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「普遍的な日本の魅力」の再構築・発信に関する検討会 
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１．趣旨 ～訪日観光促進の次の１０年に向けて～ 

２．議論の経緯 

（１）訪日観光の魅力とは何か？ 

（２）訪日観光の海外発信の課題 

（３）訪日観光発信の切り口 

３．訪日観光の３つの価値 

価値１：日本人の神秘的で不思議な「気質」に触れることができる。  

 ①震災のような困難なときにも示された高い美徳・規律、礼儀正しい気質。

②シャイだけど親切。知らない人にも配慮し、人に温かい気質。 

 ③飽くなき好奇心と根気で独自の世界をつくりあげる気質。 

④あえて言葉にしない、「わびさび」や五感を越えた「暗黙知」の存在。  

 

価値２：日本人が細部までこだわり抜いた「作品」に出会える。  

 ①歴史・伝統を継承し、現代の革新を加える「匠」や「専門家」による作品。 

 ②チームワークと擦り合わせの技から生まれた世界一「ハイテク」な作品。  

 ③洋の東西を問わず、「異国文化」を取り込み、日本的に昇華させた作品。  

 ④「自然」への畏怖・感謝をもとに、自然と一体化することで生まれた作品。 

 

価値３：日本人の普段の「生活」にあるちょっとしたことを経験できる。   

①「ちょっとしたこと」に楽しみやくつろぎを感じられる生活。  

 ②四季や伝統が深く入り込む一方、現代と「融合」した生活。 

 ③「世界一厳しい消費者」を満足させるレベルの高い消費ができる生活。 

④「お客様は神様」を合言葉に、完璧な「おもてなし」を享受できる生活。 

 ⑤都市から田舎まで、全国どこでも「便利」、「清潔」、「安全」な生活。 

４．海外発信にあたって 

（１）世界へ「驚き」を！－地味で真面目はいけない－ 

（２）相手と対話を！－万能の価値があると誤解しないー 

（３）オールジャパン・地域間で共有を！－各者がばらばらはいけない－ 

５．結び 
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１．はじめに ～訪日観光促進の次の１０年に向けて～ 

 

「日本が世界のレーダースクリーンから消えている」 

 

バブル崩壊後、新興国の勢いある成長の陰に隠れがちな日本の状況に、内外

問わず、危機感を抱く者は少なくない。政府の産業競争力会議においても、中

国や韓国に押され、日本のプレゼンスが低下しつつあることへの懸念が示され

ている。 

 一方、日本を訪れる外国人は、２００３年の５２１万人から２０１０年には

８６１万人にまで増加した。そして、これら訪日外国人の日本旅行に対する満

足度は極めて高く、観光庁調査によれば、訪日した９５．４％の外国人が「大

変満足した」、「満足した」、「やや満足した」との感想とともに帰国している。 

（注）「訪日外国人の消費動向：平成 23 年 年次報告書」（国土交通省観光庁） 

 日本の将来を支える重要な柱の一つとして、「日本のフロンティア」、「坂の上

の雲」とも言われる訪日観光には大きな力が秘められている。ひとつには、人

口減少などの課題を抱える日本経済、地域経済の数少ない成長分野としての期

待がある。もうひとつには、日本を訪れる諸外国からの旅行者が我が国の価値

や魅力への理解を深め、ひいては我が国ソフトパワーの強化、平和へのパスポ

ートにもつながることである。 

２０１１年の東日本大震災の影響により大きく減少した外国人旅行者数は、

２０１２年には８３７万人となり、全体としては、震災前水準を回復したもの

の、震災とそれに続く原発事故は一部の外国人の間に、日本の魅力の一つであ

った「安全・安心」に対する不安を抱かせ、訪日観光は一から出直しの状況に

ある。 
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日本の本格的な外客誘致事業であるビジットジャパン事業は、その開始から

２０１３年で１０周年を迎える。この１０年、インバウンドに取り組む自治体

や事業者の数は増え続け、今後の日本の成長産業の一つであるという認識は国

内で相当程度広がっている。それでも、日本への外国人旅行者数は２０１１年

現在、世界で３９位、アジアで１０位という状況で、日本はまだまだ観光後進

国の地位に甘んじている。 

 

また、観光分野が成長分野であるとの認識が各国間で広まり、競合国間での

インバウンド誘致競争は激しさを増し、どの国も新しい魅力の発信に躍起とな

っている。 

 
日本の桜                韓国の桜（出典：韓国観光公社素材集） 
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平成２４年８月に設置された本検討会は、こうした状況において、世界に誇

