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はじめに 

 

 

我が国では近年、観光立国の実現に向けて、免税制度の拡充、ビザの大幅緩

和、訪日プロモーション等の取組を政府一丸・官民一体となって強力に展開し

てきたが、2020 年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定に

より国際的注目度が高まったことや、昨年来の円安も追い風となって、訪日外

国人旅行者数は昨年過去最高となる 1341万人と急増している。また、訪日外国

人による旅行収支も 55年ぶりに黒字となるなど日本経済を下支えしている。こ

うした中、観光に関わる様々な産業が、インバウンド需要を取り込み、新たな

サービス・商品を生み出していくことが重要となっている。 

他方で、アニメ等のコンテンツ、ファッション、伝統的工芸品等のものづく

り、食などの我が国の文化・ライフスタイルが、近年海外で高い評価を受けて

いる。外国人にとって「クール（かっこいい）」と捉えられるクールジャパンは、

ゲーム・マンガ・アニメといったコンテンツ、ファッション、地域産品、日本

食、伝統文化、デザイン、更にはロボットや環境技術などハイテク製品にまで

範囲が広がっており（「知的財産推進計画 2011」）、こうした中、我が国では官民

一体となってクールジャパン資源を活用した外需の取り込みを積極的に展開し

ている。しかしながら、日本各地に存在するこれらのクールジャパン資源のう

ち、外国人に知られているものは一部に限られており、多数のものがまだ知ら

れていない状況にある。 

我が国では、今後少子高齢化・人口減少により内需の縮小が見込まれること

から、旺盛な海外需要を取り込むことが我が国経済成長にとって必要不可欠で

ある。こうしたことから、訪日外国人旅行者数の拡大を通じ、訪日外国人によ

る国内消費の拡大を図ることは、特に低迷の進む地域経済の活性化を図る重要

な手段であるが、これを推進するにあたり、日本各地に存在するクールジャパ

ン資源を観光に活用することが、極めて有望な手段の一つである。 

こうした問題意識から、経済産業省と観光庁は、本年 3月より本研究会を計 4

回にわたり開催し、クールジャパン資源を観光に活用するにあたっての課題・

方策等について検討を重ねてきた。本報告書は、これらの結果をとりまとめた

ものであり、今後はこれに基づき、クールジャパン資源を活かした観光振興に

よる地域活性化に一層取り組んでいくこととする。 
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１．クールジャパン資源の観光への活用に関する現状 
（１）訪日外国人旅行の現状 
 ①訪日外国人旅行者数・国内訪問状況 1 

  訪日外国人旅行者数は、2012年には 836万人であったが、2013年には 1036

万人を記録し、1000万人の大台を超え、2014 年には 1341万人となり、僅か 2

年で約 500万人増加した。 

  今年に入っても、1 月～5 月の累計で 754 万人を記録し、前年比約 45%増と

なるなど、訪日外国人旅行者数は好調に推移している。 

  こうした増加要因について、大きく３つ考えられる。まず一つ目に、アジ

ア諸国の経済成長による海外旅行者数の増加、円安の進行による訪日旅行の

割安感の醸成等の経済環境が挙げられる。二つ目に、2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会の開催決定、富士山等の世界文化遺産登録、和

