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2-①. 韓国
国家ブランディング政策の歩み ~各大統領政権下での歩み
主な
出来事

90s~

韓国
OECD加盟 IMF危機
（’96） （’96～’97）
▼
▼

‘00s~
米同時多発
テロ（’01）
▼

日韓FIFA
W杯（’02）
▼

リーマン
ショック（’08）
▼

金大中
（’98~’03）

廬武鉉
（’03~’08）

文化大統領宣言('98)

基本方針・計画

‘10s~

コンテンツ産業着目～強化期
金 泳三
（’93~’98）

凡例

世界文化産業
五大強国宣言(‘03)

関連法案

‘20s~

東日本
大震災（’11）
▼

平昌オリン
ピック（’18）
▼

国家ブランディング
黎明期

地域文化
揺り戻し期

国家ブラン
ディング強化期

李明博
（’08~’13）

朴槿恵 *罷免
（’13~’16）

文在寅
（’17~）

文化ビジョン(’08~’12)

文化産業振興基本法（’99）

文化ビジョン2030 ('18)
文化産業振興基本法 改訂（’09）
コンテンツ産業振興法 (‘10)
大衆文化芸術産業発展法 制定(‘12)

韓国

Dynamic Korea
発表（’01～）
▼
CyberKorea21
発表(‘99)
▼

文化コンテンツ
振興院設立('01)
▼

Premium Korea
発表（’06～）
▼

Creative Korea
発表（’16~’17）
▼

文化産業振興
基金設立('03)
▼

Contents Korea
Vision発表（’01）
▼

第1次オンライン
第2次オンライン
デジタルコンテンツ産業 デジタルコンテンツ産業
発展基本計画発表(‘03) 発展基本計画発表(‘06)
▼
▼
「韓ブランド」育成支援
戦略実施('06)
▼

国家ブランド
委員会設立('09)
▼
韓国コンテンツ振興院
（KOCCA）設立('09)
▼
コンテンツ産業
振興委員会構成(‘09)
▼
国家ブランド
マップ実施(‘09)
▼
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大統領直属
「文化隆盛委員会」設立('13)
▼
地域文化振興
地域発展
5ヵ年計画(’12) 基本計画(’15)
▼
▼

コンテンツ産業
競争力強化の核心戦略(’18)
▼
コンテンツ産業の
3大革新戦略(’19)
▼

出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-①. 韓国
国家ブランディング政策の歩み ~参考：日本のこれまでの取り組み
90s~

‘00s~

CJ領域着目期（~’06）
橋本龍太郎
（’96~’98）

小渕恵三
森喜朗
（’98~’00） （’00~’01）

知的財産戦略本部設置(‘03)▼
内閣官房

知的財産基本法施行(‘03)▼

観光立国懇談会報告書発表(‘03)▼
観光立国行動計画発表(‘03)▼

コンテンツ専門調査会
日本ブランド・ワーキング
グループ発足(‘04)▼

権限を伴った組織：赤字
会議：黄字
法律：青字

‘10s~
CJ戦略立ち上げ期（~’13）

小泉純一郎
（’01~’06）

凡例

安倍
福田
麻生
鳩山
菅
野田
晋三
康夫
太郎 由紀夫 直人
佳彦
（’06~’07）
（’07~’08）
（’08~’09）
（’09~’10）
（’10~’11）
（’11~’12）
文化外交の推進に関する
懇談会報告書
関係省庁連絡会議
▼発表(‘05)
▼設置(‘08)

‘20s~

CJ戦略注力期（~’19）

CJ戦略転換期

安倍晋三
（’12~現在）
国際広報強化連絡会議 beyond 2020
▼設置(‘13) プログラム展開(‘17)▼

日本ブランド戦略の推進
－魅力ある日本を世界に発信－
▼発表(‘05)
▼日本ブランド戦略発表(‘09)

文化経済戦略
特別チーム発足('17) ▼

知的財産戦略ビジョン発表(‘18)
▼
国家ブランドに対する指標調査(‘18)
▼

クールジャパンマークの利用促進(‘15)
▼

総務省

日本ブランド戦略
▼アクションプラン発表(‘09)
BEAJ（放送コンテンツ
海外展開支援機構）発足(‘13)▼
放送コンテンツ海外展開事業実施(‘13)▼

文化庁
経済産業省
国土交通省

日本の関連省庁の動き

日本遺産認定制度開始(‘15)▼
メディア芸術
データベース整備(’15)▼

ロケーション
データベース整備(’06)▼

感性価値創造
イニシアティブ
株式会社海外需要開拓支援機構
ジャパン・ブランド
策定(‘07) ▼
（クールジャパン機構）設立(‘13)▼
育成支援事業開始(‘04)▼
文化情報関連産業課
新日本様式
クールジャパン機構による出資(‘13)▼
（メディア・コンテンツ課）
（ネオ・ジャパネスク）・ コ・フェスタ
J-LOP事業実施(‘13)▼
設置(‘01)▼ ブランド推進懇談会実施(‘05)▼ 開催(‘07)▼
クール・ジャパン
海外戦略室設置(‘10) ▼
有望な若手プロデューサー
海外支援開始(’10)▼
新日本様式協議会発足(‘06)▼

その他
エコツーリズム推進(環境省)(‘04) ▼

▼MORE THAN PROJECT実施 (‘14)
▼The Wonder 500実施 (‘15)

観光立国推進基本計画発表(‘07)
▼

ビジット・ジャパン
関連事業実施(‘03)▼
ビジット・ジャパン・
キャンペーン実施本部設置(‘05)▼

観光立国推進基本法施行(‘06)▼

地域ストーリー作り研究会
▼開催(‘14)

▼観光庁設立(‘08)
在外公館活用プロモーション
活動開始(外務省)(‘10) ▼
国内主要国際空港での
日本酒・焼酎PR(国税庁)(‘13)▼

知的財産戦略推進事務局
設置(‘03)▼
内閣府

知的財産推進計画
発表(‘03)▼
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クールジャパン戦略担当大臣設置(‘12)▼
クールジャパン推進会議設置(‘13)▼
クールジャパン発信力強化のための
アクションプラン発表(‘13)▼

地方版クールジャパン推進会議設置(‘13)▼
ＣＪムーブメント推進会議設置(‘14)▼
クールジャパン提言発表(‘14)▼
日本ブランド戦略2020
(佐藤可士和)発表(‘14)▼

▼新輸出大国コンソーシアム実施(‘16)

▼テーマ別観光推進(‘16)

▼食と農の景勝地支援(農林水産省)(‘16)
ジャパンハウス活用
▼プロモーション活動開始(外務省)(‘17)
▼クールジャパン官民連携プラットフォーム設立(’15)
▼クールジャパン戦略官民協働イニシアティブ発表(’15)
▼CJ発信イベント(‘15)
▼CJ拠点連携実証調査実施(‘16)

▼CJ・アンバサダー任命 (‘16)
▼CJ 地域プロデューサー(‘16)
▼CJ人材育成検討会設置(‘17)
クールジャパン戦略推進法案
▼(議員立法)策定の動き(‘18)

出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-①. 韓国
大統領名義の国家ブランディング文書
金大中政権以降、経済危機に対する突破口として、文化産業を21世紀における基幹産業と位置付け、積極的な支援
を実施。李明博政権以降は、国家ブランディング施策の一環として、コンテンツ産業振興を推進。
各政権下での国家ブランディングに関する主な発表・発言
金大中
（’98~’03）

第15代大統領
就任演説
’98/02/25

文化大統領
宣言
廬武鉉
（’03~’08）

’98/10/20

• 私たちは、民族文化のグローバル化に力を注がなければなりません。私たちの伝統文化の中に込められている高い
文化的価値を継承発展させることが必要です。文化産業は21世紀の基幹産業です。
• 今後の21世紀は、「知識と情報の時代」であり「文化・観光の時代」です。
• 21世紀の基幹産業である文化・観光産業を振興させ、海外市場を開拓するために全力を尽くします。
映像産業・アニメ・コンピュータゲーム産業・観光産業などを国家経済の発展の軸にする必要があります。
• 文化は、単に人間の精神的な生活を豊かにするだけではなく、文化産業を起こし膨大な高付加価値を創出する21世紀
の重要な基幹産業です。

世界文化産業
五大強国宣言

• 今後5年以内に「世界五大文化産業強国」を実現していきます。
• 21世紀は文化の世紀であり、知識と文化創造力が国家競争力を左右し、文化強国が経済大国になる時代です。
• 知識文化強国実現は、参加政府の重要な国政課題です。

文化ビジョン

• 文化や芸術が何かのためのツールとしてではなく、それ自体の価値が尊重され、認められ拡大していくための政策を
推進し、国民のみならず世界から認められるようにする。
• 文化政策が経済、環境、教育、空間などの国家政策に開かれるよう政策を展開する。社会全領域で質の高い文化的
視点が適用されてこそ品格の高い文化国家の形成が可能となる。
• コンテンツ輸出基盤を構築し、海外でも著作権が保護される政策を推進する。国内では創作意欲を拡大するために
「著作権保護」が確実に定着するようにする。

第18代大統領
就任演説

• 21世紀は文化が国力の時代です。現在、韓流文化が世界の人々に愛され、国民の大きな誇りになっています。
• 多様なジャンルの創作活動を支援し、文化と先端技術が融合したコンテンツ産業の育成を通じて創造経済を牽引し
新たな雇用を生み出していきます。

文化ビジョン
2030

• コンテンツ企業の育成センターの構築、革新的なベンチャー企業の創出、スポーツ産業革新クラスター等を造成し、
文化資源の革新と融合の主体となる企業を育成する。
• 複合的な社会問題を解決するために省庁間の協業を拡大し、文化の影響の評価対象を具体化し、その評価結果が反映
されるように改善する。

’03/08/13

李明博
（’08~’13）

’08/12/30

朴槿恵
（’13~’16）

’13/02/25

文在寅
（’17~）

※一部抜粋

’18/05/16

©2020 Accenture, All Rights Reserved. This Material is Highly Confidential and Proprietary to Accenture.

