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【第 1 部】 

 司会 それでは、第 1 部「アジアに向けたクール・ジャパン戦略─食・ファッション・

コンテンツ・サービス等をいかに輸出するか─」につきまして、経済産業省、商務情報政

策局審議官の石川正樹様にご講演をお願いいたします。 

 石川様のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。石川様は東京大学法学部をご卒業

後、昭和 60 年 4 月、通商産業省入省、平成 2 年 7 月、米国カリフォルニア大学バークレ

ー校へ留学、平成 16 年 7 月、経済産業省経済産業政策局参事官、平成 18 年 2 月、経済産

業大臣秘書官、平成 23 年 7 月、経済産業省通商政策局通商政策課長、平成 24 年 9 月、経

済産業省貿易経済協力局貿易管理部長、平成 25 年 6 月、現職にご就任されました。それ

では、石川審議官様、よろしくお願いいたします。（拍手） 

 石川 改めてはじめまして、経済産業省の審議官をしております石川と申します。本日

はこのような機会をいただきまして、たいへん主催者の方に感謝をさせていただきます。

私のほうから経済産業省及び政府でやらせていただいている政策を少しご紹介させていた

だければと思っております。 

 ということで、タイトルは「アジアに向けたクール・ジャパン戦略」ということでござ

います。もうクール・ジャパンという名前は聞いていただいたことがあると思うのですけ

れども、最初にまずクール・ジャパンというのは何なのだということを申し上げたいと思

います。 

 非常に言葉はカタカナでふわっとしているわけでありまして、役所の政策っぽくもない

というところでございますが、この上のほうに書いてありますけれども、衣食住やコンテ

ンツ、アニメとかドラマとか音楽とか、そういったようなものを代表に日本の文化やライ

フスタイルの魅力が表れたような分野、文化産業と言うとまた言葉がふわっとしますけれ

ども、そういったようなものを海外に大いに展開し、輸出していこうではないかと、また

海外に進出していただこうではないかというようなことであります。 

 言うまでもなく日本の場合ですと、もちろん目に見えるもの、例えば、自動車ですとか、

鉄鋼ですとか、またはパソコンでも何でもいいのですけれども、そういったような目に見

えるものもどんどん輸出したり海外で生産をするわけなのですけれども、実は後ほどご説

明をしますけれども、非常に多くの国でいまこういうもうちょっとソフトなもの、文化的

なものの海外展開を進めていこうという動きが出てきております。 

 それはもちろんまずそれ自体が非常にビジネスにもなるし、その国の中のこういう分野
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を扱う方が積極的に海外に出ていきたいという気持ちを持っているということなのでござ

いますけれども、併せましてこういう文化的なものといいますか、例えば、テレビドラマ

とか、そういったようなものが海外で流されて日本に関心が高まると、その後まず必ずと

言っていいほど物も売れる。例えば、食品のようなものが売れたり、日本の自動車や家電

も売れていくということでありまして、こういったようなものの波及効果、日本の経済全

体に与えるプラスというのは相当大きいのではないかということでありまして、こういっ

た観点から政府としてもこの分野を積極的に推進していこうということであります。 

 こちらの右下のほうに書いてありますけれども、ファッション、コンテンツ、衣食住、

サービス、地域産品ということで、ある意味、定義ははっきりしないわけなのですけれど

も、あえてそこをあまり気にせずに政府としても思い切って政策を推進していこうという

ことであります。安倍政権におきましては言うまでもなくこれは非常に重要政策になって

おりまして、去年の 6 月に決定された「日本再興戦略」という中にも、小さい字で書いて

ありますけれどもクール・ジャパンを国家戦略と位置づけて官民一体となって推進をしま

しょうというようなことが書いてあります。 

 また、その下の所には後ほどご説明しますけれども、株式会社海外需要開拓支援機構、

いわゆるクールジャパン機構というものなのですけれども、これは国が 800 億円ぐらいの

お金を提供していわゆる海外展開の後押しをするファンドを作りましょうということであ

りまして、これはもうすでに去年の 11 月に設立をされておりまして動き出しているとい

うようなことであります。 

 また、その下ですけれども、今年の 1 月の総理の国会での施政方針演説におきましても

ここに少し書いてありますけれども、例えば、シンガポールでは日本専門チャンネル

「Hello! JAPAN」というのがスタートしている。また、インドネシアでは仮面ライダーな

どが現地で流されて、非常に子供たちに人気だ。こういったような動きをクールジャパン

機構なども使ってコンテンツの海外展開や地域の産品の推進をしていこうというような考

え方を総理が述べられているということであります。 

 今のようなことが政府の基本的な方針なのでございますけれども、それでは、具体的に

産業の状況はどうなのかということでありまして少し実態をご説明したいと思います。日

本に対する海外の評価ということについて言えば、日本は世界で最もクリエイティブな国

だというような答え、アンケートの結果というのもあります。 

 例えば、ここにあるアメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、日本などに、それぞれの
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国の成人 1000 人ぐらいにアンケート調査を取ったということなのですけれども、日本が

クリエイティブと答えた人が非常に多い。その次がアメリカなのですけれども、特に日本

人に聞くと日本よりアメリカのほうがクリエイティブだという答えをしている人が多いわ

けでございますけれども、他方、フランスやイギリス、ドイツは自分の国よりも日本のほ

うがクリエイティブだと、面白いというような答えをしている方のほうが多いということ

でありまして、日本人自身が日本にいるせいか、日本の面白さ、クリエイティブというと

ころを必ずしも理解をしていないところがあるのかもしれないということだと思います。 

 日本のいわゆるコンテンツということですけれども、これは映画とかアニメとかドラマ

とか、そういう目に見えないものです。これを見ていただくと一番左側にありますのはア

ニメなのですが、これは要するにアニメの分野ですと日本のものが人気があるというのが

断然トップ、アジアの国でもトップなわけであります。次にドラマになってきますとこの

白い所、これは韓国のいわゆる韓流ドラマでありまして、これのシェアが非常に高くなる

ということです。また、よく聞く音楽はどこですかとなると、今度は圧倒的に欧米系が強

い。日本はかなり小さいということです。また、映画はどこですかというと、やはりこれ

も欧米系が強いということでありまして、日本に魅力があるのだけれども、必ずしも海外

でシェアや人気が取れていないのではないかということであります。 

 また、ファッションやメイクの世界ですけれども、ファッション、メイクにおきまして

どこの国から影響を受けていますかというような意識調査があります。これについて言う

と日本の評判は特に中華圏では高いということでございまして、ここに出ていますように

香港、台北、広州といったような所では日本の数字が非常に高いということです。 

 他方、それ以外の所でも、例えば、上海とかバンコク、東南アジア、ホーチミンとか、

そういうところもありますけれども、こういうところになりますと残念ながら日本のシェ

アは非常に低くて、むしろ、韓国のメイクやファッションの影響を受けていますというよ

うな答えをする方が非常に多いということであります。中国では日本のファッション誌の

人気が上位 10 誌中 5 誌ということですけれども、やはりむしろ、これからこういうとこ

ろでの日本の認知度を上げていく必要がたぶんあるのだろうというようなことだと思いま

す。 

 それから、観光の魅力ということでありますけれども、いろいろな観光の魅力、人気度

の調査というのは日本国内、海外でもあるわけですけれども、ある長距離部門、ガーディ

アン・トラベル・アワードというのは日本が国際的に見ても比較的上位に来ていると、ト
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ップに来ている。それから、都市でいくと東京がトップだというのがあるわけですけれど

