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「園酒プロジェクト」に端を発した政府

の取り組みについて

園酒の世界発信を目指し，昨年5月，政府が主導する「園酒プロジェクトJが立ち上がり， 9月には「園

酒等の輸出促進プログラム」が公表されてその概要が本誌 1月号に掲載されています。昨年末，政権交代

があり，その後の行方が気が、かりでしたが，名古屋大学大学院経済学研究科佐藤宣之教授から時宜を得たご

投稿をいただきました。名古屋大学経済学部・経済学研究科ホームページの佐藤教授紹介記事に前職が内閣

官房国家戦略室参事官とありますので， r園沼プロジェクトJの発表から「日本産酒類の輸出促進連絡会

議Jへの経緯と今後の発展をお話しいただく最適任者かと思います。

第 1 本稿の目的

「園酒」という言葉は，昭和 55年1月5日の初閣議

で大平正芳首相が「日本酒は園酒。特に外国の客をも

てなす時は日本酒がいい。」との発言をされたことを

きっかけに使われ始めた。

日本酒造組合中央会では，平成 21年6月に沖縄で

開催された通常総会において， ["園酒」とは「日本酒

と泡盛を含む焼酎」とを指すことを機関決定している。

政府は平成 24年5月 11日に，個々の会社・関係省

庁・関係機関等の取り組みの補完として，オールジャ

パンで官・民が連携して，園酒たる日本酒・焼酎の魅

力の認知度の向上と輸出促進とに取り組む時が到来し

た との認識に立って， ENJOY JAPANESE 

KOKUSHU (園酒を楽しもう)プロジェクト(いわ

ゆる「園酒プロジ、エクトJ)を立ち上げた。

現政権においても，クールジ、ヤパン推進の一環とし

て，園酒を始めとした日本産酒類の総合的な輸出環境

整備に取り組むことが表明されている。

筆者は後述の「東海4県21世紀園酒研究会」の一

員として， ["園酒プロジ、エクト」に端を発した政府の

取り組み並びに内外の動向を注視しているが， ["図酒

プロジェクト」の趣旨や意義について，酒類業界関係

者にも十分に浸透していないと感じることがあった。

Enjoy ]apanese Kokushu Project 

佐藤
，二と，

日 之

そこで本稿の前半(第 2)においては，先ずは「園

酒プロジェクト」に端を発した政府の取り組みについ

て，主観的記述を極力排して，時系列で客観的に概観

するように努める。

その上で本稿の後半(第 3，第 4) においては，そ

の他の関連する動きも必要に応じて紹介しつつ， ["図

酒プロジェクト」に端を発した政府の取り組みへの筆

者の評価と展望を試みることとしたい。

第 2 r園酒プロジヱクト」に端を発した政府の

取り組みの概観

(1) r園酒プロジェクト」の発表

古川元久・国家戦略担当大臣は平成 24年4月17日

の記者会見において，直前の週末に秋田県の酒蔵を訪

問した際に日本酒が持つ潜在的な可能性を感じ，日本

の園酒である日本酒や焼酎などを世界へ売り出してい

くことにも取り組んでいきたいと思っている旨発言し，

図酒に関して何らかの政策を展開する意向である旨を

明らかにしている。

その約 3週間後の平成 24年5月 11日には，古川大

臣は記者会見で「日本酒・焼酎の国家戦略推進:

mNJOY JAPANESE KOKUSHU (園酒を楽しも

うHプロジェクトの立ち上げについてJを発表し，

ここに「園酒プロジェクト」の内容が明らかになった。

Nobuyuki SATO (Graduate School 01 Economics， 1ぬrgoyaUnivers均)
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度の向上と輸出促進とに取り組む時が到来したのでは

ないか。

④以上の観点から，日本酒・焼酎の国家戦略として

の IENJOYJAPANESE KOKUSHU (園酒を楽しも

う)Jプロジェクトを立ち上げることとしたい。

同日付の発表文書では. 1園酒プロジェクトJは

「日本酒・焼酎の魅力J.1日本酒・焼酎の国家戦略推

進の必要性J.Ir園酒プロジェクト』の進め方」の 3

つの柱から構成されている。

まず. 1日本酒・焼酎の魅力Jとして，

を強調した。

以下の 3点

最後に.Ir園酒プロジ、エクト』の進め方」として，

以下の方針を示した。

①有識者で構成する IENJOYJAPANESE 

KOKUSHU (園酒を楽しもう)推進協議会J(以下，

「推進協議会J)の立ち上げ

(メンバー)

