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韓国コンテンツ振興院について紹介します
コンテンツ産業の振興を総括する韓国コンテンツ振興院では、

放送、ゲーム、音楽、ファッション、アニメーション、キャラクター、

漫画、体験型コンテンツなど、様々なジャンルのコンテンツ制作支援、
企画 · 創作、流通 · 海外進出、企業育成、人材養成、

文化 · 著作権 · スポーツ · 観光に関する研究開発、政策金融支援と政策研究を行います。

コンテンツと文化の力で

韓国の革新成長を牽引します
コンテンツ産業は文化の領域を超え、

国家経済の革新的な成長エンジンとして注目されています。
韓国コンテンツ振興院は、国産コンテンツの更なる成長と発展に向けて、
急変する産業環境に対応しながら変化を遂げてまいります。

デジタル転換時代に相応しい事業へと速やかに産業界を支援し、

未来のコンテンツを発掘することで、新たなコンテンツ産業を創り出します。
また、産業界 · 関連機関、地域の振興機関との緊密な協力により、
需要に基づく安定的かつ体系的な産業支援を行います。

ESG経営による

持続可能な経営体系を確立します
コンテンツ産業の持続可能な成長を目指して、公正に共生する産業環境作り、
良質な雇用創出、バランスの取れた地域発展をリードしていきます。
なお、ESG経営の確立に向けて全力を尽くします。
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01 機関紹介

経営戦略及びESG推進体系

経営戦略

ESG 推進体系

ミッション

コンテンツ産業の振興により文化大国を実現し、国民の幸福に資する

ビジョン

コンテンツ産業の革新的な成長をリードする振興機関

核心価値

売上2兆ウォン
投融資
1,400億ウォン

2030
目標

戦略方向

戦略課題

コンテンツ企業
の競争力強化

01

02

企業ごとにカスタマ
イズした制作支援
海外進出支援
の多角化

03
スタートアップへの
段階別成長支援
04
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未来を先導

創意 · 革新

価値中心の
投融資活性化

R&D事業化売上6百億ウォ

ン 雇用創出5万人
(累積)
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08

ステーグ
ホルダー

コンテンツ産業の持続可能な成長を牽引する振興機関

内部職員

顧客満足度最高等級
安全水準評価最高等級

持続可能な
経営体系の確立

技術基盤の
新産業分野支援

09

次世代の
専門人材養成

10

地域拠点として
の力量強化

11

産業政策として
の機能強化

12

倫理 · 人権
経営の内在化
安全 · 環境
水準の向上
同伴成長
文化の拡散
経営の
効率性向上

コンテンツ会社 · 協力会社 · 協力機関

地域社会 · 国民

ESG部門別中核目標/戦略課題

包容的な成長

コンテンツ産業の
未来成長基盤
の拡充
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ESG 経営ビジョン

E

S

G

部門

未来のための環境

ともに歩む社会

信頼される機関

方向

コンテンツ産業のカーボ
ンニュートラルを先導

ともに成長する
産業環境作り

国民に信頼される機関
のスタンスを確立

環境に優しい制作 · サービスガイ
ド10種(+a)、環境に優しいガイド
適用支援/用役事業
30%機関40%温室ガス削減

コンテンツ、地域均衡発展支援
1千億ウォン
同伴成長先導機関のスタンス確立
安全事故 Zero

顧客満足度最高等級
契約 · 採用不正 Zero
情報公開評価最高等級

目標
(~2025)

部門別
戦略
課題

01 未来のための環境(Environmental)

• コンテンツの各ジャンル毎の環境に優しい制作 · サービスガイドの開発及び普及
• 環境に優しい価値が反映された新規支援事業の発掘 及び推進

• 環境に優しい経営の確立及び役職員への環境に優しい文化の内在化

02 ともに歩む社会(Social)

• コンテンツ産業における人権、労働環境及び安全環境 の改善支援

• コンテンツの地域均衡発展への支援拡大及び地域拠点機関との協力強化

• 大企業 · 中小企業、コンテンツ振興院、協力会社、地域社会との 共に成長する事業の推進拡大
• コンテンツ制作 · 享受多様性の拡大に向けた支援強化
• 役職員全員が幸せで安全な労働環境作り

03 信頼される機関(Governance)

• 独立した監査体系の構築及び役職員の清廉文化に基づく倫理経営の革新
• 非財務的経営成果の測定公示体系の高度化
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01 機関紹介

