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はじめに
ナレッジ集のねらい

2

■作成の背景

■ナレッジ集の目的

■想定される利用者
• 本ナレッジ集は、主に自治体やDMO等の方々が、今後VR/ARを用いた観光

コンテンツの導入・活用を検討される際に利用いただくことを想定していま
す。主な想定利用者のイメージは以下の通りです。

VR/ARを活用した観光コン
テンツを作成したいと考え
ているが、導入方法がわか
らない

想定利用者のイメージ

作成にあたってのコンテン
ツの導入ステップや費用感
を知りたい

ｺﾝﾃﾝﾂ未作成の
自治体関係者

既にVRコンテンツを作成済
みであるが、より効果的な
提供形態があるのではない
かと考えている

作成済みの動画を活用して
具体的な観光客の誘致施策
を検討したい

ｺﾝﾃﾝﾂ作成済の
自治体関係者

• 上記の背景を踏まえ、現時点*での最先端ICTの1つであるVR/ARを活用した
観光資源の情報発信や魅力向上に向け、観光における活用イメージを具体化
し、効果的な導入に向けた示唆を得ていただくことを目的として「最先端
ICT（VR/AR等）を活用した観光コンテンツ活用に向けたナレッジ集」を作
成しました。本ナレッジ集では主に以下の点を紹介します。

VR/ARの基礎的な情報
観光における具体的な活用形態
コンテンツを制作する際の具体的な留意点
*本ナレッジ集は2019年1月時点の情報をもとに作成しています

• 近年、地域固有の文化や歴史等を訪日外国人旅行者に伝えるための手段とし
て、最先端ICT（VR/AR等）を活用した観光コンテンツが、その高い情報伝
達能力や再現性から、一部地域において先駆的に活用され始めています。

• 今後、ICTはさらなる発展が予想されますが、地域の観光資源の魅力向上や
その発信において、どのような提供手法が適切かを検討していくことが必要
になります。そのため、技術の先進性のみに頼るのではなく、訪日外国人旅
行者の更なる誘客や、体験満足度の向上に向け、情報発信手段や魅力向上手
段としてのICTの活用が期待されます。



視野角 / FOV
「見える範囲」のこと。VR ヘッドセットの視野角というと、ユーザの視界の内、VRコンテンツが（左右の）どの程度の範囲
に描画されるかを示す。英語ではField of View（FOV）

トラッキング
VR 技術におけるトラッキングとは、センサを用いて現実世界における対象物の位置を計測すること。たとえばヘッドマウン
トディスプレイの位置を計測して、体験者の頭部の位置・動きを、現実世界とVR 体験の両方で一致させるなど

VR元年
2016 年は、さまざまなメディアで「VR 元年」と表現された。VR の技術研究自体は1960 年代から存在する。2016 年は
「一般の消費者向けのVR ヘッドセットが、各社から一斉に発売され、市場に出回り始めた年」という意味で元年と呼ばれた

DMO（Destination Management Organization）

地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り
役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとと
もに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人

HMD（Head Mounted Display：ヘッドマウントディスプレイ、頭部装着ディスプレイ）
頭部に装着するディスプレイ装置。目を完全に覆いCG 等を表示する「非透過型」や、
シースルー（ガラスやプラスチック等の透明部品越しに現実の風景が見える）の「透過型」のようなタイプがある

デバイス
コンピューターに接続して使うあらゆるハードウェアのこと。本資料では主にHMD等のコンテンツの体験機器を指す

フレームレート / リフレッシュレート
フレームレートとはソフトウェア側で1秒間に描くフレーム数のこと。Fps(Frame per Second)とも。一方でリフレッシュ
レートは、ディスプレイ側が1秒間に出力できるフレーム数のこと

CPU(Central Processing Unit) / GPU(Graphics Processing Unit)
CPUは記憶装置や入出力装置と接続され、コンピュータ内で演算や制御を行う処理装置のこと。中央演算処理装置、プロセッ
サと呼ばれることもある。一方でGPUとはコンピュータグラフィックスの演算などを行う画像処理装置のこと

VR酔い
VR 体験によって気分が悪くなる症状のこと。おもな症状に胃のむかつき、吐き気、頭痛などが挙げられるが、症状の種類や
程度には個人差がある

用語集
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■はじめに

■第2章

■第4章

■その他

VR（Virtual Reality：仮想現実）

コンピューター上にCG 等で人工的な環境を作り出し、あたかもそこにいるかの様な感覚を体験できる技術

AR（Augmented Reality：拡張現実）

現実の風景にコンピューターで生成した情報を重ね合わせることで、現実世界を拡張しようという技術

MR（Mixed Reality：複合現実）

CG 等で作られた人工的な仮想空間と現実空間を融合させ、両者がリアルタイムで影響し合う新たな空間を構築する技術

CG（Computer Graphics：コンピューター・グラフィックス）
コンピューターを用いて作成される画像や図形

■第1章



第1章

「VR/AR等を活用した観光コンテン
ツ」とは
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第1章「VR/AR等を活用した観光コンテンツ」とは
1．VR/AR等の特徴・観光コンテンツのイメージ
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■VR/AR等の特徴

本ナレッジ集でいうVR/AR等とは、「VR(Virtual Reality: 仮想現実)」・「AR
(Augmented Reality: 拡張現実)」・「MR(Mixed Reality: 複合現実)」の技術
を指します。それぞれの具体的な技術イメージ・特徴は以下の通りです。

*出所：https://x.company/glass/、 https://www.microsoft.com/ja-jp/hololens、 https://www.oculus.com/rift/

VRは現実空間とは切り離されたデジタル情報で構築した世界、ARは
現実空間にデジタル情報を重ね合わせた世界、MRは両者を融合させた
世界を指します。

“Point”

MR
(Mixed Reality: 複合現実)

VR
(Virtual Reality: 仮想現実)

AR
(Augmented Reality:拡張現実)

デジタル空間

関
係
性

VRとARの技術を融合した技
術
デジタル空間に現実空間の情
報を取り込み、現実空間とデ
ジタル空間が融合した世界を
つくる

現実空間とは切り離された、
全てをデジタル情報で構築し
た世界（デジタル空間）
あたかもそこにいるかのよう
な感覚が体験できる

Microsoft HoloLens Oculus Rift
Gear VR
HTC VIVE

現実空間にデジタル情報
（CG等）を重ね合わせる
現実空間を拡張することに
よって、新たな認識を与える

Google Glass

特
徴

実
例(

機
器)

現実空間



第1章「VR/AR等を活用した観光コンテンツ」とは
1．VR/AR等の特徴・観光コンテンツのイメージ
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■観光コンテンツのイメージ

VR/AR等を活用した観光コンテンツは訪日前から帰国後に至る各段階（旅前・
旅中・旅後）で提供され始めています。
各段階の具体的な活用方法とコンテンツイメージは以下の通りです。

「旅前」における訪日意欲の喚起、「旅中」における地方への誘客促
進・現地体験の付加価値向上、「旅後」における日本への再訪意欲の
喚起及び他者推奨等がコンテンツの活用方法として挙げられます。

“Point”

ણ
৷
্
১

॥
থ
ॸ
থ
ॶ
ॖ
ও
␗
४(

)

旅前 旅後旅中

訪日前に現地の旅行博・
観光局等で観光地の映像
を見ることで、訪日意欲
を喚起する

訪日後にハブとなる拠点
(空港・主要駅 等)で観光
地の映像を見ることで、
地方への誘客を促進する
普段は立ち入れない文化
財/建造物等を再現する
ことで、現地体験の付加
価値を向上させる（消費
促進）