久保田紀久枝・お茶の水女子大学大学院教授(現・

東京農業大学総合研究所教授) (座長)

小山裕久・日本料理人・青柳主人

佐浦弘一・株式会社佐浦代表取締役社長

辻野晃一郎・アレックス株式会社代表取締役社長兼

CEO 

長谷川浩一・株式会社はせがわ酒!苫代表取締役社長

渡遺虞一郎・京屋酒造有限会社代表取締役

②政府等主催行事での日本酒・焼酎の効果的活用，

各省庁から所管機関・産業界への各種行事での日本

酒・焼酎の活用要請等(直ちに実施)

③本プロジェクトでは日本酒・焼酎(泡盛を含む)

の他，必要に応じて国産のビール，ワイン等も対象と

する。

①日本の酒造りは，米，水等の日本を代表する産物

を使うのみならず， 日本の気候風土， 日本人の忍耐強

さ・丁寧さ・繊細さを象徴し，いわば「日本らしさの

結品」であること。

②東日本大震災の被災地を含む日本全土に及ぶ日本

酒・焼酎の蔵元は昔から地域の活力を担うキーパーソ

ンであり，地域活性化の観点から，また外国人観光客

にとっても魅力的な観光名所として，潜在的な「地域

発・日本再生の救世主」となりうること。

③従来は高品質の日本酒・焼酎と疎遠だった韓国，

フランス，インド等でも，近年は日本酒・焼酎を PR

するイベントが関かれ，また他国料理と日本酒・焼酎

との相性の良さも認識されつつあり， 日本酒・焼酎は

121世紀の異文化との架け橋」としての役割が期待さ

れること。

次に. 1日本酒・焼酎の国家戦略推進の必要性」と

して，以下の通り，内外の状況を踏まえた政策展開の

必要性を指摘した。

発表文書の内容は以上の通りだが，古川大臣は上記

記者会見の中で，聞酒もクールジャパンの一つであり，

フランスがワインを固を挙げて世界に売り込んでいっ

たように， 日本も園酒をフランスのワインに負けない

ぐらいに売り込みをしていくことは成長戦略にもつな

がると，思っている旨発言し 「園酒プロジェクト」を

クールジャパンの一環として位置付けていることを示

唆していた。

また，古川大臣は平成 24年 5月28日の推進協議会

第 1回会合での冒頭あいさつの際，今回のこのプロジ

ェクトの推進に当たり，酒類産業の所管大臣である財

務大臣とも密接に連携して取り組んでいくつもりであ

る旨発言していたこと，また同会合に財務副大臣が同

席していたことからも. 1園酒プロジ、エクト」につい
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①「園酒」と称されてきた日本酒・焼酎の魅力とは

裏腹に，また，個々の会社・関係省庁・関係機関等に

よる取り組みにもかかわらず，日本酒・焼酎の輸出は

劇的に伸びるには至っていない。

②我が国国内に目を転じても，ワイン等高級洋酒の

ブランド価値を評価するムードが見られる一方， 日本

酒・焼酎の魅力の認知は一部ファン層に限定されてい

るきらいがあり，社会全体としての認知度は必ずしも

高くないと思われる。

③人口減少や適正飲酒推進といった環境下. 1日本

らしさの結晶」である日本酒・焼酎の潜在力を引き出

し. 1地域発・日本再生の救世主J.121世紀の異文化

との架け橋」とするためには，個々の会社・関係省

庁・関係機関等の取り組みの補完として，オールジャ

パンで官・民が連携して， 日本酒・焼酎の魅力の認知
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ては国家戦略室の独断専行で立ち上がったものではな