出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-①. 韓国
参考：韓国の国家ブランディングにおけるスローガンについて
国家ブランディングに関係が深いスローガンとして、‘01年の金大中政権下の「Dynamic Korea」 、’06年の廬武鉉
政権下での「Premium Korea」、’17年の朴槿恵政権下での「Creative Korea」が代表的である。
90s~

金大中

（’98~’03）

1

‘00s~
廬武鉉
2

李明博

（’03~’08）

（’08~’13）

Dynamic Korea Premium Korea
（’01年～）

‘10s~
朴槿恵 *罷免

（’06年～）

3

（’13~’16）

Dynamic
Korea

（’01年～）

2

Premium
Korea
（’06年～）

3

（’16~’17年）

参考：各政権下における
スローガン発表の背景

• ‘01年12月金大中大統領出席の「W杯・アジア大会準備状況
合同報告会」にて「Dynamic Korea」を発表
➡但し’09年以降ほとんど使用されておらず、国家ブランド
委員会の魚允大委員長が国家スローガンである「Dynamic
Korea」を変える必要があると主張

•

• ‘06年、産業資源部主導で国家ブランドの価値向上を加速し、
韓国の商品や企業の輸出競争力強化のために策定
• ’06年8月、「Premium Korea」戦略の一環としてKOTRAに
「国家ブランド管理本部」を設置。国家ブランド管理本部の
最初の事業として、「国家ブランドマップ」を作成。

•

•

Creative
Korea

（’16~’17年）

（’17~）

Creative
Korea

概要
1

文在寅

‘20s~

• ‘16年文化体育観光大臣により新国家スローガンである
「Creative Korea」を発表
➡’17年フランスの「Creative France」、’04年文化体育観光 •
部による「創意韓国ビジョン」との類似性を指摘され、
「Creative Korea」の使用中止。

©2020 Accenture, All Rights Reserved. This Material is Highly Confidential and Proprietary to Accenture.

狙いとして、これまでの韓国に対する否定
的なイメージを改善し、本格的な国家イメ
ージ向上を図るためであると政府声明が
発表されている

各国の国家ブランド構築を韓国政府も意識
し始めており、中でも’05年発表の日本に
よる「ネオ・ジャパネスク」活動を意識し
ていたのではという報道も

政府が25億ウォンをかけて3万999件の
アイデア公募作品とキーワード分析、専門
家の意見を取りまとめて策定
’05年光復（日本からの独立）70周年を
迎え、自国のアイデンティティを再確認、
、海外に積極的にPRする狙いも

出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-①. 韓国
サマリー（1/2）






【国家ブランディング戦略の特徴】


政権交代ごとに大方針は変化しているが、いずれの政権下でも文化政策が国の産業を牽引する位置付け



文化コンテンツ産業に着目した背景として、製造業や観光業等の他産業全体への波及効果が大きく、更に生産誘発効果・付
加価値誘発効果・雇用誘発効果は製造業やサービス業よりも大きい産業であるとして積極的に推進



代表的な組織として、’73年の韓国映画振興公社（現KOFIC）の他、韓国映像産業振興院、韓国文化コンテンツ振興院、韓国
ゲーム産業振興院、文化コンテンツセンター、韓国ソフトウェア振興院、デジタルコンテンツ事業団など70~00年初期に至
るまでコンテンツ領域の産業振興を狙った組織が立ち上げられてきた



特に’09年に設立された韓国コンテンツ振興院（KOCCA）は韓国政府によるコンテンツ産業への振興注力を象徴する組織で
あり、自らが実行主体となり、現在まで約11年間にわたって一貫して映像、ゲーム、音楽など多岐に渡るコンテンツ領域を
一気通貫でサポート。世界7か所に拠点を設け、ローカライズ費用や制作費の補助、国内外でのビジネスマッチング、現地需
要調査等幅広い支援を実施

【国家ブランディング戦略の変遷】


国家ブランディング政策が国策として本格的に取り組まれ始めたのは李明博政権（‘08~’13年）。同政権下では「大韓民国の
先進化」を国家目標として掲げ、国務総理を委員長とする「コンテンツ産業振興委員会」を組成。コンテンツ産業を新しい
国家成長の原動力として育成することを明言



朴槿恵政権下では、国家ビジョンとして「文化隆盛」を掲げ、文化基本法・地域文化振興法等の法律制定を積極的に推進。
★揺り戻し期 経済価値に振りすぎたため韓国内の地域文化活性化に注力



文在寅政権下では、再び明確にコンテンツ産業に軸足を置き、「コンテンツ産業競争力強化の核心戦略」「コンテンツ産業
の３大革新戦略」を通じて、自国のコンテンツ輸出へ注力する姿勢を明確化

各政権下での関連する計画・指針


李明博政権（‘08~’13年）： 『文化ビジョン（’08~’12年）』



朴槿恵政権（‘13~’17年）：『地域発展5ヵ年計画（’12年）』、 『地域文化振興基本計画（’15年）』



文在寅政権（‘18年～現在）： 『文化ビジョン2030 （’18年） 』 、『コンテンツ産業競争力強化の核心戦略（’18年） 』『コ
ンテンツ産業の3大革新戦略（’19年）

©2020 Accenture, All Rights Reserved. This Material is Highly Confidential and Proprietary to Accenture.
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2-①. 韓国
サマリー（2/2）


【現在の文在寅政権下での国家ブランディング戦略の理念・目標・KPI】


【国家ブランディングへの注力】文大統領は「コンテンツ産業は、無限の潜在力を持った産業であり、韓国のブランド価値
と競争力を高める強力な力である。コンテンツ産業の革新と飛躍は、大韓民国を経済・文化強国の道へと導くだろう」と述
べており、‘19年9月に発表された「コンテンツ産業３大革新戦略」では新韓流を活用した「Kブランドの活性化」が明確に謳
われている
＜コンテンツ産業３大革新戦略 3大テーマ＞
① コンテンツ制作力の強化に向けた政策金融の拡充、
② 韓流による消費財や観光など関連産業の成長けん引（Kブランドの活性化）
③ 仮想現実(VR)や拡張現実(AR) を活用したコンテンツの育成（モコジKorea新設）
※モコジ(모꼬지)：複数の人が集まることを意味する韓国語



【波及効果の重視】3大新戦略の各テーマは密接に関連しており、上記のテーマの推進を通じてコンテンツと消費財-観光な
ど連携産業との波及効果を極大化することを目指している
•



コンテンツ産業は人々の生活に直接的な関わりを持っており、韓国に対する好意形成、消費促進に効果的に作用する
として積極的に推進していく姿勢を打ち出している

【国家ブランディングにおける目標値】上記の戦略を実行に移すことで、’22年までに国内コンテンツ産業の年間売上150兆
ウォン（約13.6兆円）、年間輸出額134億ドル（約1.45兆円）を目標としている他、韓国コンテンツ振興院（KOCCA）の公
式HPで主な経営指標として掲げられている具体的な内容は下記の通り
＜韓国コンテンツ振興院（KOCCA）の主な経営指標＞
① 主な事業成果管理の適正性
② コンテンツ企業の海外輸出貢献度合い
③ コンテンツ企業の売上増加への貢献度合い
④ コンテンツ企業力の強化
⑤ 高品質のコンテンツ制作のための文化技術の確保

©2020 Accenture, All Rights Reserved. This Material is Highly Confidential and Proprietary to Accenture.
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2-①. 韓国 国家ブランディング政策の歩み
~金大中・廬武鉉両政権下でのコンテンツ産業への着目
‘98~03年の金大中政権下では政権発足直後に「文化大統領宣言」を発表し、コンテンツ産業を主軸に据えることを
宣言。‘03~08年の廬武鉉政権下でも引き続きコンテンツ産業を重要視し、産業発展に向けた施策を発表。

金大中政権
（’98~’03.）



‘96~97年に生じたIMF危機により低迷した韓国経済を再建するために、金大中政権は政権発足と同時期の’98年に
『文化大統領宣言』を発令し、コンテンツ産業を21世紀における国家の基幹産業の一つとして位置付け、国家戦
略として発展させていくための法制度や支援体制整備を行うことを宣言



翌年’99年にはコンテンツを流通させる土台となるITインフラを整備・強化するためのIT振興政策『CyberKorea
21』を発表し、デジタルコンテンツ領域に対して、’03年までに更に8,546億ウォン（約819億円）の追加資金を投
入することを宣言。また同年『文化産業振興基本法』を制定すると同時に『文化産業振興基金』を設立し、’03年
までに5,000億ウォン（約498億円）をコンテンツ産業に集中投資することを表明



その後‘01年に前述の『文化産業振興基本法』を改正し、コンテンツの中でもデジタル領域を政策の中心として変
更。同年コンテンツ産業を専門的に支援するための中心的な政府組織として『文化コンテンツ振興院』を設立。
※のちに韓国コンテンツ振興院（KOCCA）へ吸収



政権交代間際の’03年には、『オンラインデジタルコンテンツ産業振興法』を制定し、PC・インターネットの普
及やデジタル技術の向上に応じたオンラインデジタルコンテンツ産業の基盤整備を規定



上記のいずれの政策も「文化観光部」（現在の文化体育観光部）が担当し、その傘下にはよりきめ細かい支援を
行う為に各コンテンツ分野に特化した支援機関が複数設立されていた。※のちに韓国コンテンツ振興院（KOCCA
）として統合



‘03年に発足した廬武鉉政権では、韓国経済の更なる立て直しのために引き続きコンテンツ産業に着目。前政権時
に制定された『オンラインデジタルコンテンツ産業発展法』（’02）に基づき、『第1次オンラインデジタルコン
テンツ産業発展基本計画』（03～05年）を制定。同計画では、韓国のデジタルコンテンツ産業を21世紀の核心的
な産業へと育成し、’00年までに世界5位以内のデジタルコンテンツ国家へと躍進させることを目標に、デジタル
コンテンツ振興に向けた専門人材の育成、韓国製コンテンツの海外進出の促進施策等の包括的な施策が規定



その後’06年には『第2次オンラインデジタルコンテンツ産業発展基本計画』（’06〜’08年）が発表。

廬武鉉政権
（’03~’08）

©2020 Accenture, All Rights Reserved. This Material is Highly Confidential and Proprietary to Accenture.