日本各地の観光資源/文化財
等に関するVRコンテンツの
提供を通じた、訪日外国人
旅行者の地方送客/消費促進

訪れた観光地の情報を
VRコンテンツで保存・
閲覧することで、帰国後
の再訪意欲を喚起する
保存したVRコンテンツ
を周囲と共有することで、
他者の訪日意欲を喚起す
る（他者推奨）

訪問先で閲覧・保存したVR
コンテンツによる再訪意欲
の喚起及び、他者推奨

旅行博等における訪日前外
国人旅行者に対するVRコン
テンツの提供を通じた訪日
意欲喚起・送客

観光の段階（旅前・旅中・旅後）ごとのVR/ARコンテンツ

*出所：首相官邸『観光資源の高度化に向けたVRの活用』,観光戦略実行推進タスクフォース（第18回）会議資料, 2018年



第2章

基礎的な情報
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第2章 基礎的な情報
1．VRの概要
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■VRの特徴

VRコンテンツを導入する際は、VRの特徴、デバイスごとの特徴を理
解した上で、提供コンテンツの最適手法を検討しましょう。

“Point”

■VRを実現するデバイス

VRの特徴
（導入効果による分類）

VR体験の没入感の高さは、物事の理解を深めるのに役立つ。例えば宇宙の様子や
歴史上の出来事をVRで経験することで、文章や動画よりも直感的かつ深いレベル
でこうした事象を理解することができる

「経験」による
理解

（教育効果）

現実で行うと大きなコストがかかることや、そもそも物理的に不可能なことも、
VRを使えば安価に手軽に実現できる

物理・時間的制約
からの解放

（コスト削減）

VRを使うと、フィクションの世界や物理的に遠く離れた場所でも本当にその場に
いるかのような臨場感の高い体験が可能となる。何世紀も前の都市を歩くなど、
物理世界ではできないことも実現できる。VRによる新しい体験や臨場感の高い体
験は鮮烈で、人の感情に働きかけたり行動を変化させる。

心を揺さぶられる
体験

（感情・感動）

*出所：「VR 等のコンテンツ制作技術 活用ガイドライン 2018」を参考に作成

デバイスのタイプ イメージ 特徴 参考事例

平面ディスプレイ
• スマートフォン・タブレット・PC画面等の中にVRの世界を表示
• ジャイロセンサ等でVR空間内を閲覧可能
• 没入感は感じられない

P.30

モバイル機器接続型
HMD

• スマートフォンなどと組み合わせることでVR表示が可能となる装置
• スマートフォンを中に入れるケース型の製品が中心

P.29,P.32,
P.33,P.37,
P.38

PC/ゲーム機接続型
HMD

• PCあるいはゲーム機と接続するHMD
• CPUやGPUを搭載したPCやゲーム機で処理を行うため高解像度・高フ

レームレートであるため没入感の高いコンテンツを投影可能

P.28,P.31, 
P.33,P.34

スタンドアロン型
HMD

• CPUを搭載し単独で機能するHMD
• 他の機器への接続が不要なため取り回しが便利

P.33

シアター型
• 曲面スクリーン等の中にVRの世界を表示
• HMD型デバイスが個人単位での体験を前提としているのに対し、多人数

での同時体験が可能
P.30,P.36

*出所：https://vrinside.jp/news/vr-mr-hmd-device/、https://blog.dzl.co.jp/?p=1663、https://www.toppan.co.jp/news/2016/02/newsrelease160215.html

� 凸版印刷㈱

VRは、その没入感の高さ等から、以下の3つの特徴が挙げられます。

提供デバイスに応じて制作するコンテンツの仕様が変わることもありますので、
提供デバイスごとの特徴を理解しましょう。



第2章 基礎的な情報
1．VRの概要
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■VRコンテンツの市場規模・ポテンシャル（2015年～）

VRコンテンツの市場は、2015年の段階では2億ドル程度でしたが、2020年の
段階では136億ドル程度まで拡大すると予測されています。

現時点では観光目的での利用は限定的となっていますが、VRコンテン
ツは今後大幅な成長が予測されているコンテンツです。

“Point”

■VRコンテンツの産業別の内訳（2015年）

2015年のVRコンテンツの産業別の内訳において、「Travel and tourism」の
領域は、全体の5%程度のシェアを占めています。

*出所：「Global Virtual Reality Content Market 2016-2020」を参考に作成

47%

24%

6%
5%

18%

Games

Entertainment

Healthcare and wellness

Travel and tourism

Others

*出所：「Global Virtual Reality Content Market 2016-2020」を参考に作成
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第2章 基礎的な情報
2．ARの概要
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■ARの特徴

現実空間を拡張するARは、認識方法の違いにより以下の特徴が挙げられます。

ARコンテンツを導入する際は、ARの特徴、デバイスごとの特徴を理
解した上で、提供コンテンツの最適な手法を検討しましょう。

“Point”

■ARを実現するデバイス
提供デバイスに応じて制作するコンテンツの仕様が変わることもありますの
で、提供デバイスごとの特徴を理解しましょう。

ARの特徴
（認識方法による分類）

認識のために現実環境の準備が必要ない
例として、写真撮影コンテンツにおける「フレーム」やディスプレイの定位置のCG表示がある認識なし

マーカー認識、顔認識、物体認識の3つの仕組みがある
①マーカー認識：QRコード等の特定の画像（開発者が指定可能）を認識するとARを表示する
②顔認識：カメラで顔認識を行い、顔が認識されるとARを表示する
③物体認識：画像認識可能なあらゆる物体をマーカーとし、それらが認識されるとARを表示する

マーカー認識

ジャイロ、GPS、モーションセンサの3つの仕組みがある
①ジャイロ：スマートフォン等の「傾き」を利用し、その向きに合わせてARを表示する
②GPS：場所に対応したAR表示で、その場所/特定の建物等にカメラを向けるとCG表示が現れる
③モーションセンサ：外部センサによって人や物の動きを検知し、それに合わせてARを表示する

カメラ以外の
センサ使用

デバイスのタイプ イメージ 特徴
スマートフォン・

タブレット・
サイネージ

• スマートフォンやタブレットに搭載されたカメラを活用
• 画面上で現実世界にコンテンツを投影
• コンテンツやプログラム次第で、重ね合わせの性能や程度は異なる

ARスマートグラス
• 眼鏡のように装着可能
• 目の前の現実世界を見ながら、マニュアル等のコンテンツを閲覧可能
• 重ね合わせ等は無く、常にデバイスの画面が見られる

MRスマートグラス • 眼鏡のように装着可能
• 目の前の空間やマーカー等を認識した上で、コンテンツの重ね合わせが可能

空中ディスプレイ他
• 閲覧者に特にデバイスの装着を必要とせず、空中やガラス等に映像を重ね合わせ

る技術
• まだ技術選定や応用が進んでない

*出所： https://x.company/glass/、 https://www.microsoft.com/ja-jp/hololens、 http://www.tij.co.jp/ja-jp/dlp-chip/automotive/applications/head-up-display-hud.htmlをもとに作成

*出所：「VR 等のコンテンツ制作技術 活用ガイドライン 2018」を参考に作成

外部にマーカーを必要とせず、デバイスがそれ単体で周囲の3次元空間の形状を測定し、ARを表示す
る仕組み環境認識
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■ARコンテンツの市場規模・ポテンシャル（2016年～）

