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１．政府における推進体制１．政府における推進体制
クールジャパン推進に関して、有識者を含めた議論（クールジャパン官民有識者会議、コンテンツ強化専門調査会等）をクールジャパン推進に関して、有識者を含めた議論（クールジャパン官民有識者会議、コンテンツ強化専門調査会等）を

 
踏まえ、関係府省が一体となってクールジャパン推進に取り組む体制を構築。踏まえ、関係府省が一体となってクールジャパン推進に取り組む体制を構築。

議論の内容
を反映

議論の内容
を反映

関係府省の連携

○我が国のコンテンツ、ファッション、デザイン、食、伝統文化などの「クールジャパン」は、その潜在力が経済成長に結びついて

 
おらず、今後はこれらのソフトパワーを活用し、その魅力と一体となった製品・サービスを世界に提供することが鍵。

○関係府省が連携してクールジャパンを推進するため、「クールジャパン推進に関する関係府省連絡会議」を設置（10月22日企画委

 
員会座長決定）。11月より検討開始。

〔総務省〕コンテンツ海外展開促進
コンソーシアム(仮称)(有識者) 等

≪関係府省連絡会議の検討スケジュール≫
Ｈ２２．１１．４

 

：第１回連絡会議

<<課長級幹事会（11月２２日）>>

１１．３０：第２回連絡会議
アクションプラン策定に向けた
作業方針を決定

<<課長級幹事会（ 1２月２１日予定
その後月１回程度開催）>>

Ｈ２３．１～３月：連絡会議
アクションプランとりまとめ

５～６月：知的財産推進計画2011に反映

○日本コンテンツを海外で展開
○日本の食、伝統文化などを海外で定着

○クールジャパンで
観光促進

クールジャパンの推進

１

・ポケットモンスター：

 

ゲームやキャラクターグッズなど
関連市場は、全世界で累計約3．6兆円
（国内：1．6兆円、海外：2兆円）

（資料）：ＪＮＴＯ作成

資料２



・イベントを活用した情報発信機能強化
・多様なメディアによる集中的情報発信

等

・日本への訪問数増加
・商品の販路拡大
・日本のブランド力強化・保護

 

等

・魅力あるコンテンツ・商品の開発
・個性ある文化資産の再発見

 

等

【取り組むべき施策（例）】

・優れた技術を有する中小企業の発掘・育成
・日本食・食材、ファッション、日用品等の海

 
外展開戦略の構築
・地域の映像コンテンツの制作

「創造・発掘」フェーズ 「発信」フェーズ 「定着」フェーズ

関連市場・商品への波及・拡大

【取り組むべき施策（例）】

・ダボス会議、ジャナドリヤ祭での情報発信
・コ・フェスタにおける発信力強化
・海外向け広報の重点化
・海外の放送局等を介した情報発信

【取り組むべき施策（例）】

・食やアニメと、観光の連携
・在外公館や関連機関を核とした推進 体制

 
の強化
・模倣品・海賊版対策、知財保護の強化

２

○

 

クールジャパンの推進には、「創造・発掘」したクールジャパンを、国内外に「発信」して「定着」させ、関連市場への波及等を通じて次の

 
「創造・発掘」に繋げる循環（クールジャパンの推進サイクル）を構築することが重要。

 ○

 

クールジャパンの推進サイクルを加速化し、成長戦略を早期に軌道に乗せるためには、関係府省が緊密に連携して取り組むことが必

 
要。

 ○

 

そこで、関係府省のクールジャパン推進に係る取組について、

①

 

同じ局面（フェーズ）での親和性の高い施策間の連携（例：イベントの共同開催

 

等）

②

 

異なる局面（フェーズ）での親和性の高い施策の連携（例：製作した地域コンテンツの多様なメディアでの情報発信、観光との連携

 

等）

を強化し、来年３月目途にアクションプランを取りまとめるよう検討を進める（平成22年度中に連携可能なものは直ちに実行に移す）。

○

 

クールジャパンの推進には、「創造・発掘」したクールジャパンを、国内外に「発信」して「定着」させ、関連市場への波及等を通じて次の

 
「創造・発掘」に繋げる循環（クールジャパンの推進サイクル）を構築することが重要。

○

 