経営戦略及びESG推進体系

主要支援成果

|

放送 恋慕

· ’21 下半期KBSミニシリーズ最高視聴率12.1% 記録
· Netflix世界ランキング4位記録
· ’21 放送映像コンテンツ制作支援

|

ゲーム Play Together

· ’21.4月リリース、年間売上高226億ウォン達成
· グローバル累積1億ダウンロード、一日の訪問者数400万人達成
· ’20 次世代(グローバル分野) ゲームコンテンツ制作支援

|

ストーリー レッドシューズ

· 劇場版アニメーション観客数歴代7位 (累積観客82万人)
· ’10 大韓民国ストーリー公募大展大賞(原作:7人のこびと)
· ’1
 9 大韓民国コンテンツ大賞アニメーション部門大統領賞
受賞
7
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Ⓒ Netflix

|

放送インフラ スタジオキューブ

· ’17 国内最大規模の放送映像制作支援施設設立
· Netflixオリジナルコンテンツ <イカゲーム>、<スイートホ
ーム>、ドラマ <智異山>、<ミスターサンシャイン>などの
撮影インフラ支援

|

アニメーション ゾンビダム

· Netflix、ディズニーアジアなどを通して約230ヶ国で
上映、中国テンセント7億ビュー突破
· ’18 大韓民国コンテンツ大賞大統領賞受賞
· ’16, ’20 国産アニメーション制作支援

|

キャラクター STAY PANGAH!

· 国内で120余りのキャラクター商品販売及び中国、タイ、
日本、香港グローバルライセンス取得推進中
· ’20大韓民国 コンテンツ 大賞キャラクター分野文化体育
観光部 長官賞受賞
· ’20 コンテンツ IP ライセンス取得支援

|

体験 アルテミュージアム(済州·麗州·江陵)

· 累積売上高149億ウォン、観覧客約113万8千人
· 第57回韓国貿易の日「百万ドル輸出塔(大統領)」受賞
21世界3大デザインアワードのドイツIFアワードで「金賞」受賞
· ’20~’21 体験型コンテンツ制作支援、’21体験型コンテンツ事業
化支援

|音
 楽インフラ

KOCCAミュージックスタジオ

· ’21オンライン公演専門スタジオ開館
· XR(クロスリアリティー)、メタバース、立体音響など最先端体験技術
を活用した 「ON THE K」 公演シリーズ公開
· 「TheFirstStage」 公演92万ビュー、「レッツトロット」 公演149万ビュー記録

|

コンテンツ金融 ミリの書斎

· 国内電子書籍購読サービス1位
· ’21 グーグルプレイ、今年のベストアプリに選定
· ’18コンテンツ特化保証により事業化資金支援

|

文化技術 afun interactive

·3Dキャラクターのアポキと「リアルタイムレンダリング基盤の
デジタルヒューマン技術」開発
· ’19国家研究開発優秀成果100選に選定、50億ウォン規模の
投資誘致
· ’17, ’19 文化技術研究開発支援

Ⓒ Netflix

|

ファッション MINJU KIM

· Netflixのグローバルデザイナーオーディション番組、
「Next in Fashion」で優勝
· ’19, ’20 創意ブランド試製品製作支援
· ’20 海外受注会及びショールーム参加支援

| スタートアップ育成スプーンラジオ

· ’16.3月オーディオ放送プラットフォーム、「スプーン」サー
ビスリリース
· グローバル20ヶ国にサービス、累積ダウンロード1,000万達成
· ’16~’18 CKL 企業支援センターに入居
韓国コンテンツ振興院
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01 機関紹介

数字で見るコンテンツ産業の規模

コンテンツ産業の売上高
2019年

売上

126兆 7123億ウォン

2020年

128兆 2870億ウォン

コンテンツ産業の輸出額
2019年

輸出

102億 5388万ドル

2020年

119億 2428万ドル

コンテンツ産業関連企業の従事者数
2019年

従事者

68万 2644人

2020年

64万 2086人
出所：2020年基準コンテンツ産業調査
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コンテンツ企業の
競争力強化
• 企業ごとにカスタマイズした制作支援
• 海外進出支援の多角化

