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各国の国家ブランディング施策を「対象産業の範囲」と「政府関与度」の2軸でマッピング。各国の経済・産業の根
幹を支える施策の位置付け、若しくは、短期的なキャンペーンとして位置付けかに基づいて分類。
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広 短期キャンペーン型
（観光プロモーション位置付け）

補足：’12年のロンドン
オリンピックが契機

補足：’06年のドイツWC杯が契機

長期ブランディング構築型
（国策として長期的なブランディング側面を重視して取り組んでおり、特定

の産業に特化して実施）

産業振興重視型
（国策として取り組んでいるが、産業振興を重視して

取り組んでおり、広範な業界を対象に実施）

補足：コンテンツ産業を主軸に
長期的に取り組む

補足：デジタル国家を掲げ、
IT産業を中心に取り組む

補足：Creativeと謳うが、幅広い産業。
他国がイメージする食文化・ファッション・
芸術等の文化に限定していない

補足：観光側面を重視

4-➀. KPI策定に向けて
今後に向けた提言 ~各国のブランド戦略ポジショニング確認➀
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各国の国家ブランディング施策を「時間軸」と「主たる目的」の2軸でマッピング。国際社会での自国の立ち位置を
客観視した上で、目指したい方向性が認知度向上、パーセプション変容、経済利益拡大なのかに応じて分類。

国家イメージ相乗型
（過去の歴史・施策により構築された国家ブランドに加え
特定の産業支援による自国の経済発展に軸足を置きつつ

相乗効果的に新たな魅力を発信）

4-➀. KPI策定に向けて
今後に向けた提言 ~各国のブランド戦略ポジショニング確認②
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国家イメージ開発型
（認知度好感度の低さを問題視し、国として
自国の代名詞となる産業を構築することで

国際社会での国家ブランドを確立）

国家イメージ再定義型
（既存の国際社会の中での存在感を活かしながら、

国外からのステレオタイプ払拭のため、
自己自認としての国家ブランド再定義し、

対外的キャンペーンを実施）

認知度向上型 パーセプション
変容型

経済的利益
拡大型

時
間
軸

長期
構築型

短期・
単発型
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各国の国家ブランディング施策を「実施形態」、「対外志向/対内志向」の2軸でマッピング。各国施策は、外貨獲
得・自国産業支援の両方の要素を含むが、より比重の大きいとされる要素により分類。
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対外志向

外貨獲得プロモーション型
（主に観光・貿易・投資等の外貨獲得を主な目的とし、

キャンペーン的に自国の魅力をPR的に施策を実施）

自国産業集中支援型
（自国産業へ支援を強化することで
国際社会でのプレゼンスを高め、

結果的に国家イメージの向上を目指す）

対内志向

国家主導エコシステム完遂型
（国家のブランド力向上のため、産業支援・育成から流通、輸出、外貨
調達までのエコシステムを構築し、自国の代表産業を戦略的に確立）

実
施
形
態

エコシステム
構築型

単発支援
実施型

4-➀. KPI策定に向けて
今後に向けた提言 ~各国のブランド戦略ポジショニング確認③
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先進国において、外国人労働者数・留学生数・女性の社会進出といった人的要素は、国家ブランド向上の主軸とな
る。「国家ブランディング施策」と「多様性・人的関係資本等の人間力指標」が噛み合うエストニアは、高評価を得
るが、自国コンテンツ強化施策への一点集中により、総合的な国家ブランド構築が疎かとなる日本・韓国の評価は低
い。

4-➀. KPI策定に向けて
CJ戦略のゴール『世界からの共感獲得』に向けた国家ブランディングの方向性①
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先進技術活用施策
×多国籍人材受入型

