◆こんな顔ぶれの日本人たちが登場する本です
「日本人も知らなかった日本の国力（ソフトパワー）」 では、人の
能力を 14 の分野に分けて、様々な競技大会などでの成績を比較
することで、各国のお国柄を描出しています。 ノーベル物理学賞か
ら世界的な料理コンテストでの優勝者、F1 レースの優勝ドライバー
からヒップホップダンスの世界選手権優勝者、ビルボードにランク入り
する人気歌手から世界的な建築賞の受賞者など、様々な分野でし
のぎを削る才人たちの実績を棚卸しして、国別対抗形式で分析を
しています。
それぞれの分野における世界最高峰の人材も紹介していますが、そ
の中にはもちろん数多くの日本人も含まれています。 本書において、特に個人の名前を紹介
した日本人の厳選リストをここに開陳いたします。 安倍首相や昭和天皇など誰でも知っている
超有名人から、その道の通しか知らない各分野のカリスマまで含まれていますが、本書の中では
クールジャパンを彩るポイントゲッターとして同列に扱っています。彼らの活躍ぶりを通して日本の
人材力の奥深さが見えてきます、是非ご堪能ください。

＊挿絵は「相田智之氏」、デザインは「新井大輔氏」の手によるものです
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①基礎知力：教養
 ノーベル科学賞
 湯川秀樹（ノーベル物理学賞）
 経営学のオピニオンリーダー
 大前研一（マッキンゼー・アンド・カンパニーの元日本支社長）
 外貨を稼ぎ出す特許執筆力
 大村智（ノーベル医学・生理学賞）
 中村修二（ノーベル物理学賞）
 優雅な研究者
 廣瀬幸雄（イグノーベル化学賞）

②基礎体力：走力
 オリンピックの華 100 メートル競走
 吉岡隆徳（100 メートル走・元世界記録保持者）
 飯島秀雄（100 メートル走・ユニバーシアード優勝者）
 老若男女を駆り出す
 桐生祥秀（16 歳以下・ユース部門、現世界記録保持者）
 宮崎秀吉（マスターズ 105 才以上部門、現世界記録保持者）
 低速競技で粘り勝つ
 渋井陽子（1 万メートル走、世界歴代第 52 位）
 野口みづき（マラソン、世界歴代 6 位）
 砂田貴裕（ウルトラマラソン 100km 走男子、現世界記録保持者）
 安部友恵（ウルトラマラソン 100km 走女子、現世界記録保持者）
 開花する歩行者
 鈴木雄介（20km 競歩、現世界記録保持者）
 オフロードを歩み山に登ろう
 植村直己（世界初の 5 大陸最高峰登頂）
 田部井淳子（女性として世界初の 7 大陸最高峰登頂）
 更には垂直方向へ崖登り（スポーツクライミング）
 平山ユージ（男子 ワールドカップ優勝者）
 野口啓代（女子 ワールドカップ優勝者）
 水上や氷上にも居るスプリンター（スピードスケート）
 黒岩彰（世界スプリント選手権 500 メートル、日本人初の優勝者）
 清水宏保（オリンピック 500 メートル、日本人初の優勝者）
 加藤条治選手（500 メートル、元世界記録保持者）
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③操縦するモータースポーツ
 マン 24 時間耐久レース
 関谷正徳（日本人のルマン 24 優勝ドライバー）
 荒聖治（日本人のルマン 24 優勝ドライバー）
 デイトナ 24 時間耐久
 星野一義（日本人のデイトナ 24 優勝ドライバー）
 オフロード系の最高峰ダカールラリー
 篠塚建次郎（日本人のダカールラリー優勝ドライバー）
 増岡浩（日本人のダカールラリー優勝ドライバー）

④格闘技
 ボクシング（国際ボクシング名誉の殿堂博物館・殿堂入り）
 具志堅用高（WBA 世界ライトフライ級王者）
 ファイティング原田（世界バンタム級、フライ級王者）
 ジョー小泉（マッチメーカー兼トレーナー）
 本田明彦（プロモーター）
 大場政夫（WBA 世界フライ級王者）

⑤球技と射的
 この分野は対象者が多すぎるので個人名は割愛しています

⑥頭脳スポーツ
 エレクトロニックスポーツ（LoL と Dota2 世界大会）
 FocusMe （日本初の邦人系プロチーム）


ハッキングゲーマーの最高峰（DEFCON でのキャプチャーザフラッグ）
 Binja（日本勢として上位に進出する強豪チーム）
 fuzzi3（日本勢として上位に進出する強豪チーム）
 sutegoma2（日本勢として上位に進出する強豪チーム）