クールジャパンの推進サイクルを加速化し、成長戦略を早期に軌道に乗せるためには、関係府省が緊密に連携して取り組むことが必

 
要。

○

 

そこで、関係府省のクールジャパン推進に係る取組について、

①

 

同じ局面（フェーズ）での親和性の高い施策間の連携（例：イベントの共同開催

 

等）

②

 

異なる局面（フェーズ）での親和性の高い施策の連携（例：製作した地域コンテンツの多様なメディアでの情報発信、観光との連携

 

等）

を強化し、来年３月目途にアクションプランを取りまとめるよう検討を進める（平成22年度中に連携可能なものは直ちに実行に移す）。

クールジャパンの推進サイクル

国・地域毎の推進体制の整備、クールジャパンを支える人材の育成、海外の規制の緩和・撤廃、ビジット・ジャパン

２．アクションプラン策定に向けた作業方針（11月30日の「クールジャパン推進に関する関係府省連絡会議」第２回会合で決定）２．アクションプラン策定に向けた作業方針（11月30日の「クールジャパン推進に関する関係府省連絡会議」第２回会合で決定）



クールジャパン推進に向けた関係府省の具体的な連携方策

≪平成22年度における連携方策例≫

ジャナドリヤ祭世界経済フォーラム（ダボス会議）

文化庁メディア芸術祭

・

 

世界経済フォーラムに参加する世界各国の有識者に対する日本食・
日本食材等のアピール。（内閣広報室、外務省、農林水産省、ＪＥＴＲＯ）

・

 

地域コンテンツによる地域の魅力の発信。（総務省）

・

 

日本の観光の魅力をＰＲ。（観光庁）

・

 

日本文化の紹介。（文化庁）

・

 

現地プレスへの情報提供。（外務省）

・和太鼓、石見神楽、武道他多様な日本文化紹介。（外務省、国際交流基金）

・日本食材を用いた試食会の実施。（農林水産省）

・日本の家具、食器、文具、玩具、楽器等の展示。（ＪＥＴＲＯ）

・ブースを設置し、日本の観光の魅力をＰＲ。（観光庁）

・地域コンテンツの活用による地域の魅力の発信。（総務省）

開催時期：平成23年1月26～30日 於:スイス連邦ダボス

世界的企業のトップ、国家元首・閣僚、メディア代表者

 
等が一同に会し、世界の経済、社会問題について議論す

 
る国際会議。

【検討中の連携方策】

【検討中の連携方策】

開催時期：平成23年２月23日より16日間程度
於:サウジアラビア王国リヤド近辺ジャナドリヤ地区

サウジの伝統・文化を国家遺産として位置づけ，こ

 
れらを次世代に引き継いでいくことを目的として，年に

 
一度開催されるサウジ唯一の国家的文化祭典。

 

次

 
回のゲスト国は日本。

開催時期：平成23年２月２～13日 於:東京

 

国立新美術館

アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガなど、優れた

 
メディア芸術作品を顕彰し、合わせてこれらを鑑賞するイベントで、

 
各賞の受賞発表、贈呈式、受賞作品展を実施。

・政府広報による情報の集中的発信。（内閣広報室）

・在京の外国大使館、外国プレスへの情報発信。
（外務省）

・同時期に開催されるイベントとのタイアップによる

 
集客力の強化。（文化庁）

・日本の観光の魅力をＰＲ。（観光庁）

【検討中の連携方策】

３

国内外で開催される各種イベントでの連携について、平成22年度中に連携可能なものは直ちに実行に移しつつ、平成23年度以降も成功事例を積

 
み上げ、戦略的な開催・出展を行う。

※この他、米国の食品見本市である

 
「International Restaurant & 
Foodservice Show of New York 2011」

 
や「東京発 日本ファッションウィーク」等、

 
年度内に開催されるイベントでの関係府

 
省の連携について検討中。



アジア ヨーロッパ 北米 その他

周年事業等
（2011年周年）・日独交流150周年 [外]
・第４回国際漫画賞 [外] ・出版・翻訳（インドネシア） [JF] （2011年周年）・日独交流150周年 [外]

・在外公館文化事業 [外]
・第4回国際漫画賞 [JF]
・アニメ文化大使 [JF]

１月

・海外バイヤー等招聘・商談会開催（デ
ザイン・繊維・ファッション・食品分野）
[JETRO]
・輸出オリエンテーションの会（東海地域）
[農]

