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クールジャパン戦略の推進状況

○ 官民・異業種連携の強化を図り、クールジャパン戦略
を深化させるため、「クールジャパン官民連携プラット
フォーム」を設立（平成２７年１２月）
・セミナー（第三回：本年9月１８日開催）
クールジャパンを牽引する有識者が、海外展開のノ
ウハウ等について広く啓発し、機運醸成を図る

・マッチングフォーラム（第三回：来年2月開催予定）
異業種連携によるビジネスプロジェクト創出を推進

○ 地方版クールジャパン推進会議
（今後、福岡等で開催予定）
地域の幅広い魅力を一体的に発信する方策等を議論

○ 海外イベント（来年1月中旬開催予定）
海外の日本文化関連イベントで日本の魅力を発信

ムーブメントの推進
□クールジャパン戦略官民協働イニシアティブ
クールジャパン戦略についての５つの視点及び政府が実施する横
断的な取組などについてとりまとめ。

・クールジャパン関係府省連絡・連携会議
（CJ副大臣議長）関係府省庁等の施策推進状況確認。

□クールジャパン人材育成検討会最終とりまとめ
クールジャパン産業の発展に必要な人材を６つに区分し、人材育
成・集積に向けた取組の方向性等について本年3月とりまとめ。

・クールジャパン人材育成政府連絡会
（CJ副大臣議長）関係府省庁等の人材育成に係る施策推進状況確認。

□日本産酒類の輸出促進に向けた課題及び対応方針について
日本産酒類の更なる輸出拡大を図るため、政府等の対応方針を策定。

・日本産酒類の輸出促進連絡会議
（政務官議長）関係府省庁等の取組状況についてフォローアップ。

クールジャパン戦略の推進

クールジャパンアンバサダー、地域プロデューサーの有効活用

メンバー
・共同会長（３名）
［官］平井 卓也 クールジャパン戦略担当大臣
［民］川上 量生 カドカワ㈱代表取締役社長

長榮 周作 パナソニック㈱取締役会長
・関係府省･政府関係機関（12･５機関）
・民間団体（45団体）
・民間企業･機関･個人（43企業･機関、25名）

□本年6月12日に知的財産戦略本部（本部長：内閣総理
大臣）において、「知的財産戦略ビジョン」を決定。

・クールジャパンについては、日本の様々な魅力が一層効果的・一体的
に発信・展開されるよう、
① 日本の魅力について、外国人が強い関心を持つストーリーを活用
すること等により、付加価値を高めること

② 国や地域の市場特性に加え、社会的属性による嗜好を踏まえ、戦
略的に海外展開を推進すること

③ 日本に愛着や帰属意識を持つ「日本ファン」の集積を促す仕組み
作りを推進すること
等といった観点から取組の方向性を取りまとめ。

・今後、政府の様々な施策に反映予定。 １



アニメ
神社・仏閣

歌舞伎
日本食

…
 

･ 温水洗浄便座
･ 弁当箱…

 

…
 

■外国人が良いと思う日本の魅力

①外国人がよいと思う/今後思ってもらえる可能性のある日本の魅力を効果的に発信・展開することに加え、
②日本人がよいと思う日本の魅力を外国人にとっても魅力的なコンテクストで発信・プロデュースし、
③ストーリー化によって、さらに外国人にとっての価値を高め、
作ったものを売るプロダクトアウトではなく、マーケットイン（顧客ニーズをすくいとる発想）の観点から、
日本をもっと消費してもらうことが重要。