く，当初より省庁横断型のプロジェクトとして構想さ

れたことが窺われる。

(2)推進協議会の活動

推進協議会は，平成 24年5月28日の第 1回会合を

皮切りとして，概ね月 l回のペースで4回にわたって

短期かつ精力的に議論を重ねた。 4回の会合を通じて，

様々なパックグラウンドを有する 6人のメンバーがそ

れぞれの意見を表明したことは勿論，海外の日本酒・

焼酎市場の現状や国際ブランド戦略についての知見を

得る目的でメンバー以外の有識者からもヒアリングを

行い，議論の一層の充実に努めた。

推進協議会ではまず先行して，平成 24年7月26日

の第 3回会合で. I政府が主催する国際会議等での日

本酒・焼酎の活用について (ENJOYJAPANESE 

KOKUSHU推進協議会としての考え方)Jを取りまと

め，大要以下の通り古川大臣宛に提言した。

①大臣級主催等の国際会議， レセプション等につい

ては， 日本酒・焼酎の認知度向上および輸出促進の観

点から戦略的に非常に重要と捉え，日本酒・焼酎の積

極的活用を推奨。

②①に該当するイベントでの具体的な銘柄選定につ

いては，選定に係る透明性，公正性確保の観点から，

主催官庁等においては，全国新酒鑑評会における過去

5年間の金賞受賞製造場を中心としたリストを参考に

しつつ，各イベントに関する他の要素(イベントテー

マ，開催地域，食事との組合せ等)も考慮の上， 日本

酒を選定する。焼酎も同様の考え方を準用。

推進協議会では最終的な取りまとめとして，平成

24年9月4日の第4回会合で. I園酒等の輸出促進プ

ログラム」を取りまとめ，古川大臣に提言した。

「園酒等の輸出促進プログラム」は，具体的施策と

して，①マーケティング戦略の構築，②園酒等のブラ

ンドの確立，③輸出環境の整備，④海外市場における

販路拡大，⑤園酒についての正しい理解の促進，⑥園

沼等の輸出を支える産業の基盤強化，⑦酒蔵ツーリズ

ム創造による地域活性化を盛り込んだ、包括的な内容に

なっている。なお. I園酒等の輸出促進プログラム」

については，既に本誌第 108巻第 1号において蓮尾徹

夫氏が論じているので，詳細はそちらに譲りたい。

702 

(3)推進協議会に関連した政府の動き

特に重要な動きとして. I日本再生戦略J.I園酒等

の輸出促進連絡会議」の設置，園酒等の輸出促進に係

る取組についての古川大臣から各大臣への要請文書の

3つを紹介する。

振り返れば，推進協議会の活動期間は，日本再生戦

略の取りまとめに向けた作業時期とも相当程度重なっ

ていたこととなる。推進協議会での「園酒等の輸出促

進プログラム」の取りまとめ前ではあったが，平成

24年7月31日に閣議決定された「日本再生戦略」に

おいては，重点施策の 1つとして「農林水産物等の輸

出促進と園酒など我が国『食』の海外市場拡大」との

「園酒Jの文言を含む項立てがなされた。同項立ての

具体的文言は「…囲内だけでなく海外の需要も視野に

入れたグローパルマーケティングによる市場開拓のモ

デル的取組のーっとして，園j酉を始めとした日本産酒

類について，輸入規制の撤廃・緩和，関税の引下げ，

在外公館やJETRO等を活用した海外での売り込み強

化なと官民連携の下で輸出促進のための総合的な環

境整備に取り組む。jというもので. I園酒J.I日本産

酒類jの文言が閣議決定に盛り込まれたのは今回が初

めてであるとされる(園酒， 日本産酒類の文言が閣議

決定に盛り込まれたことの意義は後述)。

また. I園酒等の輸出促進プログラム」において，

園酒等の輸出促進を国家戦略として，継続的かっ実効

ある取組としていくためには，関係府省，関係機関，

関係業界が責任と役割を分担しながら連携して推進し

ていく体制の整備が不可欠であると提言されたことを

受けて，内閣官房長官決裁により，関係府省で構成す

る「園酒等の輸出促進連絡会議jを設置し平成 24

年9月 18日に第 l回会合が開催された(開催実績は

この 1回のみ)。

最後に. I園酒等の輸出促進プログラム」を受けて，

古川大臣から各大臣に対して，各府省等主催の国際会

議のレセプションや大臣主催の食事会など外国人の出

席が見込まれる行事における園酒を中心とした日本産

酒類のより一層の活用促進をお願いしたい旨の要請文

書を発出した。

(4)現政権における動き

平成 24年 12月26日に政権が交代し. I園酒プロジ

ェクト」の取りまとめ役を担ってきた国家戦略室が廃

止されると，民間，関係各省等が連携しながら実行す

醸協 (2013)