る訪日観光の価値・魅力とは何かについて、日本人、日本を愛する外国人両者

から構成される合計１１人の委員間で議論を行い、とりまとめられたものであ

る。検討会は全３回にわたって行われたが、検討会以外の機会にも、各委員か

ら断続的に多くの助言をいただいたところである。 

２．議論の経緯 

（１）訪日観光の魅力とは何か？ 

検討会では、まず委員それぞれから、各委員が考える訪日観光の魅力につい

て、意見の提示を行った。各委員が考える訪日観光の価値・魅力は様々で多岐

にわたり、それだけでも、日本には実に多くの価値・魅力があり、今後の訪日

観光の増加に向けて、その潜在性に強く期待を抱かせるものとなった。一例を

あげれば、以下のような点があげられた。 

第１回検討会において委員より提示された訪日観光の魅力（例） 

○  日本は居酒屋やカラオケなど、ちょっとしたことにも楽しみがある。これらは、ダイ

ナミックでばかげているけど、このfunを打ち出さないといけない。  

○  観光には３つのＰが必要である。Places,People,Participationである。ダイナミッ

クでエキサイティングで楽しいことが重要だ。  

○  日本人の親切さにはみな感心する。また、本当に真剣に細かいものをつくりこんでい

るというのも魅力的に映っている。  

○  話しかけるまでむっとしているが、話しかけるととても親切と言うことは、日本に対

してわくわく感をもたせるひとつのきっかけになる。  

○  日本が洗練されていること、寿司職人や最高級のメロンをつくる人等、日本のハイエ

ンドなものを打ち出していくべき。毎年スターが来日し、彼らはHigh-endな点に惚れて

いる。  

○  東北は素晴らしいところで、人の温かみ、自然の美しさなどをＰＲすべきである。  

○ ショッピングモールは、それだけでは日本らしいものではない。２０世紀の建築群の

ほうがよほど素晴らしい。  

○ 日本の祭りは世界一とも思えるショーであるし、現代に生きる伝統である。  

○ 日本人の生活には漫画もアートも入り込んでいる。  

○ 日本人は中国人と異なり伝統を大事にしている点を訴求すべきである。  

○ 日本の魅力は説明しにくく、行かないと分からないところが多い。日本の「寛大さ」

は一つの売りになる。  

○  他のアジア諸国とで差別化できるものとして、日本の20世紀の豊かさを打ち出せるの

ではないか。イサム・ノグチの彫刻などは素晴らしい。  
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（２）訪日観光の海外発信の課題 

また、現在実施されている訪日観光の海外発信については、それら日本の魅

力がしっかりと海外へ届けられていないという厳しい意見が多かった。具体的

には以下のような意見があった。 

第１回検討会において提示された観光の海外発信（コンテンツ）の課題（例） 

○ 日本も変わり、観光も変わってきている。様々なケースで日本を訪れている。現在の

プロモーションは紋切型で団体旅行から個人旅行へという観光市場の変化に対応しきれ

ていない。  

○ １０年近くＶＪ事業に携わっているが、うまくいったとは言えない状態。創造力、作

る力が足りないと思う。  

○ 日本は海外での存在感が全くない。そもそもヨーロッパではいまだ日本はサムライの

国であると思われている。  

○ 「Japan. Endless Discovery。」は中立的で日本らしくない。日本の何が他国と異な

りユニークなのかということを明確にすべきである。  

○ 何が本当の意味での日本なのかということを見極めていただきたい。  

○ 「なんでもある」というＰＲは何も言っていないに等しい。  

○ 日本人が自ら discovery しながらＰＲしなければならない。当事者が自信を持ってい

ないのでは何も売れない。 

委員各位から示されたように、訪日観光の魅力は実に多様でその潜在力は高

い。しかし、ここで同時に委員より指摘されたように、日本への絶対的な知識

量が不足している外国人に対して、これだけ大量で多様な魅力を 

「日本にはいろいろな魅力があります。」、 

「日本には様々な魅力があります。」 

という形で伝えることは得策とはいえない。 
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英国人政策アドバイザーのサイモン・アンホルト（Simon Anholt）氏が指摘

しているように、グローバルに大量の情報が飛び交う現在においては、消費者

は各事象の真の魅力を理解するため、一つ一つゆっくりと説明を聞いたり、自

ら調べる時間や忍耐強さを持たない。そのような状況で、 

 

「日本にはいろいろありますよ」 

 

という、冗長でくどくどとしたプロモーションを続けていては、結局のところ、

膨大な情報のなかに日本の観光情報は埋もれてしまい、何一つ世界へ伝えるこ

とができない。 

 

（参考）「なぜ国家ブランドイメージが重要なのか」（Simon Anholt） ”Handbook on 

Tourism Destination Branding”(2009 年国連世界観光機関及び欧州旅行委員会)より

 

「今日においては、地球上のすべての国、都市、地域間で、事実上の単一市場にお

いて、商業上、政治的、社会的、文化的取引や交流におけるシェア争いが行われてい

る。多忙を極める世の中において、ブランドイメージは不可欠なものとなっている。

ほとんどすべての人間は、ある国と別の国が提供するものの真の差異について理解す

るための時間も、忍耐強さも専門性も持ち合わせていない。従って人々は、ある決定

をするにあたって、彼ら自身の基本的な信念やある種の偏見をよりどころにするしか

ないのである。商業でまさにそうされているように、ブランドイメージは購買決定へ

のショートカットなのである。」 

出典：”Handbook on Tourism Destination Branding”(2009 年国連世界観光機関及

び欧州旅行委員会) 

