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国際化・国際交流ＷＴ報告 

座長 原田 宗彦 

副座長 藤口 光紀 

 
＜１＞ 今後の方向性と残された課題 

本ワーキングチームは、国際化・国際交流をテーマに 2 回の会合を行い、する・見るという複眼的な視点

から、スポーツ・レクリエーションを目的としたインバウンドツーリストの増大と、国際的スポーツイベ

ントの誘致・開催における支援策等を議論した。その中で話題となったのは、日本から海外に向けてのス

ポーツ関連情報の可視化（見える化）と、すでに開催が決まった国際大会への具体的な支援、そして、こ

れから誘致を行う国際大会への招致活動に対する国家的支援の体制づくりである。 
 
＜２＞ 今後の課題 

  本ワーキングチームに残された課題は、以下のようにまとめられる。 
     ○日本が持つ豊富なスポーツ情報を海外に向けて発信し、コンテンツの可視化を狙う。 

－海外ツーリストにとって、野球、J リーグ、大相撲といったプロスポーツやアウトドアスポーツ資源

は魅力的であるが、情報チャネルが不足しており、最もインパクトが強い映像情報が海外に伝わって

いない。 
  ○外国人の受け入れ態勢の整備（スポーツ通訳、ホスピタリティ） 
  ○国家戦略および都市戦略としての国際イベントの誘致 
  ○国際イベント誘致のインセンティブ（経済効果、レガシー、インフラ整備等）の明 

確化と招致戦略の形式知化。 
  ○国際イベント誘致に関わる組織間連携と、文化・スポーツ・観光行政の一本化：文 

化スポーツ観光省の設置。 
 
＜３＞ 実証実験メニュー案 

①� 国際スポーツイベント支援に向けての包括的なプランの作成 
    すでに開催が決定している世界柔道選手権と 2019 年ラグビーワールドカップ大会に関し、 

プロモーションによるインバウンドツーリストの増加という視点から包括的な支援策をつくる。 
それとともに、現在招致活動が行われている 2022 年 FIFA ワールドカップ招致（Dream2022）の 
支援や、今後招致が予想されるアジア大会やオリンピック大会のようなメガスポーツイベントに関する

招致活動を形式知化し、国家戦略に組み込む。 
  ② 都市と国際スポーツイベントのマッチング支援 

       国際スポーツイベントには、オリンピックやワールドカップだけでなく、地域が主役となるグラスルー

ツの交流イベントも含まれる。そこで必要とされるのが、地域や都市とスポーツイベントを結び付ける

マッチング機能である。これには、イベントがもたらす経済効果や、イベント開催を支援する専門的な

知識・経験を持った人材が必要となる。さらに、都市とスポーツイベントのマッチングを実践するスポ

ーツコミッションの設置が望まれる。今後激化するアジア地域における都市間競争を勝ち抜くためにも、

都市にはグローバルスタンダードを満たす一級のスポーツ施設と、コンテンツとしてのプロスポーツ、

そしてスポーツイベント振興機関としてのスポーツコミッションが必要となる。 

資料５
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  ③ 国際競争力の高い資源型スポーツの商品化 
   日本には、冷涼な気候と豊富な積雪を誇る北海道から、世界有数サンゴ礁を持つ沖縄の海まで、 

豊かな自然と、それを使った資源型スポーツの可能性が残されている。今後急増するアジアの 
ツーリストとリピーターにとって、資源型スポーツは強力なプル要因となる。それゆえ、情報発信から

外国人に感動を与えるサービスイノベーションまで、一連の商品開発事例が必要とされる。 
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国際化・国際交流推進ワーキングチーム（第１回）論点整理ペーパー 

日時：平成 22 年 6 月 10 日（木）13 時～15 時 

場所：中央合同庁舎 2号館 16 階観光庁特別会議室 

 
＜論点１＞ 五輪招致 

 東京都が２０１６年の開催を目指したのは、スポーツという大きなインパクトで、東京、日本に来ていた

だいて地域の発展につなげるため。 
 IOC の１１４人をいかに取り込むかが最終目的。IOC の１１４人が、どのような人脈があって、スポーツ

界でどのような経験をして、どのような貢献をしてきたか、これにアプローチすることが弱かった。 
 重要なのは人、組織の強化。国際的な力をどう強めていくか。 
 JOC としては、競技力。日本でいえば、スポーツ界の組織力。ブレイクダウンすると、個々の役員の力。

最終的には財政力も。 
 今年から「国際人の養成」のプログラムの準備を開始。来年度から開始したい。 
 誘致に必要なのは、国際貢献、IOC へのアピール、取引、の流れ。 