日本：57位(総合32位)
• 国のコンテンツ力・技術力は

強いものの、英語力・多様性
の低さ、少子高齢化問題等が
ネックとなる

韓国：39位(総合29位)
• コンテンツ産業強化により

スマートパワーは向上
• 一方で、移民数や女性社会進出等

多様性や、生産年齢人口数が課題

エストニア：2位(総合7位)
• e-Residency制度に導入により

外国人であってもエストニアでの
法人設立・銀行口座開設が可能

• 起業意識も高い

イギリス：18位(総合10位)
• 歴史的背景に加え、施策効果もあり

世界的企業数・留学生が多い フランス：19位(総合24位)
• 歴史的背景により移民が多い
• 移民は全人口の10%程度
• スマートパワー強化施策を実施

オーストラリア：28位(総合18位)
• 英語が共通語の強みを生かし移民

政策強化により、労働人口を獲得

ドイツ：30位(総合20位)
• 技術力・経済力の強さを

活かしたブランディング
施策により、観光・貿易強化

包括的ブランディング施策
×多文化共生型

コンテンツ・文化産業特化施策
×自国伝統保護型

認知度向上型 経済的利益
拡大型

パーセプション
変容型

高



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

駐在員目線のランキングでは、「収入」等の経済指標のみならず、「生活の質」「政治的安定性」といった社会の在
り方や「定着の容易さ」「子どもの友達づくり」等多様性への受容度等、定性的な要素も重要となる。

4-➀. KPI策定に向けて
CJ戦略のゴール『世界からの共感獲得』に向けた国家ブランディングの方向性②
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日本：32位
(生活15位/仕事30位/子育て33位)

• 政治的安定は評価される
• 言語的制約もあり、定着の容易さ・

子育て環境は良好でなく、
駐在員からの評価は低い

イギリス：27位
(生活23位/仕事29位/子育て25位)

• EU離脱問題により、
政治的・経済的安定性は低評価

• 収入・昇進といったビジネスでの
待遇は高評価を獲得

フランス：17位
(生活18位/仕事25位/子育て14位)

• 観光地としては人気を得るものの、
収入等就労条件がネックとなり
順位は高くない

• 心身の健康・学校教育等では高評価

オーストラリア：総合6位
(生活4位/仕事12位/子育て8位)

• 白豪主義の反省から、多文化主義と移
民政策に積極的に取り組む

• 生活の質・心身の健康・ワークライフ
バランスの高順位により、外国人が暮
らしやすい国との評価を獲得

ドイツ：8位
(生活13位/仕事5位/子育て7位)
• 政治的・経済的安定性・子育て

環境で高評価を獲得

※韓国・エストニアは、 100名以上の調査サンプル未取得のため、ランキング対象外

積極的受け入れ型

受け入れ制限→高度技術人材受入型消極的受け入れ型

認知度向上型 経済的利益
拡大型

パーセプション
変容型
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4. 今後に向けた提言
ブランドポジションの定義（1/3）
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 国家ブランディング施策のKPIや施策内容、各国の歴史的背景や国際社会での位置付け等を鑑み、特徴の類似
する国々をグルーピング化し、各国国家ブランディング施策の分析を実施した結果、以下3パターンを作成

 パターン①「長期ブランディング型」⇔「短期キャンペーン型」⇔「産業支援重視型」
• ブランディング施策の「対象産業の範囲」と「政府関与度」を軸にマッピング

各国施策の政府の関与度に応じて、産業の根幹を支える施策なのか、短期的なキャンペーンかが異なるが、官民一体
となって国家ブランディング施策を実施
 「長期ブランディング型」：韓国、エストニア：国策として特定の産業に一極集中した支援を行い、長期的なブラ

ンディング施策を実施
 「短期キャンペーン型」：イギリス、ドイツ、オーストラリア：比較的幅広い産業を対象に、観光プロモーション

的な位置付けの施策を実施
 「産業支援重視型」：フランス：国策として広範な業界を対象に産業支援を重視した施策を実施

 パターン②「国家イメージ開発」⇔「国家イメージ再定義型」⇔「国家イメージ相乗型」
• ブランディング施策の「時間軸」と「主たる目的」の軸でマッピング

他事例国が自己自認イメージ発信強化に向け、国家ブランディング施策を行う「プロダクトアウト型」である一方、
日本は、外国人視点での受容に応える「マーケットイン型」のアプローチを行う
 「国家イメージ開発」：韓国、エストニア：国際社会の中での自国の認知度・好感度の低さを問題視し、国家のブ