 

訪日観光の推進にあたって求められるのは、 

 

「日本」＝「観光目的地として、○○で魅力的」 

 

というイメージが、説明なしに、競合国と差別化された形で、海外の消費者

の頭のなかに即座に浮かぶことである。戦後、工業国としての歩みを進めてき

た我が国のイメージは、ともすれば、グローバルに展開する製造業をはじめと

する企業やそれらが生み出す製品の質の高さなど、「技術力」に代表されがちで

ある。観光目的地としての日本のイメージは十分に浸透していない。 

 

しかし、日本がインバウンドでは世界３９位に甘んじていても、アウトバウ

ンドでは世界８位であり、古くから国内旅行も盛んであることに鑑みれば、現

実を無視してまったく新たなイメージを作りあげるということでなく、「観光目

的地としての日本」を浸透させていくことができるのではないか。 
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また、そのことは、前述のアンホルト氏が「近道(shortcut)」と指摘するよ

うに、効率的・効果的に訪日観光プロモーションを行う基盤となり、中長期的

には安定的な訪日外国人旅行者数の確保につながる。 

 

そのための取組として、まずは、グローバルな時代の溢れる情報のなかで、 

・できるだけ短くシンプルに、 

・他の競合国と差別化された訪日観光の魅力を、 

海外の消費者の頭のなかへ擦り込んでいくことが求められている。 

 

（参考）「技術 ＶＳ 観光 －日本（観光）にとってプラスかマイナスか－」 

 ドイツと同じく、日本の国際的なイメージは多くの場合、技術的専門性、主に電化製品

に対する評判によるものである。英国の一般大衆向け家電小売店である Dixon が、独自の

製品に対して日本的な響きのするブランド名「Matsui」を名付けたことがそれをよくよく

物語っている。しかし、近代的な電化製品と伝統文化は一見矛盾するように見え、従って、

日本の国家ブランドを発展させるうえで重大な課題になる。 

 しかしながら、共通の特徴は質や細部へのこだわりである。この点は、最新のプラズマ

スクリーンテレビの購入者によってと同様、高いレベルのおもてなしや旅館での顧客サー

ビスを求める旅行者にとっても重要である。 

（結論－日本） 

この事例は、すでに受け止められているブランド価値（思いやり、細部へのこだわり、製

品への誇り、サービスの質）が分野を越えうること、また、その価値は輸出事業者と観光

産業が潜在的な顧客へ示すのに等しく同じだけ重要であることを明確に示している。 

出典：”Handbook on Tourism Destination Branding”(2009 年国連世界観光機関及び欧州

旅行委員会) 
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（３）訪日観光発信の切り口 

そうした中、本検討会において、「訪日観光」を海外へ発信するにあたっての

シンプルで競合国と差別化されたキーワードとして、浮かび上がってきたのが、

「日本人」という切り口である。 

東日本大震災の際、困難な状況にも冷静さを失わない「日本人」の姿は、世

界中から称賛を浴びた。また、「10 things to learn from Japan(日本から学ぶ

１０のこと)」と題した日本人への称賛がインターネット上を飛び交い、日本人

に関するこの称賛は、当然のことながら日本への好感度を高めている。 

検討会委員は議論の末、この「日本人」という貴重な資源を訪日観光の魅力

発信の出発点として活用すべきである、という結論に至った。 

（参考）“10 things to learn from JAPAN”（作成者不明） 

 

1. THE CALM 

Not a single visual of chest-beating or wild grief.  

Sorrow itself has been elevated. 

2. THE DIGNITY 

Disciplined queues for water and groceries. Not a rough word  

or a crude gesture. 

3. THE ABILITY 

The incredible architects, for instance. Buildings swayed but  

didn’t fall. 

4. THE GRACE 

People bought only what they needed for the present, so everybody  

could get something. 

5. THE ORDER 

No looting in shops. No honking and no overtaking on the roads.  

Just understanding. 

6. THE SACRIFICE 

Fifty workers stayed back to pump sea water in the N-reactors.  

How will they ever be repaid? 

7. THE TENDERNESS 

Restaurants cut prices. An unguarded ATM is left alone.  

The strong cared for the weak. 

8. THE TRAINING 

The old and the children, everyone knew exactly what to do. 

And they did just that. 

9. THE MEDIA 

They showed magnificent restraint in the bulletins. No silly reporters.  

Only calm reportage. 

