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クールジャパン推進会議（第２回）議事録 

 

平成２５年４月３日 

１７：００～１８：００ 

於：合同庁舎４号館 1208 号室 

 

○ 稲田 朋美   クールジャパン戦略担当大臣 

○ 世耕 弘成   内閣官房副長官 

○ 伊達 忠一   内閣府副大臣（知的財産戦略担当） 

○ 柴山 昌彦   総務副大臣 

○ 若林 健太   外務大臣政務官 

○ 小渕 優子   財務副大臣 

○ 丹羽 秀樹   文部科学大臣政務官 

○ 加治屋 義人  農林水産副大臣 

○ 平 将明    経済産業大臣政務官 

○ 鶴保 庸介   国土交通副大臣 

○ 山際 大志郎  内閣府大臣政務官（クールジャパン戦略担当） 

○ 秋元 康    作詞家、プロデューサー 

○ 角川 歴彦   ㈱角川グループホールディングス取締役会長 

○ 金  美齢    評論家、学校法人ＪＥＴ日本語学校理事長 

○ コシノ ジュンコ デザイナー 

○ 千  宗室     茶道裏千家家元 

○ 依田 巽      ギャガ㈱代表取締役会長兼社長ＣＥＯ、 

        （一社）日本経済団体連合会産業問題委員会エンターテインメント・コンテンツ産業部会長  

○ 三嶋 隆夫     フランス菓子 16 区オーナーシェフ 

○ 増田 徳兵衛  ㈱増田徳兵衛商店代表取締役社長 

        日本酒造組合中央会海外戦略委員長 

○ 小田 真弓     加賀屋女将 

 

＜事務局＞ 

○ 内山 俊一     知的財産戦略推進事務局長 
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○稲田クールジャパン戦略担当大臣 ただいまから「クールジャパン推進会議」第２回会

合を開催させていただきます。 

 本日は御多忙のところ御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 まず開催に当たりまして、私から一言御挨拶申し上げます。 

 前回の会議において皆様方からクールジャパンの発信力強化のため、大変興味深い本質

的なお話をいただき、本当にありがとうございました。クールジャパン推進会議の開催と

軌を一にするように、新聞、雑誌の特集記事など、クールジャパンが頻繁にメディアにも

登場するようになり、クールジャパンという言葉もこれから国民の間に浸透していくので

はないかと思っております。 

 今後さらに国民の関心を高めていくには、前回の会議で御議論があったとおり、やはり

きっかけが大事ではないかと思っております。 

 まずはこの会議を契機として、国民の間で我が国の良さが再確認され、クールジャパン

が盛り上がって一人一人がそれぞれの立場で積極的に対外発信をしていく、そんなムーブ

メントを起こしていきたいと思っております。 

 そのためには、前回の会議で安倍総理から指示があったとおり、この会議で何かきれい

な文書をつくるということではなくて、具体的な戦略、アクションをまとめることが必要

ではないかと思っているところでございます。 

 本日はその具体的な戦略の一環として、スイーツ、日本酒、おもてなしという切り口、

そして３名のゲストスピーカーの皆さん方からプレゼンテーションをしていただきます。 

 例えば日本酒や焼酎など、日本産のお酒は我が国の国際空港の売店で人気商品というこ

とのようですけれども、でも実は購入者の中心が日本人だということも聞いております。

まだまだ日本産酒類のよさが海外には十分に伝わっていないのではないかなと思っており

ます。 

 私は日本の安心・安全な食材を生かした日本食やお酒、これらを提供する旅館やレスト

ランでのおもてなしというのは、まさに我が国のキラーコンテンツだと考えておりますの

で、ぜひ活発な御議論をお願いできればと思っております。 

 なお、クールジャパン推進会議は３回の開催を予定しております。次回の会議では本会

議の提言を取りまとめたいと思っておりますので、本日はこうした点も念頭に置いて具体

的なアイデアや御提案もお願いいたしたいと思います。 

 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日のクールジャパン推進会議には有識者の方々に御出席をしていただいております。 

 福岡の16区オーナーシェフの三嶋隆夫様でございます。 

 京都の増田徳兵衛商店代表取締役社長、日本酒造組合中央会海外戦略委員長の増田徳兵

衛様でございます。 

 石川の加賀屋の女将の小田真弓様でございます。 

 なお、本日は佐竹議員から欠席の連絡をいただいております。 
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 それでは、カメラの方々はここで退室をしてください。 

（報道関係者退室） 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 それでは、改めて議事を進めていきたいと思います。 

 冒頭の挨拶でも申し上げましたが、この推進会議では長い文書による報告書ではなくて、

具体的なアクションプログラムをまとめることが目的です。そのため、クールジャパンを

わかりやすくアピールでき、国内外から注目を集めるきっかけとなるものを目指すため、

先ほど御紹介した御三方から御自身の体験に基づくクールジャパンの発信方策について発

表していただき、今後の議論をより深めていきたいと思います。 

 それでは、早速プレゼンテーションをお願いいたします。 

 本日はお一人につき６分程度でプレゼンをしていただいて、後ほどまとめて意見交換を

させていただきたいと思います。 

 それでは、まず三嶋様よりお願いを申し上げます。 

○三嶋氏 フランス菓子16区の三嶋と申します。よろしくお願いいたします。 

 私が一番こういう場には似つかわしくなくて、僕は単なるケーキの職人でございます。

何も言うことがないから、せめて昨日焼いたお菓子でもと思って持ってまいりましたので、

持って帰るなり食べるなりしていただければと思います。どうかよろしくお願いいたしま

す。 

 金美齢さんからの推薦と稲田大臣が議長を務められるということで恥を忍んでまいりま

した。 

 私は４年間ヨーロッパで職人として働きましたけれども、コミュニケーションは何でと

れたか。フランス語もほとんど知りません。その中でやれたのはまさに日本語力というか、

日本語が普通にできた。会話をするときには、話したい日本語を非常に平易な日本語にし

て、更に年中さんか年長さんくらいの言葉に直して話す。これを一瞬にしてやらないと会

話は成立しませんから、それをやっていく。まさにこれは日本語がわからないことにはで

きません。 

 何と言っても日本人のいいところ、それは勤勉さ、まじめさ、熱心さ、責任感の強さ、

気配り、これができることだと思います。これを全て含んで素晴らしい日本語、日本人を

もっとアピールすべきではないかと思います。 

 それから、私はパリにいた時代ですから、1978年か1980年かそこら辺だと思います。当

時パソコンとか何もない時代ですから、紅白歌合戦をパリの日本大使館が１月末か２月く

らいになって見せてくれていました。しかし、我々はボートピープルと一緒でパスポート

だけ持っていますけれども、滞在許可書も労働許可書も何もありません。それで行ってい

るのがほとんどです。その中で誘われて僕も行こうと思ったのですが、たまたま僕は仕事

で行けなかった。そしたら行こうとした奴が門前払いされた。要するに、きちんとどこで

働いているかという出所がきちんとしていない限りは入るなと。これは同じ日本の国民で

ありながら、何でまたこういうふうなことが起きるのだろうということは、僕は非常に残
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念に思いました。 