人に対してはもとより，広く外国においても日本産酒

類の魅力を日本産農林水産物・食品と併せて発信する

とともに，輸出環境の整備を図る。」との提言が盛り

込まれている。

平成 25年 6月 14日に閣議決定された「日本再興戦

略jにおいては.nクールジャパン推進会議』におけ

る提言等を踏まえ策定された『アクションプラン』に

沿って，食，日本産酒類，ファッション， ものづくり，

コンテンツ，伝統文化等の連携により，主要な国際会

議・イベント等において「日本の魅力」を効果的に発

信し，外国人の共感と参加を得て，クールジャパンを

支える優れた『人財Jの育成等を推進する。J.1日本

産酒類については. 2020年までの輸出額の伸び率が

農林水産物・食品の輸出額の伸ぴ率を上回ることを目

指し，国際イベント，外交上のレセプション・会食，

主要な国際空港. r酒蔵ツーリズム』などを通じた発

信に取り組むとともに， 日本食とも連動した効果的な

商談会の実施などにより海外での販路を充実させ，官

民連携による輸出の増加を図る。このため. r日本産

酒類の輸出促進連絡会議』を活用し，総合的な輸出環

境整備を進める。jとされている。

(5) いわゆる「議運jの動き

政府自体ではないが，報道によれば，平成 25年 3

月7日に自民党の「園酒を愛する議員の会J(野田聖

子会長)が，また 4月3日に民主党の「園酒プロジ、エ

クト推進議連J(古川元久会長)が立ち上がっている。

第3 r園酒プロジェクトJに端を発した政府の

取り組みの評価

(1 )輸出環境整備に関する国税庁の取り組み

最初に. 1園酒プロジ、エクトJの立ち上げ以前より，

酒類業を所管する国税庁において輸出環境整備に取り

組んでいる事実を確認しておきたい。

主な例として，①国際交渉による輸出障壁の解消の

取り組みとして.EPA (経済連携協定)交渉により

関税を撤廃していること(例 メキシコ，チリ，フィ

リピン，スイス，ベトナム，ペルーなどにおいて1青酒

の関税撤廃).②二国間交渉による非関税障壁の撤

廃・緩和の取り組みとして，福島第一原子力発電所

の事故を踏まえた各国の輸入規制の撤廃・緩和を働き

かけていること (EU. マレーシアにおける酒類の規

制解除，ブラジルにおける規制緩和等).③輸出支援

る局面にあった最中. 1園酒プロジェクトJが消滅す

るのではないかといった不安の声も聞こえたとされる。

そうした最中，平成 25年 1月11日に「日本経済再

生に向けた緊急経済対策jが閣議決定され. 1地域の

魅力の発信，観光の振興」の項立ての下で. 1農林水

産物の輸出拡大及び日本食・食文化発信緊急対策」等

と並んで「日本産酒類の総合的な輸出環境整備」が明

示的に盛り込まれた。

引き続き，平成 25年 l月 25日の第 3回日本経済再

生本部の席上，本部長たる安倍総理より. 1第 l回産

業競争力会議での議論を踏まえた上での喫緊の重要政

策課題に関する当面の対応Jの 1項目として「クール

ジャパンの推進」が示された。具体的には「クールジ

ャパン戦略担当大臣は，関係大臣と協力して， 日本の

コンテンツやファッション 文化・伝統の強みを産業

化し，それを国際展開するための官民連携による推進

方策及び発信力の強化について検討すること。特に日

本食を世界に広め，日本食材の海外展開を進めること

を検討すること。」との指示となっている。

この方針を受けて，日本食材の一種である日本産酒

類の海外展開についてはクールジャパンの推進の一環

で取り組まれることが明らかになると共に，内閣官房

長官決裁により，関係府省で構成する「日本産酒類の