ARコンテンツの市場は、2016年の段階では25億ドル程度でしたが、2021年
の段階では442億ドル程度まで拡大すると予測されています。

VRコンテンツ同様に、ARコンテンツは現時点での観光目的での利用
は限定的となっていますが、今後大幅な成長が予測されているコンテ
ンツです。

“Point”

■ARコンテンツの産業別の内訳（2016年）

2016年のARコンテンツの産業別の内訳において、「Travel and Tourism」の
領域は、全体の11%程度のシェアを占めています。

*出所：「Global Mobile Augmented Reality Market 2017-2021」をもとに作成

単位：$ billions

43%

21%

19%

11%
6% Marketing and advertising

Gameing and entertainment

Education and learnig

Travel and Tourism

Otehers

*出所：「Global Mobile Augmented Reality Market 2017-2021」をもとに作成
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■関連業界のイメージ

VR/AR等の業界は利用者を中心に「コンテンツ」・「プラットフォーム」・
「インフラ(ハード)」で構成されます。

VR・ARコンテンツを導入する際はコンテンツだけでなく、配信基盤
としてのプラットフォームや、投影できるコンテンツの仕様に関わる
インフラの役割も意識して導入を検討しましょう。

“Point”

利用者
①コンテンツ

②プラットフォーム

③インフラ（ハード）

# 分類 役割 企業(例)

① コンテンツ
プラットフォームとインフラによって提供される具
体的な内容や中身（VR体験コンテンツ等）

・各コンテンツ
制作企業

②
プラット
フォーム

コンテンツが動作するための土台（基盤）として機
能する部分（360°動画配信サイト等）

・Google
・YouTube

③
インフラ
(ハード)

アプリケーション・コンテンツが動作するため土台
（基盤）を形成する構造物（HMDのメーカー等）

・oculus
・SONY
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■取組ステップ

コンテンツの導入は大きく分けて「企画」・「制作」・「提供」の3つの
ステップで構成されます。

コンテンツを導入する際は「企画」・「制作」・「提供」それぞれの
ステップでのチェックポイントを意識して取組ましょう。

“Point”

【ステップ1】企画
• まず提供するコンテンツの「目的」・「内容(投影ｺﾝﾃﾝﾂ・提供形態 ・体

験場所 等)」・「ターゲット」・「スケジュール」を企画します。
＜主なチェックポイント＞

体験してもらいたいことが明確になっているか？
VRの特長を十分に活かすコンテンツになっているか？
コンテンツを体験してもらうターゲットは明確になっているか？

※ コンテンツの導入を進める上での、より具体的な留意点は「第4章 活用促
進に向けたナレッジ(P.19～P.26)」に整理しています。

【ステップ2】制作
• 次に実際のコンテンツを制作します。“VR酔い”に代表される各種課題に

留意し、VR/AR等の特性を活かせるように制作を進めましょう。
＜主なチェックポイント＞

VR酔いに配慮できているか？
ストーリーを意識したコンテンツになっているか？
体験者に感じてもらいたい感情を想起する工夫を施しているか？

【ステップ3】提供
• 最後に制作したコンテンツを体験者の方々に提供します。特に安心・安

全には十分に留意しコンテンツを提供しましょう。
＜主なチェックポイント＞

年齢制限などの制限事項は掲示できているか？
待ち時間への配慮はできているか？
初めての体験者への操作説明は用意できているか？

*出所：「How to make VR content」を参考に作成
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■観光コンテンツのイメージ

次頁以降では、VR/AR等を活用した観光コンテンツの具体的な活用形態を観光
の段階（旅前(P.16)・旅中(P.17) ・旅後(P.18) ）ごとに整理します。

VR/AR等を活用した観光コンテンツは訪日前から帰国後に至る各段階（旅前・
旅中・旅後）で提供され始めています。
各段階の具体的な活用方法とコンテンツイメージは以下の通りです。

ણ
৷
্
১

॥
থ
ॸ
থ
ॶ
ॖ
ও
␗
४(

)

旅前 旅後旅中

訪日前に現地の旅行博・
観光局等で観光地の映像
を見ることで、訪日意欲
を喚起する

訪日後にハブとなる拠点
(空港・主要駅 等)で観光
地の映像を見ることで、
地方への誘客を促進する
普段は立ち入れない文化
財/建造物等を再現する
ことで、現地体験の付加
価値を向上させる（消費
促進）

日本各地の観光資源/文化財
等に関するVRコンテンツの
提供を通じた、訪日外国人
旅行者の地方送客/消費促進

訪れた観光地の情報を
VRコンテンツで保存・
閲覧することで、帰国後
の再訪意欲を喚起する
保存したVRコンテンツ
を周囲と共有すること
で、他者の訪日意欲を喚
起する（他者推奨）

訪問先で閲覧・保存したVR
コンテンツによる再訪意欲
の喚起及び、他者推奨

旅行博等における訪日前外
国人旅行者に対するVRコン
テンツの提供を通じた訪日
意欲喚起・送客

観光の段階（旅前・旅中・旅後）ごとのVR/ARコンテンツ

*出所：首相官邸『観光資源の高度化に向けたVRの活用』,観光戦略実行推進タスクフォース（第18回）会議資料, 2018年
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■コンテンツのねらい・取組イメージ

旅前段階におけるVR/AR等を活用した観光コンテンツのねらい・取組イメージ
は以下の通りです。

「旅前」におけるVR/AR等を活用したコンテンツの提供は、訪日意欲
喚起の施策として有効と考えられます。

“Point”

■有効性の検証結果

以下のアンケートでは約9割の人が、訪日前にVRを見て現地に行ってみたいと
回答しています。

• 訪日前に現地の旅行博・観光局等で観光地の映像を見ること
で、訪日意欲を喚起する

コンテンツの
ねらい

取組イメージ

台南駅前のデパートの買い物客に高円
寺阿波踊りの様子をVRでﾘｱﾙﾀｲﾑ中継
（P.29参照）

*出所：㈱NTTドコモ 「東京高円寺阿波踊りﾘｱﾙﾀｲﾑ中継」アンケート結果をもとに作成

46%
46%

8%
強くそう思う

まあそう思う

思わない

n=211

VR映像を見て、
現地（東京）に行って

阿波おどりを見てみたいと
思った人の回答割合

旅行博にてVR動画とMX4DX™を組み
合わせた付加価値の高いコンテンツを
提供（P.28参照）



55%37%

4%
4%

とても魅力を感じた 少し魅力を感じた

どちらともいえない あまり魅力を感じなかった

56%23%

12%
7%

2%

強く思った 思った どちらともいえない

全く思わなかった 思わなかった

第3章 観光における活用形態
3．「旅中」段階コンテンツ
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■コンテンツのねらい・取組イメージ
旅中段階におけるVR/AR等を活用した観光コンテンツのねらい・取組イメージは以下の通り
です。

「旅中」におけるVR/AR等を活用したコンテンツの提供は、誘客施
策・消費促進それぞれの施策として有効と考えられます。

“Point”

■有効性の検証結果
以下のｱﾝｹｰﾄ(左側*1)では約8割の人がハブ拠点から現地に行ってみたいと回答し、ｱﾝｹｰﾄ(右
側*2)では約9割の人がVR体験を通じて文化財に魅力を感じたと回答しています。