10. THE CONSCIENCE 

When the power went off in a store, people put things back on  

the shelves and left quietly! 
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（仮訳）日本から学ぶ 10 のこと 

１．冷静さ 

いずれの映像からも大きな嘆きや狂気のような悲しみは見られない。 

悲しみそのものだけが高まっていた。 

２．威厳 

水や食料雑貨に規律を持って列をなしている。粗い言葉や粗野な行為は見られない。

３．能力 

たとえば、驚異的な建築士。建物は大きく揺れたが倒れなかった。 

４．気品 

人々は今必要なものだけを買ったため、みなが必要なものを得ることが出来た。 

５．秩序 

お店での略奪は無い。道路では、クラクションもなければ、割り込みもない。 

６．犠牲的行為 

原子炉に海水を注ぐため、50 人の労働者が戻った。 

彼らはいかに報われるというのだろう。 

７．優しさ 

レストランは価格を下げた。警護のない ATM はそのまま残されている。 

強いものは弱者を思いやる。 

８．しつけ 

老若男女みんな何をすべきか知っていて、そしてそれを行う。 

９．メディア 

ニュース速報での驚くべき自制。ばかげた記者はいない。 

落ち着いた報道があるだけ。 

１０．良心 

お店で停電となったとき、人々は物を棚に戻し静かに帰った。 

 

誤解を恐れずにいえば、訪日観光はまだまだ「フジヤマ、ゲイシャ、スシ」

のイメージから抜け出せていない。これらは誰もが認めるシンボリックな訪日

の魅力であることに違いないし、これほど海外へ浸透している日本のイメージ

はほかにない。 

 

しかし、この「フジヤマ、ゲイシャ、スシ」は、写真で切り取られた一コマ

の紋切型のイメージとしてしか映っておらず、個人旅行化が進み、体験や交流、

さらには自己実現がニーズとされはじめた国際観光市場においては、つまらな

いものとなりかねない。「温かみ」、「面白み」、「深み」を伴う日本のイメージを

伝えていく必要がある。 

 

「日本人」というキーワードは、このイメージのギャップを埋めてくれる可

能性がある。富士山に荘厳なる特別な感情を抱く「日本人」の想い、美しい外

見の「芸者」が内に秘める職業として覚悟や鍛錬、寿司のおいしさを生む「職

人」がもつ代々伝承されてきた技へのこだわりなど、「日本人」を入り口にすえ
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ることで日本の観光地や観光資源が、他の競合国にはない魅力的なものに見え

てくる。 

 

また、「日本人」を通して普段の日常を眺めれば、これまで観光資源になると

は思いもしなかったちょっとしたこと（a little thing）すら、新しい観光資

源になるかもしれない。 

 

工業製品と異なり、観光地や観光資源は海外へそのまま持ち運ぶことができ

ない。だからこそ、そのプロモーションには一段レベルの高い工夫が求められ

る。見た人に、平面でなく、三次元の世界を想起させ、さらに五感にまで訴え

る深い魅力や価値の訴求が必要とされる。「日本人」を訪日観光のキーワードと

して、これまでの観光資源を違う切り口から眺めることで、また、何もないと

いわれるところでも、「日本人」を切り口にその日常を眺めることで、紋切型で

創造性や面白みに欠けると指摘される“厚化粧”のプロモーションから取組を

一歩前へ進めることができるのではないか。 

 

「日本」 ＝ 「あの日本人を感じる観光目的地・日本」 

 

というイメージをグローバル社会のなかで浸透させる努力をまずしてはどうか。 

次の第３章で示される「訪日観光の３つの価値・魅力」は、上記の議論を経

て、検討会及びその事務局が、訪日観光の価値について、「日本人」を切り口に

再構築を試みた結果である。 
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３．訪日観光の３つの価値 

 

 

日本を旅行することでしか得られない３つの価値 
 

 

価値１：日本人の神秘的で不思議な「気質」に触れることができる。  

①震災のような困難なときにも示された高い美徳・規律、礼儀正しい気質。 

②シャイだけど親切。知らない人にも配慮し、人に温かい気質。 

③飽くなき好奇心と根気で独自の世界をつくりあげる気質。 

④あえて言葉にしない、「わびさび」や五感を越えた「暗黙知」の存在。  

 

価値２：日本人が細部までこだわり抜いた「作品」に出会える。  

①歴史・伝統を継承し、現代の革新を加える「匠」や「専門家」による作品。 

②チームワークと擦り合わせの技から生まれた世界一「ハイテク」な作品。  

③洋の東西を問わず、「異国文化」を取り込み、日本的に昇華させた作品。  

④「自然」への畏怖・感謝をもとに、自然と一体化することで生まれた作品。 

 

価値３：日本人の普段の「生活」にあるちょっとしたことを経験できる。   

①「ちょっとしたこと(a little thing)」に楽しみやくつろぎを感じられる生活。   

②四季や伝統が深く入り込む一方、現代と「融合」した生活。 

③「世界一厳しい消費者」を満足させるレベルの高い消費ができる生活。 

④「お客様は神様」を合言葉に、完璧な「おもてなし」を享受できる生活。 

⑤都市から田舎まで、全国どこでも「便利」、「清潔」、「安全」な生活。 
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English 

Three Core Values of Japan Tourism 
 
１：Experience the Japanese people's mysterious, miraculous “Character.” 
①Highly virtuous, disciplined and well-mannered, as seen during the difficult 
time after the earthquake. 
②Reserved, but kind; considerate and warm towards people they don't know. 
③ Build their own unique world through their inexhaustible curiosity and 
perseverance. 
④ Have “Wabi Sabi” and "unspoken understanding", a sixth sense by which 
they communicate without speaking.  
 