出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-①. 韓国 国家ブランディング政策の歩み
~李明博政権から現在の文在寅政権の国家ブランディング戦略の本格化
‘08年発足の李明博政権下で初めて明確に「国家ブランディング」に関する方針が発表。関連法案や実行組織を整
備。その後に続く朴槿恵政権、文在寅政権でもコンテンツ産業の振興を図るための施策が継続的に立案されている。

李明博政権
（’08~’13）



文化を主軸とする国家ブランディング政策を国策として本格的に着手



李明博政権では「大韓民国の先進化」を国家目標として掲げ、国務総理を委員長とする「コンテンツ産業振興
委員会」を組成。コンテンツ産業を新しい国家成長の原動力として育成することを明言



韓国コンテンツ産業の活性化のための主管組織として’09年に文化産業振興基本法の第31条を改正し、『韓国コン
テンツ振興院（KOCCA）』を新設し、実行力を高めた


朴槿恵政権



（’13~’16）

文在寅政権
（’17~現在）

関連する計画・指針：『文化ビジョン（’08~’12年）』

朴槿恵政権下では、国家ビジョンとして「文化隆盛」を掲げ、文化基本法・地域文化振興法等の法律制定を積極
的に推進。★揺り戻し期 経済価値に振りすぎたため韓国内の地域文化活性化に注力


関連する計画・指針：『地域発展5ヵ年計画（’12年）』、『地域文化振興基本計画（’15年）』



文在寅政権下では、再び明確にコンテンツ産業に軸足を置く姿勢を表明



「コンテンツ産業競争力強化の核心戦略」「コンテンツ産業の３大革新戦略」を通じて、自国のコンテンツ輸出
へ注力する姿勢を明確化


関連する計画・指針：『文化ビジョン2030 （’18年） 』『コンテンツ産業競争力強化の核心戦略（’18年）
』『コンテンツ産業の3大革新戦略（’19年）』

©2020 Accenture, All Rights Reserved. This Material is Highly Confidential and Proprietary to Accenture.

出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-①. 韓国
韓国コンテンツ振興院（KOCCA） ~概要
李明博政権下の’09年に映像、ゲーム、音楽など多岐に渡るコンテンツ領域を一気通貫で支援する為の実行組織とし
て設立。全世界7か所に拠点を設置し、企画・制作・流通の各フェーズで実務面まで入り込んだ幅広い支援を実施。

概要

名称
設立年

• KOREA CREATIVE CONTENT AGENCY
（韓国コンテンツ振興院 ）
• ’09年5月7日

主管省庁 • 文化体育観光部
関連法案 • 文化産業振興基本法（第31条）
• コンテンツ産業の育成を通じて、国家競争力を図り、コン
テンツ産業の発展に必要なサポートシステムを用意すること
設立目的
により、国の経済に貢献コンテンツと文化の力で革新成長
をリードする
ビジョン
院長

• 「A content-enabled richer life for all」
(誰もがコンテンツで日常を豊かに）
• 김영준（キム・ヨンジュン）

従業員数 • 510名（8本部、1局、2団、2室、30チーム）
拠点

• 全世界7都市

（LA・パリ・北京・深圳・東京・ドバイ・ジャカルタ）

©2020 Accenture, All Rights Reserved. This Material is Highly Confidential and Proprietary to Accenture.

主要な業務
企画

企業育成、人材育成、研究/ホワイトペーパー/実態調査
、ITインフラ整備支援

制作

製作支援、R＆D、資金調達支援

流通

海外進出サポート（展示会、マーケット）、コンペ/授賞
式、フォーラム/カンファレンス開催支援

支援方針
 “支援の理想的な方針として、民間が90％の予算を充当し、
ここで、政府が10％を支援する方策が望ましく、この構成
比で企画したプロジェクトの方が、最終的に市場で競争力
のある商品になることができる”
（出典：製作支援本部創作コンテンツチームのキム・ジンソク長インタビュー

’00.5）

特に関わりが深い団体
 KOTRA（大韓貿易投資振興公社）※産業通商資源部参加
 KOTRAでは同時期に「国家ブランド管理本部」が設置
され、国家ブランドマップ調査や Premium Korea 広報
事業などの活動を展開
 韓国コンテンツ振興院と協働し、海外進出希望企業に対
する資金提供、コンサル、海外EXPO/イベントを支援し
、収益獲得まで徹底サポート
出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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参考：韓国の国家予算ポートフォリオ
「文化と観光」の予算比率は李明博政権下では1.2％前後、’14年に未来創造科学部(’07年に科学技術情報通信部に改
編)が新設され、放送通信委員会の業務移管により朴槿恵権下では1.5％と微増し文在寅政権下でも維持されている。
凡例

社会福祉

一般・地方行政

教育

国防

農林水産

交通と物流

産業・中小企業とエネルギー

公共秩序と安全

保健

環境

科学技術

文化と観光

通信

統一・外交

国土と地域開発

予備費

237.1
(21.2)
6.2(0.5) 2.6%
2.9(0.3) 1.2%
12.6(1.1) 5.3%
15.8(1.4) 6.6%

257.2
(23.1)
6.5(0.6) 2.5%
3.2(0.3) 1.2%
12.6(1.1) 4.9%
16.1(1.4) 6.3%
16.4(1.5) 6.4%

284.6
(25.5)
6.1(0.5) 2.1%
3.5(0.3) 1.2%
16.2(1.4) 5.7%
20.2(1.8) 7.1%
16.7(1.5) 5.9%

292.8
(26.3)
6.2(0.6) 2.1%
3.9(0.3) 1.3%
15.1(1.4) 5.2%
17.5(1.6) 6%

文化予算の定義
 ~2007年：文化体育観光部
 2007~2013年：文化体育観光部、文化財庁、放送通信委員会の一部
 2014年~2017年：文化体育観光部、文化財庁、未来創造科学部の一部
 2018年~：文化体育観光部、文化財庁、科学技術情報通信部の一部

 2007年 「国家財政法」により、中央政府機関・部署を
横断した分野別プログラム予算編成が導入
文化予算=「文化と観光」分野予算と定義
386.5
375.3
(34.7)
(33.7)
355.7
341.9
7.5(0.7) 1.9%
(31.9)
6.6(0.6) 1.7%
7.6(0.7) 2%
325.4
(30.7)
6.1(0.5) 1.6%
309.2
7.4(0.7) 2.1%
(29.2)
5.4(0.5) 1.5%
(27.7)
7.2(0.6) 2.1%
6.6(0.6) 2.1%
4.2(0.4) 1.4%

7(0.6) 2.2%
4.6(0.4) 1.4%

15.1(1.4) 4.6%
15.2(1.4) 4.9%

16.8(1.5) 5.4%

17.6(1.6) 5.7%

17.5(1.6) 5.4%
18.1(1.6) 5.6%

5(0.4) 1.5%

16.4(1.5) 4.4%
15.5(1.4) 4.5%
19(1.7) 5.6%
18.4(1.6) 5.4%

15.4(1.4) 4.3%

18.9(1.7) 5.3%
18.7(1.7) 5.3%

45.7(4.1)
17.8%

19.3(1.7) 5.1%

19.8(1.8) 5.1%
19.4(1.7) 5%

7(0.6) 1.7%
6.9(0.6) 1.7%

16(1.4) 4%
18.6(1.7) 4.6%

429
(38.5)

48.7(4.3)
17.1%

48.7(4.3)
16.6%

52.4(4.7)
16.0%

55.1(5)
16.9%

55.8(5)
16.3%

57.2(5.1)
16.1%

58(5.2)
15.5%

59.5(5.3)
15.4%

469.5
(42.1)

15.7(1.4) 3.3%

19.7(1.8) 4.6%

19.6(1.8) 4.9%

63.3(5.7)
15.8%

69(6.2)
16.1%

76.6(6.9)
16.3%

61.7(5.5)
24%

67.8(6.1)
23.8%

73.9(6.6)
25.2%

78.9(7.1)
25.5%

84.8(7.6)
26.1%

88.7(8)
25.9%

97.2(8.7)
27.3%

105.3(9.4)
28%

112.9(10.1)
29.2%

119.1(10.7)
29.7%

133.8(12)
31.2%

148.9(13.4)
31.7%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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19.2(1.7) 3.7%
21.5(1.9) 4.2%