 きのう産経新聞にクールジャパンのスイーツのことが出ていました。日本の洋菓子のレ

ベルは確かに世界でトップクラスにあるのは事実です。さらに、そのコンテスト入賞や優

勝も随分輩出しております。もちろん、いろんなコンテストで必ずしも日本人が100％優勝

しているわけでもありませんし、やはりヨーロッパの歴史の長いところは強いです。 

 このコンテストについては、いわゆるお菓子を食べて美味しいとか、例えば私が作った

このダックワーズなんか持っていったって、箸にも棒にもかかりません。これはどうして

もあめ細工とかチョコレート細工とか、いわゆる技術の巧拙を競うというものがコンテス

トになっているのが事実でございます。 

 その中で日本ではもう随分前から大きいコンテスト、少なくともアジアでは一番大きい。

ヨーロッパに比べても全く遜色がないくらいのコンテストを日本洋菓子協会連合会、各県

に全部会がありますので、主催は東京都洋菓子協会となっていますけれども、浜松町の産

業貿易センターを借りる関係上、東京がやるというふうにしておかなければいけない。実

態は全部連合会がやっております。それを見ていただければどういうものがコンテストな

のかというのはよくわかると思いますし、その中でアジア大会というのが、これもあめと

チョコレートで８時間ずつの競技です。それをやりますので、それを見ていただければわ

かると思いますけれども、やはりこれは日本洋菓子協会連合会の力というか、それに対し

て相談がないと、政府だけでやろうというのはなかなか難しいことではなかろうかと思い

ます。 

 どうかよろしくお願いします。短くてすみません。ありがとうございます。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして増田様、お願いをいたします。資料１－１をごらんください。よ

ろしくお願いします。 

○増田氏 増田徳兵衛でございます。 

 きょうは本当にこのような機会をいただきまして、ありがとうございます。ダックワー

ズみたいにこうやって持ってくればよかったですが、きょうはお酒を持ってきておらず、

皆さんにテイスティングをいただけないのが残念でございます。 

 前回の会議では、日本酒のことも結構取り上げて御議論いただいたということでござい

ます。大変業界としては嬉しいなと感じております。 

 少し情報資料をおつけしましたけれども、それにのっとってというよりも、こんなこと

ができないだろうかというお話をきょうはさせていただければと思っています。 

 フランスとかイタリアと言えばもちろんワインでございますし、ドイツと言えばビール

がありますし、ロシアと言えばウォッカがあり、、スコットランドではスコッチウイスキ

ーがございますけれども、お酒というのは一国の文化イメージみたいなものが相当重要な

位置を占めていると思っております。 

 先ほど稲田大臣は、空港では日本酒を買うのは日本人が結構多いということでおっしゃ
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っていましたけれども、確かにそうだと思います。なかなかまだ外国人の方で持って帰る

方が少ないということもないのですけれども、見ていますと結構多いのがアジア系の人が

皆さん持って帰っていただいているのですが、海外の方が「日本」と聞いて「日本酒」が

イメージできるかというと、そんなところまではいっていなくて、日本酒というのはまだ

まだ遠い飲み物だと感じています。 

 國酒という形で昨年度立ち上げていただき、昔、大平総理のときに「國酒」と書いてい

ただきました。、まだ日本において日本酒を飲んでいる日本人は6.7％でございます。フラ

ンスでフランスワインを飲んでいるのが58％ぐらいいらっしゃるのですけれども、やはり

日本人はまだまだビールが好きだろうと感じております。 

 その中におきまして、私たちも日本酒の認知度の向上のために取り組みを進めてきたの

ですけれども、2007年に日本酒業界の働きかけで、ロンドンでインターナショナル・ワイ

ン・チャレンジ【IWC】に日本酒の部門が設立されました。また、日本酒の品質の高さを世

界に伝えていこうということで、品評会出展に年々意識が高まってまいりましたので、そ

こにみんなお酒を出して、日本にある鑑評会とまた若干違いますけれども、海外において

外国人の方にもテイスティングしていただいて、日本酒の評価ををつけてもらうというと

ころでの評価の高まりも大分ふえてまいりました。 

 そのほかに日本酒と焼酎の業団であります日本酒造組合中央会もアピールを結構してお

るわけでございますけれども、６月には日本酒造組合中央会では日本酒フェアと言われる

ものを毎年開催してまいりました。鑑評会で金賞をとったもの、銀賞をとったものを一般

の方に広くテイスティングをいただき、池袋のサンシャインシティで開催もさせていただ

いて、海外からも相当多く来ていただくようになりました。そこで情報発信をしていこう

ということで、本年度は海外の方に来ていただいて、外国人向け日本酒セミナーを受けて

いただこうと思っています。 

 私たち蔵は、うちの蔵もそうなのですけれども、相当中小の蔵が多いものですから、人

的、金銭的なリソースに制限がございますので、業団だけでの取り組みには限界があると

思いますので、本当にいろんな政府のサポートをいただければと思っております。 

 提案でございますけれども、３点ほどございます。在外公館では結構私たちのお酒に支

援をいただいており、日本の文化の発信にも役に立つということで、日本の魅力を体感す

る文化産業。例えば今年の秋に和食の世界遺産登録ですとか、例えば酒器でありますとか、

伝統の工芸品といったものも展開ができるところもございますし、情報発信の広がりにも

いろんな部分で幅が出ていくのではないかと思っております。 

 業界として、海外における、日本酒の認知度をさらに進めて、大きく世界中に発信をし

ていきたいと思っておりますので、大使館とか総領事館の協力があればまことにありがた

いと思っておりますし、海外では乾杯は以前はシャンパンだったようですけれども、今は

全て日本酒を必ず使っていただいているというのは、まことにありがたいと思っているの

ですが、ますます広がっていけばと思っております。 
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 あとは海外の取り組みでございますけれども、きょうはいろんな関係の方がおいてでご