・（１２月～２月）海外展（企画展）（韓）
[JF]
・「WASHOKU-Try Japan's Good Food」
事業　レセプション （オマーン）[農]
・文化財海外交流展　「日本とタイ－ふた
つの国の巧と美（仮称）」（タイ） ［文］
・アジアにおける日本映画特集上映事業
（ベトナム） ［文］

・Nordic Travel Fair MATKAへの日本
ブース出展（フィンランド） [外]
・世界経済フォーラム（ダボス会議）ジャ
パンナイト（瑞） [農] [広] [JETRO]
・FITUR 2011（西） ［観］
・メゾン・エ・オブジェ 出展支援（仏） [経]
[JETRO]
・トラノイ・オム1月展 出展支援（仏）
[JETRO]
・WHO'S NEXT 出展支援（仏） [JETRO]
・MIDEM（国際音楽著作権見本市）広報
出展（仏） [JETRO]
・IPM Essen 2011への日本ブース出展
（独） [農]
・フューチャー・フィルム・フェスティバル
「怪獣映画特集」（伊） [JF]

・ニューヨークインターナショナルギフト
フェア（冬展）出展支援（米） [JETRO]

２月
・メディア芸術祭 ［文］
・輸出オリエンテーションの会（東京・中国
地域・沖縄） [農]

・TTAAトラベルフェア2011（タイ） ［観］
・NATAS　Travel（シンガポール） ［観］
[農]
・Outbound Travel Mart(OTM)2011（印）
［観］
・Ｔｒａｖｅｌ Tour Expoへの日本ブース出展
（比） [外]
・海外展（企画展）（韓） [JF]
・Kyunghyang Housing Fair 2011への日
本ブース出展（韓） [農]
・Good Design 展示会（印）［経］

・Prod Expo 2011への日本ブース出展
（露） [農]
・BIT 2011（伊） ［観］
・アンビエンテ2011 出展支援（独）
[JETRO]
・Mobile World Congress 出展支援（西）
[JETRO]

・The Boston Globe Travel Showへの日
本ブース出展（米） [外]
・RENDEZ-VOUS 出展支援（米）
[JETRO]
・International Restaurant &
Foodservice Show of New York 2011へ
の日本ブース出展（米） ［経］ [農]
・GDC（Game Developers Conference）広
報出展（米） [JETRO]

・ジャナドリヤ祭（サウジアラビア） [外]
[農] ［JETRO]
・東地中海国際観光博「ＥＭＩＴＴ］への日
本ブース出展（トルコ） [外]
・ロボット紹介事業（エクアドル、ペルー、
チリ） [JF]
・Gulfood 2011への日本ブース出展（アラ
ブ） [農]

３月
・第12回東京発 日本ファッションウィーク
[経]
・東京国際アニメフェア ［東京都］

・2011中国華東輸出入商品交易会 出展
支援（中） [JETRO]
・香港インターナショナルジュエリーショー
出展支援（中） [JETRO]
・香港フィルマート 広報出展（中）
[JETRO]
・MATTAフェア（マレーシア） ［観］

・Future　Beauty:30　years　of　Japanese
Fashion展の助成（独） [JF]
・アトモスフェール3月展 出展支援（仏）
[JETRO]
・The BOX 3月展 出展支援（仏）
[JETRO]
・回顧‐日本アニメ映画（ポルトガル） [JF]
・ＴＵＲ２０１１への日本ブース出展（ス
ウェーデン） [外]
・ITBベルリン（独） ［観］
・MAP（Le Monde a Paris） 2011（仏）
［観］
・MITT2011（露） ［観］
・アニメ紹介事業（独） [JF]
・日本の食文化紹介事業（仏） [JF]

・CRFA Show 出展支援（加） [JETRO]
・Los Angeles Times Travel & Adventure
Show（米） ［観］

・Holiday & Travel Expo 2011 Sydney
（豪） ［観］
・浮世絵版画紹介事業（豪） [JF]

※赤字は中核的なイベント。

[総] 総務省、[外] 外務省、[文] 文部科学省、[農] 農林水産省、[経] 経済産業省、[国] 国土交通省、[JF] 独立行政法人国際交流基金、[JETRO] 独立行政法人日本貿易振興機構、[JNTO] 独立行政法人国際観光振興機構