ランド力向上のため、自国の代名詞となる産業を経済的・物理的・制度的に支援
 「国家イメージ再定義型」：イギリス、ドイツ、オーストラリア：国際社会での存在感を活かしながら、自己自認

としての国家ブランドを再定義し、既存のコンテンツを新しいイメージと組み合わせて、対外的に発信
 「国家イメージ相乗型」：フランス：過去の歴史的背景および個々の施策により、自己自認と一致する形で形成さ

れた国家ブランドイメージを、産業支援を強化するにより相乗効果的にさらに向上させる
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4. 今後に向けた提言
ブランドポジションの定義（2/3）
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 パターン③「国家主導エコシステム完遂型」⇔「外貨獲得プロモーション型」⇔「特定産業支援」
• ブランディング施策の「実施形態」と「対外志向/対内志向」の軸でマッピング

自国イメージとコンテンツ/プロダクトを組み合わせて発信することで、相乗効果的に国家ブランド力の向上と経済的
な成長を達成
 「国家主導エコシステム完遂型」：韓国、エストニア：産業支援として育成から流通、輸出、外貨獲得までのエコ

システムを構築し、戦略的に国の代表産業を確立
 「外貨獲得プロモーション型」：イギリス、ドイツ、オーストラリア：主に観光・貿易・投資等の外貨獲得を主な

目的とし、キャッチフレーズと合わせてキャンペーン的に自国の魅力を発信
 「特定産業支援」：フランス：自国産業支援の強化を行うことで、副次的に経済・技術分野でのイメージを対外的

に発信し、国家のプレゼンスの向上を目指す
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4. 今後に向けた提言
ブランドポジションの定義（3/3）
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 各国国家ブランディング施策を、国家ブランドランキング順位と各国施策の方向性を軸に、グルーピング化
した結果を整理し、傾向を分析

 パターン④「先進技術活用施策×多国籍人材受入型」⇔「包括的ブランディング施策×多文化共生型」
⇔「コンテンツ・文化産業特化施策×自国伝統保護型」
• 「グローバル・イノベーション・ランキング」と国家ブランディング施策の「方向性」を軸にマッピング

国家ブランディング施策との関連性よりも、過去の政策や現在の社会のあり方、将来の国を形成する成長度といった
総合的な国のあり方が体現した結果となる
 「先進技術活用施策×多国籍人材受入型」：エストニア：国家ブランディング施策のe-Residency制度により、

外国からのビジネスが容易となり、国際化が加速し高評価を獲得
 「包括的ブランディング施策×多文化共生型」：イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア：国家ブラン

ディング施策に加え、歴史的背景や過去の個々の政策により、多文化共生社会が構築
 「コンテンツ・文化産業特化施策×自国伝統保護型」：韓国：コンテンツ・文化産業強化によりソフトパワーに

注力し、成果を得るが、移民数や女性の社会進出等多様性の低さが課題
 「コンテンツ・文化産業特化施策×自国伝統保護型」：日本：英語力・多様性の低さ・少子高齢化が課題

 パターン⑤「積極的受け入れ型」⇔「受け入れ制限→高度技術人材受入型」⇔「消極的受け入れ型」
• 「住みたい・働きたい国ランキング」と国家ブランディング施策の「方向性」を軸にマッピング

事例対象国が施策のKPIに掲げる伝統的な経済・観光指標よりも、実際にその国にて勤務経験のある駐在員の評価す
る社会指標が多くを占めるランキングのため、過去の移民政策や多様性の豊かさ等が反映された結果となる
 「積極的受け入れ型」：オーストラリア、ドイツ：歴史的に移民政策に積極的に取り組んだ結果からか、外国人