ざいますが、海外の文化人ですとか芸能人、政治家といった発信力のある著名人の方に極

力協力いただき、私たちはそんなにお金がないものですから、アピールをしていただける

ようなものをつくっていただければありがたいなと思っております。外国産のワインとか

を多く使ってこられましたが最近では日本酒が相当アピールがふえてきたように思います

ので、よろしくお願いしたいと思っていますのと、あとは国賓のレベルでの晩餐会で日本

酒とか国産ワインをお飲みいただいておりますけれども、海外の著名な方への働きかけ、

私たち業者ではなかなかできないので、そういう著名な人に日本にも来ていただいたりと

いうことも、極力とってほしいなと思っております。 

 あと、海外の一般の消費者向けでございますけれども、過日もパリで日本食文化週間が

ありましたが、海外の消費者に積極的にアピールできるイベントを政府主導で一般の方を

招いての会も極力開催してほしいと思っておりますし、YouTubeの活用やストーリーをアピ

ールできるような場をどんどんつくっていってほしいなと思います。 

 B to Cのようにコンシューマに対しましてマーケティングのプロの方にもいろんな意見

を聞きながら、世界展開ができていけばまことにありがたいと思っています。 

 またバイヤー、レストラン、かディストリビューターなどの事業者、問屋さんといった

ところに日本食材を進めて世界展開もしたいと思っておりますし、一層ふやすために私た

ちは儲からないといけませんので、販路をきちんとつくっていかなければなりません。

JETROさんには相当協力をいただきながら進めておりますけれども、商談会とかも、これま

で以上に実施してもらうと有難いと思っています。 

 あとは海外に展開をするとき、輸出の場を広げていきたいともちろん思っておりますが、

お米の確保に昨年度も相当苦労いたしましたし、価格の面も上がってきた問題もございま

す。TPPの関連もありますでしょうけれども、国内で私たち酒造メーカーは相当なお米を使

うものですから、海外にも売れていけば、もちろん日本のお米をどんどん使うわけでござ

いますので、農業の再生にもなるのではないかと思っております。いわゆる酒造好適米と

呼ばれるものだけではなくて、加工用米も全てひっくるめまして、国内で生産されたお米

が安定的に供給できるような仕組みをぜひとも再構築してほしいと思っております。 

 終わりになりますけれども、あとは文化発信をする際に、例えば先ほど申しましたIWC

はどちらかと言うとワイン寄りの、ワインの中の部門の日本酒でございますが、例えばス

イスのローザンヌのホテルスクールなどは世界で最も古く、ワインスクールも多く開催さ

れています。だからそういった中に例えば日本酒部門とか日本酒講座を開講して、世界の

人たちに日本セミナーを受講してもらい、認証・認定制度のようなのを国として、作るこ

とにより、ワイン目線だけではなく、伝統文化たる日本酒のより一層の理解と広がりが出

ると思っています。スピードとタイミングを逃がさぬように、お願いしたい。 

 本当に地域に密着してよいお酒をつくって、日本の伝統文化とその周辺文化をより多く

アピールをし、ますます海外発信と、輸出促進、国内効果も含め進めていきたいと思って
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おりますで、どうぞひとつよろしくお願いいたします。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして小田様、よろしくお願いいたします。資料１－２をごらんくださ

い。 

○小田氏 小田でございます。 

 私のような何もわからない者が、このような大それた会合に出させていただきましたこ

と、大変緊張しておりますとともに、感謝いたしております。 

 おもてなしを世界に、おもてなしで世界へという生意気なスローガンを掲げて、日本の

文化の１つでもある旅館、そして日本人のきめ細やかなおもてなしというものを、もっと

もっと売り出していかなければいけないのではないかと考えております。 

 16年ほど前に台湾との御縁がありまして、大きな自動車会社のディーラーさんの御招待

にいつもホテルを使っているけれども、たまには日本へ行くのだから日本のことを知りた

い。日本の旅館、日本の文化を知りたいということでお声をかけていただきました。それ

までは外国の方と余り御縁がなかったのですけれども、これを機会にということで受けさ

せていただきました。 

 まず台湾のことを知らなければいけないということで、非常に台湾で宗教的なこと、こ

れは使ってはだめとか、いろんなことを勉強させていただきながらお迎えさせていただき

ました。能登はお祭りの多い国でございまして、夏になるとどこかでお祭りをやっている。

テーマはお祭りにしようということで奉燈を出したり、豆絞りの手ぬぐい、そして法被を

着ていただいて、後ろにうちわを挿してということで、お祭り気分でバーベキューをした

り、金魚すくいをしたりということで参加していただきました。参加型といいますか、そ

ういうパーティーをさせていただいたおかげで、非常に大好評で、加賀屋の宴会はおもし

ろかったということをいただいて、それから台湾との御縁がだんだん濃くなりまして、年

間大体7,000～１万人ぐらいのお客様にお越しいただいております。 

 2003年に能登に小さな空港がオープンいたしました。その2003年の秋から台湾からチャ

ーター便を入れていただきまして、そのおかげで台湾様様で私どもは今、商売をさせてい

ただいております。 

 その間、インターネットを通じてアメリカ、カナダ、北欧、あちらのほうから参加して、

成田集合でバスに乗って能登のほうを回られるというツアーとか、先日はフランスのエル

メスの職人さんが、能登にはいろんな隠れた文化があるということで職人さん10人ほどが

お越しになっていただいたり、何か最近は海外からお越しいただいております。 

 やはりその国のことをまず勉強して、その国でしてはいけないこと、それから、その国

の国花、日本で言えば桜ですけれども、スウェーデンならスズランとか、台湾なら牡丹と

か、そういったいろんなこと、してはならないこと、出してはいけないことを勉強しなが

ら、できれば参加型ということで、そして日本のおもてなし、全て基本的には日本の方を

お迎えするのとサービスは変わりません。ただ、してはならないことだけは守っている。 
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 外国の方ですと浴衣をお召しになる。そして浴衣が着ずれしたら直しておあげするとか、