も、また今度は別の調査でいきますと京都がトップというようなことで、東京は 7 位に下

がります。これも調査によって相当数字は変わってくるわけですけれども、日本の都市が

魅力がある程度あるという認識はされているだろうということなのです。 

 以上のように、いろいろな調査を見ましても日本の文化とかいろいろな産業について関

心が高いのは事実ということなのです。ところが、それが経済のビジネスに結びついてい

るかというのが問題でありまして、残念ながら、これはまだまだ十分ではないということ

であります。貿易、輸出と輸入の額を見てみますと、ゲームの分野だけはやや例外で輸出

がかなりある、輸入は少ないということでありまして黒字になっているわけですけれども、

その他の分野はおおむね赤字になっております。例えば、ファッションの分野ですと圧倒

的に輸入のものが多いですし、観光も日本の国内に来る方を輸出として見て、日本の国外

に行く人を輸入と考えると、基本的にやはり外に出ていく人のほうがまだ多いということ

でありまして、これも一種、入超だということです。 

 それから、ここに著作権とありますけれども、これはいろいろな音楽とか CD とか、そ

ういったようなものの著作権についても基本的に払うほうが多いというようなことで、全

体的には単純に計算すると 3.5 兆円ぐらいの貿易的には赤字があるということだろうと思

います。もちろん海外のいいものをどんどん輸入して日本の中でエンジョイするというこ

と自体はいいことでありまして、それはまったく問題はないわけなのですけれども、先ほ

ど最初に申しましたように日本の品物を海外に持っていってビジネスにするというチャン

スも相当あると思われるのだけれども、それが使えていないということはもったいないだ

ろうということが背景にありまして、これがクール・ジャパン政策の一つの推進の背景と

いいますか、原動力ということだろうと思います。 

 こちらにありますのは、これも経産省が関与して作っているものでありますけれども、

いま言ったようなことも含めまして、やはりアジア、中国や東南アジア、インドなどでど

ういうものがいまはやっているのか、トレンドになっているのかという基本的なことを押

さえることが必要だろうということでありまして、これはまだやや実験的な試みでありま

すけれども、アジアトレンドマップというサイトを経産省も関与してインターネットで動

かしております。 

 これは要するに現地の様々な情報とか、非常に IT を使いましてツイッターとかブログ

とか、そういうところで日本関連のアニメだとか、そういったようなものがどれぐらいい
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まささやかれたりしているか、回数がどれぐらい多いかといったようなことを分析して、

どこでどういうものがいまトレンドになっているかをチェックするようなサイトなのでご

ざいますけれども、こういったようなものもこれからいろいろな方に使っていただいて、

海外展開の戦略を考えていただければというふうに考えているわけであります。 

 以上のようなところがクール・ジャパンに関する大きな背景ということでありますけれ

ども、これを踏まえて政府のほうとしてどういう政策をいま展開しているかということを

ご説明したいと思います。クール・ジャパン戦略ということですが、大きく 3 段階に分け

て物事をやっていく必要があるだろうということであります。 

 まず一つは、ここにありますように日本のブームの創出と、日本の魅力の効果的発信と

いうことであります。端的に言って、日本の品物がいいと言っても、それを知ってもらわ

ないとどうにもならない。かつ、知ってもらうと言っても、中国でもベトナムでもインド

ネシアでもインドでもとにかく国が大きいし人口も多いということなので、どうやったら

多くの人にそれを知ってもらえるだろうかというのが非常にまず重大なポイントでありま

して、これはなかなか必ずしも簡単ではないということであります。 

 このあたりをまずどういうふうにするかということ、それから、またその上で具体的に

実際にその国に出てビジネスをやろうというふうにお考えの企業とか個人の方もたくさん

出てくるということですけれども、やはり海外ですと途上国ですし、いろいろ敷居が高い

ということになります。当然、その国で売れるような品物をどう作るか。日本で作ってい

るものをそのまま持っていっても必ずしも売れるとは限らないというようなこともありま

す。また、現地でパートナーみたいな企業がいないとうまくいかないということもあると

思います。また、いきなりある程度大規模に投資をして展開して失敗すると大変な痛手に

なりますので、テストマーケティングとかをして市場調査をしていく必要もあるだろうと

いうことであります。 

 その上でリスクマネーの供給、これは先ほど申し上げたクールジャパンファンドですけ

れども、要するにやはりかなりリスクもある海外展開についてお金の供給をどこから持っ

てくるかというようなことであります。そういったような具体的な海外展開の後押しとい

うのをこういうあたりでプラットフォーム構築ということでやらせていただくというのが

私どもの考えであります。 

 さらに、その上で日本に外国人の観光客などを呼び込んできて、大きく日本でもお金を

使ってもらおう、消費を促すということでありまして、これはまさにビジット・ジャパン
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というような観光庁などを含めた観光客呼び込みビジネスと非常に一体としてリンクして

やっていく必要があります。具体的にちょっとこれに沿って、特に今日は①と②のところ

の政策を少しご説明申し上げたいというふうに思っております。 

 先ほど申し上げましたようにコンテンツの分野、アニメとか音楽といったようなもの、

それから、ファッション、衣食、あとは食事、食品です。これもいわゆる外食のようなレ

ストランを出すというようなケースもありますし、それから、当然日本の加工食品などを

含めた食品を現地で販売されるというようなケースもあると思います。 

 それから、この住関係の分野ですけれども、これも非常に意外に海外でも人気がある。

例えば、ウォシュレットのようなものも非常に人気があります。それから、インテリア、

家具、小物、雑貨といったようなものも非常にポテンシャルがある分野だろうというよう

なこと、その上で観光の世界にどうお客さんを呼んでくるか。それぞれについていろいろ

政策を考えていく必要があるわけですけれども、いま申し上げたような 3 段階につきまし

て一つの事例を申し上げたいと思います。 

 これは広島のケースでございます。まず、広島というか、日本のブームといいますか、

広島についてのブームを海外で起こすということでございまして、広島の映像制作会社の

プロダクションが 2009 年からフランスのケーブルテレビで中国地方や広島を扱うような

テレビ番組を作って流したということなのです。これによって非常に認知度が上がった結

果、いろいろな展開につながってきたということであります。併せて、向こうの展示会と

か、JAPAN EXPO のようなところで様々な展示を行なったというようなことです。それ

でもって、かなり関心が高まったということであります。 

 例えば、これは「桃太郎ジーンズ」という岡山で作っているジーンズらしいのですけれ

ども、やはりテレビの放送が始まった後、急速に認知度が上がりまして、海外での販売額

が約 7 倍増というような展開があったということです。また、こちらは食に関するような

番組などもやった結果、広島風のお好み焼きの展開ということでパリにも広島風のお好み

焼きの店を出すというような展開につながっていったということです。これは現地での展

開です。 

 その上で日本での消費ということで、テレビの放送などもあった後、フランスから広島

に来られる観光客の数がやはりかなり急速に拡大をしていくというような伸びがあった。

そして、外国人のお気に入りのスポットということなのですけれども、1 位が広島の宮島、

2 位が広島の平和記念資料館というようなことで、2009 年には 20 位だった場所が 2012
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年には 2 位に上昇するというようなことでありまして、やはりブームを作ってから具体的