• 【誘客促進】訪日後にハブとなる拠点(空港・主要駅 等)で観光
地の映像を見ることで、地方への誘客を促進する

• 【消費促進】普段は立ち入れない文化財/建造物等を再現する
ことで、現地体験の付加価値を向上させる

コンテンツの
ねらい

取組イメージ

地域内での周遊意欲の喚起を目的として、
大津駅観光案内所にて地域の観光体験(び
わ湖バレイのｼﾞｯﾌﾟﾗｲﾝ体験)を疑似体験で
きるコンテンツを提供
（*出所：外国人観光案内所先進事例調査について
(http://www.mlit.go.jp/common/001243000.pdf)）

CGで当時の城の風景を再現することで
様々な視点で当時の様子を閲覧可能
（P.30参照）

ｽﾏｰﾄｸﾞﾗｽ上に別視点映像や選手情報等を表
示することで新たなｽﾎﾟｰﾂ観戦体験を提供
（P.35参照）

【誘客促進】 【消費促進】 【消費促進】

NIJYAのVRアトラク
ション体験から現実の
忍者に会ってみたい、
または忍者施設に訪問
してみたいと思った人

の割合*1

*1 出所：中部国際空港（株）アンケート実施結果（観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業モデル事業において実施）
*2 出所：アライド・ブレインズ（株）アンケート実施結果（観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業モデル事業において実施）

n=196

今回のVR体験を通じ
て、日光東照宮に魅力
を感じたと回答した人

の割合*2

n=133



44%

43%

11%

2%

あてはまる ややあてはまる

どちらでもない あまりあてはまらない

第3章 観光における活用形態
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■コンテンツのねらい・取組イメージ

旅後段階におけるVR/AR等を活用した観光コンテンツのねらい・取組イメージ
は以下の通りです。

「旅後」におけるVR/AR等を活用したコンテンツの提供は、日本への再
訪意欲や他者への訪日意欲を喚起する施策として有効と考えられます。

“Point”

■有効性の検証結果
以下のアンケートでは約9割の人がVRを見て再訪意欲が高まった、約8割の人
が他者に訪日観光を奨めたくなったと回答しています。

• 訪れた観光地の情報をVRコンテンツで保存・閲覧することで、
帰国後の再訪意欲を喚起する

• 保存したVRコンテンツを周囲と共有することで、他者の訪日意
欲を喚起する（他者推奨）

コンテンツの
ねらい

取組イメージ

VR動画を見たことに
よって、また日本に来
たい気持ちが高まった
と回答した人の割合

*出所：（株）NTTデータ経営研究所アンケート実施結果（観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業モデル事業において実施）

日本の観光資源のVR動画を体験後お土産
として持ち帰れるﾓﾊﾞｲﾙ機器接続型のHMD
で提供（P.38参照）

現地で体験したコンテンツをお土産とし
て持ち帰れるように付属のヘッドセット
を提供（P.37参照）

43%

41%

13%
3%

あてはまる ややあてはまる
どちらでもない あまりあてはまらない

VR動画を見たことに
よって、日本への観光
を親しい人に奨めたい
気持ちが高まったと回

答した人の割合

n=899 n=899
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第4章 活用促進に向けたナレッジ
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■「誘客促進」に向けたVR/ARコンテンツの活用

最終的にマネタイズの役割を果たす予約・決済まで含めて、コンテン
ツを検討することが重要です。

“Point”

誘客促進を目的としてVR/AR等のコンテンツを活用する際は、コンテンツ活用
の流れと各対応ごとの留意点を理解して、コンテンツを検討しましょう。

■参考情報（VRを体験したい場所のアンケート結果）

VRを体験したい場所としては「空港」・「観光案内所」・「観光イベントや展
示会」が上位となっています。

*出所：アライド・ブレインズ（株）アンケート実施結果（観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業モデル事業において実施）

૽
સ

①事前プロモーション ③予約・決済②コンテンツ体験

予約・決済の入り口となる
コンテンツを体験してもら
うために、提供しているコ
ンテンツを周知する

各種観光地への誘客を目的
として付加価値の高いコン
テンツを体験してもらい、
現地訪問の意欲を向上させ
る

実際に現地を訪問してもら
うために旅行プランや体験
アクティビティなどの予約
及び決済を行う

誘客促進コンテンツの活用の流れ

VR/AR等を活用した新たな
観光体験ができることを訴
求すること
観光の段階ごとに確実に
ターゲットにアプローチで
きる方法を検討すること

VR/AR等ならではの魅力を
追求した新たな体験価値を
提供すること
※コンテンツの魅力向上に
向けたﾎﾟｲﾝﾄはP.22参照

体験後に速やかに予約・決
済に移れるように各種対応
を完了させておくこと（予
約決済システムとの連携
等）

HP（自治体・観光局）
SNS（Facebook・Twitter）

各種体験コンテンツ
旅行情報サイトとの連携
案内カウンターの設置

্
১
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ਔ
ਡ

空港でコンテンツを提供する場合は、団体
旅行客獲得の方法、旅行者の空港における
滞在時間の長さに留意する必要があります
（モデル事業(中部国際空港㈱)実施結果の考察より
(観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュ
ベーター事業において実施)）



25%

43%

18%

10%

4%
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■「消費促進」に向けたVR/ARコンテンツの活用

マネタイズのパターンを踏まえて、適切な料金徴収の形態と価格を設
定することが重要です。

“Point”

■参考情報（コンテンツ提供価格のアンケート結果）
以下のアンケートではVR体験の提供価格(体験コンテンツとしての支払許容金
額)として、約7割の人が1,000円未満と回答しています。

消費促進を目的としてVR/AR等のコンテンツを活用する際は、マネタイズのパ
ターンを踏まえて、コンテンツを検討しましょう。

- マネタイズのパターン例 -

• ｺﾝﾃﾝﾂの体験に対して体験者から料金を徴収す
る販売形式

• ｺﾝﾃﾝﾂの魅力を訴求するプロモーション活動
(WEB広告 等)と組合せることで体験したいと
感じてもらうことが重要

• 博物館などの入館料の中にｺﾝﾃﾝﾂの体験料を含
む販売形式

• ｺﾝﾃﾝﾂの導入に伴う入館料の引き上げや、ｺﾝﾃﾝﾂ
体験料は追加料金とすること等を検討すること
が重要

ｺﾝﾃﾝﾂ単体の販売 入場料等とのセット販売

体験者
ｺﾝﾃﾝﾂ
提供者

施設※

(博物館 等)

入館料
支払

施設/ｺﾝﾃﾝﾂ
提供

ｺﾝﾃﾝﾂ利用料
支払

ｺﾝﾃﾝﾂ
提供

※ 施設がｺﾝﾃﾝﾂﾎﾙﾀﾞｰとなる場合は、
施設とｺﾝﾃﾝﾂ提供者が同一となる場合あり

体験者
ｺﾝﾃﾝﾂ
提供者

ｺﾝﾃﾝﾂ利用料
支払

ｺﾝﾃﾝﾂ
提供

VRアトラクションが、
有料の場合、

いくらなら体験してみたいと
思いますか？

*出所：中部国際空港（株）アンケート実施結果（観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業モデル事業において実施）

n=196

■ 500円未満

■ 500円-999円

■ 1,000円-1,999円

■ 2,000円-2,999円

■ 3,000円以上
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■コンテンツ内容を検討するうえでのポイント

VRの特性を活用することや、ストーリー性を意識することで、コンテ
ンツの付加価値を最大限向上させることが重要です。

“Point”