裾の乱れを直してあげるとか、より美しく見えるように帯を結び直してあげるとか、そう

いった言葉は通じないのですけれども、人と人との交流といいますか、温かみというか、

そういうもので非常に喜んでいただいております。 

 ですから、やはりサービスというのは私どもではプロとして訓練された社員が給料をい

ただいて、お客様のために正確にお役に立って、お客様から感激と満足感を引き出すこと

というふうに定義づけております。そして本質は正確性とホスピタリティ。モットーは笑

顔で気働き。これだけは新入社員全員に丸暗記させて、いつ何時でも言えるようにさせて

おりますけれども、やはりその中に全てが入っているのではないかと思うのです。ですか

ら時代が変わって上げ膳、据え膳で余りべたべたサービスしてもいけない時代ではありま

すが、ではこの人にはどういうサービスをしたらいいかというのは、笑顔で接しながら気

を働かせて、この方には余り深入りといいますか、べたべたサービスはやめようとかいう

のは、やはり自分の感性も磨いていかなければいけないということで今、教育のほうもそ

ちらに力を入れております。 

 アメリカの方でもどちらの方でも、やはり参加型というのが非常に喜んでいただけます

ので、原則として日本料理をお出ししております。ただ、召し上がれないものがあれば前

もって言っていただくようにお願いしております。そして、やはりお正月近くであれば獅

子舞とか餅つきとか、お客様にもお餅をついていただいて、後で召し上がっていただくと

か、そういったものが非常にお客様に喜んでいただいている要因ではないかと思っており

ます。 

 それから、日本料理が原則になっておりますので、例えば能登は世界農業遺産にも指定

されまして、棚田米とか、昔ながらの海水からの塩づくりとか、海の幸でナマコとかこの

わたとか、暖流と寒流が交差するのでお魚も非常に豊富でございます。干口子なんかをお

出ししたときには、必ずお酒をおすすめいたしております。ほとんどの方が日本酒を召し

上がります。ふぐ酒のように少し火にあぶって香りとともにお召し上がりくださいと言う

と、大抵の方はお酒を召し上がっておられますので、日本酒は大いにおすすめいたしてい

るところであります。 

 やはり日本には欠かせない旅館というもの、それから、その国の宝、金沢にも文化があ

って、いろんな芸術品があります。能登へ行けばまた能登ならではのいろんなお宝がござ

いますので、そういったものをお客様に提供しながら、何にしろ喜んでお帰りいただくよ

うにということで今、頑張っております。 

 ４月17日からまたチャーター便が入ってくるようになりました。チャーター以外にもセ

ントレア空港から、名古屋空港から岐阜県、白川郷、愛知県を通って能登半島がこう出て

おります。これが昇り竜といいますか、昇竜サミットというものが５月にも開かれるよう

で、そういったことで台湾からもっとお越しいただく。それから、いろんな国からも日本

らしさ、能登らしさというものを全面に出して、お越しいただけたらなと思って今、一生



9 

 

懸命頑張っております。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 ありがとうございます。 

 それでは、お三方のプレゼンテーションも踏まえて、前回会議と同様、クールジャパン

戦略の推進方策及び発信力の強化について自由に議論をしたいと思います。 

 まずは事務局から説明をお願いいたします。 

○内山知的財産戦略推進事務局長 資料２をごらんください。各議員からそれぞれ配付資

料がございます。今後の意見交換の際に御参照ください。 

 このうち本日御欠席の佐竹議員の資料２－４について、事務局からごく手短に御紹介い

たします。 

 海外の日本食品の現状を踏まえ、短期と中長期の戦略を立てる。最も急ぐべき課題の１

つは人材育成ということで、食の伝道師の育成。日本食材輸出促進と現地調達。日本食を

よりスピーディーに普及させるためには一定期間、その一部を現地で調達することもやむ

を得ない。当面は富裕層を満足させる高級路線。広い市民に受け入れられる大衆路線の二

本立て戦略を推進すべき。日本の弁当文化に注目すべきであるとされておられます。また、

７以下ではおもてなし、ホスピタリティを全面に関連産業や漫画、アニメなど、他のコン

テンツビジネスとの連携というのを提案されております。 

 以上です。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 ありがとうございます。 

 それでは、議論に入りたいと思います。今回の会議では議員の皆様方から前回の議論を

踏まえて、具体的な提案をいただきたいと思います。どんなテーマについても結構ですの

で、自由に御意見をいただきたいと思います。 

 それでは、御意見のある方は挙手をお願いいたします。角川議員、お願いします。 

○角川議員 私は前回欠席いたしましたけれども、どういうお話をされたかということを

大体お聞きしまして、具体的な提案をしなければいけないなということできょうは資料を

持ってまいりましたのぜひご覧になっていただきたいと思います。 

 これは海外におけるポップカルチャーの日本オタクの人たちが海外から来て、アジアの

人たちが来て、そして、その人たちが今どういうことになっているのかということを分析

したものです。 

 これはコンテンツ立国宣言や経済成長という今回の安倍内閣の方針にかなり具体的なお

話ができるのではないかと思ってつくった資料です。私は先月シンガポールでコミック１

０社会、これは経産省のコ・フェスタの一環としてキャンペーンをやりました。そのとき

にシンガポール大学の客員研究員をされている若い女性が第一世代のオタク層で手塚治虫

さんだとか、その漫画、アニメの勉強をして、そして今、国に帰って大学の博士号を取り、

客員研究員になっている。これはカナダでもそういう例があります。そういう人たちをま

ず第一世代として考える。 

 今度は大学で教えている生徒たちが第二世代になるわけですけれども、この第二世代の
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人たちが学生として育っていったときに、第一世代、第二世代のオタクの人たちが孤立し

ないような日本の支援が必要なのではないかと思っているわけです。この第一世代、第二

世代がきちんと育成されれば、今度は第三世代に非常にライトな日本文化、クールジャパ

ンが好きな人たちが生まれていくのではないかと思うのです。 

 次のページを見ていただきたいのですけれども、これは非常に具体的に、シンガポール

からスタートしたいのですが、シンガポール、インドネシア、タイ、オーストラリア、マ

レーシア、ドバイに10校ほど日本のクールジャパンを指導する学校、大学をつくったらど

うかという提案です。大体私が考えておりますクールジャパンを教える学校は３年制であ

りまして、３年間そこで勉強してもらうと資格がとれる。次の人たちを教える資格がとれ

るということで、非常に教育のカリキュラムが重要だと思っております。 

 その人たちが何を教えるかと具体的に申し上げると、日本のアニメ、漫画、ライトノベ

ル、ゲーム、初音ミクなどのCGソフト、それから、今は声優になりたいという人たちが非

常に多くいます。そういう人たちを養成したらどうかと思うわけです。その養成する中に

もちろん日本語教育というものが非常に重要になってまいります。 

 また、今、私は実際に出版社あるいは映画会社、アニメ会社をやっておりますけれども、

改めて日本人の若者たちのDNAの中に「物語力」というものが非常に優れている。台湾や今、

中国で仕事をしていますが、やはり日本の若者たちは物語をつくっていく力が非常にある

ということに感心するわけです。イギリスの円卓の騎士の話を中心にしながらお姫様、恐

竜、怪獣、魔法使い、騎士というようなRPGのキャラクターに日本の物語を加えていく。そ

ういう物語力が非常に優れている。このことをアジアで養成していく必要があるのではな

いかと思っているわけです。 

 その際、先ほど第一世代あるいは第二世代が孤立しないようにということで、どうかク

ールジャパンを推進した現地の人たちに、日本も叙勲をする。大使館を通して顕彰する。

そういう顕彰制度もあっていいのではないかと思います。 

 そして、そういうふうな人材育成をしていけば、おのずからそこに市場が構成されてい

きます。マーケットができていきます。きちんとした健全なマーケットを形成すれば、著

作権違反あるいは模倣品の海賊版の排除も警察力とかそういう力を使うことなく、自然に

日本と同じような健全な市場が形成されていくのではないかと思うのです。 

 このハコモノを中心とした10校程度の設置というのはなかなか力技が必要ですから、こ

れは本当に政府のファンドだとか、先ほど申し上げましたけれども、カリキュラムをつく

るのに文科省の協力も得て、そういうカリキュラムを広めていく。そういうふうな制度的

な支援もいただきたいと思うわけです。 

 最後になりましたけれども、安倍総理はことし１月、インドネシアでジャカルタ宣言を

されたということで、シンガポールの高官からも非常に感銘を受けたという話を私はその

とき聞きました。そして、その中で５つの原則という日本文化や海洋を大事にしていこう、

法律を守っていこう、そのような内容だったと思っておりますけれども、その中で３万人
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の若者たちを日本に招聘するという計画も聞きました。 