• スタートアップへの段階別成長支援
• 価値中心の投融資活性化

韓国コンテンツ振興院
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02 戦略課題及び事業紹介

コンテンツ企業の競争力強化

企業ごとにカスタマイズした制作支援

コンテンツ産業の未来をリードする Kコンテンツを発掘 · 支援します。

主要ジャンル別制作支援

放送

アニメ

漫画

音楽

ドキュメンタリー、ウェブドラマ、

独立系、次世代、IP活用、

優秀漫画 IPの発掘、国内外ビジネス

新人ミュージシャンの発掘(ミュズオン)、

ESG、放送フォーマットの制作支

制作支援など

IP博覧会の開催、海外プラットフォ

作支援、空間企画型公演の開催支援、ICTを

バラエティー、体験型、OTT特化、

マッチングの支援、漫画ストーリー

国産アニメーションの

援など

ゲーム

ームの構築及び運営支援など

キャラクター

モバイル、パソコン、コンソール、

コンテンツ IP、ライセンス連携 コ

ゲームの制作支援など

ンテンツの制作支援など

新人デザイナーの発掘、試製品の製

オンライン公演及び映像コンテンツの制

作支援、持続可能なファッションの

活用した音楽コンテンツの制作支援など

作及び流通支援、海外進出支援など

ストーリー

新キャラクターの IP、

アーケード、新技術/機能性

ファッション

支援、ファッションコンテンツの制

体験型コンテンツ

優秀なストーリーIPの発掘、国内外ビジネスマッチ

文化 · スポーツ · 観光分野の優秀な

ング支援、新人ストーリー作家の育成、ストーリー

体験型コンテンツの発掘及び事業化

ウムの優秀ストーリーマッチングの制作支援など

構築、海外進出など

公募展、ストーリー創作発電所の運営、ストーリー

支援、体験型コンテンツのインフラ

グローバルイベントの開催
ファッションコード Fashion KODE

文化としてのファッションを紹介する
アジア最大のファッション見本市
(3月(F/W)、10月(S/S)開催)

2月
3月

光化時代

AGE OF LIGHT

歴史·文化·観光の中心地、光化門で
楽しむ大規模なコンテンツ体験空間
(年中常時運営)運営)
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キャラクターライセンスフェア Character
Licensing Fair
韓国のキャラクターの優秀性をアーピルする
アジア最大のコンテンツライセンス展示会

6月

4月~5月

8月
7月

イッツゲーム ITS GAME

韓国の優れたゲームコンテンツの
海外進出を支援する輸出商談会

国際放送映像コンテンツマーケット BCWW
Kコンテンツの海外進出をリードする
アジア最大の国際放送映像コンテンツ
見本市

ソウル国際ミュージ
ックフェア MU:CON

韓国の大衆音楽の海外進出を活
性化するための国際音楽見本市

10月

9月

Kコンテンツエキスポ K-CONTENT
EXPO
韓国のコンテンツの海外進出を支援
するためのB2B及びB2C総合イベント
(7月と11月に開催)

コンテンツピッチング
プラットフォーム KNock

有望なコンテンツへの投資誘致
を図る、コンテンツ分野を代表す
るピッチングプラットフォーム

11月

スタートアップコン STARTUP:CON
韓国の優れたコンテンツ関連スター
トアップの海外進出と生態系の活性
化を図るグローバルコンファレンス

Kエキスポ K-EXPO

コンテンツ·消費財などが共に海外へ進
出するために関連産業が共同参加する、
関連省庁合同の現地韓流総合イベント

12月

コンテンツIP博覧会

漫画·ストーリー·放送·ゲームなど
コンテンツIPビジネスを活性化す
るためのグローバルIP総合イベント

韓国コンテンツ振興院
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02 戦略課題及び事業紹介

コンテンツ企業の競争力強化

海外進出支援の多角化

韓国を越えて世界へ。コンテンツの価値向上に向けて韓国のコンテンツ企業の海外
進出をお手伝いします。
ビジネスセンター

マーケター

モスクワ
(ロシア)
北京, 深圳
(中国)
パリ(フランス)
東京(日本)
ドバイ
(アラブ首長国連邦)

ハノイ
(ベトナム)

ビジネス
1:1 相談

+

輸出力量
ローカライズ
+
コンサルティング
支援

海外ビジネスセンターの運営

主要拠点別海外ビジネスセンターの運営及びマーケターの派遣による海外進出支援
ビジネス
センター
(8ヶ所)

マーケター(2ヶ所)
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バンコク
(タイ)
ジャカルタ
(インドネシア)

海外進出カスタマイズ型支援の提供
海外市場の
広報 ·
動向/情報 +
+
マーケティング
提供

LA(アメリカ)

アメリカセンター(LA)、中国北京センター、中国深圳センター、
日本センター(東京)、ヨーロッパセンター(パリ)、インドネシアセンター(ジャカルタ)、
ベトナムセンター(ハノイ)、UAE センター(ドバイ)
タイマーケター(バンコク)、ロシアマーケター(モスクワ)