 地頭系ブレインスポーツ
 小笠原尚良（暗算ワールドカップ MCWC、総合優勝者）
 石川智恵（暗算ワールドカップ MCWC、3 位入賞者）
 池田義博（記憶力ランキングで世界 67 位）
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⑦スポーツ競技まとめ
 経済的に成功したアスリート（フォーブス誌、トップアリートの年収ランキング）
 田中将大（野球、58 位）
 イチロー（野球、77 位）
 錦織圭（テニス、92 位）
 スポーツマンシップ（国際フェアプレー委員会 CIFP のフェアプレー賞受賞者）
 橋本聖子（スケート）
 荻村伊智朗（卓球）
 谷口浩美（マラソン）
 小錦八十吉（相撲）

⑧踊る世界
 体操競技
 加藤沢男（累計金メダル数世界歴代 3 位）
 氷上の踊り手（フィギュアスケート・シングル）
 伊藤みどり（世界最高得点樹立）
 佐藤有香（世界選手権 優勝）
 荒川静香（オリンピック 優勝）
 安藤美姫（世界選手権 優勝）
 浅田真央（世界選手権 3 回優勝）
 髙橋大輔（世界選手権 優勝）
 羽生結弦（オリンピック 優勝）
 雪上の踊り手（フリースタイル）
 上村愛子（スキー・モーグル、ワールドカップ総合優勝）
 平岡卓（スノーボード・ハーフパイプ、ワールドカップ優勝）
 角野友基（スノーボード・スロープスタイル、ワールドカップ優勝）
 片山來夢（スノーボード・ハーフパイプ、ワールドカップ優勝）
 最高峰クラシックバレエ界（世界 4 大バレエ団の団員）
 佐々木陽平（英ロイヤルバレエ団・ファーストソリスト）
 熊川哲也（英ロイヤルバレエ団・ファーストソリスト）
 吉田都（英ロイヤルバレエ団・プリンシパル）


社交ダンス界（世界ランキング）
 橋本剛・恩田恵子ペア（WDC ボールルームで世界ランク 33 位）
 金光進陪・吉田奈津子ペア（WDC ラテンで世界ランク 33 位）
 織田慶治・渡辺理子ペア（WDC のラテン部門で世界ランク 60 位）

 最もクールなストリートアスリートはパルクール（世界大会成績）
 ZEN＝島田善（パルクールで日本人初のプロ選手、世界 5 位入賞）
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⑨歌い奏でる世界
 最上位のオペラ歌手（オペラ歌手の世界ランキング上位 500 対象者）
み

ち

え

 中丸三千繪（日本人の最高位 458 位）
 ポップ歌手の証はビルボード（ビルボードチャート 200 アルバムにランクイン）
 宇多田ヒカル（69 位）
 ディル・アン・グレイ（114 位）
 チボ・マット（168 位）
 ベビーメタル（日本人の最高位 39 位）
 知名度の高い大衆歌手（歌手の世界知名度ランキング）
 ToshI＝X JAPAN（218 位）
 安室奈美恵（279 位）
 浜崎あゆみ（291 位）
 倖田來未（303 位）
 Hanawa（381 位）
 倉木麻衣（420 位）
 林原めぐみ（458 位）
 中島美嘉（487 位）
 松田聖子（537 位）
 島谷ひとみ（564 位）
 平井堅（700 位）
 福山雅治（796 位）
 宇多田ヒカル（817 位）


擬音の歌手（ビートボックスバトルのベスト 16 進出者）
 妖怪うらに洗い（2 大会連続日本チャンピョン）
 Sh0h（現日本チャンピョン）

 交響楽団（世界 3 大交響楽団のコンサートマスター）
 樫本大進（ベルリン・フィルのファースト・コンサートマスター）
 DJ（世界中の DJ たちをレイティング上位ランカー）
 富家哲（467 位、ビルボード誌 Hot Dance Music/Club Play で 4 位）
 Ajapai（900 位、森俊彦）
 DJ KENTARO（1960 位、DMC ワールドファイナルの優勝者）
 大沢伸一（1971 位）
 Naeleck（2062 位）
 無音の演奏者（エアギター世界選手権優勝者）
 ダイノジの大地洋輔（世界選手権優勝）
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⑩話術の世界
 歴史的名演説（世界的な名演説 107 件リストアップ対象者）
 昭和天皇
 プレゼンテーションの達人（TED スピ－カ－再生回数トップ 150）
 Black（116 位、日本人の TED プレゼンター）