 そこで私は、その３万人の若者を日本に招聘する計画が政府にあるのならば、無差別に

日本に連れていくのではなくて、今、私が申し上げたような第一世代、第二世代、第三世

代というオタク層を意識しながら日本で学んでもらおうという意図のもとに招聘すべきで

はないかと。ただ招聘して、観光して、帰っていって、何も残らないというのは余りにも

寂しいと思います。そういう計画的な招聘の計画を練っていただいたらいいのではないか

と思うわけです。 

 そんなことで、非常に困難が幾つも待っていると思いますけれども、こういうふうな計

画があれば日本のクールジャパンが一時のブームではなくて、恒久的にアジアに根づいて

世界に発信していけるのではないかと考えております。 

 よろしく御検討してください。お願いいたします。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 ありがとうございます。若林政務官、どうぞ。 

○若林外務大臣政務官 先に退室させていただく関係で一言、外務省としてお話をさせて

いただきたいと思います。 

 きょうはお酒、スイーツ、観光ということで日本の食文化全体についてのお話をいただ

きました。海外において今、日本の文化というのは非常にブームになっていて、人気が高

まってございます。外務省としてもそうした食文化を発信することを大変重視をしており

まして、先ほどお酒のプロモーションの中にもありましたけれども、在外公館を通じた発

信事業を官民共同で連携しながらやっていくということをやっております。そのことが市

場の開発や、日系企業のイメージアップにもつながっていくというつもりで取り組んでい

ます。 

 また、和食については今、世界無形文化遺産への登録ということで、その準備、それに

向けて取り組んでいるところでございます。日本の文化は多面的なものですので、食文化

もそうですが、同時に日本語もぜひ普及をさせようということで取り組んでおりまして、

省内に検討委員会等を設置しています。中国に量的に非常に押されているところがありま

すけれども、着実にそうした多面的な取り組みをしながら日本語も含め、文化の発信をし

てまいりたいと、こんなふうに取り組んでいるところでございます。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 若林政務官、ありがとうございます。 

 それでは、金議員お願いします。 

○金議員 クールジャパンの推進会議ということで、ではクールジャパンを世界に発信す

るという一番具体的に何ができるかということを考えました。 

 いろんな議員からいろんな話が出てきましたけれども、ある意味では過去にいろんな努

力をした事柄の積み重ねになっていると思いますが、私がスイーツという提案をしたのは、

これは全く新しい発想だということです。しかし、新しい発想なのだけれども、実は非常

に日本的なものでもあるんだというふうに私は考えております。なぜならば、これは出藍

の誉れだということなのです。つまり、ヨーロッパから来たものなのだけれども、実は日
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本でさらにレベルアップして非常にポピュラーになったものだということ。 

 これが意外とクールジャパンというときに、この発想がなかなかできないのではないか

と思って、私がそれを提案致しました。実はきょう三嶋さんを推薦させていただいたのは、

20年近く前に福岡から東京に出かけてきた友達にお土産をいただいたのです。これが16区

のお菓子だったのです。私が驚いたのは、日本の地方都市でこんなにレベルの高い洋菓子

をつくるんだということ。それから、実は気をつけていると福岡だけではなくて、例えば

広島であるとか岡山であるとか、日本中の各地方都市全ていろんなところに非常にレベル

の高い洋菓子があるんだということに気がついた。だからこのスイーツというのが非常に

日本の中でも広がりがあるということと、それから、これは世界的にも絶対に通用するも

のだというふうに、実はここ数年ずっと考えていたわけです。 

 先ほど加賀屋の女将さんからも散々話が出ましたけれども、台湾からたくさんお客さん

が来る。日本のよさを非常に認めてくれて台湾からお客さんが来るんだということです。

だから私も一番実践のしやすい、例えばスイーツフェアをやるのだったら最初の場所は台

湾であるべきだと思っています。だけれども、そのリハーサルというか、日本の多くの方

に認識してもらうために、つまりクールジャパンとは何ぞや、そして最初にもし実践でき

るとしたら、一番簡単にできるスイーツフェアだったら何ぞやということで、日本で一度

リハーサルをやって、それから外国へ持っていってもいいのではないかと思っています。

これが一番ターゲットが広いと思います。年齢層も高齢者から子供まで受け入れられるし、

経済的にも手が出しやすい。要するに買い求めやすいということで、非常に広い層にアピ

ールできるんだということがとても肝心なことだと思います。 

 つまりクールジャパンというのはいろんな切り口があるけれども、一番アピールしやす

い、そして実はこんなに意外性なものがあるんだ。日本伝統的なもの以外に、実は日本が

外から学んだものであるけれども、全部自分のものにしていって、世界一レベルの高いも

のをつくれるんだと。 

 日本が外国から学んだものはいっぱいありますが、全てが自分のものにして、そしてさ

らに磨きをかけているというので、ここもクールジャパンが言わなければならないことで

はないかと私は思っています。 

 ですから一番実践しやすい、いつまでも議論だけが長引いて、そして手をつけるのが大

変な仕事ではなくて、これは一番簡単ではないかと思っています。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 ありがとうございます。 

 依田議員、お願いします。 

○依田議員 前回の私の発言をまとめてみました。資料 2 の 11 ページでございます。 

 クールジャパンというのはローマ字表記で、伝統、カワイイ、たのしい、おいしい、か

っこいい、あたらしい、ようこそ、うつくしい等、日本語がそのまま英語になるような、

国際語になるような形で使っていくべき。そして、その先兵としてコンテンツ産業の海外

展開が 170 億円の補正予算による支援策を受けいよいよスタート、力が入ります。 
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 11 ページの一番下にオールジャパンブランドを一体的に提供とありますが、これは次の