  
＜論点２＞ 行政の関与のあり方 

 どの程度の人の動き、経済波及効果があれば国からお金出せるという仕組みを作ることが必要。自治体、

競技団体もそれだとイベントをとりにいきやすい。 
 宝くじ等間接的なお金は使いやすいが、直接国民からもらった税金をスポーツに使うのをあまりよしとし

ていない。 
 民間でも出資しやすい環境に。税制の見返りがあるなど。 
 イベント誘致は、自治体に予算がついて初めて競技団体が動く。 
 国として、どういったスポーツイベントを行い、投資をしていくべきかの政策を戦略的に考えるべき。そ

うすると、国の財政保証を出せずに他国に招致合戦で負けることがなくなる。 
 
＜論点３＞ ラグビーW 杯の開催とアジアのマーケット 

 ２０１１年の W 杯招致の失敗要因は、国際的なノウハウ、知識が未熟だったため。人材育成等も含めて。 
 今回の招致成功は「ラグビーを一部の国から世界へ」という構想の中、アジアで W 杯を開催するため。 
 IF、世界の流れに沿った戦略をとることが必要。しかし、国家的なサポート、法的な部分において日本は

未整備な部分が多く、IRB 側が納得していない部分がある。国からの支援なしでは出来ない部分があるの

で、国の整備が必要だと実感している。 
 スポーツ基本法を早期に成立させたい。国際スポーツイベントを成功させることが国のミッションだとい

えるような国が理想。 
 世界的にみて、アジアのマーケットに進出するには、個別のアジアの国にアピールするよりも日本を使っ

た方がいいという考え方。 
〇集客に向けて 

 ４８試合で約２００万の観客動員を想定。その約３割は海外からの観客を見込んでいる。 
 ２００２年のサッカーW 杯の時は３０万～４０万人海外から来るという国土交通省の予想だったが、かな

り下回った。韓国へ日本から観に行く人がほとんどいなかったため韓国も苦戦。日本サイドは欧米から来
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ると予想していたが当てが外れ、イギリスからは９０００人くらいだった。 
 普及においては、日本がアジアの中心となるべき。ラグビーW 杯までにアジアに出向いて普及をどれだけ

するかが重要。 
 
＜論点４＞ ランニングなどのするスポーツイベント 

〇現状 
 年間１５００～１６００回程度、日本でランニング大会があるうち、海外からは約３０００人が来る。そ

のうち東京マラソン参加者が２０００人。 
 WEB 上のエントリーフォームの英語版を無料でつくるかともちかけても、地元の人は消極的。英語なら

まだしも、アジアからのランナーが来ても対応できないという考え。 
〇提案 

 受け入れ態勢、現場の看板をどうするか、など自治体の担当の人が不安にならないような体制をつくれば、

メリットは感じるだろう。 
 参加型スポーツは意識が高いので、日本にいるファンの方が個人的なよびかけをして海外から人を連れて

くる方法はどうか。仲間を作るのは好きなスポーツに対するロイヤリティになる。 
 マラソンをグループで走らせる。その家族や周りの友人なども来るようになるメリットも。 
 海外からの観光客は、大きなターゲットになるだろう。海外にいくと、スポーツ専門の旅行会社が多くあ

り、常に顧客を持っているため、まとまった数のお客さんを確保できる。ネットワークを作って海外から

お客さんを呼ぶと言うのも重要。(※) 
 海外のエージェントへの PR が足りない。色んな競技団体や代理店がそれに取り組み、成功例をつくるこ

とが次のイベントの誘致につながる。 
 
＜論点５＞ インバウンドのための情報の「可視化」 

 国内の人が移動しているだけだとキャパには限界がある。イベントごとに人を取り合う形になると本末転

倒。それよりは規模を拡大するために海外から人を呼ぶべき。 
 放映権の問題等もあるが、まずは日本のコンテンツの可視化をすることが、マーケティングの段階で重要。 
 世界柔道、世界フィギュア等あるが、日本としての特徴をもっと国際映像に出すという方向になりつつあ

る。日本のテレビ局からそういった発信をしてこなかった。地方をフューチャーした映像・番組作りがで

きないか検討中。 
 来年度京都でフルマラソン。先ほどの例(※)のようにパッケージ化して海外に売りさばくのもひとつ。ツ

イッターや SNS での可視化を試みてはどうか。 
 皇居の環境もひとつの観光地→しかし外国の方が走ってみたいと思ってもその整備が出来ていない。 
 ニセコを開発したのが日本人ではない→海外の人の観点で日本から情報を発信できていないのが現実。 
 J リーグに海外から人を呼ぶために→日本のファンがどういう応援していて、どういう姿で関わっている