な展開につながった場合の影響力はかなり大きいというようなことだろうと思います。 

 ちなみに、海外の例を簡単に申しますと、やはりどこの国もいま申し上げたような考え

方で、韓国はある程度こういう分野で韓流のいろいろな映画、ドラマなどの海外展開に熱

心なわけですけれども、他の国もやはりいろいろ考えている。中国も文化産業振興計画と

いうようなものを展開しております。アメリカはフィルムということで映画とビジネスを

連携させる。また、イギリスはクール・ブリタニカというような戦略。それから、フラン

スについて言うと、文化産業をデジタル・フランスということで IT も使って推進をする

ということで、いずれの国もそういった考え方を持ってきているということであります。 

 特に韓国についてはアセアンなどでも非常に展開して成功しておりますし、我々もそこ

からぜひ学ぶべきところはたくさんあるということであります。ここにありますように韓

国の場合は、例えば、映画とかドラマといったようなものを 1 ドル輸出すると、ここにあ

りますような 412 ドルの消費財の輸出につながっていくというような試算もありまして、

こういったドラマのようなものが次に後ろからいろいろなものがつながって出ていくとい

う展開を考えているというようなことだと思います。 

 具体的にはここにありますように大衆文化の流行と書いてありますけれども、韓国の映

画やドラマ、歌謡曲などを積極的に海外に出して、そこで人気が出てくるということにま

ずする。その上で今度はここにありますような DVD とか CD とかキャラクターグッズな

ど、文化関連の目に見える品物を輸出していくということにつなげていく。その上で今度

はサムスンとか LG とかそういう電子的な家電とかそういったようなものですとか、それ

から、生活用品などといったようなものの輸出販売の拡大につなげていくということであ

ります。その上で最終的にぐるっと回っていくと韓国全体に対する関心が高まるし、好感

度と言うのでしょうか、そういうようなイメージも上がっていくということです。 

 ここにちょっとアンケート調査のようなものがありますけれども、周辺産業への波及効

果ということで、韓国のコンテンツを見た後にどのような韓国製品を購入したことがあり

ますかといったような調査でいきますと、やはりここにありますように食品ですとか、化

粧品、アパレル、装飾品、IT 製品といったようなものにつながっていくということです。

このあたりは我々から見てもそれほど違和感がない。我々も海外のいろいろな映画で俳優

などが身につけているものを見て、買ってみたいなというふうに思うのとそれほど違いは

ないということだろうと思うのですけれども、これをいかに国全体で組織的に展開をして
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いくかと、波及効果をいかに大きくしていくかということが一つの韓国などでも行なって

いた戦略ということなのだろうと思います。 

 こういったことも踏まえまして、日本の場合の第 1 段階で魅力の効果的発信ということ

なのですけれども、やはりこれについて国としてもいま支援をさせていただいております

が、ここにありますように一つはローカライズの支援が必要だということであります。要

するに、テレビ番組とかアニメを海外に出すにしても、例えば、ベトナムですとベトナム

語に直さないと放送はできない。インドネシアでもインドネシア語に直すといったような

現地語にしていかないといけないわけですが、これは実はそういう現地の言葉にしていく

となるとかなり英語などに比べるとそれほどメジャー言語でもありませんので、コストも

かかれば時間もかかるというようなことでありまして、こういったあたりについて国とし

てのバックアップをしていくというのが一つあるわけです。 

 また、もう一つはこのプロモーションということであります。そういったようなものを

現地で流せる状態になったとしても、やはり相当な宣伝、最初の段階で宣伝を行なわない

と認知されないということになりますので、そこのところのバックアップをしていくとい

うことを通じて、日本のコンテンツがアジアの新興国で見られるようにしていこうという

ようなことであります。 

 ちなみに、少し最近の動きを申し上げますと、いわゆるジャパンチャンネルということ

で日本の番組を 24 時間、365 日流すというようなテレビチャンネルを東南アジアなどで

作るという動きがもう実際に始まっておりまして、放送も開始されております。 

 例えば、インドネシアにおけるジャパンチャンネルというのはこの 2 月から放送が開始

されております。「WAKUWAKU JAPAN」というチャンネルでありまして、皆さんもお

聞きになっているかもしれませんけれども、スカパーJSAT という会社が日本の放送企業

50 社の協力でございますけれども、こちらが現地の有料放送大手と提携をして 24 時間衛

星放送で現地語で日本のコンテンツを流すというようなことでスタートしております。 

 ドラマとかバラエティ、スポーツなど全般を流すということでありますけれども、今後

ミャンマーやタイにも展開をしていこうということであります。ここに書いてありますけ

れども、ちょっとこれは番組の 1 例ですが、要するにドラマだったり、旅番組だったり、

アニメだったり、特撮、そういうようなものを毎日流していこうというようなことであり

ます。ただ、ここで流す時に当然インドネシアですから現地語に直していったりする必要

もあるわけですけれども、そういったようなことに必要なコストを補助金を出して支援を
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するということを政府としてもいまやらせていただいています。 

 また、シンガポールでありますけれども、これはもうすでに 1 年前から、2013 年 2 月

からそういったような番組、「Channel JAPAN」というものとか、あとは「Hello! JAPAN」

というものです。これは 24 時間無料で日本のコンテンツを流すというようなものであり

まして、これはシンガポールですので英語であります。また、この「Channel JAPAN」

というのは日経新聞なんかと TBS が組んで、日本のビジネス関係の情報を 2 時間の枠で

流していくというようなことをやっています。番組の中身はここにありますようなものと

いうことであります。 

 ご存じのとおり、やはりテレビの影響力というのは非常に大きいわけであります。それ

から、先ほど申し上げましたように国民の非常に多くに手が届くかたちで情報を届けるこ

とができるという意味では効果が相当程度あるのではないか、こういう動きをうまく使っ

ていこうということであります。 

 こちらにありますけれども、いま申し上げたのがこの「WAKUWAKU JAPAN」、これ

はインドネシアでございます。それから、こちらの「Channel JAPAN」とか、そういっ

たようなものがいま申し上げたシンガポールでございます。これ以外にも「JAPAN TV」

というのがタイでもう立ち上がっておりまして、今年の 1 月 1 日からタイで初めての 24

時間の日本の文化、情報を発信するケーブルテレビというようなことでございます。 

 また、この「Hello! JAPAN」はシンガポールですけれども、いま検討中の動きですが、

カンボジアでございますけれども、今年の 6 月を目途にしておりますが、カンボジアでも

「JAPAN Channel」を立ち上げようということでございます。これも日本の企業が現地

でいま準備を進めています。こういったようなルートをいかに使っていくかということだ

ろうと思いますけれども、こういうことに対するバックアップとして経済産業省のほうと

してもこれはやはり資金的な支援も必要だろうということで、ここにありますような補助

金を確保いたしましてすでにいま実施をさせていただいております。 

 先ほど申し上げましたようにローカライズ支援、これは現地の言葉に直したりするため

の経費を 2 分の 1 補助で出させていただくというようなことです。それから、プロモーシ

ョン等支援というのはそういったようなところでの日本のコンテンツの海外での展開のた

めに様々な宣伝、プロモーションのイベントを組んだり、いろいろなことをやっていく必

要があるということだと思いますけれども、そういったことに対する補助をやっていこう

というようなことであります。 
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 こういったかたちでいまやらせていただいておりますけれども、やはり途上国などにお

