
8・9月号
August /September 2011

［経済産業ジャーナル］

COOL JAPAN

世 界中を 熱くする !



　近年、COOL JAPANと呼ばれる日本のアニメ
やファッション、食文化等が海外で高い人気を呼
んでいます。これらを共通して支えているのは、
古来から育まれてきた日本人独自の審美眼や手先
の器用さです。
　本年5月に公表いたしました、クール・ジャパ
ン官民有識者会議の提言書にもありますが、こう
した自らの伝統や特性を日本人自身があまり認識
しておらず、人気が空廻りして稼ぎに繋げられて
いないのが現状です。
　東日本大震災により世界の目が日本に向けられ
ている今こそ、日本ブランドの本質を見つめ直し、
傷ついた日本ブランドを復元するのではなく、新
しい日本ブランドを創造し、世界に打って出る好
機であると考えています。
　今後、COOL JAPANを世界に向けて更に発信
し、一過性のものではなく、100年先へと引き継い
でいくためには、新しい日本をプロデュースする大
きな仕掛けと、それを担う人材の育成が必要です。

ふくはらよしはる／1931年東京都出身。
1953年慶応義塾大学経済学部卒業と同
時に株式会社資生堂入社。中国進出など
で海外市場拡大戦略を推進。1987年代
表取締役社長、1997年代表取締役会長
を歴任。2001年、名誉会長に就任。ク
ール・ジャパン官民有識者会議座長、東
京都写真美術館長、（財）かながわ国際交
流財団理事長ほか公職多数。

株式会社資生堂 名誉会長

福原義春さん

ブランドとは、伝統に根差しつつ、
常に新しい変化を創り出すものだ。
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書／紫舟

食、ファッション、コンテンツ、地域産品、住まい、観光……。
各分野においてグローバルな競争が展開されるなか、「Cool」（かっこいい）な
日本のクリエイティビティを付加価値に、新たな海外市場の開拓に挑む。

それが、民間の事業者と関係省庁が一丸となって取り組む「クール・ジャパン戦略」です。
海外進出を期す中小企業、世界に羽ばたくことを夢見る若者、あるいは活性化を望む地域。

「文化と産業」「日本と海外」をつなぐ一手として、大きな期待を集めています。

世 界 中 を 熱 くす る !
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き出した「クール・ジャ
パン戦略」。松岡正剛さ
んに、その背景から今後

の方向性まで伺いました。

「日本流」とは何か？ 
を自覚することが重要
─いま、なぜ「クール・ジャパン
戦略」なのでしょう。
松岡　この10年から20年の間、日
本のブランド力は低迷しています。
その理由の1つは、欧米型のグロー
バリズムをやや受け入れ過ぎたこと。
2つ目に、海外戦略に日本を織り込
むためのアカウンタビリティ（説明
責任）が戦略的に欠けていた点があ
ります。3つ目、そのため次世代の
子供たちに自信をもって語りうる日
本へとつながらなかった。そして4
つ目に、海外に対して日本というも
のを表象し再現できるエージェント
や媒介者がいなかったことも大きい
ですね。最後に5つ目の理由として、
もともと日本の研究自体が進んでお
らず、文化と産業をつなぐための基
盤さえなかったことがあります。
　その意味では「クール・ジャパン」
をキーワードに、若いカフェ文化や
ケータイ文化の中に潜んでいたもの
が浮上してきたのは、とてもいいこ
とだと思います。ただし最初に述べ
たようにこの20年で失ったものは
あまりにも大きい。クール・ジャパ
ンのプロジェクトでどこまで担える
か分かりませんが、この事業に可能
な限り日本の良さを詰め込んでいき
たいと思っています。
─コンセプトとして「日本流の自
覚」や「物語としての日本」などを
挙げています。やはり日本流の自覚
が出発点ですか？
松岡　そう、ジャパニーズ・スタイ
ルやジャパニーズ・モードとは何
か？　まずそれを根本的に自覚する
ことが大事だと思います。例えば日

本には和魂洋才、神仏習合、和事・
荒事、あはれ・あっぱれなど異なる
特色を取り込んで提示するデュアル
スタンダード性があります。また四
季のうつろいなどプロセスの変容を、
衣食住に活かすのも特徴です。こう
した多様な日本を理解し「物語」に
仕立てることが必要です。
　私はいま、「ジャパン・マザー」と
いうデータベースの構築に取りかか
っています。これは日本の深層を支
えるカギとなる概念群で、文化・社
会・経済・宗教・習慣などを、歴史
的にも現在的にも切り出すことがで
きるものをめざします。これを活用
するプログラムが、被災地の復興と

日本再生へ向けた、「物語」を綴り直
す“編集装置”となるといいと思っ
ています。

「しつらい」「ふるまい」 
「もてなし」の三位一体で
─産業再生の観点からはいかが
でしょう。
松岡　日本流とはもともと産業、文
化、生活が一体であったからこそつ
くられてきたものだと思います。

「ワビ・サビ」などの日本特有のキー
ワードも、生活と文化、産業、思想、
アートなど、全体としてできあがっ
ていった。「産業化」をいう前に日本
人の自覚が大事だ、というのはそこ

なんですね。
　遡ればお寺は大学であり、ホテル
であり、あるいは交易センターでも
ありました。だから奈良仏教も五山
文化も機能したのです。しかし、い
まやそれらは観光名所としてのみ残
り、文化産業力としての機能は失わ
れてしまった。この心情のなかにだ
け残った文化を、組み立て直す。こ
れが今後のテーマ。産業化ではなく、
文化イコール産業、産業イコール文
化と見た方がいい。
　そのような「物語」を編集し発信
する人材も重要です。日本の優れた
人材というのは「ミドルウェア（中
間層）」にいるはずなんです。室町
時代に世阿弥などの能楽者を将軍に
引きあわせた同朋衆のような、現場
の才能を取り上げる「目利き」。そ
んな人材の登場に期待しています。
─これからの方向性について。
松岡　日本の文化産業の多くは「し
つらい」「ふるまい」「もてなし」の三
位一体だと思っています。「しつら
い」はデザイン、「ふるまい」はパフ
ォーマンス、「もてなし」はホスピタ
リティ。モノだけ出すのではなく、
これらを同時にジャパン・ブランド
として発信していく。例えば懐石料
理にしても向付、八寸、汁物、小鉢
など器は違うし、仲居さんの出し方
まで含めてのものです。そうした組
み合わせとして出していきたい。
　また、「クラブ財」のような考え方
もあっていい。最初から商品を市場
化しないで、クラブなど小さなコミ
ュニティの中で評価し育成していく。
欧州のワインやチーズも元はクラブ
財ですし、日本の茶の湯の道具など
もそうでした。オープンでフラット
な市場で戦う日本ブランドがある一
方で、独自のクラブ財づくりに挑戦
する事業者も必要です。