クールジャパン推進関連イベントカレンダー（平成22年度）

国　　　　　内
海　　　　　外

(参考）
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アジア ヨーロッパ 北米 その他

周年事業等
[2011年周年]・日独交流150周年 [外]
・第５回国際漫画賞 [外]

・造形美術、舞台芸術、映像、レク
チャー・デモンストレーションの複合 [JF]

[2011年周年]・日独交流150周年 [外]

≪日本・クウェート国交樹立50周年≫
≪日本バルト三国新たな外交関係開設
20周年≫
・在外公館文化事業 [外]
・第５回国際漫画賞 [外]

４月

５月
・高雄国際旅展[KITF]（台） ［観］
・上海世界旅行資源博覧会[WTF]（中）
［観］

≪日クウェート国交樹立５０周年事業≫
・ヘルシージャパン事業 ［外］
・観光促進イベント ［外］

６月
・韓国国際観光展[KOTFA]（韓） ［観］
・香港国際旅遊展[ITE]（香港） ［観］

７月 ・Japan Expo（仏） [外]［文］[経]［観］[JF]

８月 ・NATAS　Holidays（シンガポール） ［観］

９月
・JAPANコンテンツフェスティバル [経]
・東京国際映画祭 [経] ［文］
・東京国際ドラマフェスティバル［総］

・釜山国際観光展[BITF]（韓） ［観］
・Bucheon International[BICOF]（韓）
［観］
・Discovery World（タイ） ［観］
・MATTAフェア（マレーシア） ［観］

・メディア芸術祭ドイツ展（独）［文］

≪日クウェート国交樹立５０周年事業≫
・日本映画祭 ［外］
・日本製品販売促進活動 ［外］
・伝統工芸展示会 ［外］

１０月

・現代美術フェスティバル 横浜トリエン
ナーレ ［文］
・第13回東京発 日本ファッションウィーク
[経]

・日韓交流おまつり　in SEOUL（韓） ［観］
・Ski & Snowboard Show（英）［観］
・World Travel Market[WTM]（英）［観］

・Salon International Tourisme Voyages
（加）［観］
・Luxury Travel Expo Las Vegas（米）
［観］
・Los Angeles Times Travel & Adventure
Show（米）［観］

１１月

・ITB　Asia（シンガポール） ［観］
・台北国際旅展[ITF]（台） ［観］
・中国国際旅遊交易会[CITM]（中） ［観］
・広州国際旅遊展覧会[GITF]（中） ［観］

クールジャパン推進関連イベントカレンダー（平成23年度）

国　　　　　内
海　　　　　外

(参考）
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アジア ヨーロッパ 北米 その他
国　　　　　内

海　　　　　外

１２月

１月
・世界経済フォーラム（ダボス会議）ジャ
パンナイト[瑞] [広]
・FITUR[西] ［観］

２月 ・メディア芸術祭 ［文］
・TTAAトラベルフェア（タイ） ［観］
・Outbound Travel Mart[OTM][印] ［観］
・NATAS　Travel[シンガポール] ［観］

・BIT[伊] ［観］

３月
・東京国際アニメフェア ［東京都］
・第14回東京発 日本ファッションウィーク
[経]

・MATTAフェア（マレーシア） ［観］
・MITT（露） ［観］
・MAP[Le Monde a Paris]（仏） ［観］
・ITBベルリン（独） ［観］

・Holiday & Travel Expo Sydney（豪）
［観］

時期未定

・東アジア文化芸術会議 ［文］
・輸出オリエンテーションの会 [農]
・海外バイヤー等招聘・商談会開催
[JETRO]

・海外展示会出展支援 [JETRO]
・メディア芸術祭（アジア）［文］

・海外展示会出展支援 [JETRO] ・海外展示会出展支援 [JETRO]
・文化交流使事業 ［文］
・海外展示会出展支援 [JETRO]
・日本ブース出展 [農]

※赤字は中核的なイベント。

[総] 総務省、[外] 外務省、[文] 文部科学省、[農] 農林水産省、[経] 経済産業省、[国] 国土交通省、[JF] 独立行政法人国際交流基金、[JETRO] 独立行政法人日本貿易振興機構、[JNTO] 独立行政法人国際観光振興機構
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