いては特にそうなのですが、海外のものが入ってくる時に一定のお墨付きといいますか、

国の支援も得て、日本政府も一緒になってやっているよというようなことをアピールでき

る状態になることについては相手国政府との調整などにも役に立つということも聞いてお

ります。例えば、放送枠を取るとか、いろいろなテレビでコマーシャルを流すといったよ

うなことについても、途上国でありますといちいち当局の許可を取ったり、確認を取った

りするというようなこともあるわけですけれども、補助金ということプラス、そういう政

府プロジェクトというかたちでご説明いただいて、相手国の規制当局との関係をスムーズ

に進めていただくというような役割もあると思います。 

 ここにローカライズというふうに書いておりますけれども、様々なこういったようなも

のについての現地化、言葉の修正といったようなことですとか、それから、プロモーショ

ンですと JAPAN EXPO、カンヌ、それから、ASIA STYLE COLLECTION といったよう

なものへの出展に対する支援といったようなこともやっております。こちらに出ています

具体例はかなり大規模なものが絵として出ていますけれども、こういうものだけではなく

てもうちょっと小さいイベントなどにおいても様々いま申し込みをいただいて、補助をさ

せていただいております。 

 ちょっと一瞬前に戻りますけれども、まだこの補助金は使える状態にありまして、随時

申請を受け付けているということでありまして、こちらでありますと私どもの関西支部で

あります近畿経済産業局というのがございますので、そちらにご相談いただきますとこの

補助金についての申請や使えるかどうかといったご相談もしていただけるということであ

ります。 

 具体的な事例ですけれども、これはもう簡単にさせていただきますが、いわゆるフラン

ス・カンヌなどで行なわれているようなテレビなどの各種見本市、展示会のようなもの、

これは各国のいろいろな見本市、展示会への出展などにも支援をさせていただいていると

いうことであります。 

 それから、フランス・パリでの JAPAN EXPO といったようなものの展開でありますと

か、それから、これは東京で行なわれていますけれども、TOKYO GAME SHOW という

ようなものですとか、それから、JAPAN Content Showcase、これも日本で行なわれてい

るものであります。こういったようなものでありますとか、また、ファッション系とかポ

ップカルチャーですけれども、香港で行なわれているフェスティバルでありますとか、あ
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とはミラノのマンガフェスティバルのようなものへの進出、展開、そういったようなとこ

ろへの支援とか、それから、ここにありますようなカンヌの映画祭ですとか各種各国の映

画祭への出展といったようなことへの支援をさせていただいている。また、ファッション

ショーのようなものへの展開ということもやらせていただいています。 

 繰り返しになりますが、非常に大規模なようなものに見えていますけれども、もう少し

小規模な、例えば、ある単体のお店が現地の中ぐらいの規模の見本市に出展をするとか、

また、その見本市の前後で単独でプロモーションのイベントを組むといったようなケース

でも当然この支援の対象にはなる。ただ、当然プロジェクトの中身がしっかりしていると

いうことは必要でありますけれども、決してこういう何か世界で 1 カ所での超大規模なイ

ベントだけが対象というわけではありませんので、そういった観点からご関心を持たれた

方はぜひ遠慮なく近畿局のほうにご連絡をいただければというふうに考えております。 

 こういったようなかたちでいまプロモーション、それから、ローカライズということを

申し上げたのですけれども、併せまして、日本でいろいろなイベントを開催して海外から

人も呼んでこようということでございます。ここで CoFesta というのが書いてありますけ

れども、従来アニメとかマンガとかキャラクターとか、こういったような分野については

あちらこちらでいろいろなイベントが行なわれているというのは事実としてあるわけです

けれども、それぞれのものについてそれなりの規模の人を集めているのですが、非常にバ

ラバラ、バラバラしているというようなところがあります。 

 これは関係者及び経済産業省も音頭を取らせていただいて、毎年同じ時期にまとめてや

っていただいてはどうかということで、2012 年度からは CoFesta ということで主だった

ものは 10 月にまとめて東京なら東京周辺で開催をする。それをまとめたいろいろな案内

のパンフレット、ブックレットのようなものを作りまして、非常に多くの方に宣伝をする

というようなことをさせていただいております。 

 こういうことを通じて海外の方などもここに来れば、いろいろな各種のクール・ジャパ

ン関係のイベントに滞在期間中に出られると、見に行けるということになると、相当な集

客効果があるだろうというようなことです。例えば、ここにありますようにいろいろな関

係者が相談をされて、このミュージックマーケットでありますとか、映画祭のコンテンツ

マーケットでありますとか、国際アニメ祭というようなものを、これはもういっそ同じ傘

の下で大きくやったらどうかということで、Japan Content Showcase というようなかた

ちに大きくまとめてイベントを開催する方向にもっていったと。結果、出展関係者が 316
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団体ということでかなり規模が大きくなったわけですけれども、こういったような取組み

も通じて魅力の発信を進めていこうというようなことであります。 

 それから、非常に難しいのは先ほど申し上げましたように大規模にマスに影響を与えよ

うとすると、やはりテレビ局といったようなものを通じて現地で日本の番組などをどんど

ん流していくというのが一番ある意味で近道の一つなわけです。他方、要するにブログと

かツイッターとかオタクな人も含めて、その筋で非常に優れているとか目利きだと言われ

ているような人が何か情報を発信して、この品物はいいねというようなことを言うと、そ

の関係者が、フォロワーの人がみんなそれに乗っかって、「なるほど、これはいいじゃない

か」ということでブームが起きていくという、そういう人間なり、影響力のある、発言力

のある方を通じたブームづくりというのもあるわけです。 

 こちらがインフルエンサー招聘（しょうへい）事業と言っておりますけれども、海外で

まさに日本の文化とかにも関心を持って、ただ、非常にいい目を、物をチェックする能力

を持っていて、どんどん情報を発信していただけると。そういったような方をどんどん日

本に呼んできて、これを政府もバックアップして呼んできて、彼らの目から見た日本のい

いところを発信していただこうではないかというようなことであります。 

 ちなみに、こういう方をもういま呼んでいるわけですけれども、東京などについて言う

と我々が思っているのとはだいぶ違うような場所が彼らから見ると非常にクールだという

か、また来たいというような評価になったりしております。例えば、こういう人たちの人

気がある所というのは一つはどうも東京ですと浅草が人気があるようでありまして、あま

り私は浅草はどれぐらい人気があるのかよく分からないのですけれども、とにかく彼らは

やはり浅草が好きだと、また来たいというようなことがあります。 

 それから、2 番目に人気があるのが皆さんご存じか分かりませんけれども、代官山とい

うのが東京の渋谷のちょっと外れた所にありまして、住宅街に近いのですが、そこにツタ

ヤといういわゆる DVD のレンタルとか本屋をやっているところがあるのです。代官山の

住宅街の中にうまくはまるような非常に図書館のようなしゃれたつくりのお店を開いてい

るのですが、そこがとにかく人気がある。彼らが来るとここはずっと一日いたいとか、自

分の国にこういうところはないと、ぜひ作ってほしいといったような、私もツタヤは行っ

たことがあるのですけれども、彼らから見ると非常に面白いというようなことであります。

まさにクール・ジャパンと言うのですけれども、日本人が日本の良さだと思っているもの

と外人から見たものは違うということを常に考えていくということが必要になってきてい
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るということだろうと思います。 