⑪読み物の世界
 頂上ノーベル文学賞
 川端康成（ノーベル文学賞受賞者）
 大江健三郎（ノーベル文学賞受賞者）
 国際的文学賞（世界的な文学６賞の受賞者）
 村上春樹（イスラエル：エルサレム文学賞）
 村上春樹（米国：アメリカ賞）
 村上春樹（チェコ：フランツ・カフカ文学賞）
 大岡信（マケドニア：スルトガ詩の夕べ金冠賞）


大衆文学の人気作家（作家の世界知名度ランキング）
 村上春樹（21 位）
 吉本ばなな（68 位）

⑫総合芸術：動画制作界
 映画制作（世界三大映画祭における最優秀作品監督）
 黒澤明（ベネチア国際映画祭の金獅子賞、カンヌ映画祭のパルムドール）
 衣笠貞之助（カンヌ映画祭のパルムドール）
 稲垣浩（ベネチア国際映画祭の金獅子賞）
 今井正（ベルリン映画祭の金熊賞）
 今村昌平（カンヌ映画祭のパルムドール）
 北野武（ベネチア国際映画祭の金獅子賞）
 宮崎駿（ベルリン映画祭の金熊賞）
 滝田洋二郎（アカデミー賞外国映画賞）
 動画ファイル制作（ユーチューバー、チャンネル登録者数世界ランキング上位者）
 Hikakin TV
 はじめしゃちょー
 グースハウス
 マックスむらい
 Seikin TV
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⑬美術デザインの世界
 芸術家（世界オークション市場における作品売上金額の上位者）
 奈良美智（16 位）
 村上隆（45 位）
 杉本博司（95 位）
 石田徹也（255 位）
 塚本智也（296 位）
 千住博（298 位）
 名和晃平（337 位）
 タカノ綾（362 位）
 建築家の実力（世界的な８つの建築賞受賞者）
 丹下健三
 安藤忠雄
 磯崎新
 槙文彦
 妹島和世
 坂茂
 谷口吉生
 伊東豊雄
 ファッションデザイナーの知名度（ファッションデザイナーの世界知名度ランキング）
 山本耀司（91 位）
 川久保玲（134 位）
 森 正洋（253 位）

⑭味の世界
 レストランの充実度（世界的なレストラン格付け 4 団体の結果集計）
 山本征治（龍吟のシェフ、日本料理、東京六本木）
 石原仁司（未在のシェフ、日本料理、京都東山）
 料理人の腕前コンテスト（世界最高峰の各料理コンテスト入賞者）
 浜田統之＠ブレストンコート・ユカワタン軽井沢（フランス料理）
 田崎信也（ワインソムリエ）
 石田博（ワインソムリエ）
 長田有起＠神戸屋（パン職人）
 畑仲尉夫＠神戸屋（パン職人）
 佐々木卓也＠ポンパドール（パン職人）
 山和大氏＠オクシタニアル（パティシエ）
 德永純司氏＠ザ･リッツカールトン東京（パティシエ）
 杉田晋一氏＠アンダーズ東京（パティシエ）
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⑮リーダーの資質
 強いリーダー（フォーブス誌とタイム誌の選ぶトップリーダーリスト集計）
 孫正義（ソフトバンク創業者）
 豊田章男（トヨタ自動車社長）
 黒田東彦(日銀総裁）
 白川方明（日銀総裁）
 安倍晋三（首相）
 御手洗冨士夫（経団連会長）
 菅直人（首相）
 鳩山由紀夫（首相）
 人徳のあるリーダー（世界的な９平和賞の受賞者）
 佐藤栄作（首相、ノーベル平和賞）
 緒方貞子（国連難民高等弁務官、フルブライト賞）
 庭野日敬（立正佼成会開祖、テンプルトン賞）
 高木仁三郎（反原発運動全国集会事務局長、ライト・ライブリフッド賞）
 大来佐武郎（外務大臣、インディラ・ガンジー賞）
 緒方貞子（国連難民高等弁務官、インディラ・ガンジー賞）
 金井昭雄（富士メガネ会長、ナンセン難民賞）
 憧れる人物（３誌の選ぶ、憧れの対象者リスト集計）
 宮脇昭（地球環境戦略研究機関国際生態学センター長）

■今後の日本式
 ケンブリッジ飛鳥（短距離走）
 サニブラウン・アブデル・ハキーム（短距離走）
 室伏広治（ハンマー投げ）
 ディーン元気（やり投げ）
 衣笠祥雄（野球）
 伊良部秀輝（野球）
 ダルビッシュ有（野球）
 オコエ瑠偉（野球）
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