12 ページを見ていただきたいのですが、クールジャパン・サイクルによる日本経済成長促

進を図るべきであると思っています。現在はローカライズ・プロモーション等の支援に 155

億円、国際共同製作支援に 15 億円、これは基本的にはエンターテイメントコンテンツが中

心にはなっていますが、これを先兵として日本の魅力を効果的に発信し、次に現地で稼ぐ。

オールジャパンブランドの海外競争力を高めるために、閣議決定されました株式会社海外

需要開拓支援機構の 500 億円を利用して、私は地上戦という言い方をしておりますが、ジ

ャパンモール、ジャパンストリート等の場づくりと、空中戦と言っている放送・インター

ネット等による情報発信、農林水産物・食品の輸出拡大、食品産業の海外展開等の支援等

によりオールジャパンブランドの競争力強化が図られ、その結果としてビジット・ジャパ

ン、ようこそジャパンにつなげ日本を体験してもらう外国人観光客・ビジネス客誘致を図

るというサイクルになると思っています。それが 12 ページの概念図であります。 

 現状クールジャパン関連で 64 兆円という数字を頭に入れておりますけれども、これを資

料には 10年後となっておりますが前倒しして 5年後に 100兆円を目標とすべきであると思

います。それをどう進めるかということにつきましては 13 ページ述べております通り、国

と民一体となって推進しなければならないと思います。知財事務局、クールジャパン推進

会議が基本戦略をつくり、まず安倍総理によるクールジャパン立国宣言をしていただきた

い。そして、クールジャパン推進基本法の制定。やはりそういう基本法をつくってクール

ジャパンを国として進めるんだということをきちんと体制づけていただきたいと思います。 

 経済産業省では３月 29 日にクリエイティブ産業国際展開懇談会が開催され、総務省もコ

ンテンツ海外展開促進事業を経産省と一体となって進めておられます。農林水産省、外務

省の場合は在外公館等の活用等も重要な支援策と思っております。そのように国・各省庁

をあげて推進していただきたい。経済界としては経団連に属しない中小企業にまで裾野を

広げるという意味で、大企業のみではなくて、バランスのとれた産業界の参加を求め、経

団連のエンターテイメントコンテンツ産業部会、VIPO（映像産業振興機構）を使ってコン

テンツ海外展開等促進事業費の補助金 155 億円の現在活用がスタートしております。また

ジャパン・ブランド部会を経団連に立ち上げますが、決して経団連という枠ではなくて、

産業界全体がクールジャパン戦略推進にかかわるようにと考えておりますので、特にこの

安倍総理によるクールジャパン立国宣言、クールジャパン推進基本法制定をお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 ありがとうございます。 

 コシノ議員、お願いします。 

○コシノ議員 今回は食ということですけれども、単純に食べるということではなくて、

先日もお話したように、おいしいというのは美しい味というふうに見た目ということが、

これはおもてなしという心の問題もありますけれども、やはりトータルなものだと思いま
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す。日本の感性というのはトータルなもので、部分ではないと思うのです。それを日本的

というか、ファッションというか、そういう意味でファッション流というふうに言わせて

いただきますと、食とファッションという１つの、食だけではなくてトータルなファッシ

ョン性が必要だと思います。 

 具体的な例なのですが、これは日本がこういったグルメブームになったのは、漫画で『美

味しんぼ』というのがありましたね。あれは本当におもしろくて、高級料亭とか料理屋さ

んとか旅館には行ったことがなくても、行きたくなるような、そういった子供たちでもわ

かる高級なものという、漫画で見る日本のおもしろさ。食だけではなくて、いろんな日本

の伝統文化とか、いろんなことがありますけれども、これは世界から認められる一番おも

しろいところで、先ほどおっしゃいましたおもしろい日本という、そういう意味で漫画と

いうのは欠かせません。 

 あとはもう一つ具体例なのですけれども、今ポーランドの大使館から要請がありまして、

ポーランドのファッションウィークに日本が参加してくれということで、食と文化という

ことでファッションだけではなくて、食もトータルに伝統工芸やいろんな学生の交流や、

いろんなことでジャパンファッションフェスティバルをやる予定になっておりますけれど

も、これこそクールジャパンで参加してくださるといいのではないか。それをきっかけに

東欧近辺、ハンガリーからチェコから全体を呼べるということで、まず一つ一つヨーロッ

パにも今まではフランス、今朝の日経で日本に外国から来る人が今まで37位だったのが39

位に下がって、これは地震とか原発の問題とかいろんなことが影響していると思いますけ

れども、ここでやはりもっと文化的なことを外国に発信するべきではないかと思います。

そういうことで、着々とお互いの交流を図るべきではないかと思います。 

 もう一つ、きのうベトナムから戻ってきたのですけれども、日本語でオペラをやってき

ました。そういう意味で、そういった一つ一つ文化的な交流は大切だと思います。 

 ミャンマーですけれども、毎日、新聞で注目されているミャンマーですが、これから日

本がODAで空港とか橋とか日本は寄附しておりますが、人を育てる、その大きなきっかけに

テイン・セイン大統領と去年お会いしましたときに、おみやげに私は浴衣を差し上げまし

た。これからは日本の見方というのは、日本を着るというか、浴衣を差し上げると途端に

顔が変わって、親日家ですけれども、本当に具体的に感じたと思います。そんなことで全

面的にシーゲームがありますが、それにユニフォームという提案されましたが、やはり日

本というのはトータルで感性というものを期待していると思いますので、食ということだ

けですけれども、もっと広い範囲で食とファッションということで提言させていただきま

す。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 ありがとうございます。 

 秋元議員、いかがでしょうか。 

○秋元議員 皆さんのお話を伺って、まさに全部そのとおりだなと思いました。何ができ

るのだろうといろいろ考えたときに、多分、具体的に進めていく上で、今こそ日本のクリ
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エーターたちが立ち上がるべきだと一番思いました。 