20(1.8) 4.3%

56.1 (5)
23.7%

出典：財政情報公開システム『予算科目構造』よりアクセンチュア作成

7.9(0.7) 1.5%
8(0.7) 1.6%

23.7(2.1) 4.6%
18.8(1.7) 4%

16.3(1.5) 3,8%
15.3(1.4) 3,6%

512
(45.9)

7.3(0.6) 1.6%
7.2(0.6) 1.5%

7(0.6)1.6%
6.5(0.6) 1.5%

17.3(1.5) 5.9%

15.9(1.4) 6.7%

42.3(3.8)
17.8%

20.3(1.8) 5.4%

16.3(1.5) 4.2%

400.4
(35.9)

単位：兆ウォン
（カッコ内：兆円）

79(7.1)
15.4%

167(15)
32.6%

2020

補足事項：「文化と観光」は、「文化体育観光部」の予算だけでなく文化財庁や放送通信委員会、
科学技術情報通信部の予算も含まれるため、KOCCAの予算と金額が等しくならない
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2-①. 韓国
韓国コンテンツ振興院（KOCCA） ~組織の建付け
コンテンツ領域の主管省庁は文化体育観光部であり、その傘下の韓国コンテンツ振興院では文化コンテンツ産業関連
全般にポリシーを計画して執行する役割。韓国コンテンツ振興院は、横断的なポリシーを策定することで、分野別、
事業別、地域別などのすべてを網羅する政策と支援を横串で担当しており、政権が変わったとしてもその影響・制約
を受けづらい構造になっていたと推察される。
韓国コンテンツ振興院（KOCCA）の組織上の特性
 ’09年に文化産業振興基本法の第31条を改正し、
当時の5つのコンテンツ関連機関が統合される
形で、韓国コンテンツ振興院（KOCCA）として
発足
 歴代院長には、マスコミ・広告業界のバックグ
ラウンドを持ち、当時の各政権の大統領、ある
いは側近と繋がりが強い人物が任命される傾向
 予算権限は、文化産業振興基本法の第17条にて
主管省庁の文化体育観光部長の長官がを有して
いることが明記

©2020 Accenture, All Rights Reserved. This Material is Highly Confidential and Proprietary to Accenture.

出典：KIHF公式HP『大韓民国概要』
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2-①. 韓国
韓国コンテンツ振興院（KOCCA） ~KPI / 中期経営計画目標
韓国コンテンツ振興院の‘17～’21年度のKPI/中期経営計画目標として全29項目の具体的な指標が掲げられている。
備考：公式HP上の掲載情報より作成のため、各目標の具体的な内容については今後要調査

大カテゴリー
キラーコンテンツ育成

中カテゴリー
キラーコンテンツ発掘・支援

目標
放送コンテンツの商用化の割合
製作支援売上高（百万ウォン）

文化技術の成果普及

技術事業化（件）

産業基盤作り

事業化実績（件）
（国内外制作会社や投資会社間のマッチング）
コンテンツクリエイティビティワークショップ教育の満足度(点)

先進事業環境整備

スタートアップのエコシステムの有効化

有料スタートアップや起業家予備軍の発掘‧育成支援（件）
コンテンツコリアラボ インフラ構築
（17年までに計11箇所に拡大）

コンテンツの資金環境の改善

融資総額（億ウォン）

コンテンツ流通プラットフォームの拡大

海外流通支援の拡大（件）
連携ビジネスモデルの発掘(件)

グローバル市場進出拡大

グローバル拠点の拡大

海外拠点拡大 （拠点）

戦略市場国/新興市場開拓の強化

コンテンツの輸出指数
共同製作参加国数

ワンストップ海外進出支援システムの高度化
コラボレーション促進

海外進出相談件数（マーケティング、法律、金融など）

大・中小企業間の協力を促進

コラボレーション評価の結果

地域コンテンツ競争力強化

地域コンテンツ事業の売上高の割合拡大（ソウルを除く比重）

健全なコンテンツ利用文化の定着

コンテンツ関連の訴訟解決支援率

コンテンツスタートアップ発掘及び育成

投資誘致活性化（億ウォン）
協働コンテンツ開発（件）

人材育成

重要なプロジェクトの発掘（件）
クリエイティブ人材育成支援プログラムの受益者（人）

協働コンテンツ戦略的育成

協働プロジェクトの推進件数（件）

VR関連の雇用創出（人）
VRコンテンツ関連の売上高（億円）
バックサポートシステムの 成果中心の組織文化の定着

個人/組織専門性強化

充実
パフォーマンス管理制度の構築
コンテンツ産業政策能力強化

調査/統計情報の利用（オンラインヒット数）
統計庁による統計品質診断「優」の評価獲得

支援事業の推進システム高度化

支援事業の推進システム高度化（計画比目標達成率）
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2017

2018

2019

2020

62%

64%

66%

68%

2021
70%

34,740

36,570

38,200

40,100

42,000

4.03

4.11

4.18

4.26

4.33

21件

25件

25件

27件

27件

91点

92点

92点

93点

93点

25件

25件

30件

30件

30件

2箇所拡大（地域密着型）

安定化と新規戦略策定

高度化推進

高度化推進

高度化推進

683

715

748

780

813

13件

13件

20件

20件

30件

7件

8件

9件

10件

11件

7拠点

8拠点

9拠点

10拠点

11拠点

69.895

71.992

74.152

76.376

78.668

4カ国

4カ国

5カ国

5カ国

6カ国

440件

484件

508件

533件

560件

優

優

優

優

優

38％

40％

42％

44％

46％

66％

66％

66％

66％

66％

275

300

330

360

400

41件

48件

55件

60件

67件

7件

10件

12件

15件

18件

676名

709名

744名

781名

820名

35件

40件

45件

50件

55件

180名

190名

200名

210名

220名

36

40

44

48

52

職務分析と管理方案

専門職位制施行

中長期人材育成計画

中長期職務管理計画策定

個人能力強化プログラム策定

成果主義に基づく年俸制拡大

成果目標管理制度の常時化

職務特性の反映

成果業績補償及び管理方法を確立

中長期業績管理方針樹立

94万件

98万件

103万件

108万件

113万件

優

優

優

優

優

優

優

優

優

優

コンサルティング

出典：KOCCA公式HPよりアクセンチュア作成
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2-①. 韓国
参考：大韓貿易投資振興公社（KOTRA）の実施する国家ブランドマップ
目的

世界の主要国で本格的な国家ブランド戦略を推進するための基礎作業

調査方法

• 韓国との輸出/輸入量が多く、将来的に市場として進出の可能性が大きい21カ国（台湾、ドイツ、ロシア、マレーシア、メキシ
コ、アメリカ、ベトナム、ブラジル、シンガポール、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、日本、中国、カナダ、タイ
、フランス、フィリピン、オーストラリア、香港）の4〜5大都市に居住する18歳〜70歳の成人男女2,809人を対象

調査内容

• 対象産業： 自動車、携帯電話、家電、衣類、IT /半導体、文化コンテンツ、鉄鋼
• 調査方針：対象国における韓国の国家ブランドイメージ、韓国の7大輸出産業のイメージがどのように形成されているか
• 調査内容：①全体的な国家ブランド現況調査：韓国がどれほど知られているか（認知度）、韓国と韓国製品がどれほど高い評価
を得ているか（評価）、②購入時に影響を与える要因の分析（例：製品の品質、アフターサービス、信頼性、デザインなど）
→各産業の韓国製品/サービスに対する印象をもとに、輸出先選別・マーケティング戦略立案の資料として利用

実行体制

• 統括：知識経済部貿易振興
• 企画管理：KOTRA、市場戦略チーム所長、国家ブランド管理本部管理官、国家ブランド管理本部代理
• 調査実務：産業政策研究院（IPS）
• アドバイザリー：韓国文化コンテンツ振興院、韓国繊維産業連合会、韓国電子産業振興会、化粧品協会

実施期間

• ’06年から’08年まで3年間実施

調査結果

※一部抜粋

【参考】
国家ブランド
マップ実施の
背景・方針

• ’09年に発行された[国家ブランドマップ3カ年総合結果報告書]によると以下の結果が示された
- 外国人の韓国へのイメージ：1位 技術力、2位 韓国料理、3位 ドラマ
- 製品やサービスへの評価：日本、ドイツ、米国に比べてまだ30％以上低評価されている（ただし、低評価は減少傾向）
- 韓国への好感度：ロシア、カナダ、サウジアラビア等の順に高く、国への評価と製品選好が高い相関関係にある事が示された
- 韓国の主要産業に対する選好度：携帯電話業界が最も高い評価を受け、家電、映画/ドラマ、加工食品、服のデザインの順
• 産業資源部は’06年、国家競争力の重要な要素となっている国家ブランドの価値向上を加速し、これを私たちの商品や企業の輸
出競争力の強化に定着させるために「Premium Korea」戦略を確立し、KOTRA（社長：洪基和）に専門組織「国家ブランド管
理本部」を設置した
• KOTRAは「国家ブランドマップ」調査は、既存の単純なイメージ調査を脱皮して国別、産業別、商品別に深く調査することを
狙いとしており、正確な「国家ブランドマップ」を作成するために、学界、コンサルティング系、企業界の専門家から多様な意
見を集約し、企業の現場の声を比重あるように扱う方針であると発表

©2020 Accenture, All Rights Reserved. This Material is Highly Confidential and Proprietary to Accenture.
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2. 国家ブランディング施策調査
~その他各国の主要な国家ブランディング施策