食等の無形文化遺産登録等の、日本の国際的注目度の高まりが挙げられる。

三つ目に、首都圏空港の発着枠拡大、ビザの大幅緩和や訪日外国人旅行者向

け消費免税制度の見直し、訪日プロモーション等の訪日外国人旅行者拡大に

向けた政府の施策展開が挙げられる。 

  国・地域別にみると、アジアからの旅行者が 1061万人で、全体に占める割

合は 79.1%に達しており、特に東アジア（台湾・韓国・中国・香港）では 892

万人、全体の 66.5%となっている。この他、北米が 107 万人（8.0%）、欧州主

要３ヵ国（イギリス・フランス・ドイツ）が 54 万人（3.9%）と続いている。

なお、多くの国・地域において訪日旅行者数は過去最高を記録している。 

  また、都道府県別外国人延べ宿泊者数 2に関し、東京都、大阪府、京都府（341

万人泊）、千葉県等が上位にランクし、いわゆるゴールデンルートに集中して

いる状況にある。 

 
②訪日外国人旅行者の訪日目的・消費動向 3 

  訪日外国人旅行者の訪日の動機では、「日本食を食べること」を筆頭に、「シ

ョッピング」、「繁華街での街歩き」、「旅館に宿泊」、「日本の酒を飲むこと」、

「日本の歴史・伝統文化体験」などの項目が上位に挙げられている。 

 このうち、ショッピングを訪日動機として挙げる旅行者の多い国・地域はタ 

                                                   
1 データに関しては、訪日外国人旅行者数は JNTO（日本政府観光局）推計値、都道府県別

訪日外国人宿泊者数は観光庁「宿泊旅行統計調査」を引用・参照。このうち、国・地域

別訪日外国人旅行者数及び都道府県別外国人延べ宿泊者数については 2014 年の値。 
2 上位 5位は、東京都（1,345万人泊）、大阪府（584万人泊）、北海道（403万人泊）、京 

都府（341万人泊）、千葉県(275 万人泊)となっている。 
3 データに関しては、観光庁「訪日外国人消費動向調査」（平成 26 年の年間値の推計（暦

年））を引用・参照。 
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イ・香港・中国・台湾・シンガポール・ベトナム・マレーシア等、アジアの国・ 

地域が上位となっている。他方、日本の歴史・伝統文化体験を訪日動機として 

挙げる旅行者の多い国・地域は、フランス・米国・カナダ・オーストラリア・ 

ロシア・英国等、欧米の国々が上位を占めている。 

また、訪日外国人旅行者の消費額は、訪日外国人旅行者数の推移と連動して 

近年急増している。2012 年に 1 兆 861 億円であった消費額は、2014 年は 2 兆

278億円となり、2兆円の大台を超えた。 

  費目別では、買い物代が 7,146億円（35.2%）で宿泊費（6,099億円（30.1%）） 

を抜いて第 1位となり、飲食費（4,311億円（21.3%））、交通費（2,181億円 

（10.8%））と続いている。 

 

（２）クールジャパン資源の観光への活用事例 
  地域それぞれに深い歴史と伝統が積み重ねられ、風光明媚な自然景観にも

恵まれた我が国には多様な観光資源が存在している。その中には、コンテン

ツ・音楽・伝統的工芸品等のクールジャパン資源も多く、それらを観光に活

用した事例も散見されている。 

 

 ＜活用例＞  

① アニメ聖地巡礼（石川県金沢市湯涌温泉） 

  湯涌温泉を舞台とするアニメ「花咲くいろは」の放送をきっかけに聖地巡

礼型の観光振興を推進し、アニメ上の架空の祭り「ぼんぼり祭り」の開催等

の取組を実施。また、地元私鉄における駅名の変更、アニメラッピング車両

の投入等、アニメとのタイアップによる集客の取組を実施。 

           

 

 

 

② アニメを活用したまちづくり（鳥取県境港市） 

  同市出身の漫画家水木しげる氏の代表作「ゲゲゲの鬼太郎」等を用いたま

ちづくりを実施し、水木しげる記念館の設置、漫画に登場する妖怪のブロン

ズ像の配置による商店街（水木しげるロード）の整備、商店街でのグッズ販



 

3 
 

売等を実施。 

              

 

③ 海外テレビドラマ撮影誘致によるロケ地巡礼観光（千葉県成田市） 

  地元コンベンションビューローがタイ国のテレビドラマ「ライジング・サ

ン」のロケ地誘致を実施し、同市をはじめとする千葉県内各地で撮影。同ド

ラマのヒットにより、同市のロケ地への巡礼観光ブームが起き、タイ人観光

客が急増。 

                         

 

④音楽イベントによる誘客（新潟県佐渡市） 

  地元を中心として世界的に活躍している和太鼓芸能集団及び国内外の著名

な奏者による音楽フェスティバル「アース・セレブレーション」を 1988年か

ら実施。 

                

 

 

⑤カワイイ文化の国内外発信（東京都渋谷区） 

  カワイイ文化の発祥地である原宿に、カワイイ文化を体現する作品ととも

に観光案内所を併設した施設「ＭＯＳＨＩ ＭＯＳＨＩ ＢＯＸ」を設置し、

原宿文化を国内外に発信。 
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⑥伝統工芸の体験観光（石川県金沢市） 