 例えばお酒の話を伺っていて、まさにそうだなと。けれども、大使館なりどこなりで、

今までおやりになってきたことをそのままもう一回繰り返しても余り効果はないのではな

いかと思います。そこから少しずつやることにもちろん意味がありますが、増田さんが予

算がないとおっしゃっていたので、それにはクールジャパンの取り組みに賛同した日本中

の優秀なクリエーターたちが取り組む。ここがポイントなのですが、『これは国策であり、

日本の危機なのだ』と、ノーギャラで、何とか日本をよくするために知恵を絞ってポスタ

ー１枚、キャッチコピー１つ、全てを総力をあげてやろうではないかという、そんなグル

ープをつくるべきだと思いました。 

 日本酒で言うと、単なる利き酒会やいろんなことをやっても、多分なかなか広がらない。

もちろんおいしいと思って頂けるし、それも無駄ではない。でも効果的なのは、ヒットに

はヒットの法則があって、例えば日本酒をそのまま前面に出すよりも、日本酒というのは

温度なんだと。この温度では、私の友達はぬる燗にすごいこだわっていて、そのぬる燗と

いう飲み方がおいしいんだと。そのぬる燗という言葉が独り歩きして、日本酒にはぬる燗

というのがあっておいしいんだということ、あるいは熱々の熱燗がおいしいんだ、この温

度なんだ。ワインにはない温度というものが日本酒にはあるんだということを、それをど

ういうポスターで、どういうコピーで、あるいはどうそれを漫画にするのか、映画にする

のか、ドラマのワンシーンに使うのか、コマーシャルをつくるのか。それには日本に本当

に優秀なクリエーターたちがいっぱいいるので、このクリエーターたちにこれは日本の仕

事なんだと、日本のためにひと肌脱がないかというのを総理大臣の名前なのか、稲田大臣

なのかでぜひ手伝ってくれということをやれば、嫌だと言う人はいないと思うのです。 

 例えば、日本酒の協会の皆さんでは多分、著名なクリエーターのギャラが払えない、本

当に予算がないんですとおっしゃっているので、これは国策なんだということでやれば、

優秀なクリエーターたちが力を貸してくれて、あるいはそこに俳優やタレントも力を貸し

てくれるかもしれない。皆さんのお話を伺ってスイーツもそうだと思います。スイーツで

は本当に私も16区が大好きで、以前から食べていますけれども、そういう良さを伝える力、

伝える人たちを我々はまず確保しなければいけないのではないかと思いました。 

 以上です。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 ありがとうございます。 

 千議員、どうぞ。 

○千議員 私は家元になりまして10年たちました。その間、海外に行かせていただいてい

て、１つのテーマを定めて行くようにしています。茶の湯というのはどこにでも受け入れ

られやすい日本文化であります。着物は着る、花は入れる、香はたく、礼儀作法はある、

懐石はある。ちょっと仮設で庭もつくれる。組み立て茶室を持っていきますので、何でも

それでできるようになっています。 

 現在は子供茶会を必ずメインに据えるようにいたしております。子供茶会というのは例
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えばフランクフルトに行くとするならば、フランクフルトの小学校または中学校、高校な

どの会場を借りまして、そこの学校の先生、校長先生や教育委員会の了解を得て、現地の

子供たち、ドイツ人の子供たちにまずお茶を体験してもらう。茶筅をふる、お茶をたてる、

お菓子を食べる、香を入れる、花を入れる、そういうことを楽しんでもらう。そこに日本

人学校がある場合には、駐在員の子供たちも一緒に。一番大切な時期に日本を離れている

ということで、その子供たちも招待をします。日本人の子供も現地の子供も一緒にその茶

会を通じて、単にお茶をたてるということだけではなくて、畳の上でひっくり返ってごら

んとか、障子の開け閉めをやってごらんということをやって、触れ合いをしてもらうよう

にしています。 

 これは何を意味するかといいますと、外国人も駐在員の子供たちも、当然ドイツ人なら

ドイツ人の子供たちも茶の湯は知りません。知らないけれども、ここで一遍体験してもら

う。恐らくすぐ忘れるでしょう。でも知らないでそのままずっといってしまったことは思

い出せません。でも一遍でも触れたことは何十年かたったときに思い出話として言えるか

もしれない。そう言えば昔、子供のときに日本の茶の湯というものを、お茶たてたことが

あるよとドイツ人の子供が大きくなって、日本の企業か何かの担当者と話をするときの思

い出話の中に出てくるかもしれない。そうやって触れてみたことを思い出として持ってい

くことが、国と国との将来友好を深める何かの手立てになるのではないかと思いましたの

で、そんなことをさせていただいています。 

 資料はつけさせていただきました。読み上げることはいたしません。また御参考くださ

い。 

 以上です。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

○加治屋農林水産副大臣 農林水産省の取り組みについて、基本的なことを少しお話させ

ていただきたいと思っております。 

 私どもは我が国の農林水産物、食品の需要を拡大しようという目的を持って、先般、林

大臣を本部長とする攻めの農林水産業推進本部の立ち上げをさせていただきました。今そ

の施策について検討を進めているところですが、１つには地方農政局が全国にありますの

で、この農政局を活用して調査すると、金美齢先生からお話がありましたように、それぞ

れの地域には非常に夢のある取り組みをしているところがたくさんあります。私どもはそ

のことを宝探しというふうに呼ばせていただいているのですけれども、現在も全国の農政

局からいろんな宝が来ておりまして、この宝をどう活かすのかということが一番大事なこ

とだと思っております。御存じのとおり６次産業化があります。この６次産業化と食品産

業との連携をしっかり強化して、需要を新たに掘り起こして市場拡大をする。海外の市場

も取り込んでいくことが今、我々に求められているのだろうと思っております。 

 これらをどう後押しするのかということについては、先日２月１日にA-FIVEというファ
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ンドを設立させていただきました。これは銀行、JA、大手食品企業などたくさんの参加を

いただいておりまして、生産から加工、流通、販売を一体化して新商品の開発あるいは地

産地消、輸出促進を大きな柱にしているところでございます。そういうことをこれからし

っかり取り組んでいくのですけれども、そのためにもクールジャパンといろいろ議論いた

だいておりますが、しっかり連携をしていくことが大切だと考えておりますし、一方では

やはりスピード感が必要だ。いつもそういうことを思っておりますので、そういうことも

含めてしっかり頑張りたいと思っております。 

 本日はいろいろ積極的な御提案をいただきましたので、農林水産省としても他の各省と

もよく連携をとりながら、一歩、二歩前進させていきたいと思っておりますので、今後と

も先生方の御指導のほどお願い申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 ありがとうございました。 

○山際内閣府大臣政務官（クールジャパン戦略担当） クールジャパン担当の政務官を務

めております山際でございます。 

 ３点御報告かねがね申し上げます。 

 １つは今日もお話がございました日本産のお酒、國酒につきまして前回も今回もお話が

ございました。私は、日本産酒類の輸出促進連絡会議の議長を私が務めさせていただきま

して、３月12日に第１回を開催させていただきました。そこで各省、各議員の先生方から

もお話があったことにつきまして、前向きに取り組むことを成長戦略の一環として、本当

に結果が出せるものにできるかという活発な議論が行われました。これをきょうの御議論

も踏まえまして４月に取りまとめられるこの提言や、成長戦略に必ず生かせるようにして

まいりたいと存じます。 

 もう一点は、この親会議の下に関係府省連絡会議というものをつくらせていただいてお

ります。その議長も私が務めてございまして、４月１日にその会議を開かせていただきま

した。第１回のクールジャパン会議ときょうの会議の各先生方からの資料というものも、

あらかじめ各府省と連絡を取り合いながら、どんな知恵出し、どんなことができるだろう

かということを確認させていただきました。各省おおむね前向きにこのクールジャパン戦

略として取りまとめてまいりたいという、本当に前向きな姿勢が見えましたので、そのこ

とを御報告申し上げます。 

 最後に、クールジャパンに関しましては安倍総理からのお話ということもございまして、

外側に日本の文化を押し出す、アウトバウンドのほうが注目を浴びるわけですけれども、

同様に海外からお客様が日本に来てくださるようにインバウンドのほうも大切であると。

そのことを忘れないようにしよう。その文脈から第１回の推進会議で私のほうから文化財、

地方の宝というお話がございましたが、地方の財産として文化財、これを重要文化財ある

いは国宝という名称の変更も含めて、これを観光資源として活用できるようにという提案

をさせていただきました。無論、文化財は国民の財産ですから、ただ保存しているだけで
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はもったいない。これを観光資源としてインバウンドのストーリーづくり、金美齢さんか