動

日本の文化産業を、世界にどう売り込むか？
「クール・ジャパン官民有識者会議」の成果を「提言」にまとめ、
戦略の基本コンセプトを定める「クリエイティブエディター」の
役割を担う松岡正剛さん。「新しい日本の創造」を実現する。

そのための歩みは、すでに始まっています。

C O O L  J A P A N

産業・文化・生活の

「物語」は生まれる
混在の中に、

ニッポンのプレゼンの仕方─❶

松岡正剛さん
クール・ジャパン戦略推進事業
クリエイティブエディター

株式会社編集工学研究所 所長

S e i g o w  M a t s u o k a

1944年京都生まれ。早稲田大学文学部
卒。雑誌「遊」編集長、東京大学客員教
授、帝塚山学院大学教授を経て、編集工
学研究所所長・イシス編集学校校長。「松
岡正剛千夜千冊」（全7巻）など著書多数。

● 株式会社編集工学研究所CLICK!
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N a o k i  I t o

1971年静岡県生まれ。早稲田大学法学
部卒。ADK、GT、Wieden+Kennedy 
TOKYO代表を経て、今年、株式会社パ
ーティーを設立。カンヌ国際広告祭の
Goldなど国内外で130を超える賞を受
賞。幅広い領域で活動中。

● 株式会社パーティーCLICK!

テレビCMからWeb広告まで、メディアにとらわれない
キャンペーン戦略を得意とする伊藤直樹さん。

今回の「クール・ジャパン戦略」では松岡正剛さん等とチームを組み、
インターネット上のオープンプラットフォームを活用した

国民参加型の「日本のブランディング」に挑みます。

C O O L  J A P A N

「日本ブランド」が

示していきたい
進んでいく方向を

ニッポンのプレゼンの仕方─❷

伊藤直樹さん
クール・ジャパン戦略推進事業
クリエイティブディレクター

株式会社パーティー
チーフクリエイティブオフィサー

回の戦略をどう実現化し
ていくのか？　クリエイ
ティブディレクターであ

る伊藤さんの担う役割や、具体的な
施策について聞きました。

事業・商品のアイデアを 
ネットで広く公募します
─クリエイティブディレクター
の役割は何ですか？
伊藤　「日本をブランディングする」
ための方向性を示す。これが私の仕
事です。震災もあり、日本が早急に
パワーを取り戻さなければならない
今、この国の良さを伝えるやり方と
して「クール・ジャパン」は、いい
武器になるはずです。食、ファッシ
ョン、コンテンツ、地域産品、住ま
い、観光などの各分野を統一したコ
ンセプトで海外へ発信し、表現をよ
りシャープにするためにも、クリエ
イティブディレクションの役割は非
常に重要です。
─具体的にはどんなやり方で進
めていくのですか？
伊藤　まずインターネット上に、新
たなプラットフォームを立ち上げま
す。これは日本の「クリエイティビ
ティ」を広く引き出し、集めるため
の、いわば“踊り場”。あるいは、事
業化・商品化へ向けた、新たな“開
発・生産プロセス”ともいえます。
クール・ジャパンの事業アイデアを
公募し、意見を言い合い、互いに評
価していく。このプロセスをすべて
国民に見えるかたちで行い、資金調
達などにつなげられるようにする計
画です。
　こうした仕掛けは、すでに米西海
岸辺りからポツポツと出てきていま
す。しかし米国のモデルは、参加者
に“任せっぱなし”で、アイデアも
玉石混交。対して日本型プラットフ
ォームで狙っているのは、クリエイ
ティブディレクションを介在させる

やり方です。こうすることで、アイ
デアの質を担保していくのです。
　具体的には、クリエイティブチー
ムがまず「お題（テーマ）」を投げか
け、同時にアイデアを提示します。
お題は松岡さんの「ジャパン・マザ
ー」をクライテリア（評価基準）に、
チームや支援メンバーが考えていき
ます。例えば、日本の風土や文化を
折り込みながら、「『東北の果物』と

『成田空港』を交ぜて『外国人が買い
たくなるお土産』について考えよ
う」─とか。落語の三題噺のよう
なスタイルですね。
　私たちの出したアイデアが「これ
は出せる」「これは出せない」という

判断基準になり、「場」が自然と締ま
ってくる。公開後は、クリエイティ
ブチームが考えたアイデアと、皆が
考えたアイデアとが競い合いながら、
評価を受けていくわけです。その過
程で、アイデアの改善もできるよう
にする。

思考・生産様式を見直す 
ターニングポイントに
─クール・ジャパンのポイントと
なる「物語」は、どう絡んでくるの
でしょうか。
伊藤　この一連のプロセス自体がス
トーリーだと思っています。私はこ
のプラットフォームを、「Mazer（マ

ザー）」と仮称しています。この名
称は、「交ぜ」という意味、そして

「ジャパン・マザー」に基づいてつけ
たものです。
　日本は世界中の文化・技術・産業
を取り入れた後に、“自らの価値”と
呼べるレベルにまで昇華させてきま
した。「綯交ぜ（ないまぜ）する」とい
う言葉もありますが、リミックスや
ハイブリッド文化は、日本が得意と
する精神性であり、まさに強みだと
思います。
　また日本文化の中に脈々と流れて
いるキーワードは、それ自体がすで
に「物語」。「これとこれを交ぜてア
イデアを考えてください」と提案し
た時点から、もうストーリーテリン
グは始まっているんですね。そして、
それが一つのものだけに集結してい
くのではなく、多様性を孕みながら、
皆の手で大きく波のように広がって
いく。そんなイメージを描いていま
す。
─今後が楽しみですね。
伊藤　このプロジェクトはある意味
で壮大な実験であり、これまでの思
考・生産様式を見直すターニングポ
イントになると、私は思っています。
ソーシャルメディアやインターネッ 
トが主役である現代は、国民のアイ 
デアや意思が大きな力となり得る時
代です。事業資金の調達にしても、
マイクロファンディングみたいに個
人が少しずつお金を出し合ってサポ
ートするシステムも出始めています。
　プラットフォームというのは、非
常に大きな器です。評価の高いアイ
デアなら英語にして海外にも発信し、
世界から支援者を募集するのも面白
い。「みんなで日本をブランディン
グしよう」「コラボレーションで盛り
上がろう」。これが、私が一番伝え
たいメッセージです。

今
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東京デザイナーズウィーク2011

日本を、世界に誇るクリエイティブ・ハブに─。
実現に向けた第一声ともいえるのが、今秋、東京を中心
に行われるイベントです。経済産業省が今年度実施する
クリエイティブ・ハブの構築に向けた政策研究会の座長
を務める南條史生・森美術館館長に、お話を聞きました。

この秋、
体感できる
クール・ジャパン

日本の「創造力」が集結 !