のかをみせることが必要。 
 ACL→水曜開催という時点で、海外からの人を閉じていると考えられる。土曜開催を検討して欲しい。東

アジアでお互い助け合うような環境づくりをすべき。 
〇陸上 

 走れば世界記録を出すような海外選手がいるかどうかがすごく大きな要素になる。世界的な陸上のイベン

トを通して、小中高生にいかに陸上競技に取り組んでもらうかが重要。 
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 南アフリカでブブゼラを鳴らすのが応援だということにメディアが注目した例を参考に。大阪人は、陸上

のこの大会をこんなに好きで、こんな関わり方をしているというのを外に出すことによって地域にメリッ

トがうまれる。それがわかると自治体もお金をだすのでは。 
 開催地あっての競技大会という視点。 

〇武道 
 海外の人からみると魅力的だが、こちらからの発信は HP くらい。 
 海外から人が来る大きな理由は、「日本で稽古したい」「日本でずっと続いてきた文化にふれてみたい」。 
 外国の空手道場を訪問した雑誌記者によると、憧れていた日本と違うというギャップを与えるという不安

もある。 
 
＜今後の指針＞ 

 全体的にツーリズムに関するデータが少ない。具体的なデータの提示が今後の課題。 
 どのような取り組みをすれば、国際化・国際交流が促進されるかという議論。情報の可視化が必要。 
 諸外国の成功事例の調査。 
 提案されるスポーツツーリズムのターゲットの明確化。 
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国際化・国際交流推進ワーキングチーム（第２回）論点整理ペーパー 

日時：平成 22 年 6 月 24 日（木）10 時～12 時 

場所：中央合同庁舎 2号館 16 階観光庁特別会議室 

 
□ イベント誘致期間 

 

＜論点１＞ 国際社会へ「情報発信」 

 

〇現状と問題 

 国際スポーツイベントの招致には、組織を全面的にまとめ、世界に発信するリーダーが必要 

 前回、東京オリンピック招致失敗の 1つの大きな要因は、日本を代表する「顔」の不在 

 1990 年代以降国際スポーツイベントの招致合戦が始まり、日本は中国、インド、韓国などに負けはじめて

いる。中国や韓国の場合、国全体でイベントを盛り上げようという姿勢が強い 

 日本でやる意味と魅力は果たして何か。それをはっきりアピールする必要がある 

 せっかくある魅力的な開催候補地の地域情報の発信が不足（地方の観光資源、美食、交通事情、治安事情

など） 

 

〇提案 

 日本に来る IF 団体へ日本の魅力をアピール 

 メディアの活用：日本をアピールする国際映像の作成。日本のフィーチャーリングビデオ作成、スポーツ

イベントの国際中継、海外に向けた放送などの可能性を探求。国から予算がでればベストだが、現時点で

は困難で、来年以降は可能性あり 

 国、自治体、メディア、民間企業（旅行会社など）の力を合わせ、日本を発信する国家戦略を考案 

 

〇2022 年 FIFA ワールドカップ招致について 

 日本のライバルは、韓国、カタール、オーストアリア、米国であり、非常に激しい招致になる 

 日本はインフラ面で高く評価されているが、FIFA が重視するのは、大会後の開催地でのサッカーのマーケ

ットの拡大、サッカー人口の増加、スポンサーの出資など、いわゆる将来の広がりへの可能性。その部分

では米国が積極的に PR しており、日本は大会後にどうサッカーを発展させ続けるのかを FIFA にアピール

するのが重要 

 オリンピックと異なり、国民の支持率は採点に入らず、また投票権は 24 人の FIFA 理事にしかない。その

ため、理事たちとの持続的接触、アピールが必要 

 現段階では、政府の保証と国際的人材の不足は不安材料 

  

＜論点２＞ スポーツイベントの経済効果 

 スポーツイベントの経済効果に関する研究には、数字で表現できない社会的効果もあり、評価や研究方法

は統一されていない。ただし、スポーツイベントの招致・開催には一定の経済効果が期待できるのも事実 

 イギリスでは、ワールドスヌーカー、ワールドバドミントン、ワールド柔道、アマチュアボクシングなど、

様々なスポーツイベントの経済効果が細かく測定されている 
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 小規模のイベントもかなりの経済効果をもたらすことができる。たとえば全国学生大会の場合、20 チーム

が一週間滞在する場合、1億円ぐらいの経済効果が発生する可能性もある 

 スポーツイベントの効果を、自治体や主催者側にどう認識させるかが難しく、大会の運営だけで精一杯

で、その後のアウトカムまでの測定はできていないといったのが現状 

 経済効果について、実際の影響を調査する必要がある 

 