２：Encounter "Creations" born of Japanese people's meticulousness. 
① Creations by artisans and experts who have an inherited history and tradition 
and add modern innovation 
② The world's top "high-tech" creations born of teamwork and the art of 
reconciling ideas 
③ Creations born by taking in other cultures, east or west, and adapting them to 
suit Japanese culture 
④ Creations born by integrating ideas with nature based on respect and 
appreciation of nature 
 
３：Enjoy the little pleasures of Japanese people’s ”Common life”.  
① Common life in which people feel enjoyment and relaxation in little things 
② Common life is one that is deeply imbued with the four seasons  and 
tradition, fusion with modern things. 
③ Common life is one that enables high consumption at a level that satisfies the 
world's most discriminiating consumers 
④ Common life in which the consumer is treated with perfect service based on 
the motto - "the customer is god" 
⑤ A convenient, clean and safe common life is practiced throughout the nation, 
in both the cities and the countryside 
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（１）訪日観光の３つの価値① 「気質」＝CHARACTER 

価値１：日本人の神秘的で不思議な「気質」に触れることができる。 

 ①震災のような困難なときにも示された高い美徳・規律、礼儀正しい気質。 

 ②シャイだけど親切。知らない人にも配慮し、人に温かい気質。 

 ③飽くなき好奇心と根気で独自の世界をつくりあげる気質。 

④あえて言葉にしない、「わびさび」や五感を越えた「暗黙知」の存在。  

 

⇔従来のイメージ 

：日本人は無口で、面白みがない。閉鎖的・画一的で融通が利かない。  

 

【「気質」に触れることができる場面／観光地（例）】 

○一見、無愛想で、目をそらすくせに話しかけたら、片言の英語でとても親切に道案内を

してくれた。 

○財布を落としてあきらめていたが、交番を尋ねると、中身をそのままに誰かが届けてく

れていた。 

○デパートのトイレに入ると、トイレットペーパーが次の人のために三角折にされていた。 

○伝統的な禅寺で、修行に励む僧侶たちが、早朝、黙々と建物の隅々まで雑巾がけ、庭掃

除をしていた。 

○駅のホームで整然と整列して列車を待つサラリーマンの姿を見た。満員電車から下りよ

うと思えば、声をださずとも周りの人が自分を降ろすように体を避けて、スムーズに降ろ

してくれた。 

○３分おきの高頻度運航を支える、素早く正確に仕事をこなす鉄道清掃員の方が、出発す

る鉄道に向かって、深深とお辞儀をしていた。 

○世界一多くの乗降客を持つ鉄道駅ですら、ごみひとつ落ちていなかった。 

○遠路はるばるお伊勢参りに訪れると、参道の人々が参拝客をねぎらうように温かい声を

かけられた。 

○混雑していても、エスカレーターにはみな片側にきれいに寄って並んで使っていた。 

○家が埋もれるほどの雪の中でも、おじいちゃんおばあちゃんが防寒着で懸命に雪かきを

していた。 

○初対面で挨拶しようと思ったら、握手でなく、まずはお辞儀をされ、次に丁寧に名刺を

渡された。 

○朝稽古の相撲部屋を訪ねると、スポーツであると同時に、土俵を神聖視し、必ずお辞儀

してから足を踏み入れる相撲力士の姿があった。 

○まちを歩くと、愛するアニメキャラクターに少しでも近づこうと、手作りでハリウッド
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顔負けの衣装を身にまとう若い女性たちが談笑していた。 

○若い頃のアメリカ文化への憧れをもとに、全米のファッションを集めつくしたおっさん

が展開するセレクトショップでその品ぞろえに驚く。 

○喫茶店で隣の若い女性たちを眺めると、カラフルで凝りに凝ったネイルアートを施して

いた。 

○博物館を訪ねると、写真にとればそのまま本物と見分けがつかないほど精緻なジオラマ

を見た。 

○古池の前で有名俳人の俳句を読むと、荘厳な雰囲気とともに、目の前に新たな世界が広

がったように感じた。 

○畑の横に設置された小さな置物小屋を覗くと、野菜の無人販売所であった。 

○デパートで顧客とともに店内を回る丁寧なサービスを受け、呉服屋時代の「御用聞き」

に思いをはせる。 

○富士山の山頂で、神社や御来光へ祈る日本人の姿に、富士山が持つ荘厳なエネルギーを

感じた。 

○お寺の美しい庭園を眺めていると、シンプルだけどたくさんのものが感じられた。 

○デパートで顧客とともに店内を回る丁寧なサービスを受け、呉服屋時代の「御用聞き」

に思いをはせる。 

○田舎を走る鉄道から、山裾にときおり祠を見つけた。 

○ふと早起きすると、何事もなく完璧なおもてなしをする旅館の女将が、懸命に掃除や洗

濯に励む姿を見た。 

○「いただきます」と手を合わせてから食事をはじめる日本人 
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（２）訪日観光の３つの価値②  「作品」＝CREATION 

