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はじめまして。ベンジャミン・ボアズと申します。
私は日本を愛するアメリカ人で、2016年から内閣府公認のクー

ルジャパン・アンバサダーとして、世界中の日本ファンを繋ぐお
手伝いをしています。2022年10月にはアンバサダーの名称が新
たにクールジャパン・プロデューサーに変わりましたが、これか
らも同じように活動します。

早速ですが、読者のみなさんに質問です。
日本はクールですか？
私にとってその答えは明らかです。

「イエス」に決まっています。

ところが、日本では様々な場面で同じような質問ばかりされま
す。

自分たちに対する評価が気になるのでしょう。
しかし、海外ではこの質問を聞いたことがありません。

では、なぜ海外の人々は “日本のクール” についてあまり考え
ないのでしょうか。

その答えはシンプルです。
考える必要がないのです。
答えをすでに知っていますから。

世界の人々が日本にやってくると、そこにはかけがえのない宝
物で溢れていると感じます。

世界の人々が日本に何度も恋をしてきたことは後述しますが、
歴史上においても明らかです。しかし、世界が見ている「日本」
と、日本が見ている「日本」は異なるのです。

そのため、国際市場で成功するための戦略は、国内市場の戦略
とは異なります。

つまり、日本の商品には海外で成功するものと、失敗するもの
があるということです。

お互いに求められているものが異なります。クールジャパンの
ように国際市場に焦点を当てた政府の施策が、海外からの視点の
違いを考えずに日本を国際的に売り込むと、しばし的外れの結果
となってしまうのです。

この “異なり” の壁を超えるのは、多くの日本人にとっては難
しい問題です。

日本の商品が良い物にも関わらず、海外に商品を売り込むのが
なぜ容易ではないのか、疑問に思っている方もいるでしょう。政
府関係者も、国際発展に繋がることを目的としたプログラムの成
果が伴わないのはなぜなのか、不思議に思っているかもしれませ
ん。クールジャパン機構や、その他のプログラムに関するニュー
ス記事を読むと、こんなに批判されるなんて、と感じているかも
しれません。

もしかすると、「日本は本当にクールなのか!?」とさえ心配す
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る方もいるでしょう。

私はこの心配を解決する答えを本書にまとめました。
どうか私を信じてください。日本はとてもクールです。

この本は、下記の方に読んでもらいたいと思い書きました。

・輸出ビジネスに携わる人
・インバウンドビジネスに携わる人
・日本の魅力に気づいていない人
・日本の魅力に気づいている人

本書を読み終えたとき、あなたは私と同じように、日本のクー
ルを世界に発信するアンバサダーになっていることでしょう。
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