輸出促進連絡会議」を設置し平成 25年 3月 12日に

第l回会合が開催されている (1園酒」概念と「日本

産酒類」概念との関係については，後述)。

そこで，クールジャパンの推進方策として平成 25

年 2月26日に総理決裁で設置された「クールジャパ

ン推進会議J(議長:クールジャパン戦略担当大臣，

議員:関係副大臣及び各界有識者)の動きを見ると，

4回の会合を経て. 5月28日に「クールジャパン発信

力強化のためのアクションプラン」が公表された。

同アクションプランを見ると，日本産酒類に関して

は「…クールジャパンの発信に当たっては，相手国の

文化等を理解した上で，食，日本産酒類，ファッシヨ

ン，ものづくり，コンテンツ等の連携の可能性を検討

し，経済的効果に文化的価値を加えたトータルコーデ

イネートも含めた日本ブランドの効果的発信を模索す

る。その際には，民間の優れた人材の活用等を通じて

柔軟な発想を活かすことができるよう努める。J.1外

国の要人・著名人への働きかけや，内外でのイベント，

在外公館の活動等を通じて 日本圏内に滞在する外国

7日3第 10号第 108巻

:
i
j
 



のための制度の整備として，福島第一原子力発電所の

事故を受け，輸出用酒類に関する証明書(生産日，産

地，放射能分析)の発行体制を整備したこと等が挙げ

られる。

また④その他の輸出環境整備として，国際会議のレ

セプション等各種政府行事等に日本酒等を使用するよ

う働きかけていること(例:ダボス会議・ジャパンナ

イト，在外公館における各種レセプション等).外務

省主催の研修や日本酒等セミナ一等へ国税庁職員を講

師派遣していること等を挙げることができる。

「国税庁は課税のことしか考えていないから，酒税

が免税となる輸出のことはどうでもよいと思っている

のではないか。」との声もよく耳にするが，最近の取

り組みを見る限り，国税庁は酒類業所管官庁として，

輸出環境整備を業界の発展につながる大きな柱の lつ

として位置づけ，関係省庁等と連携して政府全体とし

て取り組んでいるように思われる。

(2) r園酒プロジェク卜Jの誕生と政策決定プロセス

との関わり

従前より国税庁において輸出環境整備に取り組んで

いる中. I園酒プロジ、エクト」が画期的なのは，酒類

全般の中から特に園酒を切り出した政策表明だ、った点

ではないだろうか。

財務省設置法等によれば，国税庁の任務は、「酒類業

の健全な発達」とされ，園酒すなわち日本酒，焼酎と

それ以外の酒類とは区別されていなしミ。この建付けの

下では，国税庁として園酒を切り出した政策表明を行

うことには，異なる酒類聞での公平の観点からも，少

なからぬ困難が伴うことが想像される。

他方. I園酒プロジェクト」を主管した国家戦略室

は. I総理直属の機関として特命事項に対応してい

くJ(平成 21年 11月2日国家戦略室発表文書)とさ

れることから様々な観点からの課題設定を行う可能性

を秘めた組織であって，また酒類業全体を所管する立

場にはないので異なる酒類聞での公平の観点からは一

義的には自由な存在と解される。また，古川大臣は平

成 24年5月11日の「園酒プロジェクト」立ち上げの

記者会見の際. I行政というのは縦割りラインで仕事

をいたしますけれども，これまでも国家戦略室におき

ましては，行政のイノベーションの一環として個別の

プロジェクトを1夫めて，そのプロジェクトのリーダー

を決めチームをつくり，そして関係する他の省庁や外
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の人も集めてプロジェクト型で仕事をするということ