 伝統工芸に触れる旅を「金沢クラフトツーリズム」として提供。多岐にわた

る体験プランを用意するほか、観光と組み合わせた外国人向けツアーを実施。 

                

 

 ⑦ものづくり見学観光（新潟県燕市・三条市） 

  金属加工等の産業集積地として、ものづくりの現場の見学を通じた工場の

魅力を体感する観光の取組を実施しており、中でも、地域の多数の工場を予

約無しで訪問可能にした見学イベント「燕三条工場の祭典」の開催による誘

客を実施。また、技術の紹介・通訳のできるナビゲーターを育成し、伝わり

にくいものづくりの魅力・見せ方の工夫を図っている。 

                            

 

 

 

 
 

                     

 

 

 

 

 

撮影：神宮巨樹写真事務所 
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 ⑧酒蔵ツーリズム®4（佐賀県鹿島市） 

  市内の酒蔵が中心となって酒蔵ツーリズム推進協議会を設立し、酒蔵巡り

を通じた地元の食や文化、歴史を全身で楽しむ「酒蔵ツーリズム」を実施。

外国の日本酒愛好家等を対象とするツアーの実施やＨＰ・パンフレットの多

言語化の取組も実施。 

               

   

⑨産業遺産（群馬県富岡市） 

 日本の近代化を推進した富岡製糸場を産業遺産として観光に活用するとと

もに、世界遺産化の取組を推進。2014年に世界遺産として登録を受けた。 

 

 

 

 

 

                              

  

                                                   
4佐賀県鹿島市の登録商標 
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２．クールジャパン資源の観光への活用における課題 
（１）クールジャパン資源の発掘・磨き上げ・活用上の課題 
  日本各地には数多くのクールジャパン資源が散在するものの、これらの発

掘と磨き上げ、さらにこれを観光へと活用している例は、その潜在的な可能

性からすると必ずしも多いとは言えず、未だ不十分な状況にある。これは、

地域の関係者において観光資源として活用可能であることの意識・気付きが

不足していることも一因として考えられる。外国人観光客の視点からすると、

日本人にとっては当たり前の地域産品やポップカルチャーでも十分に魅力的

な資源であり、体験意欲を喚起する力を持っている。また、日本人のごく普

通の日常生活で利用されている商店街という空間も、クールジャパン資源の

ショーケースとしての大きな可能性を秘めている。 

また、日本各地に散在するクールジャパン資源が十分に把握・整理されてい

ないことも、観光関係者等が活用できていない要因と考えられる。 

 

（２）クールジャパン資源の情報発信上の課題 
  ひとくちにクールジャパン資源と言っても、その内容は極めて多様であり、

資源ごとにそれぞれの特性がある。 

例えば、伝統的工芸品については、近代的な工業製品とは異なり、厳選され

た素材や、手間ひまかけた製作工程と作品を実現する職人の高度な技、そして

背景としての歴史・文化・風土・地域社会との関わり等の情報が内在・付随し

ている。アニメにおいても、中長期的に根強いファンが定着している作品があ

る一方、熱烈なファン層を獲得するもののブームが比較的短期間に収束してい

く作品もある。 

このため、クールジャパン資源を観光に活用するには、これらの資源の特性

を踏まえた効果的な情報発信が求められるが、現状では不十分な状況にある。 

また、クールジャパン資源には地域の歴史・文化等の背景知識の十分な理解

があってこそその価値を理解できるものも多いが、こうした内容を適切に通

訳・翻訳されていないことが多い。 

  この他、海外においてクールジャパン資源に対する十分な認知がなされて

おらず、より積極的に情報発信をしていく必要がある。 

 

（３）地域の観光関係者とクールジャパン関係者との連携上の課題 
クールジャパン資源を観光資源として活用するためには、地域の観光関係者

とクールジャパン関係者との連携が不可欠である。 

現状の観光振興推進体制は、地域の観光協会や広域観光の推進を担う組織体

が中心となっている。他方、クールジャパン資源を観光資源として活用するた
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めには、クールジャパン資源を有する個別の主体との連携強化が必要だが、こ