ファッション発信拠点としての
日本を見せる

世界中から厳選した
秀作を9日間で上映

日本のクリエイティブの
「これから」を語り合う

なんじょうふみお／森美術館館長。国際交流基金、ICA ナ
ゴヤ・ディレクター、ナンジョウアンドアソシエイツ（株）
を経て2002年4月開館準備室より森美術館副館長。

今年で開催26年目を迎える都市
型デザインイベント、TDW。メイ
ンコンテンツである「環境デザイ
ンTENT」、貨物用コンテナを使
った「コンテナ展」、「学生作品展
プラス」など、トップクリエータ
ーから学生まで、多彩な展示ブー
スが揃います。会場は明治神宮外
苑絵画館前を中央会場として予定。国内外からクリエイティブ産業を

代表するキーマンを招き、未来に
向けての創造的なビジョンについ
て協議し、交流する国際フォーラ
ムを開催。東日本大震災後の日本
社会のあり方や、「クリエイティ
ブTOKYO」の実現に向けた意見
交換を行います。会場は東京デザ
イナーズウィーク2011中央会場
TDW特設ドームを予定。

日本の繊維・ファッション産業の、
さらなる国際競争力の強化や発展
を図ることを目的に開催。東京ミ
ッドタウンなどを会場に、2012
年の春夏コレクションを対象にし
たファッションショー、インスタ
レーション、映像発表などを楽し
めます。「コ・フェスタ2011」の
オフィシャルイベントの一つ。アジア最大の国際映画祭。日本唯

一の国際映画製作者連盟公認の国
際映画祭として1985年より開催。
新たな才能からベテラン監督の作
品まで、厳選した世界の秀作を上
映します。六本木ヒルズをメイン
に都内の各劇場及び施設・ホール
で開催。「コ・フェスタ2011」の
オフィシャルイベントの一つ。

「コ・フェスタ2011」は、
複数のイベントが連携し
世界に発信する世界最大
級の統合的コンテンツフ
ェスティバル。

伝統的工芸品のさらなる普及をテ
ーマに開催。今回は復興支援の一
環として、福島県会津若松市で開
催されます。全国の伝統的工芸品
が一堂に会する作品展や、製作体
験などを実施。県・市や首都圏の
イベントとの連携や、国内外著名
人の招聘なども予定されています。

クリエイティブ TOKYO
フォーラム

● 東京デザイナーズウィーク2011CLICK!

● 東京国際映画祭CLICK! ● 一般財団法人
 伝統的工芸品産業振興協会

CLICK!● 東京発
 日本ファッション・ウィーク

CLICK!

● 森美術館CLICK!

全国の伝統的工芸品が
福島で一堂に会する

伝統的工芸品月間
全国大会

トップクリエーターから学生まで多彩な展示

えば、着物を海外で売り
たいと考えたとしましょ
う。しかし、おそらくそ

のままでは難しい。だったらその技
術を使って、「今の市場に合う、何が
作れるのか」を考えるべきです。い
くら「これは素晴らしいものです」
「歴史があります」とアピールして
も、興味を持ってもらえないことは
多々あります。
　たしかに、日本の伝統技術は海外
で高い評価を確立しています。ただ
今後の発展のためには、「新しいも
のはどうなっているのですか？」と

いう声に応えられるもの、伸びてい
く可能性を秘めているものを、どん
どんアピールしていかなければなり
ません。そのアイディアを持つ人が、
活躍できる場をもっとたくさん作る
こと。そして、育てていくことが重
要でしょう。
　文化的なイベントをひとつに束ね
てパッケージ化して見せるこの秋の
動きは、まさにそうしたクリエイテ
ィブ・ハブの構築に向けたスタート
であり、テストケースとして位置づ
けられると思います。東京にはすで
に人材や情報が豊富に集まっており、

クリエイティブ・ハブの要件を十分
に備えている。今回の「クリエイテ
ィブTOKYOフォーラム」の開催
は、これから日本が目指す方向を、
国内外に対して広く発信できるチャ
ンスだととらえています。
　イベントにお越しいただければ、
日本の最先端の状況が分かるはずで
す。きっとこれまでとは別の側面や
ポテンシャルが見えてくると思いま
すので、ぜひ、好奇心を持って触れ
てみてください。新しい文化発信、
そして経済発信について、一緒に考
えていきましょう。

例

11月4日（金）

10月22日（土）
～30日（日）

10月27日（木）
～30日（日）

11月1日（火）
～6日（日）

©Japan Fashion Week 
Organization

第 24回
東京国際映画祭

Japan Fas hion Week 
in Tokyo

10月15日（土）
～23日（日）

©2010TIFF
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我こそはクール・ジャパン
だ！　とさまざまなクリ
エイターの方がアポなし

「

でやってくる。そんな敷居の低い部
署なんです」。そう笑う高木美香さ
ん。つい先日まで製造産業局の「ク
ール・ジャパン室」に所属。海外で
人気が高い日本のポップカルチャー
の輸出や産業振興に携わってきまし
た。それが今回、クール・ジャパン
に関係する部署を統合した「生活文
化創造産業課」が発足。高木さんは、

その中の「クール・ジャパン海外戦
略室」で、おもに海外への売り込み
を担当しています。

第一ステップは、 
日本の創造性の再認識
─「生活文化創造産業課」がスタ
ートしましたね。
高木　昨年6月に始動した「クー
ル・ジャパン室」は、課が立ち上が
るまでの、いわば準備室でした。今
回、ようやくデザイン室、ファッシ