概要

各国の主要な国家ブランディング施策
UK

•
•
•
•

France

『GREAT BRITAIN CAMPAIGN』として’12~’15年に実施。その後’16年以降も活動を継続
目的は、’12ロンドンオリパラ・エリザベス女王在位60周年を契機に、イギリスの観光やビジネスの機会を最大化
予算規模は、’12~15年で合計1億1,350万ポンド(約156億円)
主管組織は、 GREAT campaign board。実行組織は、外務省・国際通商省・観光庁・英国文化振興会

• 『Creative France』として、‘15年より実施
• 目的は、フランスが近代的・創造的であり、世界に対して開かれていることをPRし、外資企業を誘致すること
• 主管組織は、政府機関「BusinessFrance」。’15年にUBIFRANCEとフランス国際投資庁の合併により設立

Germany

Estonia

•
•
•
•

『Deutschland - Land der Ideen』として、’05~’06年に実施。現在も規模を縮小して活動を継続
目的は、’05年ドイツWC杯を契機に、敗戦国のイメージを払拭し、技術・哲学のイメージを強化すること
予算規模は、2,500万ユーロ(約30億円)
主管組織は、ドイツ産業連盟（BDI）。実行組織は、ドイツ政府・民間企業

•
•
•
•

『Brand Estonia』が主導する国家ブランディング施策
目的は、独立後国際社会からの認知度向上に向けて、デジタル社会としての確立を目指すこと
予算規模は、’02年～ 80万ユーロ（約1億400万円）、’16年～ 年間20万ユーロ（約2600万円）
主管組織は、’00年～ 政府機関「Enterprise Estonia」、’16年～ 政府機関「Brand Estonia」

• 『Australia Unlimited』として、‘09年に実施
• 目的は、これまでの観光面への好意的評価を産業面へ波及させ、国としての魅力を総合的に発信すること
• 予算規模は、’09年～ 2,000万ドル ＋ 400万ドル（約2.4億円）
• 主管組織は、’09年～ オーストラリア貿易促進庁（Austrade）、’10年～ 国家ブランド諮問委員会、’19年～ クレ
メンジャーBBDOシドニー（広告代理店）

Australia

Singapore

概要

※シンガポールにおいては類する施策が
観光面にフォーカスされていたため、
今回の主たる調査対象からは除外

• 観光施策『Instant Asia』として、’64年に開始。定期的に観光施策がアップデートされており、’17年には
『Passion Made Possible』が発表され、現在も活動を継続
• 目的は、失業率10％超であった過去を顧み、雇用の創出や住環境の整備等、国家主導型の経済開発を進めること
• 主管組織は、’64年～「シンガポールツーリストプロモーションボード（STPB）」、’97年～「STB」に改名

©2020 Accenture, All Rights Reserved. This Material is Highly Confidential and Proprietary to Accenture.
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2-②. イギリス
主要な国家ブランディング施策 ~UKにおける各政権下での歩み
90s~

‘00s~

‘10s~

Cool Britannia
ジョン・メージャー
（’90~’97）
Creative Industries
Task Force：CITF設置(’97)
▼

トニー・ブレア
（’97~’07）
Creative Economy
Program(’05)
▼
Creative Economy
Program (CEP)設置(’05)
▼

GREAT BRITAIN CAMPAIGN
ゴードン・ブラウン
（’07~’10）
『Creative Britain』
発表 (’08)
▼

デーヴィッド・キャメロン
（’10~’16）

テリーザ・メイ
（’16~’19）

ボリス・ジョンソン
（’19~現在）

’00年ローマ法王
訪英(‘10)
▼

ロイヤルウェディング(’11)
▼

イギリスの主な動き

ロンドン同時爆破テロ(’05)
▼

Creative Industries
Export Promotion Advisory Group
設置（’98)
▼

‘20s~

ロンドンオリパラ(‘12)
▼
エリザベス女王在位60周年(‘12)
▼
イギリス暴動(’11)
ラグビーワールドカップ(‘15)
▼
▼
GREAT CAMPAIGN フランス・ドイツでの
ツーリズム活動実施(‘13)
発表(‘11)
▼
▼

ロンドン主要空港・オリンピック会場
・公共交通機関にて観光客への
GREATメッセージ広告実施(‘12)
▼
オリンピックコラボ
100イベント実施(‘12)
▼
「Bond is GREAT」
映画観光キャンペーン開始(‘12)
▼

British Airways共同出資
広告キャンペーン(‘12)
▼

Mulberryとの
パートナーシップ開始(‘12)
▼

中国・インド・ブラジル
・アメリカ中心の
キャンペーン活動実施(‘13)
▼
「Exporting is GREAT」
中小企業輸出支援
キャンペーン開始(‘13)
▼

民間企業スポンサーによるイベント
「GREAT Weeks of Creativity」実施(‘13)
▼
「Paddington is GREAT」
映画観光キャンペーン開始(‘14)
▼
イスタンブールでの
「GREAT Festivals of Creativity」等
民間企業との共同出資による
プロジェクトの増加 (‘14)
▼

©2020 Accenture, All Rights Reserved. This Material is Highly Confidential and Proprietary to Accenture.
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2-②. イギリス
主要な国家ブランディング施策 ~『Cool Britannia』について
’97年首相に就任したブレア首相は、21世紀の社会を牽引するのは知識創造型産業であるとし、今後重点産業分野を
「クリエイティブ産業」と規定。最重要課題は雇用創出・外貨獲得・観光誘致であると宣言し、各種施策を推進。
概要
名称
開始年

• Cool Britannia
• ’97年

• 文化・メディア・スポーツ省（DCMS）
⁃ ’97年、国家遺産省から改称。
• クリエイティブ・エコノミー・プログラム（CEP）
⁃ ‘05年、DCMSのサブ組織として設立。
• クリエイティブ産業特別委員会（CITF）
⁃ ’97年、省庁横断的な組織として設立。
実行組織
• クリエイティブ産業輸出促進勧告グループ（GIEPAG）
⁃ ’98年、CITFのサブ組織として設立。
• パネル2000タスクフォース（Panel 2000 Task Force）
⁃ ’98年、外務英連邦省（FCO）によって設立。
• イギリス広報特別委員会（BATF）
⁃ ‘01年、Panel2000の提言を受けて設立。

目的

• 21世紀の社会を牽引するのは知識創造型産業であることから、
「クリエイティブ産業」を中心に、多くの国からの経済投資誘
致・観光客誘致・文化関係者移住を促進し、文化産業・芸術産
業のより一層の強化を図ること。

• 「Cool Britannia」は、メディアが’90年代のイギリス文化のク
ールさ、格好よさを表現するために使用し始めた。
• そうした中で、当時44歳であったブレアが首相となり、 若々
背景・経緯 しく新鮮なイメージとして「Cool Britannia」というフレーズ
が世間に広まった。
• その後、ブレア首相が「Cool Britannia」のアイディアを取り
入れて国家ブランディングを開始

©2020 Accenture, All Rights Reserved. This Material is Highly Confidential and Proprietary to Accenture.

具体施策
• 3つの大きな政策を中心として実施。
⁃ 文化政策
• 文化・メディア・スポーツ省（DCMS）が主管となって実施。
• 「クリエイティブ産業」を定義付け、一つの産業セクターとしての
認識を定着させる動き。
⁃ 輸出政策
• DCMSと貿易産業省（DTI）が共管となって実施。
• イギリスのクリエイティブ産業を海外へ進出させる動き。
⁃ パブリック・ディプロマシー政策
• 外務英連邦省（FCO）が主管となって実施。
• イギリスのブランドイメージを刷新する戦略的な広報外交を推進す
る動き。

経済的効果/評価
• OECDの調査プロジェクト（’06年）によると、先進5か国におけるク
リエイティブ産業が各国の経済活動に占める割合は、イギリスが最も
高い（5.8％）という結果。
• クリエイティブ産業の粗付加価値額は、’97年から’06年にかけて1.8倍
以上も増加。
• ただし、国内ではイギリスの民族の多様性等から国家のアイデンティ
ティを一つに集約することはできない等の声があり、かつブレア政権
の人気も凋落したことから、’07年ブレア引退と共に収束。
出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-②. イギリス
主要な国家ブランディング施策 ~『Cool Britannia』の具体政策
「Cool Britannia」を巡っては、文化政策、輸出政策、パブリック・ディプロマシー政策の3つの大きな政策を実
行。但し、包括的にクリエイティブ産業を振興するための具体施策が発表されたのは、ブレア政権以降となる。
政策

概要

関連組織

文化政策

• 文化・メディア・スポーツ省
(DCMS)が主管
• 「クリエイティブ産業」を定
義付け、一つの産業セクター
としての認識を定着させる動
き。

• 文化・メディア・スポーツ省（Department for Culture, Media and Sport ：DCMS）
⁃ ‘97年、国家遺産省（Department of National Heritage）から改称。
⁃ 目的：文化・芸術・スポーツや放送・インターネットなどメディアに関する行政を担うこと。
⁃ 主な活動：「クリエイティブ産業」として13の産業領域を定義（広告、骨董、建築、工芸、デザイン、ファッション
、映画、レジャーソフトウェア、音楽、舞台技術、出版、ソフトウェア、テレビ・ラジオ）。
• クリエイティブ・エコノミー・プログラム（Creative Economy Program：CEP）
⁃ ‘05年、DCMSにおけるクリエイティブ産業を所管する組織として設立。
⁃ 目的：クリエイティブ産業の調査・研究、政策の策定・実施を行うこと。
⁃ 主な活動：’06~’08年においてクリエイティブ産業に関する調査結果を発表。
’06年：「ワーキング・グループ白書」発表
’07年：「Staying Ahead」発表（クリエイティブ産業に関する現状、課題を分析）。
’08年：「Creative Britain」発表（Staying Aheadの分析を基に、クリエイティブ産業がイギリス経済に貢献するため
に政府と他公共部門がすべきことを8テーマにわたって体系的に整理。これまで13領域において個別の施策が実施され
ていたが、これによって初めてクリエイティブ産業を包括的に捉えて施策を実行するようになった。）
• クリエイティブ産業特別委員会（Creative Industries Task Force：CITF）
⁃ ‘97年、全6省庁を基に省庁横断的な組織として設立（’02年解散）。
⁃ 目的：クリエイティブ産業の経済的貢献や直面している課題を調査し、「クリエイティブ産業」という言葉を定着さ
させること。
⁃ 主な活動：’98、’01年に「現状分析報告書」を発行することで、クリエイティブ産業が一つの産業セクターとして認識
され始めるようになった。