価値２：日本人が細部までこだわり抜いた「作品」に出会える。           

 ①歴史・伝統を継承し、現代の革新を加える「匠」や「専門家」による作品。 

 ②チームワークと擦り合わせの技から生まれた世界一「ハイテク」な作品。  

 ③洋の東西を問わず、「異国文化」を取り込み、日本的に昇華させた作品。  

 ④「自然」への畏怖・感謝をもとに、自然と一体化することで生まれた作品。 

 

⇔従来のイメージ： 

日本人は他国の模倣は上手だが、オリジナルを生み出す力はない。  

 

【「作品」に出会える場面／観光地（例）】 

○東京で日本食を食べようと探してみると、「天ぷら」、「寿司」、「鰻」、「すき焼き」といっ

たように、個別の料理ごとに専門店が存在していた。 

○世界で最も古い会社の１０社の半数以上が、温泉旅館、宮大工などの日本の会社である。 

○刃物の製作所を訪ねると、職人が懸命に作業しながら「私が作った包丁で切ると、刺身

が生きている。目が生きている。」と語っていた。 

○もくもくと煙をはく焼き鳥屋に入ると、永年継ぎ足した「万年だれ」によって店独自の

味を守っていた。 

○外国では瓶でしか飲めない銘柄の日本酒の蔵元を訪ねると、樽から直接飲む味の違いに

感激するとともに、そこに込められた杜氏の想いや技、米の削り方の妙を知った。 

○師匠からの技を引き継ぎ、それに革新を加えながらも伝統の味を守り続ける匠の寿司を

食す。 

○1549 年のフランシスコ・ザビエルによる布教以来、西日本で急速に広まり、キリスト教

禁止令の時代も潜り抜け今も残る日本風にアレンジされたキリスト文化に触れる。 

○大相撲を観戦すると、モンゴル、ブルガリア、エストニアなどたくさんの外国人力士の

活躍と日本の伝統を愛する姿に出会う。 

○明治の文明開化の時代に日本が大量に導入した「和洋折衷」の名残に触れる。有名西洋

人建築家の建築物を見ながら、優雅に時代の流れを感じる。 

○まちの洋食屋で日本風にアレンジされた西洋料理（たらこスパゲッティ、カステラ、コ

ロッケ、とんかつ、海老フライなど）や中華料理・ラーメンや韓国料理・焼肉を食す。 

○自然や豊作への祈りから開始され、先人のこだわりがつまった伝統的なお祭りに参加す

る。 

○庭が景色と一体化しようとした建築や庭園借景の技術に触れる。 

○四方を海で囲まれ、寒流と暖流が混じり合う良好な漁場に位置することによる海の恵み
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に感謝し、その恵みをあらゆる知恵を施し大切に食す。 

○どんな料理べたでも上手に炊けるように工夫された炊飯器、たくさんの種類がありすぎ

て、店頭で選択に迷う 

○決して手を抜かず高い品質と表現力を実現するため、１分間の放映のために５００枚の

セル画を制作する「アニメ」の圧倒的な楽しさに浸る。 

○休憩時のトイレに入ったら、自動的に蓋が開閉。さらにおしりまで自動で洗浄してくれ

る。 

○一頭一頭に名前を付けて愛情を注ぎながら育て、と殺後はお墓を作りその生へ感謝する

ほどの思い入れを踏まえた和牛の真のおいしさに触れる。 

○納豆、味噌、漬物、塩辛、醤油、酢など豊富な発酵食文化。麩、凍り豆腐、いぶりがっ

こ、干し柿などに代表される干物・乾物の食文化。 

○旅のできない時代、日常生活のなかに、四季を持ち込み鑑賞したいという日本人の欲求

から生まれた「盆栽」の美しさに触れる。 
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（３）訪日観光の３つの価値・魅力③ 「生活」＝COMMON LIFE 

価値３：日本人の普段の「生活」のちょっとしたことを経験できる。  

①「ちょっとしたこと(a little thing)」に楽しみやくつろぎを感じられる生活。  

②四季や伝統が深く入り込む一方、現代と「融合」した生活。 

③「世界一厳しい消費者」を満足させるレベルの高い消費ができる生活 

④「お客様は神様」を合言葉に、完璧な「おもてなし」を享受できる生活。 

 ⑤都市から田舎まで、全国どこでも「便利」、「清潔」、「安全」な生活。 

 

⇔従来のイメージ： 

日本人は休日も仕事一辺倒。家族や生活はそっちのけでリラックスできない。

（例：カロウシ）  

 