うした観光関係者とクールジャパン関係者との連携不足がクールジャパン資

源が観光に十分活用されていない一因ともなっている。 

 

（４）クールジャパン資源に関わる人材上の課題 
観光振興には、観光振興の理念や地域の観光ビジョンを取りまとめるととも

に、関係事業者を巻き込み、「観光地経営」を進めるプロデュース能力、マネ

ジメント能力、マーケティング能力を有する人材や、潜在的な観光客を含め、

個別の観光資源について域外の観光客に正しくかつ効果的に発信、説明できる

人材など、多様な人材が必要である。 

こうした中、クールジャパン資源を活用した観光においては、クールジャパ

ン資源の特性を踏まえ、訪日外国人への通訳・翻訳能力含め、効果的に情報を

伝えることのできる人材の確保・育成が不十分な状況にある。具体的には、特

に、コアなファン層に訴求する情報発信が求められるが、そうしたファン層は

当該資源について一通りの知識を有している場合も多く、より深い部分に踏み

込んだ説明等ができる人材の育成・確保が十分とは言えない状況にある。 
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３．クールジャパン資源を観光に活用するための方向性・方策 
 以上の現状・課題を踏まえ、クールジャパン資源の観光への更なる活用を図 

るため、以下の方向性・方策に基づき取組を進めていくことが重要である。 

 また、取り組むに当たっては、政府、自治体、観光関係団体（観光協会等）、 

商工団体（商工会議所・商工会、商店街振興組合等）、観光関係事業者、商工業 

者等、地域内外・官民の関係者が一体となって取り組むとともに、各地域で培 

ってきたコミュニティづくりのノウハウも活かしていくことが重要である。 

  

（１）クールジャパン資源の発掘・磨き上げと観光への活用 
①クールジャパン資源の発掘・磨き上げの更なる推進 

 観光資源として、クールジャパン資源の発掘・磨き上げの取組を一層推進し 

ていくことが重要である。 

これまで、クールジャパン政策においては、海外市場の開拓に向けて、「ふ 

るさと名物発掘・連携促進支援事業」、「ふるさと名物普及環境整備事業」、「Ｊ

ＡＰＡＮブランドプロデュース支援事業」等、海外消費者のニーズや販路を熟

知するプロデューサー等を活用し、クールジャパン資源の発掘・磨き上げの支

援をしているところである。 

他方、これらの資源には、一つ一つに使い手等に訴えかけ共感を呼び起こす 

歴史や物語といった魅力が備わっている。その魅力には、海外市場開拓のみな

らず、日本への誘客にも力を発揮し得るものも多く、今後は、地域の観光事業

者とクールジャパン関係者が連携し、観光資源としての活用を一層推進してい

くことが重要である。 

実際、既に伝統的工芸品では、製品だけではなく、産地での工房体験も含め 

て観光客を惹きつける資源としての活用が進みだしているところである。国内

外での製品そのものの発信に加えて、製品の産地や工房体験等のＰＲ強化を通

じて産地への誘客促進が期待できる。また、その他のクールジャパン資源につ

いても、製品の製作現場・産地・製作工程等の魅力の活用・発信を通じた誘客

（産地観光・産業観光）促進が期待できる。 

 さらに、個々の地域の限られた資源では誘客効果も限定的にならざるを得ず、

地方へのインバウンド誘致に当たっては、近接する様々な観光資源とクールジ

ャパン資源の組み合わせや、当該地域ならではのストーリー性をもって活用す

ることが重要である。またその際、それぞれの地域間での連携を円滑に進める

べく、国がコーディネート機能を果たすことも求められる。 

 

（参考）クールジャパン資源の発掘・磨き上げに関する施策 

○ふるさと名物発掘・連携促進支援事業（経済産業省 平成 26年度補正予算事業） 
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 日本の各地に海外需要獲得の可能性を有する「ふるさと名物」（ものづくり、 

食、観光等の地域資源）について、海外販路開拓に関する知見等を有するプロデ 

ューサーを全国に派遣することで、ふるさと名物を発掘し、将来的な海外販路開 

拓に向けてネットワーク拡大やＰＲ・マーケティングを支援。 

            

 