輸出政策

• DCMSと貿易産業省(DTI)が
共管
• イギリスのクリエイティブ産
業を海外へ進出させる動き。

• クリエイティブ産業輸出促進勧告グループ（Creative Industries Export Promotion Advisory Group：CIEPAG）
⁃ ‘98年、CITFのサブ組織として設立（’02年解散）。
⁃ DCMS、貿易産業省（DTI）、イギリス海外貿易総省、民間企業による合同組織。
⁃ 目的：クリエイティブ産業の海外進出への支援の在り方を検討し、官民一体となって海外展開を後押しすること。
⁃ 主な活動：具体的にターゲット市場を定め、輸出振興策として「クリエイティブ産業の輸出戦略」を発表。

パブリック・ • 外務英連邦省(FCO)が主管
• イギリスのブランドイメージ
ディプロマシー
を刷新する戦略的な広報外交
政策
を推進する動き。

• パネル2000タスクフォース（Panel 2000 Task Force）
⁃ ‘98年、外務英連邦省（Foreign and Commonwealth Office：FCO）が設立（’01年解散）。
⁃ 目的：イギリスにおけるパブリック・ディプロマシー戦略を検討すること。
⁃ 主な活動： ‘99年「審議報告書」を発表。
• イギリス広報特別委員会（Britain Abroad Task Force：BATF）
⁃ ‘01年、Panel2000の提言を受けて設立（’02年解散）。
⁃ 目的：イギリスのブランドイメージを刷新する国家広報戦略を実施すること。
⁃ 主な活動： 目立った活動がないまま2002年に活動終了。
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2-②. イギリス
主要な国家ブランディング施策 ~『GREAT BRITAIN CAMPAIGN』について
イギリスは、’12年からロンドンオリンピック等の国際イベントを契機に、観光・ビジネスの強化とネガティブイ
メージの払拭を目指す『GREAT BRITAIN CAMPAIGN』を実施。
概要

名称
開始年

• GREAT BRITAIN CAMPAIGN
• ’12年

• GREAT campaign board(内閣府中心の委員会)
⁃ 議長：文化メディアスポーツ省長官
⁃
上級責任者：首相
実行組織
⁃ 統括：外務省コミュニケーションディレクター
• 外務省・国際通商省・観光庁・イギリス文化振興会

目的

• ’12年にロンドンオリパラ・エリザベス女王在位60周年、
’15年ラグビーワールドカップ等国際イベンド実施に際し
イギリスの観光やビジネスの機会を最大化
• ’05年7月ロンドン同時爆破テロ、’11年の8月のイギリス暴動に
よる海外からのネガティブイメージの払拭

予算

• 1億1,350万ポンド(約156億円)

• 経済効果向上度：国外からの投資額、支援企業の取引獲得数等
主な
• SNS影響度：Facebookいいね数、Twitterフォロワー数等
KPI/KGI
• 英国留学への影響度：英国留学生数、留学生の平均支出等
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具体施策
• 「XXX IS GREAT」のキャッチコピーを使用し、様々な分野における
イギリスの魅力をアピール
⁃ 例）「HERITAGE」「PUBS」、「CREATIVITY」、
「BOND」(映画「007」公開時のコラボ)等
• 「クールブリタニア」展開時に特定の産業(クリエイティブ産業)のプ
ロモーションに収束していたという批判を受け、
貿易・投資・観光・教育を焦点とし、あらゆる産業を横断した
プロモーション活動を実施
• 外務省、国際通商省、観光庁、イギリス文化振興会などの在外公館・
公的機関を通して、企業・団体などのイギリスの資産を断的に紹介し
貿易・投資・観光を促進
• 高い投資利益率が込まれるマーケット(アメリカ・ブラジル・インド
・中国等)で、集中的にプロモーションを実施

経済的効果/評価
• ’13年3月時点：海外訪問客 192万人(目標の25%増)
• ’12–’15年の4年間：1億1,350万ポンド(約156億円)の投資で12億ポン
ド(約1657億円)の経済効果を達成
成功要因
• 外務省コミュニケーションディレクターが全省庁一括して統括
• KPIとメリットを提示することで政権交代後もキャンペーン継続

出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-②. イギリス 主要な国家ブランディング施策
~『GREAT BRITAIN CAMPAIGN』予算の割り当て
GREAT BRITAIN CAMPAIGNの実施に係り、イギリス政府は’12～’15年の3年間で計1億1,350万ポン
ド（約156億円）の予算を割り当て。
GREAT BRITAIN CAMPAIGNの’12~’15年度の予算推移

GREAT BRITAIN CAMPAIGNの
3年間の予算合計額
113.5

単位：百万ポンド（カッコ内：億円）

(156億円)

8.5(11.7)

46.5

37.1

(50.9億円)

2.5(3.4)
25(34.3)

6.6(9.1)

2012-2013

(63.9億円)

3(4.1)

30.0

(41.2億円)

2(2.7)

2(2.7)
2(2.7)

3(4.1)

2013-2014
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4(5.5)
7.5(10.3)

イングランド観光庁
イギリス文化振興会

54(74.2)

英国政府観光庁

39.6(54.4)

イギリス貿易投資総省/
外務省

3.5(4.8)
2(2.7)

17(23.3)

12(16.4)
12(16.4)

首相官邸

21(28.8)
2014-2015

2012-2015の合計値
出典：国立監査局公式HP 『Exploiting the UK brand overseas』
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2-②. イギリス 主要な国家ブランディング施策
~『GREAT BRITAIN CAMPAIGN』の委員会組織
デジタル・文化・メディア・スポーツ省長官を議長とする「グレートプログラム委員会」を筆頭に、「内閣府/首相
官邸グレートプロジェクトチーム」、「政府実行パートナー」が中心的な組織として取り組みを推進。
委員会組織構造
グレートプログラム委員会
(GREAT Programme board)

民間セクター評議会
ワーキング委員会

(Private Sector Council
and Working board)

内閣府/首相官邸
グレートプロジェクトチーム
(Cabinet Office/No 10
GREAT Project Team)

広告代理店
(Agencies)

政府実行パートナー
(Government Delivery
Partners)

国際的な活動

外務省
(FCO)

イギリス イギリス貿易
投資総省
文化振興会

(British Council)

(UKTI)

• 毎月の会議にて戦略的方向性、資金調達、妥当性
評価、キャンペーンの全体管理を実施
 議長：DCMS省長官
 出席者：大臣(DCMS・BIS・FCO)、CEO(Visit
Britain・UKT・British Council・Visit
England)、民間セクター評議会の議長 等
• キャンペーン管理の上級責任者として以下を担当
 財務適切性
 プロジェクト全体調整、ブランド管理
 調査、政府実行パートナーの管理
 特定のプロジェクトの実施
• 実行パートナーとして以下を担当
 国際的なグレートキャンペーン活動の実施
 個々の省庁のワークストリーム管理・財務管
理・事業運営のサポート
イギリス中心の活動

英国政府
観光庁

(Visit Britain)

イギリスビザ
入国管理局
(UKVI)
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ビジネス
デジタル・文化
イングランド
・メディア
・イノベーション その他省庁
観光庁
(Other departments)
・スポーツ省
・技能省
(Visit England)
(DCMS)

(BIS)

出典：国立監査局公式HP 『Exploiting the UK brand overseas』
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2-②. イギリス 主要な国家ブランディング施策
~『GREAT BRITAIN CAMPAIGN』の資金拠出の仕組み・経済効果
’12～’15年の4年間で政府支出として1億1,350万ポンド（約156億円）に加え、民間企業・個人から6,800万ポンド
（約92億円）を調達。その結果12億ポンド（約1,600億円）の経済効果を生み出した。

資金拠出の内訳

経済効果

総額 1億8,150万ポンド

総額 12億ポンド

（約250億円）

政府資金
• 以下5組織に予算を割り当て
⁃ 内閣府
⁃ 観光局
⁃ イギリス文化振興会
⁃ 観光庁
⁃ 国際通商省/外務省

6,800万ポンド
（約92億円）
1億1,350万ポンド
（約156億円）

民間資金
• 民間企業および個人からのス
ポンサーシップ
⁃ 民間企業：202社
⁃ 個人：164名
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（約1,600億円）

3,290万ポンド
（約44億円） 450万ポンド
5,000万ポンド
（約6億円）
（約67億円）

2億68,80万ポンド
（約350億円）

5億1,690万ポンド
（約700億円）

3億6030万ポンド
（約480億円）

資金調達（観光局）

国外からの投資

既存企業追加利益

資金調達（イギリス文化振興会）

旅行者による利益

留学生による利益

出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-③. フランス
主要な国家ブランディング施策 ~フランスにおける各政権下での歩み