ョン政策室、日用品室、伝統的工芸
品産業室などの関係部署を一元的に
統合。省庁の連携による「クール・
ジャパン戦略」を、本格的に推進す
る体制が整いました。
　今や、コンテンツやデザイン、フ
ァッションの分野では、クリエイタ
ーが相互に“越境”し、その中から
非常に面白い創作物が生まれてきて
います。その流れに合わせて、これ
までの産業構造にとらわれない組織
が創設されたことは、日本の競争力
向上の観点からも、大きな意味があ
ると思っています。
─クール・ジャパンのポイントは
どのようなところですか？
高木　「クール・ジャパン官民有識者
会議」の提言にもありますが、一つ
は日本文化の源である「クリエイテ
ィビティ（創造性）の再認識」ですね。
海外で人気を集めているアニメなど
のポップカルチャーは、実は氷山の
一角。その下には、まだ世界に認知
されていない、魅力的な日本ブラン
ドがたくさんあります。日本人の美
意識とか自然との共存感覚、さらに
先の震災で注目された精神の高潔さ

もそう。まずは、そうした文化やル
ーツをきちんと押さえることが必要
だと思います。
　第二のポイントは、創造拠点の構
築です。世界の文化が集積する「ク
リエイティブ・ハブ」を日本につく
りたい。その足がかりが、今秋東京
で開催予定の「クリエイティブ
TOKYO フォーラム」（P10-11参
照）。一連のイベント開催とタイミ
ングを合わせる形で、海外からクリ
エイターや研究者を多数招聘。国内
外の若手クリエイターが、多文化の
中で創造的な活動ができるような拠
点をつくる準備を進めています。

小さくはじめて大きく育てる
─海外展開も大きな柱ですね。
高木　 先 頃 パ リ で 開 催 さ れ た

「JAPAN EXPO（ジャパンエキス
ポ）」には、初めて全国10自治体に
よるブースを出展しました。もとも
とジャパンエキスポは、アニメやゲ
ームなど、日本ポップカルチャーの
世界最大の祭典です。開催12回目
となる今回は、「クール・ジャパン戦

略推進事業」の第一弾として、新た
に“ビラージュ・ジャポン（日本村）”
を開設。南部鉄瓶（岩手県）をはじめ、
伝統工芸品や地域産品、最新のスト
リート・ファッションなどを展示し
ました。
　従来の海外展開支援策といえば、
資金援助という形が一般的でした。
しかしクール・ジャパン政策では、
次につながる仕組みづくりを心がけ
ています。例えばジャパンエキスポ
ではインターネットサービス会社の
協力を得て、新たな海外ビジネスの

枠組みを構築。イベント終了後も、
Eコマースサイトで物品を販売でき
る仕掛けを考えました。上海やシン
ガポールでも、日本の中小アパレル
メーカーと連携し、アンテナショッ
プの展開を進めています。
─今後へ向けての意気込みを。
高木　ネット時代のいま、「小さく
はじめて大きく育てる」のがビジネ
ス界の常識です。政策も同じで、と
にかくやってみる。これまでのよう
に既知の世界で、実現可能な目標を
設け、それに向かったプランを立て
るやり方だけではダメだと思います。
私たちは、現場にいるデザイナーや
クリエイターと一緒に、未知の世界
にアプローチしていきたい。
　また「集合知」のような、皆の智
恵を結びつける仕組みもつくりたい
ですね。震災からの復興においても、
日本ブランドのPRにおいても、大
きな計画を上意下達で実施するだけ
でなく、個々人の創意を大きな取り
組みにつなげていくことも必要だと
思います。
　クリエイティビティによって日本
の未来をつくり、世界に発信する。
そんな姿勢をもって、全力でこのプ
ロジェクトに取り組んでいきたいと
思っています。

「生活文化創造産業課」は7月1日にスタートしたばかりの新設部署。
経産省にとっては省庁再編以来の大きな組織改革となります。
主要ミッションは、「クール・ジャパン戦略」の推進。
そのターゲットは、「世界」と「日本の未来」です。

「世界」を相手に
「未来」へ向けて 11兆円規模の市場へ

海外でのビジネス支援

クール・ジャパン戦略

高木美香 商務情報政策局 生活文化創造産業課（クリエイティブ産業課）
当課は、日本の戦略産業分野である文化産業（＝クリエイティブ産業：デザイン、アニメ、
ファッション、映画など）の海外進出促進、国内外への発信や人材育成等の政府横断的施策
の推進を行います。

担当者の声

クール・ジャパン戦略の特徴
は、次のとおり関係省庁の連
携。1.国内整備基盤（文化庁、
経産省、総務省、農水省）、
2.海外への発信・販路開拓

（経産省、外務省、総務省、農
水省）、3.訪日観光客・クリ
エイター誘致（観光庁、外務
省、法務省、経産省）。各省庁
のリソースを活用し、役割分
担して政策を推進しています。

クール・ジャパンを担う中小企業の海
外展開を後押しするために、「海外展
開支援プロジェクト」を実施。ファッ
ションやコンテンツ、食、地域産品な
どの分野から108団体の応募があり、
プロジェクトに対する関心と期待の高

さがうかがえます。グローバルな競争
の中で、中小企業、職人、クリエイタ
ー、メディアなどがチームを組んで海
外販路を開拓。「コンソーシアム組成
から調査、開拓、検証、事業展開まで」
の、一貫した取り組みです。

クール・ジャパンの人気を新たな輸出
商品に──。クール・ジャパン戦略に
よって、ファッション、コンテンツ、
観光の分野で今後8〜11兆円の市場
規模（2020年）を目指します。中国、
インド、欧州各国など18カ国をター
ゲットに設定。現地にネットワークを
持つ企業と連携するなど、イベントや
商談会を活用し日本ブランドを浸透さ
せます。

1.
日本の魅力を
高める

2.
日本を世界に
届ける

現状の規模

3.2兆円

8～11兆円

目標規模
（2020年時点）

3.
世界を日本に
呼び寄せる

日本の魅力を高め
て世界に届け、来
日を促進。経済成
長を実現し、雇用
を創出します。

JAPAN EXPO
2000年に始まったジャパン
エキスポ。今年は6月30日
〜7月3日の期間中、約20
万人が来場。過去最高の盛り
上がりとなりました。

● クール・ジャパン戦略CLICK!
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業法が61年ぶりに改正─。こう聞いて、
それが自分の暮らしとどう関係しているのか、
すぐにイメージできる人はそう多くないでし