コンテンツ輸出マーケティングプラットフォームWelConの運営

WelCon.kocca.kr

- ポストコロナへの対応、海外進出の空白を最小限に抑えるための非対面輸出商談システムを構築

- オンラインマーケット機能を強化し、展示、ビジネスマッチング、投資誘致、コンファレンスなどを
常時支援

WelCon

- コンテンツをジャンル別、マーケット圏域別に調査し、分析結果を提供

海外のオン · オフラインマーケットへの参加支援

- ジャンル別に海外の主要マーケットへの韓国企業共同参加を支援
- 新興 · 潜在市場の発掘及びマーケットへの参加を支援

韓国コンテンツ振興院
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02 戦略課題及び事業紹介

コンテンツ企業の競争力強化

スタートアップへの成長段階別支援

価値中心の投融資活性化

スタートアップへの成長段階別支援により、自ら成長する力を養います。

コンテンツ企業への投融資活性化を図る生態系を造成します。

成長段階別支援

コンテンツの価値評価に基づく投融資の拡大

初期スタートアップ

성숙 단계
成熟段階

성숙 단계

の創業育成

オリジナルコンテン
ツ の企画 · 創作

創業再挑戦支援
성장·도약
단계

アイデアの事業化

초기 (재)창업
支援
단계

초기
(재)창업
初期および
단계
再創業段階

아이디어
アイデア段階
단계

디어
계

아이디어
단계

성숙 단계

スタートアップの
圏域別グローバルア
성장·도약
クセラレーション

성장·도약
成長
・跳躍段階
단계

スタートアップへの
グローバルマーケッ
ト参加支援

中期 スタートアップ
の跳躍
초기 (재)창업
コンテンツのアクセ
ラレーション支援

コンテンツ 関連スタートアップのた
めの入居空間及び制作支援
施設の運営

assess.kocca.kr
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コンテンツ価値評価センター

コンテンツ政策金融制度の運営

コンテンツ分野の
先導企業とスタート
アップとの同伴成長
支援 (オープンイノ
ベーション)

コンテンツ特化保証

コンテンツの企画 · 制作 ·
事業化段階にカスタマイズ
した保証支援

コンテンツ関連 スタートアップ向け
の教育、ビジネスコンサルティング、
ネットワーキング支援

금융기관 및
金融機関および
투자기관
投資機関

コンテンツ金融生態系の構築

단계

CKLビズセンター

コンテンツ価値評価
콘텐츠가치평가센터
センター

단계

コンテンツ創作 · 創業空間の運営

CKL企業支援センター

콘텐츠기업
コンテンツ企業

コンテンツ雇用センター

コンテンツ分野における雇用創出に
向けたコンサルティング、力量強化教
育、求人 · 求職マッチングの支援

文化産業完成保証

流通会社と流通契約を結ん
だコンテンツ企業の完成資
金支援

放送映像振興財源融資支援
ジャンル別の
事業費融資支援

コンテンツ利差補填

金融機関の融資商品の
利子支援

優秀 コンテンツ投資連携支援
コンテンツピッチング
プラットフォーム KNock

- コンテンツ企業ごとにカスタマイズした投資誘致力量強化支援
- ピッチングイベントの開催及び投資連携の推薦

韓国コンテンツ振興院
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01 경영목표

コンテンツ産業の未来成長基盤の拡充

産業政策の機能強化

コンテンツ産業の変化に速やかに対応する政策と未来をリードする戦略を樹立します。

政策懸案への対応及び中長期計画の樹立

- ポストコロナ、労働時間短縮の導入などの懸案に対応するための深化分析
と調査 · 研究

- 次世代コンテンツ産業のビジョンに基づく中長期計画の樹立及びフォロ
ーアップ

政策研究及び実態調査

- ジャンル · 機能別主要イシューの発掘及び政策研究の実施
- コンテンツ産業の動向分析及び実態調査

コンテンツ産業の
未来成長基盤の拡充
• 産業政策の機能強化

• 技術基盤の新産業分野への支援

• 文化体育観光 R&D生態系の全周期支援
• 次世代の専門人材の養成
• 地域拠点の力量強化

17
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白書 · 刊行物の発刊

- ジャンル別産業白書の発刊

(放送映像、ゲーム、音楽、アニメーション、キャラクター、漫画)

- コンテンツ産業の最新イシューとトレンドを反映した刊行物の発刊

政策への共感形成

- コンテンツ産業の主要イシューや政策関連セミナー及びフォーラムの開

催(コンテンツ産業の決算と見通しに関するセミナー、コンテンツ産業フ
ォーラムなど)

韓国コンテンツ振興院
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02 戦略課題及び事業紹介

コンテンツ産業の未来成長基盤の拡充

技術基盤の新産業分野への支援

文化体育観光 R&D生態系の全周期支援

高い光化門一帯に体験型コンテンツによる文化体験空間を設けます。

成長基盤を構築します

体験型コンテンツにより未来の中核産業における成長エンジンを設け、歴史的な象徴性の

5G基盤の体験型コンテンツ先導プロジェクト「光化時代」

光化門一帯に全国民が享受できる5G基盤の体験型コンテンツ文化を体験する空間を構築

コンテンツ(文化)· · 著作権 · スポーツ · 観光R&Dの統合支援によりガバナンスを確立し、革新

1省庁 1R&D専担機関の方針に従ってコンテンツ(文化)、著作権、スポーツ、観光 R&Dを統合し、
コンテンツ振興院の付設機構として文化体育観光技術振興センターを設立(2021年 11月)