 また、日本に来ている留学生、それから、日本に学生なども来ていますから、こういう

方々をいま組織して、彼らから見た日本の魅力というものを積極的に海外に情報発信をし

てもらおうというような取組みもさせていただいています。それから、いわゆるウェブサ

イト、日本のコンテンツのショーケースということで、これもこういういろいろなショー

ケースを、日本のコンテンツを集めたようなウェブサイトを作って積極的に情報発信をし

ています。 

 最後に情報発信の関係ですけれども、海賊版対策ということがございまして、当然マン

ガとかアニメを海外に出しますと海賊版で全部正規でないものが出回って、結局、利益が

うまく取れないという、これは法的、リーガルな問題があるわけであります。こちらにつ

いてもいま経産省のほうも民間団体と協力をして、民間の組織がございますけれども、こ

ういうところを通じて海外で違法な、例えば、日本のアニメとか動画を載せているサイト

があるわけですけれども、こういうところに対して積極的にそういうものを発見したら片

っぱしから削除しろという申し入れをするというような取組みをやっております。 

 実際に試験的にやったところ、中国と韓国の動画投稿サイトに対して削除しろというこ

とを言ったところ、100%、相手はもう削除をしてくれたというような実績が 2013 年まで

にはあるわけです。さらに、中国の動画投稿サイトとの関係ではこういう著作権を守ると

いうような協力の覚書を結ぶというような努力もしております。 

 ただ、ご存じのとおり、この動画投稿サイトというのは、いたちごっこでありまして、

仮に削除をしてもすぐ似たような別のサイトが立ち上がって、そこにまたコピーが載せら

れるというようなこともあって非常にキリがないところがあるわけですけれども、日本の

海賊版の被害は 2400 億円以上損をしているのではないかというようなデータもあります

ので、こういったような海賊版を潰していくという取組みは政府が中心になって積極的に

やる必要があるだろうというふうに考えております。 

 以上、いま申し上げたようなことが魅力発信でございますけれども、その上で第 2 段階

ということで現地でどうやってビジネスを展開していただくかというようなことでありま

す。これはまさにマーケティングといったようなところが一つあるわけでございまして、

このプロデュース支援事業というようなことでありますけれども、まさに現地で売れるよ

うな品物をいかに作っていただくか。ただ、こういうクール・ジャパンなんかを海外で展

開しようという場合、中小企業の方も多いわけでありまして、例えば、デザイナーの人を
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呼んできて自分のところの品物をもうちょっと格好良くアレンジをしたいというようなこ

とでもなかなか人脈もないし、お金もないというようなことがございます。 

 ここにありますように中小企業とプロデューサーをいかにして組ませて、現地で売れる

ものに仕立てていくかというのが非常に重要だということであります。これは今日の日経

新聞にも出ていましたけれども、これはお酒の獺祭（だっさい）というものですが、今度

パリで 1 本 3 万円で売ろうということで非常にクール・ジャパン的な展開になっているわ

けです。これも経産省のほうも支援させていただいて、そういうデザイナーの方とかと組

んでブランドづくりを推進したというようなことです。こちらの近江屋さんという京都の

呉服でございますけれども、これとやはり民間の関係の団体が組んでフランス向けの様々

なアレンジをするというようなことであります。 

 そういったようなことで、いかに現地で売れるような、向こうのテイストにもある程度

合ったような製品開発をしていくかということで、これは異業種というか、違う分野の方

が組んでものを考えるというのが非常に効果が高いわけですし、新しい発想を持ち込まな

いとだめだろうということでありますので、経産省のほうとしても各地でこういうクール

ジャパン・マッチンググランプリというものをやっております。 

 これはそれぞれのものを作っている方とクリエイターとかデザイナーのような方が 1 カ

所に集まってお互いに自分のアイデアを発表し合う。それで、その上でお互い発表したも

のでこれは面白いと思ったら、そこでどんどん商談というか、組んでいただくような話を

進めていただくというようなことで、こういうものを通じて分野の違う方が組んで製品開

発をやろうという動きを推進していくというようなことであります。また、現地企業との

マッチングということでありますけれども、これは現地で流通ルートを作ったりする上で

やはりパートナーを探していく必要があるだろうということでありますので、そういった

ような場所を作るということでやらせていただいております。 

 例えば、こちらにありますようにアメリカですとかインド、インドネシア、フランス、

イタリア、ベトナムといったようなところで様々な分野で、例えば、ベトナムですとイオ

ンさんのような場所をお借りしてクール・ジャパン関係の商材を大きく並べて、いろいろ

な関係者に来ていただくというようなことですとか、また、このフランスですとアラン・

デュカスというかなり有名なフランスの料理店があるわけですけれども、こちらは非常に

日本の品物や日本の食材を評価しているということで、そこと提携をして、そこの店を借

り切って日本の伝統工芸食器、漆塗りの食器とか、調理器具、日本の優れた包丁とか、そ
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ういったようなものを並べた上でお客さんに来てもらうというようなイベント、取組みも

させていただいているということです。 

 一つの例としてミラノなどでいきますと、いま申し上げたようなミラノのショールーム

に大型の展示会を今年の 1 月からですけれども行なって、日本の品物を大きく並べていた

だくというようなことをやらせていただいております。一種のこれで商談会などをしてい

くということですけれども、こういったようなことをやっていくわけですが、いま非常に

世界の多くの国でファッション、コンテンツ、それから、食べ物分野ということで様々な

分野がありますけれども、テストマーケティングをバックアップしているということであ

ります。 

 やはりこういう分野はいきなり店を作って果たして売れるのだろうかということなので、

例えば、お試しで 1 週間なら 1 週間、レストランならレストランの食事を提供して果たし

てどの程度売れるのか、または、向こうの人の好みはどういうところにあるのかといった

ようなことを確認していくというテストマーケティングが非常に重要だろうというふうに

思っております。こういったようなものに対して政府としては、ここにありますけれども

予算も取ってバックアップをさせていただいています。 

 例えば、これは今年のイベントですが、これは新聞にもちょっと載っていましたけれど

も、パリである一軒家のレストランを 1 週間借り上げて、日本から 7 店舗ぐらいのラーメ

ン屋さんがまとまって現地で 1 週間販売をするというようなことをしたわけであります。

これは日本のラーメン屋さんが 7 店集まって来たというようなことで非常に現地にもイン

パクトがあって 4000 名以上の方がいらっしゃったり、売り上げも相当あって、相当な長

蛇の列、テレビや新聞のニュースにも報道されたということです。その 7 店舗で行かれた

方はほとんどの方がパリやヨーロッパで店を開きたいとお考えの方でありまして、ここで

の売り方、売り上げなどの動きを見て、具体的なビジネスプランを実行に移そうというよ

うなことになっているわけであります。 

 さらに、併せてこの背景として、我々の動きとしては、こういうふうに日本の店がたく

さん現地に出るということになりますと物流といいますか、日本から品物、食材などをど

うやって現地に持ち込むかということで流通の問題も相当いろいろな問題が出てくるとい

うことであります。これについてはまた日本の会社の中でこういう方々の現地の日本のお

店に食材を流通させようという共同物流を請け負うような日本の企業、そういうビジネス

に関心を持っている日本の企業というのがいらっしゃいますので、そういう方々ともここ
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で組んで、なるべく近い将来、ヨーロッパの日本のレストランに日本の食材が効率的に運

