10 Latin Grammys nominations this year, 

and one of them is for his song “Yonaguni” in the 

category of Best Reggeaton Performance. When the 

song came out in June 2021, it became an immediate 

hit, obtaining 17M streams on Spotify and 14M 

views on YouTube just a couple of days after its 

release. Now, at 1B Spotify streams, “Yonaguni” has 

become Bad Bunny’s most streamed song on Spotify. 

 

The track, named after a Japanese island, features a 

music video starring Bad Bunny as a melancholic 

anime character walking by cherry blossom trees. 

While all that was surprising in itself, fans were 

really taken off guard when they heard the last verse 

where Bad Bunny sings in Japanese: “I want to have 

sex today, but only with you. Where are you? Where 

are you?” The cuteness of the anime reggaetonero 

stands in contrast to the sexual lyrics, creating one of 

the most memorable moments of the music video, 

which has more than 730M YouTube views to date. 

 

Rosalía is also known for using a mix of eroticism 

and cuteness along with Japanese references in her 

music, especially on her album “Motomami.” “For 

me, it’s more erotic what’s suggestive rather than 

explicit. For example, in hentai, simply through the 

medium, which is a drawing, it’s more suggestive 

than conventional porn,” Rosalía said in an interview 

with Genius about her song “Hentai.” She revealed 

that she wanted to create a melody that is 

“reminiscent of a Disney ballad but at the same time, 

with lyrics that are super explicit with sexual content.”  

 

This contrast is also evident in the music video for 

Rosalía’s track “Chicken Teriyaki.” In an interview 

with El País, the Spanish singer explained that the 

choreography of “Chicken Teriyaki” was inspired by 

“the movements of Kawaii,” which is the culture of 

cuteness in Japan, and the contrast that creates with 

the hard edge of her lyrics. This formula is working 

for Rosalía, whose song “Hentai” was nominated for 

a Latin Grammy as “Song of the Year” and whose 

album “Motomami” is in the running for Best 

Alternative Music Album. 

 

Bold and Vibrant Aesthetics 

Beyond the lyrics, East Asian cultures are often used 

as inspiration for the visuals of Latin music videos. 

Anime, in particular, is known for its vibrant colors 

and surreal settings, character expressions, and looks. 

“[Anime] proposes something that is like a parallel 

universe. It’s almost like a fantasy, you know? It’s 

because of the aesthetic codes, because of the format 

itself,” Rosalía explained in an interview with 

Genius. In a similar way, Reggaeton videos tend to 

be over the top, with bright clothing, bold makeup, 

and extravagant settings.  

 

Therefore, borrowing East Asian aesthetic elements 

fits within the visual code of Latin music videos. 

Such is the case of Shakira and Anuel AA’s music 

video for “Me Gusta,” which has garnered more than 

290K YouTube views since its release in January 

2020. The three-minute clip features Anuel making 

sushi and Shakira wearing wigs and makeup that 

resemble those of a Geisha, along with cherry 

blossoms and Japanese magazines. 

 

Multiple Latin artists are collaborating with Asian 

brands and artists to create East-Asian-inspired 
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songs and dreamlike videos. Last year, J Balvin 

made a song called “Ten Cuidado” for Pokémon’s 

25th-anniversary music album and got his own 

trading card designed as part of the project. “The 

concept of the video is a dream. I always wanted to 

be Ash and now it’s a reality,” J Balvin said in a BTS 

interviewabout the “Ten Cuidado” video. “My 

favorite Pokemon has always been Pikachu, you can 

see it in the video, he’s my boy.” 

 

The use of East Asian references goes beyond Latin 

artists being fans of anime; they are making a 

product that will most likely be of interest to their 

fanbase. According to Crunchyroll, the world’s 

largest anime streaming service, multiple Latin 

American countries are among the top consumers of 

anime worldwide, including Peru, Colombia, and 

Ecuador. These countries are also among the top 

countries worldwide tweeting about K-Pop, along 

with Mexico, Brazil, Argentina, and Chile. In fact, 

we don’t have to look much further than BTS’ 

audience on Instagram to see how important Latin 

markets are for East Asian exports. 

 

Considering that Latinos consume East Asian media 

at such a high rate, it’s in Latin artists’ best interest 

to incorporate that appeal into their own work, and 

more and more Latin artists are catching on to this 

trend. 

 

The Future of Asian-Inspired Latin Music 

In the last six months, 29-year-old Peruvian singer-

songwriter Sebastián Llosa has gone from an 

Undiscovered artist to a Developing artist exhibiting 

healthy Career Growth, putting him in the top 1 

percent of all Peruvian artists—based on Chartmetric 

Artist Rank—following his melancholic Pop ballad 

“Alguien Más.” Released in May 2022, the song 

went viral on TikTok thanks to K-Pop fans who 

started using it as the soundtrack of their K-Pop fan 

edit videos. 

 

The tune describes a one-sided love story that is 

pushing the lover to find someone else who looks 

like the person they like. While the lyrics have 

nothing to do with Asia, nor is the melody similar to 

that of K-pop, its sentiment resonated with K-Pop 

lovers. “Alguien Más” now has more than 8M 

streams on Spotify and 6.4M views on YouTube. 

 

In early October, Llosa announced his new single 

“Corea” dedicated to all K-Pop fans who made 

“Alguien Más” go viral. “THE FIRST LATIN 

AMERICAN ARTIST THAT THINKS ABOUT US,” 

a K-Pop fan comment with 17K+ likes reads. 

 

A teaser of the Korea-inspired tune says in Spanish, 

“What time is it in Korea? You might not see my 

message because over there it’s really late, but I’m 

already making my bags, I don’t even know how 

long the trip will take. Wait for me in Korea.” In one 

day, the snippet garnered more than 220K likes with 

thousands of comments by K-Pop fans praising the 

lyrics and sharing their excitement for the full 

version. Through “Corea,” Llosa is tapping into the 

strong K-Pop fandom in Spanish-speaking countries, 

and the Peruvian artist is joining a growing 

movement to create more Asian-Latin hits. 

 

Whether it’s anime-infused songs like “Baby Otaku” 

or K-Pop-inspired ballads like “Corea,” it’s clear that 

both big and small Latin artists are continuing to 

draw inspiration from the East, and it’s only a matter 

of time before artists from East Asian markets start 

to look toward Latin America. 

 

 

◆もっと知りたい場合◆ 

おススメ検索キーワード： 

“Anime EXPO” 

“Japanese sub-culture” 

 

 