らもストーリーづくりというのがありましたけれども、各地方がストーリーをつくれるも

ととしてこれを使っていくべきではないか。こんな観点から文化庁にも前向きに検討して

いただきたい。こんなことも申し上げておきましたということを御報告としてさせていた

だきます。 

 以上です。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 鶴保副大臣、お願いします。 

○鶴保国土交通副大臣 クールジャパンと密接に関係しております観光庁を所管しており

ます国土交通省からも、一言発言をさせていただきたいと思いますが、御存知のとおり、

我々にとって今年インバウンド1,000万人という大目標を打ち立てたからには、この情報発

信あるいは日本の文化のアピールというのは欠かせないものだと考えています。 

 お話がありましたとおり食の文化、ファッション文化等々の各分野におけるそれぞれの

発信が総合的、複合的になされるべきであろうと考えておりますが、ビジネスとしてイン

バウンドをどうやって、戦略として増やしていくかということを考えたときには、やはり

我々観光庁としてはどの地域に、どういう発信を、どのタイミングで行っていくかという

方針をきちんと定めたいと、考えております。 

 そういう意味で、この会議でその議論をさせていただくことが多分適当ではないと私も

思いますので、大臣には関係府省連絡会議をぜひ活用いただけるよう御指導いただければ

とまず提案させていただきたいと思います。 

 もう一つ、皆さんのお手元にビデオを配付させていただきました。今日は時間があれば

流していただければと事務的にはお願いを申し上げたのですけれども、どうもそれがかな

わなかったみたいであります。ぜひ時間があったら見ていただきたいと思いますが、普遍

的な日本の魅力ということを題材に観光庁が考え、そして、その関係の方々、有識者の会

議なども開いてつくりました。観光庁によりますと力作でございます。多少、最初から阿

波踊りが出てくるという変わったつくりになっておりますが、言わんとしていることは私

も見ておってわからんではないなと。ぜひまた皆さん次回の会議にでも御意見をいただき、

また、改良の部分があればと考えております。よろしくお願いいたします。 

○柴山総務副大臣 今、鶴保副大臣から観光のことについてお触れくださいまして、実は

やはりこれから日本のコンテンツにおいて、日本のそういった素晴らしい観光資源とクー

ルジャパンの特産品、先ほど『美味しんぼ』と言われましたけれども、漫画ですとか、さ

まざまなコンテンツをハイブリッドで展開していくことが、私は非常に重要ではないかと

思っております。 

 これまで日本のコンテンツがなかなか海外展開できなかったことを乗り越えるための創

意工夫、そして低コストでできるということもあります。それから、これから4K、8Kとい

った総務省ではハイビジョンを戦略として打ち出していこうとしておりますけれども、そ

ういったきれいなシナリオなり景色等については、こういったことにもマッチするのでは
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ないかと思っておりまして、そういったハイブリッドコンテンツというものをこれからネ

ット等も含めてプロデュースしていくことが必要ではないかと思っております。 

 きょうの講師の皆様にお伺いしたいのは、三嶋講師には洋菓子協会のイベントを広く海

外の人たちに知ってもらうということ、そしてアピールしていくことも非常に重要だなと。

金美齢さんおっしゃったように逆輸出していくことが非常に重要だなと思っております。 

○三嶋氏 フランスとかヨーロッパの人も来ます。アジアは全部来ます。 

○柴山総務副大臣 おいでいただくだけではなくて、さらに加えて発信をするための工夫

もぜひお考えをいただけたらなと思うのと、市場調査ということで小田さんからお客様に

応じてということもいただいたので、これからマーケティングということをしっかりやっ

ていかなければいけないのかなと思いました。 

 増田さんに１点お伺いしたいのですけれども、これはお酒の認定制度をつくったときに、

それが例えばミシュランの三つ星効果のように売れていくのに促進になるのか、それとも

今、売れているものに対して逆に足かせになってしまうおそれはないのかということ。そ

れから、今、お米のことについておっしゃいましたけれども、今、農水省は減反政策とい

うことも加治屋先生いらっしゃっていますが、こういうことについても御意見がないのか

ということを最後にお伺いしたいと思います。 

○増田氏 認定制度みたいなものは、できればあるほうがありがたいとは思っております。

というのは、やはり世界中にそういうスクールですとか、そんなものが最近でき上がって

きて、国としてそういう何か確立したものがあったほうが、日本酒も実はアメリカでもつ

くっているし、中国でもつくっているし、韓国でもつくっている。スウェーデンでもつく

っているという状態になってきているので、何かその認定制度的なものは、将来的にはつ

くればありがたいなと思っております。 

 お米のほうも減反制度が入っているのですけれども、私たちは欲しいお米がまず手に入

らないという取り合いみたいな状態になっておりまして、だから量的には私たちはつくれ

ないというのはジレンマ的な部分に陥っている状態です。 

○丹羽文部科学大臣政務官 文科省でございます。 

 クールジャパンについてでございますが、私はグローバルが全てクールジャパンではな

いと思っています。ニッチな部分も非常にクールジャパンとしてビジネスにつながるのか

なと考えております。そういった意味で我が日本の尖った部分をまた伸ばしていくことも

非常に重要な課題だと考えております。 

 また、先ほど山際政務官からもお話がございましたが、地方の重要文化財等もクールジ

ャパンにおいてどのような活用法があるかということも、またこれからも十分議論してい

く必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 ありがとうございます。 

 きょうは大変活発な御意見をいただきまして、予定の時間を随分過ぎてしまいました。
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有識者の皆さん方、プレゼンありがとうございます。また、議員の皆さん方からも活発な

御意見をいただきました。 

 先ほど秋元議員おっしゃいましたように、このクールジャパンで日本の危機を突破する

んだという心意気を発信することができたらなと思っております。 

 次回の推進会議では、第１回の会合、第２回の会合で提案された意見を踏まえて、提言

の取りまとめを行いたいと思っております。日程については事務局からお願いをいたしま

す。 

○内山知的財産戦略推進事務局長 次回の推進会議は４月下旬を目途に開催する予定でご

ざいます。詳細はまた別途御連絡いたします。よろしくお願いいたします。 

○稲田クールジャパン戦略担当大臣 それでは、本日の会議をここで閉会をいたします。 

 本日は御多忙のところ本当にありがとうございました。 
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