外国人 が良いと思う
日本の魅力

（クールジャパン資源）

日本人 が良いと思う
日本固有の魅力

地方等に眠っている魅力を発掘し、
外国人の視点も入れながら発信する
ことでクールジャパン資源となりうる。

外国人目線での編集等により、外国人に受け
入れられる｢商品｣となるようにプロデュースする
ことでクールジャパン資源となりうる。

･ 落語
･ 伝統的工芸品（例）

（例）
（例）

クールジャパン戦略について

２



（参考）地域によるクールジャパンへの関心分野等の違い（１）

Q  あなたが日本に興味を持ったきっかけは何ですか？（３つ選択）

欧州・アジアでは「アニメ・マンガ・ゲーム」が、日
本に興味を持った大きなきっかけを占めている。

北米では日本の「音楽」への関心が相対的に
低い。

北米では、「日本食」が日本に興味を持った最
大のきっかけとなっている。

欧州・北米ではアジアと比べて日本の「歴史」
への関心が高い。

日本に興味をもったきっかけ 欧州 アジア 北米

アニメ・マンガ・ゲーム 75.00% 56.60% 23.15%
映画・テレビ番組 12.00% 24.06% 11.11%
俳優・芸能人・アイドル 9.00% 21.23% 2.78%
セレブ・有識者等のインフルエンサー 0.00% 0.94% 0.00%
音楽 27.00% 28.30% 10.19%
ファッション・美容 11.00% 10.85% 5.56%
アート・デザイン 7.00% 7.08% 12.96%
ライフスタイル 13.00% 10.38% 18.52%
自然風景 10.00% 20.28% 16.67%
日本食 24.00% 22.17% 27.78%
観光 12.00% 25.00% 23.15%
歴史（神社・仏閣等の建造物を含む） 23.00% 5.66% 21.30%
伝統文化（茶道・歌舞伎・日本画等） 23.00% 14.15% 16.67%
伝統工芸品（陶磁器・漆器・織物等） 6.00% 1.42% 6.48%
日本独自の精神文化（禅・武士道・わびさび等） 9.00% 0.47% 12.96%
科学技術 6.00% 10.38% 9.26%
スポーツ 0.00% 0.94% 0.93%
日本製品 3.00% 8.96% 10.19%
学校教育 3.00% 8.02% 3.70%
日本の歴史や語学などの学び 11.00% 11.79% 12.04%
仕事 0.00% 4.72% 4.63%
その他（自由記入） 3.00% 1.89% 10.19%

内閣府知財事務局委託調査 「クールジャパンの再生産のための外国人意識調査（VIPO:映像産業振興機構）」 3



Q 日本・日本人の際立った魅力は何だと思いますか？（５つ選択）

内閣府知財事務局委託調査 「クールジャパンの再生産のための外国人意識調査（VIPO:映像産業振興機構）」

3大陸共に「礼儀正しさ」が日本の一番の魅力
として映っているという結果となった。

アジアは「創造性」や「アニメ・ファッション・キャラ
クターに現れるKAWAII文化」のようなコンテン
ツ面において欧州・北米よりも日本を高く評価
していると推測される。

「道を究める姿勢」や「日本独自の精神性
（禅・武士道・わびさび等）」は、欧州・北米
でアジアよりも高い割合となった。

（参考）地域によるクールジャパンへの関心分野等の違い（２）

日本・日本人の際立った魅力 欧州 アジア 北米

緻密さ/きめ細やかさ 31.00% 27.36% 22.22%

道を究める姿勢 36.00% 22.17% 44.44%

信頼感 40.00% 50.94% 37.04%

集団行動を好む 7.00% 8.49% 5.56%

礼儀正しさ 61.00% 53.77% 49.07%

文化的な多様性・重層性 15.00% 16.51% 21.30%

ｱﾆﾒ・ﾌｧｯｼｮﾝ・ｷｬﾗｸﾀｰに現れるKAWAII文化 40.00% 47.64% 17.59%

仕事が丁寧 13.00% 7.08% 12.96%

時間や約束を守る 24.00% 31.60% 22.22%

創造性に溢れている 31.00% 36.32% 24.07%

貯金が好きで、倹約意識が高い 5.00% 14.15% 14.81%

新しいことに挑戦的である 14.00% 16.98% 10.19%

シンプルに凝縮する 37.00% 27.36% 33.33%

親切心・優しさ 24.00% 20.75% 25.00%

日本独自の精神性（禅・武士道・わびさび等） 26.00% 10.85% 30.56%

その他（自由記入） 5.00% 2.83% 2.78%
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神話
禅・武士道

神社・仏閣

日本文学

茶道

コンテンツ

飲食

技術・わざ

ファッション

文化・生活

■ ジャンルジャンルの特性も踏まえて、
■誰に ■何が ■なぜ
訴求しているのかを解明し、
クールジャパンの持続的生産
につなげていくことが重要 能・歌舞伎

伝統工芸

茶 道
お茶碗を２度回して飲むという作法の説
明ではなく、それが何のために行われて
いるかがわからなければ、外国人にとっ
ては意味不明の動作にしか見えません。
【デービッド・アトキンソン】