‘40s~

ヴァンサン・
オリオール
（’47~’54）

‘50s~

ルネ・コティ
（’54~’69）

‘60s~

シャルル・ド・ゴール
（’59~’69）

‘80s~

フランソワ・ミッテラン
（’81~’95）

‘90s~

‘00s~

‘10s~
‘20s~
Creative France
ニコラ・
サルコジ
（’07~’12）

ジャック・シラク
（’95~’07）

フランソワ・
オランド
（’12~’17）

エマニュエル・
マクロン
（’17~現在）

2億2500万ユーロの
公的資金ファンド創設を公言(‘19)▼
コスメティックバレー
競争力産業クラスター認定(‘05)▼

フランスの関連省庁の動き

Marque France
開始(‘13)▼

政府機関
Business France
▼設立(’15 )

La French Tech
開始(‘13)▼

Creative France
▼開始(‘15)

Strategic Attractiveness
Council 設立(‘14)▼

Creative Industry
▼発表(‘16)

France Attractiveness
Scoreboard発表(‘14)▼
Station F設立(‘14)▼

原産地統制呼称制度
▼ 導入(‘35)

SOPEXA 設立(‘61) ▼

SOPEXA民営化(‘08)▼
農漁業近代化法
国家食品プログラム成立(‘10)▼

EC共通農作開始(‘62)▼

CNC(フランス国立映画センター)
▼ 設立(‘46)
カンヌ国際映画祭
▼ 開催(‘46)

ルーブル美術館
ピラミッド
完成(‘89)▼

文化省設立(‘59)▼
「第4次国家計画」発表により
文化公共政策誕生(‘62) ▼

フランスワイン産業改革
▼ 5ヵ年計画発表(‘14)

エッフェル塔
完成(‘89)▼
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単一通貨ユーロ
導入(‘99)▼

創造の自由、建築および文化遺産に LVMH Innovation
関する法律公布(‘16)▼ ▼Awards創設(‘17)
Bienvenue
en France
(フランスへ
ようこそ)
キャンペーン
▼実施(‘18)
出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-③. フランス
主要な国家ブランディング施策 ~『Creative France』について
‘15年6月のStrategic Attractiveness Councilの発表に基づき同年10月、経済面からフランスの魅力を発信する
「Creative France」の実施を宣言。’16年4月には具体的な施策として「Creative Industry」キャンペーンを発表。
概要

名称
開始年

• Creative France

具体施策

大胆 / 創造性 / 発明 / 革新

• ’15年（当初18ヵ月間実施として開始し、現在も継続中）

• 政府機関「ビジネスフランス」
⁃ ’15年1月、UBIFRANCEとフランス国際投資庁の合併により
設立。
実行組織
⁃ Mission：①フランス企業の輸出支援、②フランスへの国際
投資の促進、③フランス、その事業とその領土の魅力と経
済的イメージの促進

目的

• フランスに対する先入観を揺さぶり、事実と結果によって経済
イメージを高め、フランスが近代的で創造的であり、世界に対
して開かれていることを実証する
• さまざまな分野での創造性と革新の観点からフランスのイニシ
アチブとノウハウを促進する

予算

ー

主な
KPI/KGI

• 科学技術向上度：インターネット接続機種（IoT）数、ビックデ
ータ関連職種の新規雇用者数、製薬バイオテクノロジー業界の経
済成長率等
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• Creative Franceの代表者・代表企業を設定
⁃ 数学者、エンジニア、デザイナー、起業家の4部門に注力し選定。
• 主なキャンペーン実施内容
⁃ 国際メディアとの広大な行動プログラムで構成し、主要なメッセージ
を発表。
⁃ 多くの人々の関心を招くようSNS上での広告を実施。
⁃ キャンペーンのすべてのコンテンツを集約し、ローカル/グローバル
なコミュニティと対話するデジタルプラットフォームを活用。
⁃ 国際経済の意思決定者に会うために、海外の全てのフランスの代表、
特に大使を動員。
⁃ 経済会議や主要な国際イベントへの広大な参加システムを導入。
⁃ 「Station F」(’14設立)もスタートアップハブとして成長を支援
• 世界12か国で18か月間本格実施。
⁃ フランスにとっての影響度の大きい、日本、米国、中国、香港、韓国
、インド、ドイツ、イギリス、ブラジル、アラブ首長国連邦、シンガ
ポールをターゲットに選定。
⁃ 海外でのフランス企業の成長が促進され、投資家に対するフランスの
魅力が強化され、一般的にビジネスを行う場所としてのフランスの肯
定的なイメージが構築されることを目的とする。

経済的効果/評価
• 外国投資案件件数：1,117件（内643件がビジネスフランス経由）
• イギリスからの投資案件数：85件、及び、雇用創出数：3,713名
出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-③. フランス
主要な国家ブランディング施策 ~スタートアップ支援施策について
政府主導のもと、’13年から「フレンチテック（La French Tech）」というスタートアップコミュニティを立上げ、
自国のスタートアップ企業を中心としたブランド化を図り、優秀な人材をフランスに惹きつける取組みを推進。
概要

名称
開始年

• フレンチテック（La French Tech）
• 2013年

• 政府機関「フランス貿易投資庁（Business France）」
• 政府機関「フランス公的投資銀行（Bpifrance）」
実行組織
• テクノロジー業界の様々なステークホルダー（起業家、投
資家、エンジニア等）
目的

• 政府主導のもとフランスのスタートアップを結集しコミュ
ニティを構成することで、ブランド化されたフランスのス
タートアップの存在感を世界に示すこと。

• マクロン大統領（’17～現在）は、経済・産業デジタル大臣
在任当時（’14～’16）より、スタートアップを成功させるこ
とで若くて優秀な人材をフランスに集めるために重要だと
考え、スタートアップ支援に積極的だった。
背景・経緯
• しかし、国内に散らばるスタートアップの存在感を世界に
示すことができていなかったため、政府主導のもとスター
トアップを結集し、「フレンチテック」という統一したラ
ベルを使用することで、ブランディングを図った。
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具体施策
• French Tech Ticket
⁃ 海外スタートアップによる仏国内への進出支援のプログラム。
⁃ ビジネスコンテンツを通過することで4.5万ユーロ(約6百万円)の
起業資金が提供される。
• French Tech Seed
⁃ 設立後3年以下のスタートアップの特許・認証の取得、調査・研究
を支援するプログラム。
⁃ 認定された技術移移転機関等がスタートアップの技術面を保証。
• French Tech Hub
⁃ 世界48都市にネットワークを構築。
⁃ グローバルなキャンペーンによって仏スタートアップの海外進出
および海外スタートアップの仏誘致を図る。
• French Tech Visa
⁃ スタートアップメンバーとその家族の滞在ビザ手続きを簡素化。
⁃ 才能ある人材を仏へ誘致しやすくする。

関連施設・コミュニティ
• Station F
⁃ 2017年、仏の投資家Xavier Niel氏が設立した巨大施設。
⁃ オフィスが用意され起業までのサポートを受けることができる。
• Hardware Club
⁃ スタートアップ向けのベンチャーキャピタル。
⁃ 欧州、米国、アジア等を対象にアーリーステージのスタートアッ
プを支援。
出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-④. ドイツ
主要な国家ブランディング施策 ~ドイツにおける各政権下での歩み
90s~

‘00s~

‘10s~

‘20s~

Deutschland – Land der Ideen
ヘルムート・コール
（’82~’98）

ゲアハルト・シュレーダー
（’98~’03）

Du bist Deutschland
発表(‘05)
▼
Deutschland – Land der Ideen
発表(‘06)
▼

アンゲラ・メルケル
（’05~現在）
Cultural & Creative
Industries Initiative
発表(‘07)
▼

ドイツの関連省庁の動き

ドイツワールドカップ
開催(‘06)
▼
Industrie 4.0構想
発表(‘11)
▼

バイオ地域競争
事業開始(‘95)
▼

単一通貨ユーロ
導入(‘99)
▼

Industrie4.0
Industrie4.0
プラットフォーム設立(‘13) プラットフォーム拡張(‘15)
▼
▼

シュレーダー改革(‘03)
▼

ハイテクスタートアップ
ファンド設立(‘05)
▼

ハイテク戦略
策定(‘06)
▼

連邦文化基金
設立(‘02)
▼

ハイテク戦略2020
策定(‘10)
▼

新ハイテク戦略
策定(‘14)
▼

ハイテク戦略2025
策定(‘18)
▼

Factory Berlin
設立(‘15)
▼
Berlin Startup Unit
設立(‘15)
▼
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出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-④. ドイツ
主要な国家ブランディング施策 ~『Deutschland – Land der Ideen』について
ドイツは、’06年ドイツワールドカップを契機に「敗戦国」や「冷たくユーモアがない国民性」というイメージから
脱却し、技術と文化のイメージ定着のため『Deutschland – Land der Ideen』を実施。
概要

具体施策

• ワールドカップをメインイベントとし、付随して6つのプロジェクト
を展開
⁃ 「アイデアの散歩」：ベルリンミッテにドイツの発明と文化の歴史
の象徴となる6つの巨大な彫刻を制作。
名称
• Deutschland – Land der Ideen (EN: Germany – Country of Idea) ⁃ 「アイデアの国の365の場所」：過去、現在、未来の公募アイデア
によるドイツ各地でのイベント実施。
⁃
「メディアサービス」・「メディアクラブ ’06」：国際的なジャー
開始年 • ’05年
ナリストの間の情報交換。
⁃ 「ファンクラブドイツ」：人々が肯定的でアイデンティティを促進
• 主導：ドイツ産業連盟（BDI）
する雰囲気を創出。
実行組織
• 実行：ドイツ政府・民間企業
⁃ 「ドイツへようこそ-アイデアの国」：ドイツを歓迎するホスト国
として世界に紹介。
⁃ 「ドイツへの投資-アイデアの国」：ドイツをビジネスと投資の中
• ’06年ドイツワールドカップを契機とし、ドイツ国民を
心地として宣伝。本の出版と国際的なPRキャンペーン。
鼓舞する対内的なキャンペーン施策「Du bist Deutschland
目的