ょう。しかし今回の法律改正は、私たちの生活とも決し
て無関係ではありません。

　そもそも「鉱業」とは、金属や石油、天然ガスとい
った資源を採掘、加工するなどして、社会に供給する産
業のこと。各事業者が試掘や採掘を行う権利、またその
区域（鉱区）は、国が鉱業法に基づいて設定しています。
鉱業権は土地所有権からも独立しているので、たとえ自
分の土地であっても勝手に採掘を行うわけにはいきませ
ん。つまり鉱業法は、国内における資源開発の制度的基
盤。とても大切な法律なのです。

では今回、歴史のある鉱業法がどうして改正されるこ
とになったのでしょうか。一言でいえば、それは「時代
や環境の変化に対応するため」ということになります。 

周知のとおり、世界のエネルギー需要などは、新興国
を中心に今後も拡大する見通し。加えて、“自国の資源
は自ら管理・開発する”という「資源ナショナリズム」

も強まる傾向です。となると、将来的に日本が海外で権
益を獲得するのはより難しくなることが予想されます。

一方で、「非在来型」と呼ばれる資源への対応も重要な
テーマです。技術的、経済的な理由からこれまで採掘が
難しかったこの資源が、まさに技術の革新によって着々
と開発され始めています。実は日本周辺の海域でも、す
でに多くの非在来型資源の存在が確認済み。将来的に大
きな期待が寄せられています。

こうした状況の中で、国内の資源を適正に維持・管理
していくことは国家戦略上も重大な課題。それを制度面
からバックアップするのが、改正された鉱業法なのです。
鉱業法が定める鉱物とは、銅や鉄、亜鉛、石油、石炭、天
然ガス、さらにはレアメタルなど全41種類。いずれも
企業活動、社会活動に欠かせないものばかりです。潜在
するニッポンの資源を掘り起こす原動力にもなり得る改
正鉱業法。それは、私たち一人ひとりの暮らしともしっ
かり結びついています。

鉱

昭和25年の制定以来、このたび初めて本格的な改正が行われた鉱業法。
61年の時間の中で顕在化してきた問題点を改善する今回の改正は、
国内における資源開発を着実に前進させることにもつながります。

「改正鉱業法」が掘り起こす!

ニッポンの資源

こうして資源は開発される

試掘

人工地震波の反射波を捉えて海底の状況
を把握したり、電気抵抗を用いて地下構
造を推定したり。精度の高い地下の情報
を取得することから、鉱物、エネルギー
資源の開発はスタートします。

地下にある石油や天然ガス、また岩石な
どを直接採取して、鉱床の有無や規模、
形態、品位などを調べます。そこで得ら
れたデータを元に経済性などを評価し、
実際に開発するかどうか判断します。

探査や試掘の結果に基づき、技術的、経
済的な検討が行われ、本格的な採掘が始
まります。現在、陸上と比較してコスト
のかかる海底での採掘技術の開発も積極
的に進められています。

探査

採掘
● 鉱物資源政策についてCLICK!

深海底鉱物資源探査専用船第2白嶺丸から望む太平洋（写真提供：JOGMEC）
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資源開発を取り巻く環境の変化に対応する今回の鉱業法改正─。
具体的に、これまでの問題点をどのように改善していくのでしょうか。
重要な３つのポイントに絞って、「今まで」と「これから」を比べてみます。

世界での資源開発競争が激しくなるなか、
日本の関連企業の多くも海外で鎬を削っています。
外国の資源開発のルールも知る事業者らに、
今回の鉱業法の改正は、どう映るのでしょうか。

鉱業法はこう変わる!

改正前の鉱業法では、鉱業権の設定を受けよう
とする出願者に対して、技術的能力などを求める
規定がありませんでした。ある意味では平等の精
神に基づくものでしたが、一方で、能力に欠ける
者でも出願できる状況が生まれていました。

さらに詳しく知りたい方は！

そこで改正後は、鉱業権設定等の許可基準とし
て、「技術的能力」「経理的基礎」「社会的信用」を有
していること、などの内容が追加されました。こ
れにより、できるだけ適切な主体によって資源開
発が行われることを目指しています。

技術的能力などがなくても、鉱業権を取得できた今まで

これから

技術的能力、経理的基礎などが許可の基準に
試
掘
・
採
掘

これまでは、先に出願した者が優先的に鉱区を
取得できる先願主義を基本としていました。その
ため、「今すぐ開発する予定はないが、将来のため
にとりあえず鉱業権を取得しておく」ということ
も起こり得ました。
そこで改正後の鉱業法では、特定鉱物について
特定区域制度を導入。石油、天然ガスほか、政令
で特別に定める鉱物において、国が適切な開発主
体を審査、選定する仕組みを整えます。開発主体
を選定するまでの流れは、右の図のとおりです。
ただし特定鉱物以外の鉱物については、今まで
どおりの先願制度を維持します。

先に出願した者が優先されていた今まで

これから

国が適切な開発主体を審査、選定することも

特定区域制度の手続フロー
国による特定区域の指定・公示

事業者の募集

事業計画書等の申請

事業計画書の評価

許可基準への適合審査

特定開発者の選定・許可

試
掘
・
採
掘

例えば、資源開発に向けて地質の構造を調べた
りする「探査」。これまでの鉱業法には、この探査
に関する規制がありませんでした。そのため国内
において、ときに無秩序な探査活動が行われ、海
域では外国船による事例も見られました。

こうした事態を改善するため、今回の改正では
資源探査に対する許可制度を創設。陸域、海域を
問わず、事前の許可が必要となりました。また国
が必要だと判断した場合、探査結果の報告も求め
られるようになっています。