も暮らしやすい国との評価を獲得
 「受け入れ制限→高度技術人材受入型」：フランス、イギリス：過去に移民制限を実施したが、現在は高度技術

人材の受入に尽力。観光地としては人気を得るが、外国人としての生活の面での評価は高くない
 「消極的受け入れ型」：日本：定着の容易さや子育て環境といった外国人視点での生活環境への評価は低い
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1-②. 調査を通じた総括【再掲】
~KPI策定に向けて
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 各国ブランド戦略、各ブランドランキング分析から見据える今後のクールジャパンへの提言

変化が激しい世界情勢を鑑み、先行きの予測が困難な国際社会においては、直面する課題に柔軟に対応
し、自国のみの利益ではなく世界への貢献を追求できる国こそが国家としてのプレゼンスを上げ、世界か
らの共感を獲得する国になる

現在、国際社会において既に一定の地位を確立する日本にとって、「ポップカルチャー」や従来の経済・
観光指標をKPIとするのみでは、総合的な国家ブランドをさらに向上させることは困難である

クールジャパン戦略のゴールが「世界からの共感（日本のブランド力向上、日本への愛情を有する外国人
の増大、日本のソフトパワー強化） 」であることを踏まえ、従来の評価軸に加え、総合的な国の受容性を
示す多様性や教育水準、住みやすさ、所得格差など、新たなKPIを策定することが「世界の共感獲得」の
方向性に近いと考えられる

今後「多様性への受容度」、「変化に柔軟な姿勢」、「教育水準の高さ」、「現地での就労しやすさ」、
「女性の就労度合い/育児のしやすさ」「各国におけるコンテンツ受容度」といった観点で国の内実を発
信し、その達成度を測ることで、従来の経済・観光面に留まらない観点で国のブランド力を高めることが
可能となるのではないか

また、「世界の共感獲得」を効果的に実行するためには、KPIの策定に先立ち、日本のToBe像およびター
ゲット像を具体的に策定する必要がある

これら日本のToBe像および日本ファンとなるターゲット像の策定においては、官民一体となった多方面
からの議論を通じて具体化すべきである。その為には今後本領域に見識のある有識者を交えて討議を行
い、
協働して共に今後のクールジャパンの在り方を検討すべきである

いずれにせよ、新型コロナウイルス終息後の環境変化を見定めることは喫緊の課題であり、ブランディン
グのスタートラインとなろう
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先ずは新型コロナウイルスの蔓延が及ぼす世界線の変化をクイックに確認。
新たな国家間のブランドバランスがもたらす環境下でいち早く「世界の共感獲得」を目指す為の「日本のToBe像」
および「日本ファンとするターゲット像」を具体的に策定する必要がある。

1-②. 調査を通じた総括【再掲】
~KGI・KPI設計に向けたアクションプラン

64

日本のTobe像の
明確化

ターゲット具体
化

具体的なKPI設計

• 世界の共感獲得（日本のブランド力向上、日本への愛情を有する外国人の増大、日本のソフトパワー
強化を目指す上で、どのように日本を認知されたいか？されるべきかの観点であるべき姿を定義
 日本の目指す国のあり方
 国際社会での立ち位置

• 具体的にどのような層に訴求していきたいか段階的に整理
 対象国・地域
 来日目的(観光/留学/就労)
 日本への関心の有無

• 上記のTobe像、ターゲットを踏まえて具体的なKPIの設計に着手
 指標が戦略から施策まで一気通貫で設計され個々の指標の関係性が明確化されていることが理想

• KPIの設計と併せて、効果検証プロセスとそれらを実行する体制・機能も整備

国家ブランディング施策のKGI・KPI設計に向けたアクションプラン
ステップ 概要

コロナインパクト
調査

• 新型コロナウイルスが世界に及ぼしたインパクト分析。（日本の（CJ)ブランドが、新型コロナウイル
ス終息後にどのようなポジション変容をもたらすか。）
 国家ブランド調査（各国国民における自国、他国へのブランドパーセプションへの影響）
 CJ SWOT分析、CJ関心領域変化調査など
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