• 単純な360度映像等の提供にとどまらず、VRの特性(没入感)を活用した
コンテンツ内容とすること

• 作成者側が見せたい映像を羅列するのではなく、ストーリー性をもった
コンテンツ内容とすること

コンテンツの
付加価値向上に
向けた留意点

■参考情報（体験したいコンテンツ内容のアンケート結果）
VRで体験・鑑賞してみたいコンテンツとしては「自然・景勝地観光」・「日本
の歴史・伝統文化」・「日本の四季の風景」が上位となっています。

参考となる事例

VR/AR等を活用したコンテンツを検討する際には、付加価値向上に向けた留意
点を踏まえて、コンテンツ内容を検討しましょう。

ｱﾝｺｰﾙﾜｯﾄの歴史を当時の様子を経年で見れ
ることで発展の流れを理解させ、体験価値
を向上させている（P.37参照）

*出所：アライド・ブレインズ（株）アンケート実施結果（観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業モデル事業において実施）

n=133
m=623

VR映像とMX4DX™を組合せることで、没
入感の高いコンテンツとし、体験価値を向
上させている（P.28参照）
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■体験の流れと運用構築における留意点

説明用ビデオや案内版を活用することで、総所要時間の削減や必要最
低限の人員での提供を可能とする効率的な運用を検討することが重要
です。

“Point”

コンテンツの体験に際しては、事前説明から機器の脱着まで一連の作業が必要
となるため、体験に要する総所要時間を踏まえた運用を構築しましょう。

• 体験に要する総所要時間の長時間化に伴う回転率の悪化
• 工程ごとの人員(説明用の要員、装着・脱着用の要員 等)配置の必要性

運用上
直面する課題

参考となる事例

• 各工程において最大限効率的な動線(待ち時間の有効活用 等)を設計すること
• 可能な限り補助要員(機器の装着のための要員 等)が不要な提供体制を検討すること

運用構築
における
留意点

※体験前に機器の操作方法・健康上の留意点(VR酔いの可能性)等を説明する工程

- 体験の流れ -

体験までの待ち時間の間にVTRにて
体験上の注意点を周知。体験に要す
る総所要時間を短縮している（P.31
参照）

デバイスの装着から体験までの流れ
を平易な案内板にてガイドすること
で、装着・脱着のための要員を設置
せずに運用している（P.32参照）

①事前説明※ ②機器の装着 ③ｺﾝﾃﾝﾂの体験 ④機器の脱着 ⑤次の準備
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■多言語化が求められる工程と留意点

ZZZZZZZZZZZZZZZ

“Point”

訪日外国人旅行者にVR/AR等のコンテンツを提供する場合、主に事前説明及び
コンテンツ体験時に多言語化対応が求められます。

- 体験の流れと多言語化対応が求められる工程 -

事前説明とコンテンツ体験で求められる多言語化対応が異なるため、
それぞれの工程に即した多言語化対応を検討することが重要です。

“Point”

参考となる事例

• 機器の操作方法・健康上の留意点(VR酔いの可能性等)を多言語にて提供する
• 主な手段として、翻訳された案内板や多言語での紹介ビデオが挙げられる
• 安心・安全に影響を与える工程であるため、内容を適切に反映させた多言語化が必要

(年齢制限の案内 等)

①事前説明

• 文化的背景がわからない訪日外国人旅行者にもコンテンツの内容が伝わるように、文化
財の成り立ち 等の補足情報を多言語にて提供する

• 主な手段として、字幕での表示やナレーションが挙げられる
• コンテンツの体験中に提供されるため、体験価値を低下させない多言語化が必要

(直訳ではないポイントを絞った翻訳 等)

③ｺﾝﾃﾝﾂの体験

- 工程別の多言語化対応の留意点 -

事前説明の工程にて、健康上の注意
点等を多言語の案内版で提供。英
語・中国語(簡体字/繁体字)・韓国語
に対応（P.31参照）

ｺﾝﾃﾝﾂの体験中に、多言語でのﾅﾚｰｼｮﾝ
形式の補足説明を提供。没入感をそ
こなわないように字幕ではなくﾅﾚｰｼｮ
ﾝにて対応している（P.33参照）

①事前説明 ②機器の装着 ③ｺﾝﾃﾝﾂの体験 ④機器の脱着 ⑤次の準備
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■留意が必要な権利関係

VR/AR等のコンテンツの導入に向けては、様々な権利関係へ留意しながら取組
を進める必要があります。

留意点

制作前・制作中の
留意事項

（著作権関連）

制作後の留意事項
（成果物の利用関連）

文化財の
価値への配慮

公開許諾の運用

• 文化財を利用したコンテンツの公開は、文化財の価値への
配慮から、利用内容・範囲・条件等を明確にして文書によ
る取り交わしをする必要がある

• また文化財の適切な形でのコンテンツ化を念頭に置いて、
適切な監修者の選定・確認工程の設定 等、コンテンツの
品質を担保するための制作プロセスを構築する必要がある

• コンテンツの公開(プロモーション利用を含む)は都度、公
開許諾となる場合が多く、そのための運用体制（双方の確
認窓口を維持する 等）を維持する必要がある

• また許諾取得の期間を考慮したスケジュールを検討する必
要がある

多岐にわたる
権利対象

• VRはCG・写真・コンピュータープログラム・シナリオ・
音楽・ナレーション等を複合して作成するため、権利関係
の対象が幅広く、個別に著作権や利用に関する文書による
取り交わしが必要である

• コンテンツ制作者より著作者人格権に関して行使しない等
の了解を得ておく必要がある

• そのため調整に時間がかかることを想定した、スケジュー
ルを検討する必要がある

分類 表題

参考となる事例

名護屋城のVRの設計について城郭建築の専門家を監
修者に設定しコンテンツを作成している（P.30参照）

各種の権利関係に留意し、適切な文書による取り交わし・制作プロセ
ス・スケジュールを検討することが重要です。

“Point”

歴史的な背景の事前調査を実施した上で、監修者の下
VRコンテンツを作成している（P.37参照）
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■VRｺﾝﾃﾝﾂのご利用年齢に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

一般社団法人ロケーションベースVR協会による両眼立体視機器を使用した施設
型VRコンテンツの利用年齢に関するガイドラインが施行されています。

*出所：VRコンテンツのご利用年齢に関するガイドライン

■その他の配慮事項

体験者にVRコンテンツを楽しく体験してもらうためにも、安心・安全
に配慮したコンテンツ制作・提供をすることが重要です。

“Point”

上記の他に「体験中の盗難・紛失対策(貴重品の管理方法)」・「機器の衛生管
理(VR体験用アイマスク・除菌用ウェットティッシュの用意 等)」にも配慮し
てコンテンツを提供しましょう。

■VR酔いに対する工夫の必要性

VR酔いが発生する原因には諸説ありますが、広く指示されている説の一つ
に、感覚の不一致があります。これは、VR体験によって得る感覚が過去の経験
から予測される感覚と矛盾していることが原因とされています。

VR酔いを一度でも体験してしまうと、体験者がVRに抵抗感を抱いてしまう
ため、コンテンツ制作時には、例えば、コンテンツ内容と現実世界での体感が
一致するようなコンテンツ制作・提供を行う等、VR酔いを軽減させる工夫が必
要です。 *出所：「VR 等のコンテンツ制作技術 活用ガイドライン 2018」を参考に作成