ばれるような物流システムというものをバックアップしたい、作りたいというふうに考え

ているわけです。 

 それから、こちらの現地への支援の中では最後にもう一つジェトロというのがございま

して、これは経済産業省の関連組織でございますし、近畿、大阪にも関西本部があるわけ

です。ご存じのとおり世界各国に事務所を持っていて、そこでまさに現地でビジネスをや

ろうと思っている方をバックアップできる。やはり現地にいるということの強みというの

は非常に大きいわけであります。 

 様々、その時にサービスの産業ミッションを派遣する時に組織をして一緒に行ったりと

か、そういうことがあるわけですけれども、特にサービス産業、ここに書いてあるような

分野の海外展開にいまジェトロは力を入れていただいております。流通・小売とか外食、

それから、理美容、これは床屋みたいなものとか、教育関連、これは塾ですが、その他と

いうことなのですけれども、これは特にこういうサービス産業の場合、個別企業支援とい

うことなのですが、サービス企業の場合、現地に進出する時に必ずだいたいの分野は一定

の規制があるわけです。例えば、レストランを開くにしても日本でも衛生関係、食品衛生

とかの規制があったりするわけです。また、小売店などを開く時も流通分野の規制があり

ます。 

 例えば、ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、インドネシアですと日本

のコンビニがたくさん進出しておりますけれども、コンビニが単体で日本と同じお店で進

出しようとした場合には規制があって実際はできていません。それは既存のインドネシア

の地元の店の小売を圧迫するからというようなことになっておりまして、行かれると分か

るのですけれども、実際は日本のコンビニは現地ではレストランという位置づけで許可を

取っておられます。 

 どこのコンビニでもインドネシアへ行くとイートインのコーナーがありまして、3 分の

1 ぐらいの面積でテーブルとか椅子が置いてあって、買ったものとかがそこで食べられる

ようなかたちになっていて、レストランだというような位置づけで許可を取っています。

そういう許可の規制自体問題ではあるわけですが、そういう現地のいろいろな法的な手続

きを含めて、それを突破していくのはかなりやはり面倒がある。特に英語が通じればまだ

しも、英語が通じない国もたくさんあるということになってきますので、そういったよう

な方々にバックアップをするというのがジェトロの仕事としてやっているということでご
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ざいます。 

 ここの 1 号店出店まで原則 2 年と書いてありますけれども、その国に着いてその会社が

1 号店を開く時がたぶん一番大変だろうと。様々なよく分からないことがたくさんあって

規制もあるということでありますので、1 号店を作るまではとにかく全面的にバックアッ

プをして店を開いていただこうということです。1 号店ができれば、2 店目はもうその経

験を生かして自力でも相当程度やっていただけるだろうということですけれども、こうい

ったようなことを積極的にやらせていただいているということで、これを使っていただい

ている企業の方もかなりいま多くなっております。 

 この関連でこれもやや似ているのですけれども、テストマーケティングということで飲

食店、これはバンコクでありますけれども、これはやはりバンコクのフードコートを借り

切って日本の 7 社の方がそこで仮店舗のようなものを作って品物を出していただく。それ

で、いろいろなここに書いてありますような実際の販売を通じまして出店準備、費用、現

地調達、そういったようなノウハウを習得していただこうというような取組みをさせてい

ただいております。これが当時のバンコクでやっている時の写真ですけれども、いろいろ

なまさに現地の店と並べて日本の食べ物を調理して出して、どういう反応があるかという

のを見ていただくというようなことであります。 

 以上のようなことがあって、さらにここらへんははしょりますけれども、日本の場合、

いわゆる伝統工芸品、例えば、着物ですとか、こういう陶器ですとか、漆塗りとか、そう

いったようなものも非常に日本にたくさんの資源というか、売れるものが国内にあるわけ

ですけれども、こういうものをぜひ海外に出していこうというようなバックアップもさせ

ていただいております。 

 ここに載っておりますのは九谷焼と京焼、清水焼、伊万里焼、有田焼といったようなも

のをまとめて一つのグループにして、それぞれの焼き物のお酒のグラスといいますか、カ

ップのようなものをまとめて海外のいろいろな百貨店とかに出していくと、やはり相乗効

果があっていろいろ選べるということもあって、非常にお客の方が集まってくるというよ

うなことで効果を上げています。 

 以上のようなことは現地でのマーケティングについてのややスポット的な支援なのです

けれども、ここで最初に申し上げたようなクールジャパン機構ということをご説明したい

と思います。これはやはり海外に展開する時に、特にある程度の規模でやろうと思うと、

金融機関や投資家からの資金の供給が不足するということであります。 
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 要するに、レストランのようなところでもファッションでもいいのですけれども、それ

ほど大企業の方が仕事をされているわけではなくて、むしろ、中小企業も多いわけですけ

れども、なかなか海外でやるビジネスでクール・ジャパンということになりますと、銀行

とかそういうところはビジネスの中身が評価できない。土地担保、有形担保が取れるよう

なビジネスであればそれを計算できるわけですけれども、こういうクール・ジャパン関係

のビジネスというのは基本的にサービス的なものなので非常に評価が難しいし、リスクも

あるということですので、どうやってそういうリスクマネーを供給するか。 

 それから、特に中小企業から見ると出店をしたくても場所が取れない、どこに出してい

いか分からないというようなポイントもあるということで、こういったあたりを解決する

一つの手段としてクールジャパン機構というのを創設しようということで、政府として意

思決定をして実施しているということであります。具体的には去年の 6 月に海外需要開拓

支援機構法という法律が国会で成立しておりまして、それに基づいて去年の 11 月には株

式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）というのを設立しております。 

 これはファンドなわけですけれども、平成 25 年度に 500 億円、それから、平成 26 年度

には 300 億円の予算を確保して、国の予算は合計いま 800 億円になっております。このマ

ークがクールジャパンファンドのロゴでありますけれども、これは後ほど出てくる社長が

自分で考えたものであります。日本の折り紙のようなものをイメージしてロゴを組んで、

日本の優れた品物やサービスを折り紙つきで輸出しようというような気持ちを込めて作っ

ているということでございます。 

 具体的にはここのクールジャパンファンドという株式会社にお金をファンドとしてため

ておいて、その上で民間企業が様々な海外展開、ビジネスをやる時に、普通は海外で何か

事業をする時に現地会社などを立ち上げるとかいうことになりますけれども、そこに出資

をするということであります。 

 出資でありますので、ここは普通のいわゆる補助金とはまったく違うということになり

ます。当然ここは出資をしますから株式を取得しますので、この機構が一定の株主になる

わけです。51%取らないにしても 30%とか 20%の出資をすれば、当然経営に口を出すとい

うことも兼ねていますし、当然配当をもらうということにもなります。一定期間を過ぎて

経営が軌道に乗れば、この出資をこちらに買い取ってもらうなりをしてイグジットすると、

それをもって利益を上げるということが必要になるわけでありまして、いわゆる通常の国

の機関が補助金を出すようなやり方とはまったく違う。 
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 したがって、この事業会社がビジネスとして現地で本格的にうまく実現をして利益を上