【「生活」に入り込める場面／観光地（例）】 

○ごみごみとした居酒屋で、昼間は仕事一辺倒と思われるサラリーマンが大騒ぎしている。

その様子を眺めながら、安い値段で、たくさんの料理と コップから溢れても注ぎ続ける日

本酒を楽しむ。 

○わずか 800 円あれば、あらゆる種類のおいしいものが食べられる食文化の充実。 

○日本人が忙しい日常の疲れを癒すスーパー銭湯の広々した風呂おけと畳の休憩所でリラ

ックス。当然、靴は不要。 

○メトロ路線の複雑さに目を回しつつ、使ってみてその便利さに感激する。 

○ランチでは、日本人の主婦も集まるフレンチやイタリアンをリーズナブルな価格でエン

ジョイ。おいしいケーキ屋さんもあちこちに。 

○暑い夏の１日の疲れを、広々とした空間の片手ビールで吹き飛ばす野球のナイター観戦

やナイター競馬観戦。 

○街歩きの最中、突如としてあらわれる神社。喧騒の中にある神聖な空間で手を合わせる

老人の姿を見いる。 

○「四季」ごとにそのときどきの旬の素材を取り入れ、内容が変わる和菓子や松花堂弁当 

○１００円ショップやホームセンターで、狭い家でもきれいに収納できる「スキマ収納グ

ッズ」の数々に圧倒される。 

○うっかり持ってくる物を忘れたが、宿を一歩出れば 24 時間なんでも揃うディスカウント

ショップやコンビニエンスストアでお買い物。 

○飲み明かしたければ、日付が変わる深夜でも、安心して飲み続けられる。 鉄道駅で愉快

に相撲に興じる酔っ払いサラリーマンに、思わず無防備になる自分に気づく。 

○世界中、日本中の良いものが一か所に集まるショッピングモールやデパートで、品質の
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高さと種類の豊富さに感激する。なんと無料で試食し放題。 

○伝統的な建物を代々受け継ぐ田舎の村まで、まったく不便を感じずたどりつける利便性

に感激する。 

○豊かな自然の恵みを、採れたてそのままに味わえる田舎の「朝市」 

○喉が乾けば、自動販売機。雨が降れば、傘袋の自動装着機。タクシーは自動ドア。トイ

レはウォシュレット。尽きることない日本の完璧さを享受する。 

○東京圏だけで 3500 万人を輸送しても、列車は頻繁で決して遅れない。 

○好きなアニメ（さざえさん、ちびまるこちゃんなど）に、日本人が家族で楽しむ姿に思

わずほのぼの。 

○公共交通機関の乗車は 1枚の磁気カードであちこち移動できる。大量の通勤客もスムー

ズにさばく、すばやい処理技術に圧倒される。さらに、自動販売機で飲み物まで帰る。 

○メトロ路線の複雑さに目を回す。 

○入店、着席後、わずか３秒で水やおしぼりが手てくるサービス。 
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４．海外発信にあたって 

 「日本人」を切り口に日本の魅力を書き下した「３つの価値」は、日本国全

体としての観光プロモーションのみならず、国内それぞれの地域のプロモーシ

ョンの指針となり得る。 

 また、一見観光地でもないし、観光資源を持たないと思われる土地において

も、「３つの価値」をもとに日常の生活や文化を振り返ってみれば、外国人に魅

力を感じてもらえるモノが見つかるかもしれない。 

 第３章でまとめられた「訪日観光の３つの価値」は、日本の魅力を海外へ発

信するにあたってのいわば“ＤＮＡ”であり、国のみならず、インバウンド関

係者から一般の人々まで、自らの土地を世界へ売り出すにあたっての、指針と

しての「思考回路」を示したものである。 

 

つまり、この「３つの価値」は、あくまで「指針」であって、それをそのま

ま翻訳し、映像や写真を添えて発信する性質のものではない。以下、検討会に

おいて示された、実際の海外発信にあたっての留意点（言いかえれば、「３つの

価値」の活用方法）を示す。 

 

（１）世界へ「驚き」を！－地味で真面目はいけない－ 

海外への PR にあたっては、何より「驚き」を与えることが重要である。観

光とは「非日常」を体験するための活動であるのだから、日本への訪問が自国

とはまったくの「別世界」へ足を踏み入れることになるという点を強調しなけ

ればならない。一方、過去にその神秘性が「エニグマ」と言われたように、別

世界が訪日に対する心理的な障壁を形成してしまわないように留意する必要

があるし、実際に体験や交流ができるという視点も重要である。 

「３つの価値」に基づいて「日本人」を切り口とした他の競合国と差別化さ

れた価値を海外に発信するにあたっては、より消費者目線でシンプルにインパ

クトをもって訴える形での加工が必要とされる。 

 

（２）相手と対話を！－万能の価値があると誤解しないー 

検討会において累次にわたり提起された意見に、 

「そもそも“普遍的な”魅力などというものがこの世の中に存在するのか」 

というものがあった。グローバル化され、多くの情報が共有される時代とはい

え、世界中すべて共通の嗜好のはずはないし、そこには自ずと、国や地域によ
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る違いが出てくる。 