ポップ 深 遠

精

神

物

質

和食・日本酒
忍者

現代アート

日本画着物

コスプレ

ロボット

漫画・アニメ

ゲーム

コンビニ
原宿ストリート
ファッション

温水洗浄便座
（ウォシュレット等）スイーツ

伝統工芸（漆塗）
フランスでは「日本のものだから買う」
ではなく、文化・歴史・哲学・背景に共
感して買ってくれる人が大半。日本文化
に紐づけされた家業のストーリーが重要。
【漆塗生産者】

効果的な発信のための
コンテクストの例

知財ビジョンについて（関連分野のマッピング例と効果的な発信）
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ストーリー作りの参考となるモデルの一例として、
内閣府が㈱編集工学研究所への委託事業により「日本語り抄」を作成（参考）
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・国際ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ等への出席
・恒常的な研究・分析

日本ファンの獲得需 要

クールジャパンの効果的発信

価値価値
ｽﾄｰﾘｰ化

価値

ターゲットの明確化

・国別戦略
・属性別マーケティング

国・地域 所得 宗教

発 信 展 開

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰｺﾝﾃｸｽﾄ

価値
外国人

クール！

クール！

価値

価値

創 出 価値

価値

価値

発 見

編 集

クールジャパンの本質解明
日本の魅力

供 給

本
質
を
踏
ま
え
た

価
値
創
造

外国人がよいと思う日本の魅力の本質
（例）

基 盤
認定・登録等

多様性の受容
（外国人視点）

・緻密さ・きめ細やかさ
・道を究める姿勢
・重層性・多様性
・ゆるさ、ドグマ・禁忌の少なさ

・コア層の形成
・日本ファンとなるインセン

ティブの提示
・多様なインバウンドの促進

（ﾅｲﾄﾀｲﾑｴｺﾉﾐｰの充実など）
・長期滞在・移住

・クールジャパン人材の育成
・留学生やJETプログラム経験者等などの活用
・「e-residency」（エストニア）モデル
・コンテクスト・ストーリーのアーカイブ化
・ＣＪの本質解明や国別戦略等の観点から施策実施状況を確認しつつ推進

知財ビジョンについて（クールジャパンの再生産）
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日本ファン増加のための取組（エストニアにおける e-Residency制度）

知的財産戦略ビジョン（平成30年6月12日）（抜粋）

（参考） e-Residency制度
エストニアでは、平成26年よりe-Residencyという電子居住権の発行を開始し、エストニア非居住
者に対して電子居住権（IDカード）の発行を行っている。仮想エストニア住民が税率の低い法人税
でオンライン手続のみにより会社設立を行い、エストニアの政府関連の電子サービスを一定程度受
ける環境を提供することにより、IT先進国としての世界における認知向上にもつながっている。

▷ 日本に愛着や帰属意識を持つ外国人の集積を促す仕組みの検討エストニアにおけるe-
Residency制度など諸外国の取組も参考に、日本に関心を持つ外国人の登録等を通じて一定
の便益を供与するなど、「日本ファン」を増やす取組に加え、様々な目的で我が国に長期滞
在・定住を志向する外国人を増やす取組を推進し、より多くの外国人にクールジャパンの需
要者、さらには担い手としての活躍を促すことについて検討を行う。また、日本への留学・
就業経験者、JETプログラム経験者等、日本に滞在したことのある外国人にも「日本ファ
ン」としての登録を奨励し、日本への親近感を持ち続けられるようなフォローアップの仕組
み作りも推進する。

第５．将来の「仕組み」に向けて今後の検討が必要な課題
２．具体的なシステムの例
（３）世界に共有される価値や感性の持続的な生産・発信・展開
②クールジャパンを支える外国人の集積・活用【短・中・長期】
外国人視点、海外と日本の両方を知る強みを活かしてクールジャパンの供給サイドを担う外国
人材の集積・活用を推進することに加え、インフルエンサーとしての活躍、国内での長期滞在や
定住による需要家としての役割を通じて、需要サイドを支える外国人の日本への関心を一層高め、
その層の厚みを増していく取組を推進する。
その際、クールジャパンの需要を支える外国人が潜在的にクールジャパン産業の担い手を形成
する層になり得ることについても合わせて留意する。
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