げていくことがぜひとも必要だということでありますので、先ほど申し上げましたような

テストマーケティングとか、そういったようなかたちで本格的にものが動く、もうこれは

ビジネスとして動かせるぞという状態になった時にいよいよ必要な出資金といいますか、

株を供給するという役割を果たしているわけです。逆に言えば、いま申し上げましたよう

に会社経営そのものに参画をするということですので、いわゆる国の役人がここに関わっ

てもだいたいうまくいくはずはないということで、後ほど申し上げますけれども、その世

界の本当の専門家を呼んできて、ここの運営を任せるというかたちにしています。 

 ちょっと時間もあれなので少し飛ばさせていただきますけれども、このファンドには民

間企業からも出資を併せていただいております。これは各社 5 億円でございますけれども

今までここで 15 社、75 億円の出資を民間からもいただいています。これはいまいろいろ

なところからもまたご相談が来ておりまして、追加的に新しい民間企業からもどんどん出

資を受け付けて、この機構の経営に参加をしていただこうということであります。 

 さて、その出資をどういう分野にやっていくのかということでありますけれども、大き

く言うとこの三つをいま想定しているわけであります。一つは物理的空間の流通拠点とい

うことですが、日本のコンテンツや品物が出て行けるルートを作らないといけないだろう

と。要するに、ルート作りから自分で全部やる、個々の中小企業がやるのは相当大変でご

ざいますので、ここにありますように例えば、一つはジャパン・モール、日本の品物、い

ろいろなお店がたくさん入れるようなショッピングセンターというか、モールのようなも

のを作れれば、そこに日本のいろいろな方々の品物が並べられるだろうと、そこに流通の

ルートができるだろうというようなことであります。 

 また、これは建物ですけれども、ジャパン・ストリートということでありまして、例え

ば、サンフランシスコとかでもジャパンタウンとか、またはチャイナタウンのような日本

の関係の品物とかがたくさん並んだ建物というよりは地域、ストリートみたいなものがあ

って、そこが観光名所にもなるというようなことがあるわけですけれども、そういったよ

うなことを海外で企画するのであれば、そういうものも一つ面白いビジネスになるのでは

ないかということです。 

 それから、またこのメディア・ネット空間型の流通ということですけれども、これはも

う少し今度はテレビ局のようなものでありまして、先ほど申し上げたようなジャパンチャ

ンネルのようなものを確保するということができれば、そこからいろいろな日本の品物の
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情報を海外に出していくことができるだろうということですので、こういうチャンネル確

保のようなもの、コンテンツを流す情報流通の土管のようなものを確保するということも

非常に効果のある分野だろうというようなことであります。 

 それから、個別の企業の案件というのもこれからあり得るだろうと。日本の地域の様々

なこういう伝統工芸品とか、こういうレストランとか、そういったようなものが海外に展

開をしていくという時のビジネスに、それが非常に先駆的なものでユニークなものであれ

ば支援をしていくという、出資をして経営に参画していくということも当然あるだろう。 

 いま申し上げたようなものを少しご説明しているのがこの絵でございます。まさにいま

去年の 11 月にファンドが作られておりますけれども、1 号案件をどこに、どういうプロジ

ェクトに出資をするのかというのをいまファンドのほうでも鋭意検討をしております。ま

た、マスコミの方々などからも 1 号案件はどこの国のどういうプロジェクトに出資をして

いくのだということで非常に注目がされてきているところであります。残念ながら、今の

時点で個別のプロジェクトがどんなものになりそうかということは申し上げられる段階で

はないわけですけれども、この夏までの段階にどこかで正式に発表していくことになると

思います。 

 クール・ジャパンですけれども、先ほど申し上げましたが、専門家を呼んできてという

ことでありまして、これは本当にもう役人がやってもよくありませんので、相当専門家の

方に来ていただくために人選をさせていただいております。まず、こちらの社長のほうで

すけれども、こちらはもう大学を卒業されてからアメリカでずっとファッション関係のお

仕事をされて、東京ファッションデザイナー協議会なども含めて、この太田さんですけれ

ども、イッセイミヤケの社長とかをされて、日本ファッション・ウィーク推進機構の理事

などもされて、最近までは銀座の松屋というデパートの人気を立て直すために活躍をされ

た方であります。この方につきましては松屋を辞めて、こちらのファンドの社長に来てい

ただいたということであります。こちらの方はファッション系のプロフェッショナルとい

うことです。 

 こちらの飯島会長のほうは放送とかコンテンツのプロフェッショナルということで、三

菱商事のほうに入られてメディア放送事業部長などもされた後、フジテレビのほうに行か

れた上でいわゆるスカパー、海外に先ほど申し上げたようなジャパンチャンネルなども作

っていくような民間企業の社長もされた方を、この方は他の現職のお仕事も非常にお忙し

いということで非常勤で来ていただいていますけれども、相当程度こちらのファンドのお
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仕事をしていただいています。 

 それから、またファンドでございますから、いわゆるプロフェッショナルなファンドの

リスク・リターンの分析をするファンドマネージャー、チーフ・インベストメント・オフ

ィサーと言われる方が非常に重要でございますけれども、こちらには吉崎さんという外資

系のファンドで相当活躍、らつ腕を振るわれた方にお願いをして、この方もクール・ジャ

パンということに非常に自分も関心があると、ファンドとして貢献ができればぜひやりた

いということで、こちらは専任でございますけれども、お越しをいただいたということで

ございます。 

 あとは、ファンドの具体的なプロジェクト案件、出資先を決める委員会というのがござ

います。海外需要開拓委員会というのがございますけれども、そこのメンバーがこういう

方ということで、もう細かい説明は避けますけれども三井物産ですとか、証券系の方です

とか、あとはバンダイ・ナムコといったコンテンツ系の方ですとか、そういったようなプ

ロフェッショナルな方、我々としては考え得る限りこの分野でトップレベルの人にお願い

をして来ていただいたというようなことであります。 

 そういうことでこのクールジャパン機構というファンドを作ったということで、規模も

800 億円ということでありますから、最大 1 件、例えば、100 億円近いプロジェクトの出

資も可能な状況にはなってきていて、政策のツールや手段も以前に比べると整ってきたと

いうことではないかと思いますけれども、いずれにしましても最終的にはやはり民間企業

の方がどういうビジネスを海外でやりたいのか、どこの国でどういうプロジェクト、ビジ

ネスをやりたいのかというアイデア次第というところがございます。 

 今日私がこちらに来させていただいていろいろ宣伝もさせていただいておりますけれど

も、私どもの趣旨といたしましては、まさにそういったこの分野にご関心を持っていただ

いた上で、ぜひそういう海外に打って出るようなプロジェクトをお考えいただければあり

がたい、また、そういうビジネスプラン、ビジネスモデルを持っておられる方がいらっし

ゃれば、ぜひ遠慮なく経済産業省や近畿経済産業局、ジェトロといったようなところにご

相談をいただいて、私どものほうでもできるだけのバックアップをさせていただきたいと

思っています。以上、私の説明はこれぐらいにさせていただければと思います。どうもあ

りがとうございました。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。それでは、ここでご質問を受けさせていただきます。