 ○ふるさと名物普及環境整備事業（経済産業省 平成 26年度補正予算事業） 

 「ふるさと名物」を通じた地域活性化の機運醸成に向けて、地域が主体となって 

ふるさと名物を提案することを促すと共に、それらを普及・周知するために、全国 

の各地域を巻き込んで情報発信等を行う事業を支援。（具体的には、ふるさと名物 

を投稿・評価するウェブサイトの構築、ふるさと名物の展示・ＰＲイベント等の開 

催の取組に対して補助を実施。） 

             

○ＪＡＰＡＮブランドプロデュース支援事業（経済産業省 平成 27年度当初予算

事業） 

・海外のライフスタイルやニーズ等に詳しい外部人材「プロデュースチーム」を

活用し、日本の技術や生活文化の特色を生かした魅力ある商材「ＪＡＰＡＮ

ブランド」の海外販路開拓をプロデュースするプロジェクトを支援することで、

中小企業の海外展開を支援。 

・公募・採択された中小企業×プロデュースチームのプロジェクトに対し、経費

の一部（プロデュースチームにかかる謝金・旅費）を補助するとともに、採択

プロジェクト同士の連携等によるネットワーク拡大や、ウェブサイトやイベン

トを通じた国内外へのＰＲを支援。 
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○伝統的工芸品産地観光の取組例 

・旅行展（ツーリズム EXPOジャパン）への出展・伝統的工芸品の制作実演 

・旅行会社とのコラボによる産地見学ツアーの実施、伝統工芸ギャラリー・ショ

ップ（青山スクエア）のはとバスツアーへの組込み 

・体験工房ガイドの作成・配布 

              

 

②クールジャパン資源に関する情報の集約・整理 

 日本各地に散在するクールジャパン資源に関する情報を集約・整理し、かか 

る情報を活用することで、クールジャパン資源の観光への活用を促す。 

また、クールジャパン資源を観光に活用して集客効果を高めている成功事例 

に関しては、その経緯や課題、課題解決へ向けた取組など、成功要因を分析し、

その情報を活用することで、各地域におけるクールジャパン資源の観光への活

用に向けた取組を促すことも重要である。 

 

（２）クールジャパン資源の魅力の効果的な情報発信 
 ①クールジャパン資源の価値やターゲット等の特性を踏まえた効果的な情報

発信 

  クールジャパン資源を観光に活用するに当たっては、その価値やターゲッ 

ト等の特性を踏まえ、最新の IT技術も活用しながら、適切な通訳・翻訳を 

しつつ、効果的に情報発信を行うことが重要である。 

例えば、伝統的工芸品においては、厳選された素材、製作工程、職人の高度 

な技術、歴史や地域文化との関係等を、外国人の視点も踏まえ、十分に伝える

ことが、クールジャパン資源としての価値を十分に伝えることとなる。また、
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スマートフォンのアプリやＱＲコードなど、ＩＴを活用して、消費者と作り手

がより簡単に繋がる環境を整備することが重要であり、そうした取組への支援

も検討すべきである。 

この他、アニメ等のコンテンツは、定着・収束の状況・見通しを十分踏まえ 

た上での活用・情報発信が求められるとともに、ターゲットがコアなファン  

層であることから、コンテンツの内容を十分に理解した上での活用・情報発 

信が求められる。 

 さらに、地方空港への直行便就航促進・受入体制の整備が進められている 

中で、その効果をさらに高めるためには、各空港周辺のクールジャパン資源に 

関する情報の集約・整理、発信し、その活用を図ることが重要である 

  

②クールジャパン資源に関する情報発信の強化 

ⅰ）クールジャパン機構の投資案件を活用した情報発信 

   クールジャパン機構ではジャパンモール（クールジャパン商材をそろえ

た店舗からなるショッピングモール）や、ジャパンフードタウン（日本の

料理を提供する飲食店街）等のプラットフォーム事業への投資を行ってい

る。 

これらの取組は、一義的にはクールジャパン商材の海外販路開拓を推進す

るものであるが、店舗でのクールジャパン商材の提供・展示、特設会場での

イベント等はまさにクールジャパン資源の情報発信の絶好の機会であるこ

とから、これらの機会を活用していくことが重要である。 

 