予算

KPI/KGI

(EN: You are Germany)」と同時期に実施
• 敗戦国としての否定的なイメージや冷たい・ユーモアがない
というドイツのステレオタイプからの脱却
• 技術(Made in Germany製品)と文化(詩人と哲学者)の国
として、対外的なドイツイメージの向上
• 観光客数と外国投資額の増大

• 2500万ユーロ(約30億円)
ドイツ政府、民間企業より半分ずつ拠出拠出
ー
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経済的効果/評価
• ’08年度のAnholt-GfK Nation Brands Indexにて最も価値のある国家
ブランドとして1位を獲得
• ’06年度の輸出額が前年(’05年)比で14％増加
• ’06年度の国外観光客の予約、31％増加
• ワールドカップ訪問者の88％が、ドイツを観光地として推薦
出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-④. ドイツ
主要な国家ブランディング施策 ~スタートアップ支援施策について
ドイツの首都でありながら基幹産業がなく経済力が落ち込んでいたベルリンは、ベルリンの壁の両側に広がっていた
空地や廃虚等を活用してスタートアップ育成支援を実施し、今ではスタートアップの聖地として注目されている。
概要

名称
開始年

• ベルリン・スタートアップ・ユニット（Berlin Startup Unit）
• ’15年

• 主管組織
⁃ ベルリン州の経済振興公社「ベルリン・パートナー」
実行組織
• 協力組織
⁃ 公的機関、民間企業

目的

• 行政の代表、政治家とスタートアップ企業が協力し、ベルリン
の将来の発展を目指す
- 公的機関×スタートアップ企業の協業サポート
- スタートアップ企業自体への一貫したサポート
- スタートアップ企業

• 東西分断の時代に多数の大企業が旧西ドイツに拠点を移し産業
の空洞化が進んだ。
• ベルリンは行政首都でありながら、基幹産業がなく失業率が高
背景・経緯 いことで、経済力が落ち込んでいった。
• そのため、ベルリンの壁の両側に広がっていた緩衝地帯や周辺
部の空地や廃虚などを活用し、スタートアップ育成支援を実施
した。
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具体施策
• コーポレート・サービスの提供
⁃ ベルリンで設立準備を行うスタートアップを対象に資金、人材雇用・
育成等の情報提供を行う。
• ビジネス・ウエルカムセンターの設立
⁃ ベルリン商工会議所主導のもと、外国人企業家の必要とする許可証発
行の相談や情報提供を行う。
• ベンチャーキャピタル
⁃ スタートアップのための資金アクセス支援サービス。
• インフラ整備の協業
⁃ 不動産、共同スペース、技術インフラの開発などインフラ整備の協業
プログラム。
• ベルリン企業とのネットワーキング
⁃ ベルリンの中小企業とスタートアップのマッチング支援。
• 国際化支援サービス
⁃ 国際的なネットワーキングのためのピッチや、マッチングを含むデレ
ゲーションを開催。
• 大学発スタートアップ支援
⁃ 大学からスピンオフしたスタートアップに特化して支援。

参考：ドイツ政府の取組
• 政府系投資ファンド「ハイテクスタートアップファンド」
⁃ 2005年、スタートアップへの投資やビジネスコンペの開催等による支
援を目的として設立。
• 経済技術省キャンペーン「ドイツで作ろう(Make it in Germany)」
⁃ 世界中から有能なデジタル専門家を誘致することを目指して開始。
出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-⑤. エストニア
主要な国家ブランディング施策 ~『Brand Estonia』について
エストニアは、’02年のツーリズム産業の促進から国家ブランディングに注力し始め、’16年には「Brand Estonia」
を立ち上げ。デジタル国家イメージの定着化や対外的な国家コンセプトの策定等を通じて国家ブランディングを強
化。
概要
具体施策

-

名称
開始年

※Brand Estoniaは組織名称

• ’16年
• ’00年～：政府機関「Enterprise Estonia（投資促進局）」エストニ
アの国家ブランドの戦略的目標を達成することを目的として設立

実行組織 • ’16年～：政府機関「Brand Estonia」 Enterprise Estonia の下部

組織として発足。エストニアという「国」そのもののブランド価値
の向上を目的に設立。現在の運営は3名の政府職員に加えて、約10
名の民間のデザイナーチーム

目的

予算

• 国際社会からの認知度向上のため「デジタル国家」をキーワード
に国家ブランディングを行う
• エストニアの観光、公共、輸出（文化も含む）の利益を考慮した
デジタル環境の構築を目指す。
• ’02年～：80万ユーロ（約1億400万円）
⁃ 同国で開催された国際イベントに合わせて「Welcome to
Estonia」ロゴを作成
• ’16年～：年間20万ユーロ（約2600万円）
⁃ 別途プロジェクト毎に契約を結ぶ業務委託形式で政府職員3名の
人件費を含む全てのコストを賄う

主な
• 経済効果向上度：国外からの投資額、支援企業の利益総額等
KPI/KGI • 観光サービスへの影響度：支援観光関連企業の利益総額等
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• ’02年～：観光産業を中心にプロモーションキャンペーンを展開
⁃ 同国で開催された国際イベントに合わせて「Welcome to Estonia
」ロゴを作成。観光産業を中心にPRキャンペーンを展開
• ’14年～：リブランディングの機運の高まり
⁃ 02年のキャンペーンは単なるロゴ作成に留まってしまったという反
や更なる経済成長のために国家ブランディング刷新の世論が高まる
⁃ 政府主導のブランディング政策の見直し：国家ブランディングに関
する課題の本質を見極め、整理する組織の立ち上げを検討
⁃ e-Residencyのリリース：移住せずに国民を増やすため、同国の行
政サービスを世界に開放。
• ’16年～：組織立ち上げ＆コンセプト発表
⁃ ’16年に国家ブランディング推進組織「Brand Estonia」を立上げ
⁃ Brand Estonia主導でIndependent minds（賢い人々）、Clean
environment（手つかずでクリーンな環境）、Digital society（デ
ジタル社会）の3つのコンセプトを策定。
⁃ ’17年に「Toolbox Estonia」のリリース：コンセプトに基づいたア
イコンやフォントを無償公開。

経済的効果/評価
• e-Resident登録数：165カ国から6.2万人が登録

• 2019 EUデジタル経済と社会指数（DESI）：8位（全28カ国）

• 2018 Digital Life Abroad：1位

• 2018 Heritage Foundationの経済自由指数で 7位
出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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2-⑥. オーストラリア
主要な国家ブランディング施策 ~『Australia Unlimited』について
航空会社等を中心とした経済界からの強い要望により’09年に「Australia Unlimited」キャンペーンを実施。’18年
からは国家ブランド諮問委員会を立ち上げ、新たなコンセプト策定を検討して継続的に国家ブランディングを推進。
概要

名称
開始年

具体施策
• ’09年～： Australia Unlimitedキャンペーンの実施
⁃ 新コンセプト募集
’09年9月政府は国家ブランド戦略の実施にあたり代理店を募集。10年5
月に広告代理店M＆C Saatchiが提唱した「Australia Unlimited」を採
択。クイーンズランド州では観光PR戦略による「Best Job In The
World（世界最高の仕事）」キャンペーンも同時期に実施。
⁃ オーストラリアに関する情報を発信
Webサイトにて、Business、Culture、Design、Environment、Food
、Science、Society、Technologyの側面からオーストラリアに関する
情報を発信。

• Australia Unlimited
• ’09年

• ’09年～：オーストラリア貿易促進庁（Austrade）
実行組織 • ’18年～：国家ブランド諮問委員会（Nation Brand Advisory
Council）（※外務貿易省の傘下）

目的

• これまでオーストラリアのイメージは観光面を中心に認識されて
きたが、その効果を産業面へ波及させ、国としての魅力を総合的
に発信するため、’09年9月にオーストラリア貿易促進庁（
Austrade）がブランド戦略「Building Brand Australia」を発表し
、主導。

予算

• ’09年～：2,000万ドル + 400万ドル
⁃ 政府は同国に新しいブランドを提供するために初期2,000万ドル
を割り当て、別途4年間で400万ドルの契約を締結
• ’18年～：290万～300万ドル
⁃ 政府は新ブランディングを推進する代理店を選考。290万～300
万ドルの予算を割り当て

KPI/KGI

ー
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• ’18年～：新国家ブランディング計画の発表
- 国家ブランド諮問委員会の設立
教育、外国投資、観光、輸出、その他の分野で利用される新ブランド
を開発するために業界や政府機関横断の組織を設立。（メンバーは、
企業CEOやクリエイター、ファッション誌編集長等により構成）
⁃ 国家ブランディングをリードする代理店の選定
クレメンジャーBBDOシドニーを選定。オーストラリアの人々、商品、
サービス等を通じた魅力的なオーストラリアの発信を行うことを表明

経済的効果/評価
• 経済面や観光面の指標から算出する代表的な国家ブランド調査では、
継続的にTOP10にランクイン
- 2018 Anholt Ipsos Nation Brands Index：10位（昨年度順位：8位）
- 2019 FutureBrand Country Index：9位（昨年度順位：8位）
- 2019 THE SOFT POWER 30 RANKING ：9位（昨年度順位：8位）
出典：各種公知情報よりアクセンチュア作成
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