＜論点３＞イベントの規模別に分類 

● メガスポーツイベント（オリンピック、ワールドカップなど） 

 都市イメージが向上するが、渋滞の問題など、マイナス要素もあり、それらを含めた検証が必

要 

● グラスルーツレベルのイベント（子どものスポーツ大会、スポーツ合宿など） 

 障害者にもスポーツがしやすい施設をつくることが必要 

 日本は高齢化社会だが、高齢者は元気であり、シニア大会を開催することで、日本の強さをアピー

ルするチャンスになる 

 

＜論点４＞組織間の連携（政府、自治体、イベント運営組織など） 

● 2002 年日韓ワールドカップの誘致活動の際、ＦＩＦＡから要求されるものが文部科学省を通じて降りて

きており、大変苦労した 

● 行政が動きやすいような超党派の団体がサポートしてくれると良い 

● 国際大会の招致の成功には１）招致２）招致決定から実施３）実施後の３つのフェーズ、ニーズがある 

 １）の時は国内の支持を得るために国のサポートや機会をつくる必要があり、政府の財政保証な

ど、法整備が必要になってくる 

 国としてのブランディング、チケッティングも協力が必要 

 開催地の自治体のサポートが必要となり、集客、特に海外からの集客が重要になる 

 同時に大会が祭りのようになるような雰囲気づくりをするために、行政との協力が必要 

 ニュージーランドで行われたラグビーのワールドカップでは、各省庁が人材を出し合って組織を作

り、プログラムを作った 

● 誘致活動に対する協賛、協力、後援はどの組織が行うのかが問題になる 

 韓国ではスポーツイベント及び、スポーツ関連の国際会議のパンフレットには韓国観光公社（ＫＴ

Ｏ）が協賛していた 

● スポーツ庁を設置するなど、スポーツ行政の一元化を図る 

● 各競技団体の大会カレンダーを国レベルで共有し、日本としてどう取り組むかのプラットホームをつく

り、それによってどれを優先的に取り組むべきか決めることができる 

● 民間組織と行政組織の予算作成の協力が課題である 

● 北海道、北海道運輸局、北海道観光振興機構の三者が協力し、北海道スポーツ観光連絡会議が 25 日に

発足する 

 北海道の資源を使い、マラソン大会、ゴルフ客、スポーツ合宿の誘致を目指す 

 プロスポーツ（野球、サッカー、バスケ）ではすでに協力を行っている 

 特に北海道日本ハムファイターズと楽天ゴールデンイーグルスでは、互いに試合観戦後の地域観光

を推進するプログラムがある 
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 現在はまだ国際イベントに関する誘致を行っていない 

● 文部科学省はスポーツイベントの誘致などへの協力をしている 

 メガイベントだけでなく、小規模のイベント（Ｊｒ大会や予選大会、キャンプ地誘致）も含めて考

える必要がある 

 小規模のイベントを行い、地域の活性化、ノウハウの蓄積を行うことができる。イベントの実績を

重ね、メガイベントへ繋げ、その結果、日本のスポーツイメージの向上を図ることが可能となる 

 

□ イベント実施期間 

 

＜論点５＞ホスピタリティー 

● 選手が試合の準備ができるよう、心のもてなし（ケア）が重要 

● グラスルーツの大会においても、イベントを受け入れた街の人のもてなしが必要である 

 試合結果も知らず、ただ接客するだけではいけない 

 地域全体でもてなすことでリピーターの確保を図る 

● イベントが開催される 1ヶ月以上の期間中、有能な通訳（通訳案内士）を確保することができない 

 英語を話すことができる人に比べ、中国語、韓国語を話す人が少ない 

 神田外語大学ではスポーツ通訳のコースを作ることを考えられている 

● 通訳案内士の資格を取らないと報酬を受け取ることができない 

 その制度を変え、試験についてホスピタリティーに関する内容を含めたい 

 

□ イベント終了後 

 

＜論点６＞イベント後のインパクト 

● 2002 年のサッカーワールドカップ後、サッカー、スポーツの活性化を図ってきた 

 女子、各年代別、フットサルの普及に加え、サッカー界を活発化させるため、世界大会の誘致や予

選の誘致を行った 

 国際イベント誘致、実施することによって人が育ち、競技も普及することに価値がある 

● アメリカの４大スポーツが盛んな理由は、国民がスポーツを楽しむマインドを持っているからであり、

スポーツに対しての理解がある 

 このような状況にするために、どのような活動をするべきかを考えることが重要である 

 

＜今後の指針＞ 

 メガイベントとグラスルーツイベントなど、イベントの分類化とそれぞれに応じた対応策を練る 

 評価方法や基準の再検討 

 誘致専門家や通訳を含め、人材確保の課題解決 

 組織間の連携を図る 

 日本でわざわざ開催する意義の明確化 

 

 

 