第5章

参考事例

27



第5章 参考事例
1．旅前段階 事例(1)：MX4DXTMを活用したハワイの

観光体験
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• VRコンテンツとMX4DXTMと組合せることで、五感を活用した没入感の
高い体験を提供している事例

■参考イメージ

観光客から人気の高いハワイの海（海中）の
光景をVRにて提供

投影されたコンテンツ内容

基本情報

実施主体・協力団体 ハワイ州観光局

導入の背景と目的

背景 モバイル機器接続型のVRゴーグルを導入後、次の体験型コンテンツとして
MX4DX™を活用したVRコンテンツを開発

目的 VRを利用してハワイへ興味を抱くきっかけづくりをつくり、誘客を促進す
ることを目指し導入

サービス情報

サービス内容 VR映像にてハワイでの各種観光体験を投影し、シーンに合わせて特殊効果
(シートの移動・水しぶき等)を体験できるMX4DXTMコンテンツを提供

提供形態 PC/ゲーム機接続型HMD

導入効果 MX4DXTM参加人数 約2000人

導入費用 非公開

導入までの期間 -

特に参考となるポイント
• 既存のVR映像を組み合わせてMX4DXTM用のコンテンツを制作することで制作費用を低減させている
• 拡散すればするほど目に触れていただく機会が増えると考えており、他の団体にも使えるように旅行

会社や代理店にも提供し、YouTubeにも公開している

投影されている観光体験のシーンに合わせて特
殊効果(シートの傾斜・水しぶき 等)を与える
ことで没入感の高い体験の提供が可能

提供時の様子

■事例情報

“Point”

*MX4DX：コンテンツの内容に合わせてシートに傾斜がかかったり、水しぶきが顔にかかる等の五感を刺激する特殊効果を
備えた提供形態
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1．旅前段階 事例(2)：東京高円寺阿波踊りﾘｱﾙﾀｲﾑ中継
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• お祭の様子を遠隔地にてリアルタイム体験してもらうことで、日本への
送客を図った事例

■参考イメージ

阿波踊りのメインロードにカメラを設置し、現
地でも体験しづらい絶好のポジションで臨場感
溢れる映像を配信

投影されたコンテンツ内容

基本情報

実施主体・協力団体 杉並区、㈱NTTドコモ、NPO法人 東京高円寺阿波おどり振興協会

導入の背景と目的

背景
以前は祭りのプロモーションのため踊り手が台南市へ赴いていたが、時
間・コストがかかるため最先端技術を活用した代替案として検討

目的 姉妹都市の台南市とのネットワークを活用し、インバウンドの受入れ強化
を目指した

サービス情報

サービス内容 東高円寺阿波踊りの180度動画をリアルタイムで台南市のデパート前で中
継し、阿波踊りの紹介および体験後の送客を図った

提供形態 モバイル機器接続型HMD

導入効果 体験者数：211人（約5割が訪日意欲の高まりに関する設問に対し「強く
思う」を回答した。また、画質は6割、臨場感は8割が高く評価した。）

導入費用 設備等：200万円程度、撮影：100万円程度（人件費を含む）

導入までの期間 -

特に参考となるポイント
• 現地にいなくても臨場感あふれる映像を閲覧することによって、現地への送客を図った
• VR体験イベントのPRやイベント会場での巨大スクリーンによる映像の配信により、VR体験を促す取

組も実施している

機器の装着等をサポートするスタッフが浴衣を
着ることによって、コンテンツ内容と親和性の
ある形で提供を実施

提供時の様子

■事例情報

“Point”
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2．旅中段階 事例(1)：バーチャル名護屋城
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• 専門分野(建築史)の第一人者を監修者に置き、当時の城や地域の様子を
本格的に再現した事例

■参考イメージ

基本情報

実施主体・協力団体 佐賀県立名護屋城博物館、西和夫氏・アルセッド建築研究所、凸版印刷㈱

導入の背景と目的

背景 博物館の帰属の変更により、新たに集客・文化財のPR施策として検討

目的 博物館への集客促進、文化財のPR、地域の観光振興を目的として企画

サービス情報

サービス内容

博物館がレンタルしているタブレットや個人所有のスマートフォン上で名護
屋城跡での城の再現、及び周辺地域に点在していた諸大名の居住エリアを含
めた、当時の様子の映像や解説を提供。また、ARを活用した天守閣との記念
撮影も可能。平成30年度からは音声ナビ、お楽しみコンテンツを追加

提供形態 平面ディスプレイ、館内のミニシアターでのVR動画上映（シアター型）

導入効果 平成27年の導入以降、延べ約2万1千台(回)を貸し出し、約1万5百のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

導入費用 4,200万円

導入までの期間 約半年

特に参考となるポイント
• 監修者に専門分野(建築史)の第一人者及び博物館のリソースを最大限活用したことで、再現性の高い

コンテンツとなり、体験者の約9割が「とてもためになった」「ためになった」と回答
• コンテンツ単体での貸し出し以外に、VR付ガイドツアーの提供等、様々な体験方法を提供している
• 博物館学芸員が主体となって進め、県の情報課や他部局の協力を得て制作・完成した
• 過去の文化財調査・研究等の蓄積された知見を反映し、コンテンツの質を高めることに成功

■事例情報

“Point”

広範囲に及ぶ文化財エリアで城の映像や当時の
生活等について理解を深める解説を見ることが
可能。エリア毎に異なる楽しいイベントも発生

投影されたコンテンツ内容

博物館で貸し出しているタブレットや個人所有
のスマートフォンをかざすと、城跡全体の当時
の様子を閲覧・体感することが可能

提供時の様子

※前年度より事前準備、当該年度に企画コンペを実施した以降の制作期間

※電源三法交付金を活用
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• VRの特性である非現実的な体験（京都タワーの点検スペースからバン
ジージャンプ）をコンテンツとして提供している事例

• 多言語による事前VTR・ポスター等の提供で運用を効率化している事例

■参考イメージ

普段入ることのできない京都タワーの点検ス
ペースからバンジージャンプするという非現実
的な体験を提供

投影されたコンテンツ内容

基本情報

実施主体・協力団体 京阪ホテルズ＆リゾーツ㈱、朝日放送テレビ㈱

導入の背景と目的

背景 京都タワーの新しい観光コンテンツとして企画を開始

目的 京都タワーの有料展望室への来塔者数増加を図る施策、及び新しい体験型
観光エンターテインメントの開発

サービス情報

サービス内容 VR映像によって普段は出入りすることのできない京都タワーの点検スペー
スからのバンジージャンプ体験 ※提供は終了（2019年1月時点）

提供形態 PC/ゲーム機接続型HMD

導入効果 提供期間中展望室への来塔人数は前年比で12.1%増 ※他のイベント等の影響も有

導入費用 非公開

導入までの期間 約9か月

特に参考となるポイント
• 体験前の注意喚起を図る効率的な方法として、事前に説明用のVTRを閲覧してもらう運用フローの実

施や、多言語ポスターの掲示を行い、説明時間やツールの制作を最小限に設計
• 実際に存在する設備を活用し、現実の映像（街の風景）とともに非現実的な体験を提供

VRの利用に関する注意事項を、体験の前段階
にVTRで提供することで、運用の効率化を実現
（待ち時間の有効活用）

VTR(英語)による事前案内板

■事例情報

“Point”
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• 普段は体験できない非現実的な体験(山笠の台上がり風景の体験)を提供
している事例