スタッフが挙手いただきましたらマイクをお持ちさせていただきます。どなたかいらっし
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ゃいますでしょうか。では、前方、2 列目の男性、お願いいたします。 

 鷲尾 関西学院大学の鷲尾と申します。よろしくお願いします。話をお聞きしていてま

ず大変だなと思うのは、いろいろなところでいろいろなことをやっておられるという印象

がある。例えば、ベトナムでエースコックさんが PR 広告といいますか、テレビで流そう

とする。そういうところで例えば、日本のコンテンツを素材として使う広告をした場合に

極端なことを言うと補助も出るかもしれないというようなことをちょっと思わせてもらっ

たり、あるいは、日本でいまはやっていますクッキングスクール、大阪ガスさんなんかが

やっておられますけれども、ああいう形態で出ていって日本の食材とかいろいろなものを

ベトナムならベトナムの中流以上の方々の子弟に対するクッキングスクール事業を展開す

るプロセスの中でこういうコンテンツを出していくということも理屈としてはあり得る話

かなと。 

 そういうことを考えますと、先ほど言いましたようにどこにある種の政策としてのデマ

ケーションがあるか、ちょっとそのへんが分からないだけに大変だなと実は思ったのです

が、そういう意味で非常にシニカルな質問になりますけれども、こういう政策を打ってい

かれる際の一昔前の民主党政権の時にはちょっと話題になりました政策評価はどういうふ

うな感じで考えておられるのかというのをちょっと質問としてお願いしたいと思います。 

 石川 ありがとうございます。もうおっしゃるとおりだと思います。ちょっと今日は少

し時間をいただいて総花的なご説明をさせていただいたところがあるのですけれども、正

直言って、では、予算みたいなものがどれぐらいあるかと言いますと、予算金額は大した

ことはありません。つまり、最後のファンドは 800 億円というのはありますけれども、こ

れは大規模なプロジェクトですとファンドからの出資が 50 億円とか 100 億円とかという

ことにもなり得ますから、例えば、ショッピングモールを建てるというようなことですと

不動産みたいなところになりますから大規模になるわけです。それに対して、ずっと最初

のほうでご説明したようなことというのは一言で言うとお金もありますけれども、やはり

アイデアの募集のようなことなのです。 

 いま先生がおっしゃられましたように、クール・ジャパンというのは一番最初にも申し

上げましたけれども何がクール・ジャパンなのか、何がビジネスとしてもうかる、うまく

いくのかは正直言って分からないわけであります。私も役人ですけれども、大学を出て役

所でしか働いたことがありませんから、私がこれが成功するのではないかというふうに判

断したりするのは一番やってはいけないこと、必ず失敗すると思います。また、国会など
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でも経済産業省がクールかクールでないか判断するのか、そんなことができるのかという

のがしょっちゅう言われるわけで、それは答えはできませんということであります。 

 したがいまして、先ほどちょっと申し上げましたけれども、補助金などでもやらせてい

ただくのはむしろ、広くアイデアを募集させていただいて、先ほどおっしゃられたような

クッキングスクールみたいなものを海外に展開したいというような相談も来ますし、それ

から、レストランを経営しているベンチャー企業の方がご相談にいらっしゃるケースもあ

ります。そういうケースも私どもが判断するのではなくて、この分野の専門家の方が集ま

ったような委員会みたいなところで、これは面白いのではないか、少なくともトライして

みる価値があるのではないかというような専門家の方の判断があるようであれば、それに

はバックアップ、金額も大したことはありませんけれども補助金のようなものもつけてや

ってみていただくということであります。 

 そういう意味ではむしろ、なるべくトライアルの回数を増やす。つまり、この分野に挑

戦する方を増やしていくというのが、その中から何割かの方の成功が出てくるのではない

か。その時には決して役人が細かいことを言ってはいけないというのが私どもの今の考え

方でありますし、ファンドなどについても先ほど申しましたけれども、できる限りこの分

野の専門家にお願いをしたということであります。 

 それから、もう一つは政策評価でございます。一つはやはり先ほど申し上げましたクー

ル・ジャパンのファンドでございます。ファンドについて言うと、これはやはり政府のほ

うでも評価委員会みたいなものができていまして、ファンドであれば、金融ファンドとし

ての評価というのは一定のルールがございます。どれぐらいのプロジェクトに投資をして、

動かして、どれぐらいのリターンを得られて、何年で株式を売って、どれぐらいの利益を

上げたか。 

 基本、ファンドというのは 10 件やったら 7 割ぐらい失敗するわけですけれども、3 割か

2 割成功した分で失敗した分を取り戻すということでありますので、ファンドについて言

うと利益を上げろということがもう義務として期待されておりますので、ファンドとして

もうけなければいけない。これが政策評価のポイントの一つです。それから、個々の出資

した案件がどれぐらい現地のクール・ジャパンといいますか、日本製品の認知度につなが

っているかというようなことだろうと思います。 

 あとは、個々のテストマーケティングとか、個々の補助金を使ったようなローカライゼ

ーション、プロモーションの事業ですけれども、これは正直言ってなかなかやや評価が難
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しいところがございます。個別に 1 件 1 件、このプロジェクトを動かした結果、例えば、

このテレビの放送でどれぐらいの人が見たかとか、どれぐらいの方が認知をしたかという

ようなコンテンツであれば、そういう結果を調べた上で評価をする。また、宣伝といいま

すか、展示会のようなものであれば、どれぐらいのバイヤーが来て、どれぐらい商談が行

なわれたか。商談が行なわれた上で、どれぐらい販売契約の成約に結びついたかという、

実際のビジネスにどれぐらい結びついたかというようなデータは常に取って、対外的にご

説明できるようなかたちにしていくということ思います。 

 ただ、いま先生からもご指摘がありましたように、この政策が果たして何が実現できた、

何が良くなったらこの政策がうまくいったことになるのかということを明確にしていく必

要があると思います。我々自身も模索をしているところでありますけれども、このクール・

ジャパンという政策自体には意味があるだろうという考えのもとで推進させていただいて

いるところでございます。以上がお答えです。 

 司会 ありがとうございました。それでは、時間もございますので、まだご質問がおあ

りの方は当財団を通じてご連絡を賜りますようにお願い申し上げます。では、最後にもう

一度、石川様へ盛大な拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。（拍手） 

 それでは、ここで休憩に入らせていただきますが、16 時 35 分から第 2 部に入らせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 