そのようななか、固定された単一の価値をもって、それを丸ごとグローバル

にどの市場においても適用できるという考え方には無理がある。 

従来より指摘されているように、訪日観光におけるサプライサイド（＝日本

側）が提示したい価値と需要サイド（＝旅行者となる外国人）が求める価値は

必ずしも一致しない。インバウンドにおいては、「外国人目線が重要である」と

言われることが多いが、それはサプライサイド側が価値の提示をやめ、外国人

の単なる無思考の御用聞きになれ、という意味ではない。価値の提示と外国人

目線はどちらかだけを踏まえればよいものではなく、常に両者間の対話を継続

しながら、最高の価値の提供を目指すべきものである。 

従って、日本から発信するにあたっては、日本人を切り口とした「３つの価

値」を発信の根底に置きつつも、訪日個人旅行の伸長とともに、旅行情報の収

集手段としての重要性が増しているインターネットやＳＮＳなどの媒体を活用

するなどして、訴求する対象の嗜好を丁寧に把握し、ローカライズする柔軟性

や工夫が必要とされる。 

また、「３つの価値」には１４のサブテーマが置かれているが、それら１４の

テーマすべてを包括的に踏まえていては「総花的」な価値の提供となる。サプ

ライサイド側が提示する価値についても、常に「選択と集中」が求められるこ

とを忘れてはならない。 

即ち、地域やプロモーションする事柄に応じて、１４のテーマのうちの１つ

あるいはいくつかにフォーカスしていくことが必要である。 

 

（３）オールジャパン・地域間で共有を！－各者がばらばらはいけない－ 

日本の観光の魅力は多様であり、また観光に取り組む主体も多岐にわたる。

そしてその多様性こそ、日本観光の競争力の源泉である。しかし、日本のイメ

ージを浸透させるにあたっては、国のみならず、インバウンドに関わる自治体

や民間企業など多様な主体が、できる限り同じＤＮＡを共有している必要があ

る。 

何ら連携なく、何ら統一感なくバラバラに海外へアプローチしていては、同

じ国から異なるメッセージが発信され、国単位で厳しい競争が行われている国

際観光誘致競争のなかで勝負できない。 

また、よりミクロな観光地域づくりのレベルにおいても、関係者が一体とな

ってメッセージを発することが何より重要である。同じまちにある隣の旅館同

士が何か一つでも共有するＤＮＡがない限り、統一的な観光地域の発信はなし

えず、観光客への訴求はおぼつかない。 
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各主体が精力的に行う独自のプロモーションの一方で、オールジャパンとし

て、共通のＤＮＡをもつことで、それぞれの主体のプロモーション間の連関が

深まり、自ずと相乗効果が生まれる。国のプロモーションに具体性や現実味が

付加され迫力が増す一方、自治体や民間事業者は国によるプロモーションの効

果に乗ることで、自身のプロモーションをより効果的に展開することができる。

「３つの価値」はまさに、そうした訪日観光のＤＮＡとしての活用が望まれる。 
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５．結び 

・・・・・ 

・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年３月 

「普遍的な日本の魅力」の再構築・発信に関する検討会 

 

 

※ なお、観光庁においては、本検討会の「３つの価値」に基づく最初の製作物として、

参考資料３の通り、海外向けプロモーションビデオ等を制作した。海外発信用に制作さ

れたものであるが、インバウンド関係者にも共有されることが望まれる。なお、本制作

にあたっても、検討会委員各位から貴重な御助言をいただいた。  
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参考資料３ 

 

 

観光庁制作物一覧 

 

 

上記の視点を踏まえ、観光庁においては、最初のアウトプットとして、以下

を制作した。特にコア・プロモーションビデオについては、本検討会の委員各

位からも多くの御助言をいただいたところである。また、他のビデオの随所に、

検討会のなかで提示された事項（具体的な魅力の事例など）が盛り込まれてい

る。 

 

（１）海外発信向けの映像集（ウェブサイト）について 

  ①コア・プロモーションビデオの制作 

  ②テーマ別プロモーションビデオの制作 

  ③１５０程度の観光地・観光資源ビデオの制作 

 

（２）海外発信向けの写真集(静止画集)について 

 ウェブサイトよりフリーダウンロードが出来る新たな静止画集の制作 

  ＊静止画集は、JNTO PHOTO LIBARAY の新コーナーに格納される予定である。 

 

 

（３）海外発信向けパンフレットについて 

 一般消費者向けに新たな小冊子の制作 

仕様：A5 サイズ、124 頁程度。 

 

 

（４）国内関係者との認識共有パンフレット（ブランドブック）について 

 インバウンド国内関係者（自治体、民間旅行業界関係者等）に向けて 

3 つの価値の認知促進と啓蒙を狙ったパンフレットの制作。 

仕様：A4 サイズ 20 頁程度。 

 

 

 

 