光化門
光化門

5G
5G

�G基盤の次世代 常設展示体験空間の
5G 기반
상설 전시체험
コンテンツの制作
運営
실감콘텐츠 제작
공간 운영

多言語の双方向
다국어 쌍방향 소통
コミュニケーション
안내시스템 마련
案内システムの整備

体験型コンテンツ及び新技術基盤 コンテンツの発掘 · 育成

体験型コンテンツ、新技術(メタバース、MR、XR)基盤の融合複合コンテンツの制作支援により先導モデ
ルを創出し、革新成長基盤を構築

体験型コンテンツ

革新的な技術と優れたコンテンツに
基づく体験型コンテンツの制作支援

メタバース連携

ゲーム、アニメ、音楽などジャンル
基盤のメタバース コンテンツの
制作支援

コンテンツIPの活用

ジャンル中心のIPを活用した没入体験
型コンテンツの展示及び
体験支援

体験型コンテンツ企業支援インフラの運営
ニューコンテンツセンター
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- 体験型コンテンツ 関連スタートアップのための入居空間及び
インフラの提供
- 入居企業の力量強化及びビジネス支援プログラムの運営

核心技術R&D(指定公募)

文化 · スポーツ · 観光 · 著作権分野の
中長期技術開発支援による競争力強化及
び新たなサービスモデルの創出

地域革新R&D

地域内の公共文化空間及びコンテンツ
活性化支援による地域R&D生態系の育成

創作環境作り

文化産業における創作開発の促進に
向けた企業付設創作研究所及び企業
の創作専担部署認定制度の推進

産業現場にカスタマイズしたR&D
(自由公募)

社会的価値創出技術の開発、優秀課題の後
続開発支援など、中小企業中心の
技術開発による産業活性化

R&D人材の養成

芸術 · 科学 · ゲーム分野の核心R&D
専門人材及び現場の実務人材の養成

技術事業化の促進

コンサルティング基盤の
技術事業化支援による
文化体育観光研究開発遂行機関の
国内外における技術競争力の強化

研究者中心の管理体系

研究に没入できる環境作りに向けた
諸規定及びシステムの整備、
研究費の誤執行事前予防教育など、
R&D管理体系の運営

韓国コンテンツ振興院
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02 戦略課題及び事業紹介

コンテンツ産業の未来成長基盤の拡充

次世代の専門人材の養成

コンテンツ産業をリードするカスタマイズ型人材を育成し、創作力を高めます。

現場のニーズに応える専門教育の運営
青年/志望者

- 産 · 学 · 研 · 官の協力体系に基づく
「コンテンツワンキャンパス」の運営
- 若手の創作能力を開発するための徒
弟制メンタリングの支援
- コンテンツの輸出 · マーケティングを
担当する未来の人材を養成するため
の専門教育の実施
- アニメーション実務者を養成するため
の教育、インターンシップなどの就業
支援