• HMDの装着手順の案内を作成し運用を効率化している事例

■参考イメージ

山笠台上がりの疑似体験を提供。山笠の台に上
がることができるのはごく一部の人々に限られ
るため、VRならではの非現実的な体験を提供

投影されたコンテンツ内容

基本情報

実施主体・協力団体 福岡市、㈱NTTドコモ、RKB毎日放送㈱

導入の背景と目的

背景
博多部の歴史・伝統・文化を際立たせ、福岡市の魅力を高める「博多旧市
街プロジェクト」の一環で、ユネスコ無形文化遺産に登録された博多祇園
山笠を国内外に発信することで博多旧市街のブランド向上を図った

目的 博多祇園山笠はスタートが夜中の4時59分であり実際に見る人が限られる
ことから、VRで提供することで時間帯を問わず多くの人々が鑑賞できる

サービス情報

サービス内容 VR映像にて博多祇園山笠の台上がり等を疑似体験する

提供形態 モバイル機器接続型HMD

導入効果 福岡市観光案内所 閲覧数：3,050回 ※集計期間：2018/2月～12月
博多町家ふるさと館 閲覧数：13,000回 ※集計期間：2018/2月～11月

導入費用 564.3万円

導入までの期間 約10か月

特に参考となるポイント
• HMDの装着にかかる運用面の課題を多言語による装着手順の案内資料で克服(装着のための人員を置

かずに体験者が案内資料をもとに個人で体験できる仕様となっている)

HMDの装着手順を理解しやすい形式かつ多言語
にて提供することによって、訪日外国人旅行者
が自身で装着対応が可能(装着用の人員が不要）

HMDの装着手順の案内

■事例情報

“Point”
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2．旅中段階 事例(4)：酒蔵見学VR
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• アクセス上、訪問が難しい酒蔵での製造過程や職人の想い等をコンテン
ツとして提供することで、ファンの造成やブランディング強化を図った
事例

■参考イメージ

基本情報

実施主体・協力団体 旭酒造㈱、㈱アルファコード

導入の背景と目的

背景 商品のブランド向上やファン造成に向けた施策としてVRの導入を検討

目的 製造過程まで含めた理解を通じて、飲んだお酒をよりおいしく感じてもら
うことを目的としてVRコンテンツを制作

サービス情報

サービス内容 酒蔵での獺祭の製造過程や職人のインタビューを通して、普段なかなか訪
れることのできない現場の体験を提供

提供形態 モバイル機器接続型HMD、PC/ゲーム機接続型HMD（８K対応）、スタン
ドアロン型HMD

導入効果 -

導入費用 非公開

導入までの期間 約5か月

特に参考となるポイント
• 製造現場の施設の映像だけではなく、職人のインタビューも組み込むことでブランディングの強化を

図った
• 普段訪れることのできない製造現場のリアルな映像を、海外でのイベントや営業の際にも活用

■事例情報

“Point”

酒蔵周辺の映像から始まり、その後、蔵の中で
普段は関係者しか立ち入ることができない場所
へ入り、製造過程を体験する構成になっている

投影されたコンテンツ内容

東京ビックサイトの展示会にてVRコンテンツ
と合わせて獺祭の試飲の機会を提供

提供時の様子
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2．旅中段階 事例(5)： “Culture・Experience”

- ロケーション展開型周遊誘発モデル事業 -
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• 訪日外国人旅行者が集う「空港」での「VRアトラクション体験」を通じ
伝統文化である「忍者」への興味を喚起、周遊促進を図るモデル事業

• アトラクション体験後に周遊意欲が向上することを確認できた

■参考イメージ
利用したコンテンツ

基本情報

実施主体・協力団体 中部国際空港㈱、KDDI㈱、伊賀市、甲賀市

事業の検証目的と検証結果

検証目的
訪日外国人旅行者が集う「空港」での「VRアトラクション体験」を通じ伝
統文化である「忍者」への興味を喚起、周遊促進効果の検証

検証結果

忍者関連のアトラクション体験後に、周辺の忍者施設への訪問意欲が向上
することを確認（「VRアトラクション体験から現実の忍者に会ってみたい、
または忍者施設に訪問してみたいと思いましたか？」という質問に、約8
割が「忍者や忍者施設訪問への興味関心が強まった」と回答）

事業情報

事業内容
中部地方の伝統である忍者に関連するVRアトラクションをハブ拠点となる
中部国際空港にて提供。体験後は周辺の忍者施設の入場料に関するクーポ
ンを発行し、周辺の体験施設への誘客を促進

実施場所 中部国際空港

提供形態 PC/ゲーム機接続型HMD

特に参考となるポイント
• アトラクション体験後に興味関心は向上する。その後、体験者の多くに体験施設へ周遊してもらうた

めには体験者の旅程・動線を踏まえた周遊施設の検討(移動距離や時間)が必要
• 体験後速やかに周遊するケースは稀であるためクーポンは一定期間使用できるようにする必要がある

■事例情報

“Point”

「NINJA」のインパクトを残すデザインのブースを用意し、空港でまず興味を持ってもらえる
ように工夫。スタッフも忍者の格好をし、体験への興味促進に貢献

*観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業におけるモデル事業



第5章 参考事例
2．旅中段階 事例(6)：インバウンド向け

ARスポーツ観戦サービス実証
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• ARで新たなスポーツ観戦体験の価値を検証するモデル事業
• ARスポーツ観戦サービスは、訪日外国人のスポーツ観戦の満足度を向上

させることが確認できた

■参考イメージ
投影されたコンテンツ内容

基本情報

実施主体・協力団体 ㈱NTTドコモ、㈱TBSテレビ、㈱近畿日本ツーリスト首都圏

事業の検証目的と検証結果

検証目的 ARを活用した「新たなスポーツ観戦体験」の提供可能性に関する検証を行
い、訪日外国人旅行者の誘客・消費拡大・再来訪にむけた検討を行った

検証結果

ARを活用したスポーツ観戦について、新たな観戦体験を提供できる可能性
があることを確認（「ARの体験はどうしてたか？」という質問に、約6割
が「とても楽しかった・楽しかった」と回答、「これまでにない観戦体験
を得ることができましたか？」という質問に、約6割が「これまでにない
観戦体験を得ることができた」と回答）

事業情報

事業内容
実際のスポーツ観戦（世界バレー2018女子大会）の際に、スマートグラ
ス上に「スタッツ」や「別視点からの試合映像」を投影することで、従来
のスポーツ観戦と異なる体験を提供

実施場所 横浜アリーナ

提供形態 PC/ゲーム機接続型HMD（スマートグラス）

特に参考となるポイント
• ARコンテンツは選手やチームの成績等に関する情報 等の特に体験価値を向上させられる情報に絞っ

て追加的に情報を付与することが望ましい
• 投影するコンテンツの設定により広告を付すことが可能であり、観戦中にスタジアム内の物販施設

（グッズ販売店・飲食店 等）、観戦後に地域の観光施設等への誘導を促進する活用が可能

■事例情報

“Point”

ｽﾏｰﾄｸﾞﾗｽをかけて実際の試合を観戦しながら、「ｽﾀｯﾂ」や「別視点」映像がﾘｱﾙﾀｲﾑで表示される

*観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業におけるモデル事業



第5章 参考事例
2．旅中段階 事例(7)：ハブ拠点でのVR体験による

訪日外国人旅行者の地方誘客推進実証事業
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• 文化財のVR体験による現地への送客効果を検証しているモデル事業
• 文化財のVR体験は現地への訪問意欲を向上させることが確認できた

■参考イメージ

■事例情報

“Point”