をやってまいりましたカ{この ENJOYJAPANESE 

KOKUSHUプロジェクトも，そうしたプロジェクト

チーム方式でやってまいりたいと思っております。」

旨発言した。

以上のことから. I園酒プロジェクト」が今回のタ

イミング，内容で政策として打ち出されたことには，

国家戦略室の性質も関わっている可能性がある。

(3)活動体としての「園酒プロジェク卜Jの意義

「園沼プロジェクト」は，それ自体が予算措置を背

景に個別事業を実施・委託するのではなく，官民連携

しての戦略形成，世論喚起等を促す活動体である点で

ユニークであると考えられる。

推進協議会に関連した政府の動きを想像も交えつつ

解釈すれば，①推進協議会の開催を中心とした「園酒

プロジェクト」の存在ゆえに，平成 24年7月31日に

閣議決定された「日本再生戦略」を機に園酒， 日本産

酒類の文言が初めて閣議決定に盛り込まれることとな

り，②政府への拘束力を有する閣議決定が政権交代後

の現政権の継続的な取り組みを促し，③ひいては平成

25年1月11日に閣議決定された「日本経済再生に向

けた緊急経済対策」にも園酒， 日本産酒類の文言が盛

り込まれるに至ったと総括することも一つの可能性で

はないだろうか。

「闘酒プロジ、エクト」が消滅するのではないかとい

った不安の声も聞こえた中 こうして結果的に政策の

継続性が担保されたことの意義は大きい。そしてこの

過程では，推進協議会はもとより. I図酒プロジェク

ト」の事務方を務めた国家戦略室，国税庁等の地道な

努力もあったものと推測される。

(4)園酒と日本産酒類

ここで I園酒」概念と「日本産酒類j概念との関

係について，客観的事実を踏まえつつ筆者の考え方を

記しておきたい。

平成 24年 9月 18日に設置された「園酒等の輸出促

進連絡会議」の事実上の後継組織として，平成 25年

3月12日に「日本産酒類の輸出促進連絡会議」が設

置されたこと等から， 日本酒・焼酎業界の中には「前

政権下では園酒振興だったのに，現政権下では日本産

酒類なのでビールやワインも入ってしまった。」との

声があるとされる。

筆者は以下の事実をもとに，、①園酒を例示すること

醸協 (2013)



で園酒に政策上の力点を置くことをメッセージとして

発信しつつも，政策の対象はあくまで日本産酒類全体

であることは「園酒プロジ、エクト」から今に至るまで

何ら変わっていない，②連絡会議の名前の異同も政権

交代に伴う名義の変更に過ぎず政策自体の本質的な問

題ではないと考える。

①「園酒プロジェクト」の立ち上げ発表を見ても，

ビールやワインを排除していない。

②「園酒プロジ、エクト」発足直後に閣議決定された

「日本再生戦略jにおいても，園酒を例示しつつもあ

くまで「日本産酒類」の輸出環境整備に取り組むとし

ている。

③推進協議会が平成 24年 9月にまとめた提言のタ

イトルも「園沼等の輸出促進プログラム」であって，

「等」はピール，ワイン等を指すことから. r園酒等」

は日本産酒類と同義と解される。

④「日本産酒類の輸出促進連絡会議」の設置要領で

は. r園酒を始めとした日本産酒類」と園酒を切り出

す表現が使用されている。

⑤同じく「日本産酒類の輸出促進連絡会議」の設置

要領では，クールジャパン推進の一環として同会議を

設置することが新たに明記されているが，前述の通り，

古川大臣も「園酒プロジェクトJの立ち上げ発表時か

ら「園酒プロジェクト」をクールジャパンの一環とし

て位置付けていることを示唆し実質的な政策変更が

あったとは言えない可能性がある。

⑥政府自体ではないが，自民党，民主党両党の議連

とも，その名称に「園酒」を含んでいる。

また. r園酒プロジェクト」の呼称が定着しつつあ

ることを示す例として，筆者が所在する東海エリアの

動きを紹介すると，平成 24年に名古屋酒販協同組合

等が核となって設立され生販三層の団体「あいち銘酔

会jは.r闘酒プロジェクト」に賛同すると宣言した

上で，同団体が定める「あいち銘酔会推奨品」のボト

ルのラベル，首掛け等には rENJOYJAPANESE 

KOKUSHU (園酒を楽しもう )Jの文字を印刷してい

ることを紹介しておく。

本稿の表題は中立性の観点から.n園酒プロジ、エク

ト』に端を発した政府の取り組みについて」としたが，

筆者の見解としては，内外への明瞭なアピール力や，

「園酒プロジェクトjの呼称の定着状況等を踏まえる

と，現在に至る動きを含めた総称して「園酒プロジェ
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クトjと呼ぶことが適当ではないかとさえ感じている。