（参考）クールジャパン機構による投資決定案件の例 

 ○ジャパンモール（マレーシア） 

・クアラルンプール最大の繁華街で、三越伊勢丹の既存拠点（約 1万㎡）をＡＳ 

ＥＡＮ初の全館クールジャパン仕様に刷新。 

  ・ショールームや体験スペース等を通して、ファッションから食、美容、健康まで 

日本の最先端のライフスタイルを発信。地域・中小企業の海外展開の足がかりと 

するとともに、同国でハラル対応等のノウハウを蓄積し、イスラム圏進出の足掛 

かりとする。 

 ○ジャパンフードタウン（シンガポール） 

・富裕層の多いシンガポールの中心部の一等区画において、外食ベンチャーを中心

とした様々な種類の日本食レストラン（15 店舗程度）を集積し、集客力を高め

て展開。 

・広く地域企業に出店の呼びかけを行い、地域発の外食ベンチャー等の進出確保を

目指す。 
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  ⅱ）コンテンツの海外配信、ローカライズ等支援 

   クールジャパン資源の海外情報発信に当たっては、海外での直接的な情 

報発信の機会を最大限活用することが重要である。 

クールジャパン機構投資案件であるジャパン・チャンネルでは、日本の 

放送コンテンツ専用チャンネルを海外 20 カ国以上に提供する予定となっ

ているが、こうしたチャンネルを通じ、日本のクールジャパン資源に関す

る情報配信を積極的に行っていくことが重要である。 

また、コンテンツの海外展開支援として、Ｊ－ＬＯＰ＋により、クール 

ジャパン資源を扱う日本の番組に対する吹替・字幕付与（ローカライズ）・

海外見本市等でのプロモーション支援等を行い、クールジャパン資源の情報

発信を支援していくことが重要である。 

 

 （参考） 

   ○ジャパン・チャンネル（クールジャパン機構投資決定案件） 

・日本の放送コンテンツ（アニメ／特撮、ドラマ、スポーツ、音楽、映画等）

を 24時間 365日、現地語で放送する海外有料放送チャンネル「ＷＡＫＵＷＡ

ＫＵ ＪＡＰＡＮ」（現在の視聴可能国 : インドネシア、ミャンマー）が、2020

年度までに欧米等を含めた世界 22カ国、視聴可能世帯数 4,100 万世帯（約 1.5

億人以上）へ拡大するにあたり、クールジャパン機構が出資。 

・番組放送を通じ、①国内コンテンツホルダーへの新たな収益獲得、②地域・

中小企業などのＰＲ・物販、③日本への観光ＰＲ等の機会を提供することで、

多方面への波及効果を狙う。併せて、日本のコンテンツ輸出を増加させ、コ

ンテンツを活用した企業間連携が次々と生まれる好循環を創出。 

 

   ○Ｊ－ＬＯＰ（Japan Localization and Promotion）＋ 

（平成 26年度補正予算事業） 

   ・日本コンテンツの海外展開促進のため、字幕・吹き替え等の現地化（ローカ

ライズ）や国際見本市への出展、広告出稿等のプロモーション費用 の補助（補

助率：1/2、特に地域経済活性化に資する案件については補助率 2/3）を実施。 

・Ｊ－ＬＯＰ（平成 24年度補正予算事業（総務省・経済産業省の共同予算）） 

において同様の支援を実施（補助率：1/2）。 これまで約 2年間で約 3,800 件 

の案件を支援、コンテンツを活用したビジネスモデル革新を牽引。 
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ⅲ）在外公館を活用した情報発信 

   一般的に、海外で情報発信を行うに当たっては、在外公館施設を活用する 

ことが非常に効果的であり、諸外国でも積極的に活用されているところであ

る。こうした中、近年日本の在外公館では、積極的に日本企業支援に取り組

んでおり、その一環として、在外公館施設の開放も積極的に行っている。 

したがって、今後は在外公館施設の積極的な活用により、クールジャパン 

資源の海外情報発信を行っていくことが効果的である。 

 