資源探査について、法的な規制はなし今まで

これから

鉱物の探査について、事前の許可が求められる探
査

油鉱業の健全な発展」を目指す事業者によ
り組織される石油鉱業連盟。同連盟の鉱業
法ワーキンググループ座長・小椋伸幸さん

に、今回の改正の意義や今後の課題などについて聞き
ました。

─改正内容についての率直な感想、評価は?
　適正な事業者、いわば本当に資源開発をしたいと考
えている者に試掘権や採掘権が設定されるようになる。
まずこの方向性について、評価したいと思います。裏
を返せばこれまでの制度では、開発の予定や計画がな
いままに鉱業権設定の出願やその取得が行われるケー
スも見受けられました。大量の出願は物理的な理由か
ら未処理件数の増加という事態を招いていましたし、
なかにはブローカー的に鉱業権を取得し、それを元に
資金集めを行うなかでトラブルを引き起こす企業など
も存在しました。そうした課題を改善していくうえで、
今回の改正は大きな意味をもっています。
　また国際的な観点で見たときも、改正鉱業法は前進
を果たしました。言うまでもなく、資源開発の分野も
グローバル化の進展は著しいものがあります。いまや
国内外の関連企業は、世界中で激しい開発競争を繰り
広げている。ルールのぎりぎりの範囲内で、あらゆる
手段を講じるという開発会社も少なくありません。そ
うしたなか、日本の資源を管理する法律をより明確な
形に整備し直すことは、国益の保全にもつながるでし
ょう。その意味でも、正しい規制は業界として望まし
いものと考えています。

─改正法の運用にあたっての期待、要望などは？
　一言でいえば、バランスのとれた柔軟な運用をお願
いしたい。例えば今回追加された鉱業権設定の許可基
準についても、その詳細は政省令で定められます。開
発主体に求める技術力や資金力などについて、どのレ
ベルが適当なのか、実態に則した指標づくりを希望し

ます。また資源開発においては、探査、試掘、採掘と
長期間の作業が必要となる場合が通常です。そこでは
計画の調整や変更は日常茶飯事。国の審査や計画の評
価も、それを踏まえた対応を期待したいところです。
　さらに今回の鉱業法改正にあたっては、業界として
輸入天然ガスの地下貯蔵に対する規定の明確化など、
いくつかの要望を提出し、結果的に盛り込まれなかっ
たテーマもありました。そうした部分については、今
後も継続的な議論が行われることを望んでいます。

─最後に、今後の資源開発についての抱負を。
　近年もメタンハイドレートなどの非在来型資源が注
目を集めているように地下資源には、まだ多様な可能
性があります。さらに今後、まったく未知の資源が発
見されることも決して夢の話ではありません。業界と
して、そうしたポテンシャルもしっかり追求しながら、
資源の安定的な供給を目指し、国家セキュリティの確
保にもいっそう貢献できればと考えています。

世界基準の正しい規制は

CLICK! ● 石油鉱業連盟
● 石油資源開発株式会社（JAPEX）

● 鉱業法制の在り方についてCLICK!

61年ぶりの
改正で

適正な開発を促進 !

新潟市から北東約30㎞
の沖合いにある「岩船
沖油ガス田」

石

おぐらのぶゆき／石油鉱業連盟 鉱業法ワーキンググループ座長。石油資
源開発株式会社 常務取締役 執行役員 技術本部長。石油鉱業連盟は、鉱
業法の改正にあたり審議に携わった関連業界団体のひとつ。

出典：石油資源開発株式会社HP
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鉱業法の改正は、国内の資源開発の環境を整備することに大きく貢献しています。
ではいったい、日本にはどのようなエネルギー資源や鉱物が眠っているのでしょうか。
石油天然ガス・金属鉱物資源機構の児玉敬義さんに素朴な疑問を投げかけました。

眠れる資源大国!?
ニッポンの可能性

「日本は資源小国である―」
これが、日本の資源政策を考える際、常に

前提としてきた考えだったかもしれません。
日本は資源が少ないため、資源外交の推進に
より海外での資源確保に注力する、資源の消
費を抑えるため国内エネルギーの構造を転換
し省エネルギー化を進める、といった政策が
我が国の重点的な資源政策でした。

しかしながら、日本の領海及び排他的経済
水域（EEZ）をあわせた海の面積は、世界第６
位の広さであり、これら我が国周辺の広大な
海域においては、従来の石油・天然ガスに加
え、今後、メタンハイドレート、海底熱水鉱
床、コバルトリッチクラストといった新たな
資源の具体的な開発の可能性が高まってきて
います。このように我が国の海洋資源開発を
巡るフロンティアは広がりを見せており、

「日本は資源小国」という考えはもはや前提
ではなくなってきています。

今次の鉱業法の改正は、鉱物資源という国
民共通の利益を守りつつ、今後、新局面を迎
える国内資源の開発を適正に進めていく上で
基礎となるものです。激しさを増す国際的な
資源獲得競争や資源価格の高騰・乱高下等、
資源エネルギー政策は様々な課題が山積して
おりますが、本改正をその解決の一助とした
いと考えております。

資源・燃料部政策課は、
石油・天然ガス及びそ
の他鉱物等の安定的・
効率的な供給の確保に
関する政策の立案・推
進を行っています。

鉱業法改正を通じ我が国
資源開発は新局面へ。

│担当者の声

資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課
鉱業法施行準備担当　橋本直樹

石油、
天然ガスから、
レアメタルまで
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※領海、排他的経済水域を合わせた広さ

A実は江戸時代、日本は銅の有数の輸出国でした。
さらに遡って戦国時代には世界の銀の３分の１を
産出していたともいわれています。日本は、世界
の中でも早くから資源開発を行ってきた国のひと
つなのです。ただ確かに、現在はほとんどの鉱山
や炭鉱などで採掘を終了。エネルギー資源や鉱物
の多くを輸入に頼っています。そうした中、新た
なフロンティアとして注目なのが、世界第６位の
広さ※をもつ「海洋」における資源開発なのです。

日本は“資源のない国”
と教わりましたQ

Q A新海洋資源調査船「白嶺」が、平成24年2月の
就航を目指しています。船上から鉄のパイプを下
ろして海底を直接掘削できる装置を搭載している
ので、崖のような所でもボーリングが可能。掘れ
る深さも、これまでの20mから400ｍに延長さ
れます。また、海底の地形を調べる音波や磁気の
装置にも先進の技術を採用。海底鉱物資源やメタ
ンハイドレートの調査、環境調査にも活躍します。
総トン数は6200トン、全長は118ｍ。

最新鋭の資源調査船が
就航間近って本当？

A現在、国産の原油や天然ガスはごくわずか。国
内の需要量に対して、原油で0.4％、天然ガスで
3.8％程度です（いずれも2008年調査）。ただ一
方、日本の周辺海域では、石油や天然ガスの元と
なる有機物の堆積量が2000m以上の場所、つま
り油田、ガス田の可能性が見込まれる場所が45
ヵ所ほど確認されています。これらは、いずれも
水深2000m以浅のため探鉱の対象。より詳細な
地質構造の調査などが進められています。

石油や天然ガスは
国内でも採れる？

● 国内石油・天然ガス基礎調査CLICK!