なお上記とは別次元の問題として，この 1年間位で

見ると，国産のウイスキー，ビール，梅酒等のリキュ

ール，ワインの国際コンクール等での活躍が顕著にな

っている。幅広い日本産酒類が海外レセプション等の

場で「日本ブランド」として一枚岩なることは，クー

ルジャパン推進会議の提言並びにそれを受けた「日本

再興戦略」にも沿ったものであり，一考に値するので

はないか。

第4 今後の展望

(1) r基盤的J戦略の必要性

「園酒プロジェクト」が立ち上がってまだ l年余で

あるが，クールジャパン推進の一環として. r日本産

酒類の輸出促進連絡会議」の設置など，日本産酒類の

総合的な輸出環境整備に向けた政府の体制が作られた。

こうした背景の下，総理の国際会議等でのトップセー

ルスから，地域レベルでの取組みまで，官民共同，関

係各省・各機関等，様々な関係者の協力の下，日本産

酒類をめぐる動きが続いている。

筆者としては，更なるステップとして，今後に向け

た戦略並びに戦略作りに係る体制整備を期待する。特

に重要な例として.r日本再興戦略」においては，

rrクールジャパン推進会議』における提言等を踏まえ

策定された『アクションプランJに沿って，食，日本

産酒類，ファッション，ものづくり，コンテンツ，伝

統文化等の連携により，主要な国際会議・イベント等

において『日本の魅力』を効果的に発信し」とされて

いるが. r食，日本産酒類，ファッション，ものづく

り，コンテンツ，伝統文化等の連携Jに向けた戦略並

びに戦略作りに係る体制整備については，筆者の知る

限り何ら議論されていない。

戦略の出発点は端的に言えば「日本の魅力・ブラン

ドは何か。」であって，様々な知見も踏まえ丁寧に議

論の上で，一貫性とアピール力を伴う形で日本の魅

力・ブランドを発信していくことが必要と考える。仮

にこうした戦略作りを怠り，発信方法・内容を個別の

イベントに委ねることとなると，イベント毎に内容や

方向性の異なる日本のイメージが発信される可能性が

あるので，発信のインパクトが弱まるのはもとより，

5呉った日本のイメージが発信されることさえ危慎され

る。理屈よりも実利，柔軟性等を重視する「現場主
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義」的な視点の有用性を否定する積りはないが，その

前提として，全ての発信に共通するような，言わば

「基盤的」戦略が先決なのではないか。

戦略の中身，また戦略作りに係る体制整備のあり方

について論ずることは，筆者の能力を超えるものでは

あるが，敢えて駄言を付すならば. 1園酒プロジェク

ト」の立ち上げ時に示された日本酒・焼酎の魅力，即

ち①「日本らしさの結晶J.②「地域発・日本再生の

救世主J.③他国料理と日本酒・焼酎との相性の良さ

を踏まえた 121世紀の異文化との架け橋」については，

常に留意しておく必要があると考えられるし，フラン

スの SOPEXA等の海外の事例も参考にしてはどうか

と考える。

(2)様々な知見の活用

直ぐ前で言及した「園酒プロジェクト」の立ち上げ

時に示された日本酒・焼酎の魅力，即ち①「日本らし

さの結晶J.②「地域発・日本再生の救世主J.Q:他国

料理と日本酒・焼酎との相性の良さを踏まえた 121

世紀の異文化との架け橋Jについては，疑いのない内

容にも映ると同時に，常識的・感覚的な納得の域を出

ず漠たる前提に止まっているとみられ，歴史的検証，

定量的把握等の知的営為が積み重ねられたとは言い難

い。中長期的に考えた場合，このままでは，園酒の国

内外での認知度向上を図っていく上で，深度ある説明

に窮する場面が生じる可能性を否定できないのではな

いか。

一つの対応策として，学界が様々な分野の知見を生

かして，園酒振興を進める上での基礎固め・内容の充

実に貢献していくことは非常に有意義と認められる。

こうした見地から，平成 25年 2月に筆者を含む東海

4県(名古屋国税局の管轄地域たる愛知，岐阜，三重，

静岡の 4県)の学者が中心となって. 1東海4県21世
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紀園酒研究会J(座長:加藤雅士・名城大学農学部教

授)を立ち上げた。

「東海4県21世紀園酒研究会」の活動状況の詳細は

別途の機会に論じる予定であるが，政府，業界の活動

を補完する意味でも，今までにない新たな視点からの

問題提起・提言を目指して活動することに固有の意義

があると考えている。

〈名古屋大学大学院経済学研究科教授〉
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