 ⅳ）海外メディア・ブロガー等の招へい・取材を通じたクールジャパン資源

の情報発信 

  クールジャパン資源の海外情報発信に当たっては、そのターゲットが外国 

人であることに鑑みれば、日本側の目線での情報発信だけではなく、外国人 

の目線・海外の媒体を通じてクールジャパン資源を発信することも効果的で 

ある。 

このため、「ふるさと名物海外情報発信事業」等により、海外メディア・有

名ブロガー等のインフルエンサーを招へいし、伝統的工芸品をはじめ、地域

のクールジャパン資源の取材、メディアでの情報配信を通じ、クールジャパ

ン資源の情報発信を行っていくことが重要である。 

 

（参考）ふるさと名物海外情報発信事業（経済産業省 平成 26年度補正予算事業） 

    海外の小売事業者や消費者等に対し、購買意欲や地域への訪問意欲をかき立てる 

又は好印象を与えるなどの影響力を与えることができる人材（海外メディアやブロ 

ガー等）を日本各地へ招へいし、地域資源の取材、テレビ・ウェブサイト等による 

発信を通じて、地域資源の魅力を海外及び国内へ発信する。 
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（３）クールジャパン資源を活用した観光推進体制の整備・活動支援 
  ①地域の観光関係者とクールジャパン関係者とのネットワークの構築 

   クールジャパン資源を観光に活用するためには、観光のノウハウを有する 

地域の観光関係者とクールジャパン資源の特性等に精通するクールジャパン 

関係者で協働して取り組んでいくことが重要であるが、このためには、両者が 

協働するための基盤が必要となる。 

したがって、こうした協働を行う基盤として、地域の観光関係者とクールジ

ャパン関係者によるネットワーク構築を促進していくことが重要である。 

 

②クールジャパン資源を活用した観光推進組織への活動支援 

  拡大するインバウンド需要の地域への取り込みをはじめ、国内外からの観 

光客の流れを戦略的に創出し、「観光地経営」の視点に立って観光地域づくり

の中心となる組織・機能（日本版ＤＭＯ5）を構築する必要がある。 

こうした中、これらの組織においてクールジャパン資源を観光振興に活用す 

る取組ができるように、プロデューサーの活用等により、観光資源にも活用可

能なクールジャパン資源の発掘・磨き上げ、情報発信等を通じた海外市場の獲

得を推進していくことが重要である。 

 

（４）クールジャパン資源の観光への活用に対応した多様な人材の確保・育成 
  コアなファン層への、より深い知識に踏み込んだ説明等、クールジャパン 

資源の価値・ターゲット等の特性を理解しつつ、背景知識も含め、適切な通訳・ 

翻訳により、その魅力を外国人に効果的に伝えることのできる人材の確保・育 

成を推進する。 

また、クールジャパン資源の特性を理解し、観光資源として活用していく推 

進体制を主導する人材の確保・育成を推進していく。 

 

（５）その他 
①クールジャパン機構によるインバウンドに向けた取組 

  クールジャパン機構は、これまで日本のクールジャパン商材の海外販路を 

開拓すべく、2013年 11月の設立以降、数々の海外案件への投資を決定・実施 

してきたところである。 

他方、2020年に向けてさらに訪日外国人の拡大が見込まれる中、訪日外国 

人による我が国での消費機会が急激に増大している状況にある。訪日外国人の

国内での消費を拡大することは大きな外需の取り込みに当たるものであり、今

                                                   
5 Destination Management Organization の略 
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後、機構の設立趣旨や支援基準を踏まえつつ、国内における観光の消費を獲得

する事業など、インバウンドに資する事業についても積極的に検討していくべ

きである。 

 

②対日投資促進（インベストジャパン）との連携 

  ニセコの事例を見ると、外国人が関心を持ち、観光地としての位置づけが

高まっていく中で、海外からの投資がなされ、訪日外国者の増加等に対応す

る国内宿泊施設・娯楽施設等の整備が行われている。クールジャパン資源を

活用した地域振興とインベストジャパンは相互に密接に関連するものであり、

対日投資促進を担うＪＥＴＲＯとも十分な政策連携を図ることが重要である。 

 
 ③ＩＴ活用によるストレスフリー環境の整備 

  我が国が世界有数の観光立国となるためには、訪日外国人にとって、コミ 

ュニケーションや決済環境、インターネット接続環境等での不満を解消すると

ともに、諸外国にもない魅力的なサービスを提供していくことが重要である。 

  このため、出入国・移動・観光・買い物・宿泊・飲食・緊急時・災害時等 

我が国に滞在中の様々なシーンにおける快適な活動環境を整備すべく、単一の 

カードやスマートフォンアプリの活用による訪日外国人観光客向けサービス 

をシームレスに連携させる環境整備に向け、更なる検討・実証等を行っていく。 

  また、こうした取組も含め、ＩＴを活用した観光客等の情報収集・分析・ 

流通を通じ、観光客の利便性・満足度向上の取組を促進していくことが重要で 

ある。 

 