現役

地域拠点の力量強化

地域のコンテンツ産業の育成により、バランスの取れた地域発展と国民の文化享受の拡
大に寄与します。

地域拠点機関の総括管理

- コンテンツ産業に携わる現役の
スキルアップに向けた専門教育
の運営

融合複合型クリエータ

- 体験型コンテンツクリエー
ターの養成

地域主導型コンテンツ産業の成長を
支援するために16の広域市 · 道に
拠点機関を運営

-文
 化技術専門人材の養成

オンライン教育

- エデュコカの運営

edu.kocca.kr

正規コース332 / 公開講座579

エデュコカ

コンテンツ教育 · 試演インフラの運営

コンテンツ人材キャンパス

融合複合型人材の養成及び
教育のためのインフラの運営

21
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コンテンツ文化広場

融合複合コンテンツ を試演
するためのインフラの提供

ゲーム人材院

ゲーム産業の専門人材を養成するための
現場中心型教育及びインフラの運営

地域コンテンツ産業インフラの運営

地域のコンテンツ企業を育成するための
コンテンツ企業育成センターと、
創作 · 創業活性化のための
コンテンツコリアラボの運営

地域基盤 ゲーム産業の育成

地域 のゲーム企業を発掘するための
グローバルゲームセンターの運営、
e-Sports常設競技場の構築及び運営

地域特化コンテンツの開発

地域のコンテンツ産業の均衡発展基
盤を構築するための地域特化素材の
活用と多様なジャンルの
コンテンツ開発の 支援

韓国コンテンツ振興院
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01 경영목표

持続可能な経営体系の確立

共に成長する文化の拡散

公共機関として社会的価値の創出を先導し、コンテンツ産業の持続可能な成長に努め
ます。

社会的価値創出センター(駅三)の運営

コンテンツ産業従事者の労働条件の改善、人権保護、社会的弱者の保護など、社会的価値を追求する
事業を総括管理する拠点センター
人権

安全

健康・福祉

労働権

社会的弱者
への支援

公正な共生

良質な雇用

共同体の復元

地域経済
への貢献

責任・倫理

環境保全

市民の参加

公共性の強化

産業発展

人材の養成

国民文化の享受

コンテンツ公正共生センター

コンテンツ産業における公正な取引秩序確立のための申告の受付、相談支援

コンテンツジェンダー平等センター(BORA)

コンテンツ産業におけるジェンダー平等環境作りのための被害届の受付、教育、相談支援

大衆文化芸術支援センター

大衆文化芸術企画業の登録及び教育、従事者の権益保護、法律 · 心理相談の支援

持続可能な
経営体系の確立
• 共に成長する文化の拡散

• 倫理 · 人権経営 / 安全 · 環境水準の向上

コンテンツ紛争調整委員会

コンテンツの公正な取引及び流通秩序の確立、利用者を守るための調整支援

対国民民願センター(羅州)の運営
コンテンツ総合支援センター(イウム)

企業成長応答センター

過程で発生する隘路事項の解決支援

企業向けの規制に係る苦情解消及び

コンテンツの企画 · 制作 · 流通などの
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振興院の制度 · 事業に関するコンテンツ
隘路事項解決支援

韓国コンテンツ振興院
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02 戦略課題及び事業紹介

持続可能な経営体系の確立

倫理 · 人権経営 / 安全 · 環境水準の向上
コンテンツ産業の 特性を反映したESG経営体系を確立し、

倫理 · 人権経営、安全 · 環境水準の向上により持続可能な韓国コンテンツ振興院を作って
まいります。

倫理 · 人権経営の内在化

ESG経営体系の確立

機関独自の人権経営憲章、倫理憲章の公表、人権影響評
価の実施による人権改善課題の導出及び共有

コンテンツ産業の人権保護機能の遂行

 ンテンツ産業におけるジェンダー平等、弱者保護、
コ
労働環境改善など、人権保護政策の発掘及び人権保護
文化の定着

機関とコンテンツ産業の特性を反映したESG経営の
確立により社会的価値創出と持続可能な経営の実現

効率的な
機関経営

倫理 ·
人権経営

疎通と参加に基づく機関経営効率化及び革新

タスクホルダーとの疎通 · 参加拡大及び体系化、
革新機構の運営による制度改善の推進

ESG
安全 · 環境経営体系の確立

安全 · 環境経営推進体系の高度化及び役職員主導の
炭素排出削減実践及び環境に優しい業務文化の定着

コンテンツ産業の安全 · 環境管理認識の拡散

韓国コンテンツ興院振

共に成長
する文化

共に成長する推進体系の高度化

コンテンツ企業 · 協力会社 · 地域社会との協力拡大に
向けた同伴成長推進組織強化及び支援方案の発掘

コンテンツ産業の公正取引の定着及び大企業と
中小企業が共に成長するように支援

コンテンツ産業における安全な制作環境作り及び
予防支援、環境に優しい文化の拡散に向けた振興政策の
企画及び実行

コンテンツ産業における不公正慣行の改善及び
公正な環境作り、協力型同伴成長支援事業の推進

保安活動の強化

腐敗防止活動及び清廉な組織文化の拡散

機関の情報及び情報通信網保護のための
サイバー攻撃予防及び対応、情報保護基盤構築

25

安全 ·
環境

高位職清廉委員会、清廉実務推進団の運営、
労使協力清廉活動、清廉教育の拡大による内在化

韓国コンテンツ振興院
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03 代表的な成果及びESG経営事例

代表的な成果及びESG経営事例
文化 · 観光拠点、光化門一帯で出会う未来のコンテンツ

コンテンツのランドマーク、「光化時代」の造成

韓国コンテンツ振興院は文化観光コンテンツと体験技術を結び付けた体験型コンテンツへの

コンテンツ産業ならではのカスタマイズ型 ESG価値を発掘する

コンテンツ産業基盤 ESG経営の先導

国民の認知度を高め、歴史的な象徴性を有する光化門地域に大規模の体験型コンテンツ体験
空間の中心地を設けるべく「光化時代」を企画しました。

官民共同推進体系を設け、大企業と体験型コンテンツ分野の中小企業が協業し、コンテンツ開

発に総力を挙げて取り組んンだ結果、光化門の歴史と現在、そして未来を5世代移動通信(5G)、
拡張現実(AR)、ホログラム技術などを活用した体験型コンテンツ8種で具現しました。韓国の