A水の分子に天然ガス（メタン分子）が取り込まれ
氷のようになった物質、メタンハイドレートのこ
とを、よくそのように呼びます。温度を上げたり、
圧力を下げたりすることで、天然ガスを取り出せ
るため、将来のエネルギー源として期待の星。日
本の近くの海底にも相当量が眠っていると考えら
れています。静岡県から和歌山県の沖合海域での
調査では、「調査海域に日本の天然ガス消費量の
約14年分が存在する」と推定されました。

人工メタンハイドレート。まさに燃える氷。
出典：「メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム」

「燃える氷」って、
どんなものですか？

● メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアムCLICK!

Aまず挙げられるのが海底熱水鉱床。“海のなか
の温泉”から吹き出した熱水には、銅や鉛、亜鉛、
金、銀、またレアメタルなどが含まれていること
があります。これが海水で急速に冷やされ、金属
として海底に沈殿するのです。海底熱水鉱床は沖
縄海域や伊豆・小笠原海域で多数発見されており、
メタンハイドレートとともに、平成30年頃の商
業化を目標に開発中です。そのほか海底資源では、
コバルトリッチクラスト、マンガン団塊も注目。

日本周辺の海底熱水鉱床は、水深が700〜1600ｍと世界の中でも
浅く、開発にも有利。

海の底にも貴重な
鉱物が眠ると聞きました

● 深海底鉱物資源開発CLICK!

● 資源エネルギー庁CLICK!

こだまたかよし／独立行政法人 石油天然
ガス・金属鉱物資源機構 金属資源技術部 
深海底技術課 担当調査役。海底熱水鉱床
をはじめ、海底の金属資源開発の専門家。

●  石油天然ガス・金属鉱物 
　資源機構（JOGMEC）

CLICK!

Q

Q

Q
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投資協定とは、海外に投資した企業等（投資家）やその投資財産の保護、さらには投資の円滑化、
規制の透明性向上により、投資リスクを減らすための国際約束です。今回は海外に事業を展開する
企業にとってリスク回避に向けた大きな力となる投資協定についてご紹介します。

海外進出の前に知っておく
「投資協定」で磨く交渉力

海外投資、リスク回避、交渉手段
Key words:

Theme:

海
政策変更や資産の収用などの不当な
待遇を受けるリスクが、懸念材料と
して立ちはだかります。　
「国際投資仲裁」という紛争解決手
段を持つ「投資協定」について知っ
ておくことは、海外に事業を展開す
る日本企業にとって、リスク回避に
向けた大きな力となるでしょう。

「チャイナリスク」に 
立ち向かう
2006年10月、上海市の北西に
位置する嘉定区で、日系企業10社
を含む24社が、区政府から都市再
開発を理由に移転を求められました。

製造業を中心とした中国への大規模
投資が相次いでいた当時、「嘉定区
立ち退き問題」は、象徴的な「チャ
イナリスク」として注目を集めまし
た。
神鋼圧縮機制造（上海）も立ち退き
を求められた1社です。神戸製鋼グ
ループ全額出資の汎用コンプレッサ
製造会社として05年4月から嘉定
工業区南区で操業してきた同社は、
移転を要請された後、嘉定区政府と
移転補償交渉を進め、2008年5月
に新工場の操業を開始しました。旧
工場から北西15キロに位置する嘉
定工業区北区の新工場では、建屋面
積などが拡大されました。新たな生
産設備も設置し、生産品目も旧工場
よりも拡充されています。

交渉手段としての 
「投資協定」
在上海日本国総領事館や日本貿易
振興機構（ジェトロ）の支援を受けつ
つ行われた嘉定区政府との移転補償
交渉に際しては、日中投資協定
（1989年5月発効）が後ろ盾となり
ました。　
投資協定とは、海外に投資した投
資家や投資財産の保護、規則の透明
性の向上等を定めたものです。投資
規則を明確化することにより予見可
能性を高め、投資リスクを軽減する
ことを目的としています。投資につ
いては、世界貿易機関（WTO）のよ
うな多国間協定が存在しないため、
二国間協定が中心となります。

外への事業展開に伴う投
資を行う企業にとって、
相手国政府による突然の

1	 シンガポール	 2002年11月発効
2	 メキシコ	 2005年		4月発効
3	 マレーシア	 2006年		7月発効
4	 フィリピン	 2008年12月発効
5	 チリ	 2007年		9月発効
6	 タイ	 2007年11月発効
7	 ブルネイ	 2008年		7月発効
8	 インドネシア	 2008年		7月発効
9　	スイス	 2009年		9月発効
＊	 ベトナム	 2009年10月発効
10	 インド	 2011年		8月発効
＊	 ペルー	 2011年	5月署名
	 オーストラリア	 交渉中
	 GCC	 交渉中	＊
	 ASEAN	 交渉中

1	 エジプト	 1978年	1月発効
2	 スリランカ	 1982年	8月発効
3	 中国	 1989年	5月発効
4	 トルコ	 1993年	3月発効
5	 香港	 1997年	6月発効
6	 パキスタン	 2002年	5月発効
7	 バングラデシュ	 1999年	8月発効
8	 ロシア	 2000年	5月発効
9	 モンゴル	 2002年	3月発効
10	 韓国	 2003年	1月発効
11	 ベトナム	 2004年12月発効
12	 カンボジア	 2008年	7月発効
13	 ラオス	 2008年	8月発効

14	 ウズベキスタン	 2009年	9月発効
15	 ペルー	 2009年12月発効
16	 パプアニューギニア	 2011年4月署名
	 サウジアラビア	 実質合意
	 クウェート	 実質合意
	 コロンビア	 実質合意
	 アンゴラ	 大筋合意
	 カザフスタン	 交渉中
	 日中韓	 交渉中
	 イラク	 交渉中
	 カタール	 交渉準備中
	 アルジェリア	 交渉準備中
	 ウクライナ	 交渉準備中