④商店街等における観光客の消費促進 

  クールジャパン資源を観光に活用し、地域活性化を図るためには、地域に 

おいて外国人観光客の消費を促進する必要がある。このため、商店街等におい

て、官民一体となり、クレジットカード端末等の普及を通じ、決済環境の整備

を促進していくことが重要である。また、誘客の方法としても、多言語対応、

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備を更に進めていくことが重要である。 

  さらに、消費税免税制度につき、昨年 10月の全品目への対象拡大及び本年 

4月からの免税手続一括カウンター制度の開始を踏まえ、免税店及び一括カウ 

ンターの増加を推進していく。 

 

（参考）消費税免税制度 

  ・2014 年 10月に免税対象品目に食品・飲料品・医薬品・化粧品等の消耗品が追加 

され、全品目に拡大。また、2015年 4月から商店街やショッピングセンター等の 
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各店舗で購入した商品免税手続をまとめて行う一括カウンター制度が開始。 

  ・免税店・一括カウンター増加のため、各地方経済産業局・運輸局等による事業者 

向け説明会等を通じた増加の取組を推進。 

  ・免税店舗数：18,779 店（2015年 4月 1日現在） 

 

               

 

⑤コミュニティづくりのノウハウなどの活用 

コミュニティづくりのノウハウなど、地域活性化の取組も、日本の信頼を高

めるジャパンブランディングに直結する重要な取組である。例えば、一部の自

治体では、ＪＩＣＡプログラムにより新興国との協力関係を多年度にわたり積

み重ねてきており、海外からの来訪につながる、地域のブランド力向上に貢献

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈免税シンボルマーク〉 



おわりに 

 

 

クールジャパン政策は、日本の伝統、文化、歴史、価値観などを背景とする

優れた製品やサービスにより、海外の需要を開拓していく取組であり、安倍政

権の成長戦略の一つの大きな柱である。しかし、その本質は単なる市場開拓に

とどまるものではない。もちろん、我が国において少子高齢化が一層鮮明とな

る今後の日本経済を見据えると、経済的な側面から海外に成長の活路を見出す

ことは喫緊の課題であるが、クールジャパンの本質は、経済面のみならず、文

化的側面での日本の発信を行い、海外からの日本に対する信頼感を高める「ジ

ャパンブランディング」の取組の一つと言える。 

このような観点から見た場合、本当の意味で諸外国からの信頼や信認を得て

いく上では、日本の良い製品・サービスを海外に展開するとともに、クールジ

ャパンの発展を通じて日本への誘客につなげ、人と人とのリアルな交流を実現

していくことが重要である。その意味で、クールジャパン政策とビジット・ジ

ャパン政策との連携は、今後さらに深化が必要な領域と言える。実際、これま

で記したとおり、日本各地には外国人を惹きつけるローカルクールジャパンと

も言える資源に溢れている。アニメ、映画のロケ地、音楽祭、伝統的工芸品と

いったものから商店街での買い物まで、まさにその内容は多様であるが、我々

日本人が当たり前のこととして考え、その魅力に気付いていない資源も多い。 

2020 年に向け、海外からの注目が高まり、実際に多くの来訪者が見込まれて

いる今こそ、地域がそれぞれのクールジャパン資源を見つめ直し、観光資源と

してその大きな可能性を秘めていることに気付くときである。観光振興は特定

の関係事業者が取り組むことで成功するものではなく、クールジャパン関係者

を含めて地域の様々な関係者が知恵を持ち寄り、初めて持続的な成果が期待で

きるものと言える。そうした地域の主体的・一体的な取組が重要であり、その

ような足取りを確かなものとするため、官民の適切な役割分担を前提に、政府

には必要な政策の展開が期待される。 
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