国民誰もが「光化時代」で体験型コンテンツを楽しむことができ、国民の文化享受機会の拡大に

向けて邁進しています。

世界から注目されている Kコンテンツ、寄生虫とBTSのコンサートが体験型コ
ンテンツに生まれ変わる

世界初、UNESCO本館での「韓国:立体的創造」展示会開催

2021年、国連(UN)が指定した「持続可能な発展のための国際創意経済の年」を記念し、新型コロ
ナウイルス感染症の終息以降訪れる未来における文化と創意性の役割の重要性を示すために

韓国が代表として展示会を開催しました。映画<寄生虫>とBTSの<BTS MAP OF THE SOUL ON:

E>のライブをクロスリアリティ(XR)コンテンツで具現して公開し、UNESCO史上初めて本館で
公開展示会を開きました。そして全回完売を記録し、現地や国内のメディアから高い関心が
寄せられました。

特に、UNESCO事務総長補は「Kコンテンツの世界的な成功は韓国のコンテンツ産業政策の成果
を直接的に示すものである」と絶賛しました。

Kコンテンツ+αで関連産業との同伴成長を牽引する

汎省庁総合韓流イベント「K博覧会」の開催

Kコンテンツと関連産業の海外進出を支援し、韓流の産業的波及効果を拡大すべく関連省庁
が協業し、韓流コンテンツ及びKフード、Kビューティーなど関連産業の商品を直接体験でき
るK博覧会を開催しました。

韓国コンテンツ振興院はKコンテンツを主軸に関連機関と多様な協業プログラムを設け、オ

ンライン公演、オンライン輸出商談会、ライブコマースなどを開催してイベントへの関心度
と輸出成果の拡大を先導しました。

大企業が後押しし、スタートアップが走る

大企業-スタートアップの同伴成長を導く
コンテンツオープンイノベーション

韓国コンテンツ振興院は自力で成長するコンテンツ産業の生態系を構築するために大企業

とスタートアップの同伴成長を図る「コンテンツオープンイノベーション(コンフィニティ
ー)」事業を進めています。

2021年にはCJ ENM、ロッテカルチャーウォークス、(株)ホテルロッテ、ロッテワールド、韓

国貿易協会xメガボックスなど、先導企業の参画とスタートアップのパートナーシップを通

じて同伴成長と良質な雇用創出に寄与し、成果が認められ、大統領直属雇用委員会が選定
する 2021大韓民国雇用有功表彰を受賞しました。
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ESG推進体系の構築及び
キャンペン展開

「コンテンツソーシャル
ベンチャー」支援トラック新設

持続可能な Kファッショ
ンブランドへの支援

を樹立し、専担部署としてESG戦略団を新設

アップを育成すべく2021年、初期スタート

しているトレンドを反映すべく「持続可能な

機関としては初めてESG経営戦略と推進体系
しました。

また、コンテンツ産業ならではのESG事例を

発掘すべく業界従事者及び関連機関との協

業により「コンテンツで描く」キャンペーンを
成功裏に終えました。

コンテンツで社会問題を解決するスタート
アップ支援事業の中にソーシャルベンチャ
ー分野を新設しました。

これを通して支援を受けた海女のキッチン
は済州島の海女を素材に公演コンテンツと

ダイニング体験空間を開発して地域問題の
解決方案を模索しました。

環境に優しいファッションの重要性が台頭
ファッション制作支援」事業を2022年に正
規事業として編成しました。また、環境に
優しいKファッションブランドがニューヨー
ク、パリなど海外の主要ファッション市場に

進出できるように積極的に支援を行なって
います。

地域と障害を乗り越えて差別なしに楽しむ体験型コンテンツ

皆が享受するコンテンツ体験空間、「想像ヌリムト」

地域と障害を乗り越えて皆が体験型コンテンツを享受できるように「想像ヌリムト」を造成し
ました。2020年と2021年、全国の8ヶ所に障害者向けの体験型コンテンツ体験空間を造成し、

体の不自由な障害者のために2022年には新しく訪れる創造ヌリムトである移動型体験館も2

つ造成しました。また、障害のある学生に優しい空間と字幕挿入、サウンド効果などを通して
カスタマイズ型の改良を行ないました。

国民が提案し、国民が作りあげる ゲーム コンテンツ

シルバー世代のための認知症予防機能性ゲームの開発

「 市民参加革新団 」 を通して発掘した 「 老年層の文
国民の意見を収斂するチャンネル、

化享受のためのシルバー世代向けゲーム開発 」 に関する議題を収斂して、2021年機

能性ゲーム制作事業の中にシルバーコンテンツ分野を新設しました。これにより
支援を受けた開発会社、スプリングソフトは老年層の認知症を予防するための機-

「あの時の夏休み物語」をリリースしました。
能性ゲーム、

韓国コンテンツ振興院は、公共機関として国民が体感できる革新を導くために、疎外階層の

ための機能性ゲームを引き続き発掘していきます。
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02 콘텐츠산업 규모