＊すべて自由化協定。
＊ベトナム、ペルーとの投資協定は、
　投資協定を準用。
＊GCCは、「投資設立章」

＊1〜9、16は、保護協定（投資後の段階が対象）、
　10〜15は、自由化協定（投資設立の段階も対象）。〈2011年6月現在〉

■経済連携協定投資協定 ■投資協定
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10	 インド	 2011年		8月発効
＊	 ペルー	 2011年	5月署名
	 オーストラリア	 交渉中
	 GCC	 交渉中	＊
	 ASEAN	 交渉中
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4	 トルコ	 1993年	3月発効
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	 クウェート	 実質合意
	 コロンビア	 実質合意
	 アンゴラ	 大筋合意
	 カザフスタン	 交渉中
	 日中韓	 交渉中
	 イラク	 交渉中
	 カタール	 交渉準備中
	 アルジェリア	 交渉準備中
	 ウクライナ	 交渉準備中

＊すべて自由化協定。
＊ベトナム、ペルーとの投資協定は、
　投資協定を準用。
＊GCCは、「投資設立章」

＊1〜9、16は、保護協定（投資後の段階が対象）、
　10〜15は、自由化協定（投資設立の段階も対象）。〈2011年6月現在〉
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いという経営判断を行っているので
あれば、問題ない。しかし、その検
討を行っていない日本企業が多いの
ではないか」と指摘します。仲裁に
かけないまでも、「国際投資仲裁と
いうカードを認識した上で相手国政
府と交渉していれば、違う結果にな
っていたと考えられる事例は少なく
ない」（濵本教授）のです。2011年1
月25日に経済産業省が主催した
「投資協定・経済連携協定（投資章）セ
ミナー」に出席した商社やプラント
メーカーをはじめとする120名の
参加者アンケート結果からは「投資

日中投資協定では、「いずれの一
方の締結国の国民及び会社の投資財
産も及び収益も、他方の締結国の領
域内において、公共のため、かつ法
令に従ってとられるものであり（中
略）補償を伴うものである場合を除
くほか、収用、国有化（中略）その他
の措置の対象としてはならない」（第
5条）と規定しています。補償価格
について企業と相手国政府との間で
合意に達しなかった場合は、国際法
である条約に基づく国際仲裁手続き
に付託することが可能となるのです
（第11条）。

協定の存在は知っていたが、具体的
な中身や活用方法は知らなかった」
という実態が明らかになりました。
投資協定を活用するためには、3
つの視点が重要になります。
第1は、投資協定の対象です。「投
資開始時には予見できなかった恣

し

意
い

的な政策介入を受けて事業が継続で
きなくなった」「現地資本の企業や他
国企業との間で差別的待遇を受け
た」「投資財産を収用されたが補償を
得られなかった」「一度受けた許認可
を不当に取り消された」などのトラ
ブルが対象となります。上記セミナ
ーにおいて、東京大学大学院総合文
化研究科の小寺彰教授は、「海外に
進出している企業は、ビジネス上の
課題が投資協定とどのように結びつ
くのか、見極めることが重要」と強
調しました。
第2に、個別の協定内容や仲裁判
断の事例です。国による投資政策の
違いに応じて、個々の投資協定の内
容には違いがあります。自社のケー

スに対応した過去の仲裁判断を確認
することは、交渉力の強化にも繋が
ります。
第3に、投資先国における協定の
締結状況です。子会社などが存在す
る第三国の協定を利用することも可
能です。海外投資先を選定する際に、
投資先国の協定締結状況を確認して
おくことも必要でしょう。

ご不明な点は、 
お気軽にご相談を
嘉定区のケースでは、神鋼圧縮機
制造（上海）のように解決に向けた動
きがある一方で「移転・休業に係る
補償上の問題で嘉定区政府側との意
見に乖離があり、全面的な解決には
至っていない」（2011年度不公正貿
易報告書）状況にあります。そのた
め、「大使館からの申し入れや政府
間協議でも提起し、中国政府に改善
を求めている」（同）ところです。
国際投資仲裁は、当該国での事業
の撤退を前提とするなど、報復を恐

れなくてもいい場合に多用されてい
ます。そのため、事業の継続を前提
としたトラブルの解決には、国際投
資仲裁というカードを認識した上で
の相手国政府との交渉に加え、在外
公館などからの申し入れ、政府間対
話やビジネス課題に応じた官民対話
枠組みなどのアプローチを組み合わ
せることが有効です。　
経済産業省では外務省と協力しつ
つ、投資協定など国際ルール上の法
的紛争処理枠組みの整備・運用に取
り組んでいます。
協定の具体的な内容や過去の仲裁
判断、投資先国とのトラブル対策、
新規締結国の要望などがございまし
たら、お気軽にお問い合わせ下さい。

我が国は、中国など26ヶ国・地域
（経済連携協定の投資章を含む）と投
資協定を締結しています（P.21図）。

活用に向けた三つの視点
投資協定に基づく国際投資仲裁は、
90年代後半から増え始め、2010年
末で累計390件となりました。日
本企業が国際投資仲裁を利用した事
例は、現時点では存在しません。投
資仲裁に詳しい濵本正太郎・京都大
学教授は「仲裁案件がないこと自体
に特別な意味はない。メリット・デ
メリットを考慮し、仲裁にはかけな

海外投資、リスク回避、交渉手段

※日本は、投資協定と経済連携協定投資章の合計数
　（2011年4月現在）

出所：	UNCTAD	“Recent	developments	in	international	investment	agreements（2008-June.2009）”
	 “World	Investment	Report	2010”
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世界の投資協定数の推移 二国間投資協定の署名数
国名 投資協定署名数

ドイツ 135

中国 123

スイス 115

︙

韓国 87

︙

米国 47

︙

日本（※） 26

世界では90年代以降、二国間
投資協定が急増し、2009年末
現在、2750件が存在する。
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一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会
では、伝統的工芸品の表示、その他の宣
伝について統一イメージで消費者にアピ
ールするため、伝統的工芸品のシンボル
マークとして「伝統マーク」を定め、経
済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品
業界全体で使用することとしています。
伝統マークは著名なデザイナーの亀倉雄
策氏のデザインによるもので、伝統の
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合わせたものです。伝統マークをあしら
った「伝統証紙」は指定の技術・技法、原
材料で製作された伝統的工芸品に貼付さ
れており、消費者は伝統的工芸品を一目
で見分けられ、安心して購入できます。
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