03 代表的な成果及びESG経営事例

主要施設の紹介

⑨

⑥⑦

⑧
⑤

③④

⑫

⑩

⑪

主要施設 (国内)

❶ 文化体育観光技術振興センター

❻ コンテンツ人材キャンパス

❷ コンテンツ総合支援センター

❼ コンテンツ文化広場

❸ 社会的価値創出センター

❽ DMS

❹ コンテンツ紛争調整委員会事務局

❾ グローバルゲームハブセンター

❺ CKL企業支援センター

❿ ニューコンテンツセンター

大田広域市中区中央路 85
1566-1114

全羅南道羅州市教育ギル35
1566-1114
ソウル市江南区論峴路 525
1566-1114
ソウル市江南区論峴路 525
1566-1114
ソウル市中区清渓川路 40
02-6441-3114

主要施設 (海外)
アメリカビジネスセンター
5509 Wilshire Blvd. Los
Angeles,
CA 90036, USA
+1-323-935-5001

インドネシア ビジネスセンター

A
 PL Office Tower 11th Floor
Suite T3, Jl. S. Parman kav 28,
Kel. Tanjung Duren Selatan,
Jakarta Barat, Indonesia, 11470
+62-21-2256-2396
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ソウル市東大門区回基路 66
02-6310-0600

①

②

本院(光州全南革新都市)

ソウル市東大門区回基路 66
02-6310-0776

ソウル市麻浦区ワールドカップ北路54ギル12
02-300-5902

京畿道城南市寿井区創業路 54
031-759-2028
ソウル市江南区駅三路217
1566-1114

⓫ スタジオキューブ

主要ウェブサイト

大田広域市儒城区大徳大路 480
042-719-6114

① 韓国コンテンツ振興院 : www.kocca.kr

⓬ KOCCAミュージックスタジオ
ソウル市松坡区オリンピック路
424、K-アートホール
1566-1114

② 韓国コンテンツ振興院 SNS : sns.kocca.kr

③ コンテンツ紛争調整委員会 : www.kcdrc.kr

④ コンテンツジェンダー平等センターボラ : bora.kocca.kr
⑤ 大衆文化芸術総合情報システム : ent.kocca.kr

⑥ コンテンツ価値評価センター : assess.kocca.kr

発行

www.kocca.kr | sns.kocca.kr

⑧ CKL企業支援センター : www.ckl.or.kr
中国北京ビジネスセンター

3rd
 Floor, Korea Center, No.1
Guanghua Xili, Guanghua Rd,
Chaoyang District, Beijing,
China, 100020
+86-10-6501-9951

ベトナム ビジネスセンター

U
 nit 6, 10th Floor, Charmvit
Tower, 117 Tran Duy Hung Str.,
Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
+84-39-226-4093

中国深圳ビジネスセンター

Room2318,23F,YingFeng
ZhongXin,No.3378,Binhai
Avenue,YuehaiStreet,Nanshan
District,Shenzhen,China,518000
+86-755-2692-7797

UAE ビジネスセンター

Office 1501, Aurora Tower,
Dubai Media City, Dubai, UAE
+971-2-491-7227

日本ビジネスセンター

KOCCA Japan Office, Korea
Center B/D 7F, 4-4-10, Yotsuya,
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004,
Japan
+81-3-5363-4510

タイマーケター

Unit3065,Level30,BhirajTower
atEmQuartier,689Sukhumvit
Road(Soi35),KlongtanNuea,
Vadhana,Bangkok,10110,Thailand
+66-2-017-2856

ヨーロッパビジネスセンター

Centre Culturel Coreen A Paris
20 rue la Boetie, 75008 Paris,
France
+33-1-42-93-02-84

ロシアマーケター

Arbat St.24(3rd, 4th floor),
Moscow, 119002, Russia
+7-968-943-4571

⑩ ストーリーウム : www.storyum.kr
⑪ エデュコカ : edu.kocca.kr

韓国コンテンツ振興院公式SNS

YouTube

Instagram

facebook

Naver post

58326 全羅南道羅州市教育ギル 35
1566-1114

⑦ コンテンツ輸出マーケティングプラットフォーム : welcon.kocca.kr
⑨ グローバルゲームハブセンター : www.gamehub.or.kr
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