実施時の様子

会場では日光観光のツアーを案内し、現
地への誘客を促進

配置された文化財のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

更なる興味喚起のため会場には日本の文
化財の紹介ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配置

*観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業におけるモデル事業

基本情報

実施主体・協力団体 アライド・ブレインズ㈱、凸版印刷㈱、ケルンメッセ㈱、㈱JTBグローバ
ルマーケティング＆トラベル

事業の検証目的と検証結果

検証目的
ハブ拠点にてVRコンテンツを訪日外国人旅行者に体験してもらうことによ
り、文化財等への興味関心や現地への訪問意欲を向上させ、地方への送客
装置としての有効性を検証

検証結果

文化財のVR体験は、現地への訪問意欲を向上させることを確認（「今回の
VR体験を通じて、日光東照宮や日光に対するイメージは変わりました
か？」という質問に、約9割が「行ってみたいと思った」・「興味を持っ
た」と回答）

事業情報

事業内容
東京丸の内のVRシアターにて、訪日外国人旅行者（SIGGRAPH 
ASIA2018参加者）を対象としたVRコンテンツ（日光東照宮 陽明門）の
モニター体験を実施 *日光東照宮からはコンテンツ使用の許諾を取得

実施場所 NIPPON GALLERY TABIDO MARUNOUCHI
東京国際フォーラム（SIGGRAPH ASIA2018会場）

提供形態 シアター型

特に参考となるポイント
• コンテンツの体験後に現地施設への興味関心は向上するが、旅中で現地への訪問意欲を向上させても、

その後のスケジュール的に訪問が困難な場合が多い
• そのため現地への訪問を促進するために旅前もしくは訪日後すぐにｺﾝﾃﾝﾂを提供すること、また旅行

者の予定に合わせた商品を提供できるように豊富なツアー商品を用意することが望ましい



第5章 参考事例
2．旅中(旅後) 段階 事例(8)：ｱﾝｺｰﾙﾜｯﾄ VR体験
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• 事前の調査を踏まえストーリー内容を検討してからコンテンツを制作す
ることで、ストーリー性の高いコンテンツを開発している事例

• 現地に行って初めて動画を見れる仕様とし、誘客促進の効果を持たせて
いる事例（入手した動画はお土産として持ち帰り可能）

■参考イメージ

基本情報

実施主体・協力団体 TimeLooper社、㈱ｴｲﾁ･ｱｲ･ｴｽ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ観光省、ｱﾌﾟｻﾗ機構

導入の背景と目的

背景 カンボジア観光省が新しい観光コンテンツの提供に向けたVRの導入を検討

目的 アンコールワットの新しい観光コンテンツ及びガイドによる解説の深堀を
行うツールとし、観光の満足度向上や再訪意欲の喚起を目指して導入

サービス情報

サービス内容

アンコールワットを訪れた方は、事前に決められたVR閲覧ポイントで、建
築までの経緯や当時の生活風景のVR動画をTimeLooper社のアプリ上で見
ることができる。位置情報のロック機能(当該地点でないとコンテンツが
閲覧できない機能)を有しており、現地への誘客促進機能を兼ね備えてい
る一方、現地で見たコンテンツは自分のスマートフォンアプリ上でデジタ
ルコンテンツのお土産としても持ち帰れる機能も持つ

提供形態 モバイルアプリケーションと付属のヘッドセット

導入効果 販売個数・売上については非公開

導入費用 約1500万円 – 2000万円(コンテンツ費用、導入コスト等含む)

導入までの期間 6ヶ月（うち１～2ヶ月は資料などの調査、時代考証、3ヶ月以内で撮影か
ら制作を実施）

特に参考となるポイント
• 事前に歴史の背景/流れを把握するための資料の調査を実施。その後、監修者の下でストーリーを検

討してからコンテンツを開発することで、ストーリー性の高いコンテンツを制作
• ｱﾝｺｰﾙﾜｯﾄ建設の様子を経年変化のストーリーで見ることで、遺産への理解を向上させる工夫を実施

■事例情報

“Point”

建設の様子が経年で見れるストーリー性の
高いコンテンツを提供

投影されたコンテンツ内容

ガイドによるツアーと併用することで、歴
史認識の深掘りや再訪意欲の向上に寄与

提供時の様子

� timelooper� timelooper



第5章 参考事例
3．旅後段階 事例(1)：帰国後の日本再訪意欲喚起の

ための国内観光資源VRｺﾝﾃﾝﾂ活用ﾓﾃﾞﾙ実証事業
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• 旅後ｺﾝﾃﾝﾂとしてVRにより、帰国時の観光客の日本への再訪意欲を向上
させることができるか検証しているモデル事業

• 旅後ｺﾝﾃﾝﾂとしてのVR動画は、再訪意欲を向上させることが確認できた

■参考イメージ
投影されたコンテンツ内容

基本情報

実施主体・協力団体
㈱NTTデータ経営研究所、㈱NTTデータ、凸版印刷㈱、㈱マクロミル、㈱
リウコム

事業の検証目的と検証結果

検証目的 再訪及び新規旅行者獲得を目的として、旅後における国内観光資源VRコン
テンツの活用モデルの検討・実証

検証結果

コンテンツ提供(動画視聴)後に、日本への再訪意欲が向上することを確認
（「VR動画を見たことによって、また日本に来たい気持ちが高まりました
か？」という質問に、約9割が「当てはまる」・「やや当てはまる」と回
答）
またコンテンツ提供(動画視聴)後に、他者への訪日観光の推奨意欲が向上
することを確認（「VR動画を見たことによって、日本への観光を親しい人
に奨めたい気持ちが高まりましたか？」という質問に、約8割が「当ては
まる」・「やや当てはまる」と回答）

事業情報

事業内容 空港やクルーズ船寄港地で国内観光資源のVRコンテンツを提供

実施場所 那覇空港、那覇港（沖縄県那覇市）

提供形態 モバイル機器接続型HMD

特に参考となるポイント
• 旅後コンテンツはお土産として持ち帰りが可能なモバイル型HMDとすることで、帰国後に親しい人

への拡散効果が期待できる

■事例情報

“Point”

「四季の風景」、「食」、「文化・歴史」の3つのカテゴリから選択した動画コンテンツが、音
声とセットで再生される

「大分」の温泉「山形」の食事「秋田」の四季の風景

*観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業におけるモデル事業

出所：凸版印刷株式会社制作「 」コンテンツ
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第6章 参考となるドキュメントの紹介
1．参考となるドキュメントの一覧
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• 本ナレッジ集では、これまで各所で紹介されてきた様々な知見をまとめ
てきました。

• ここでは、本ナレッジ集の作成において、特に参考としたドキュメント
を紹介します。

“Point”

# 参照書名 発行元 発行日 URL

1
VR 等のコンテンツ制作技術
活用ガイドライン 2018

特定非営利活動法人
映像産業振興機構

平成30年
2 月

https://www.vipo.or.jp/u/I-
1_SenshinContents_Guideline.p
df

2 先進コンテンツ制作に向けて
特定非営利活動法人
映像産業振興機構

平成30年
2 月

https://www.vipo.or.jp/u/II_Se
nshinContents_ContentProducti
on.pdf

3 How to make VR content

特定非営利活動法人
映像産業振興機構
（VIPO）
株式会社Mogura

平成30年
2 月

https://www.vipo.or.jp/u/I-
2_How-to-make-VR-content.pdf

4
文化財の観光活用に向けた
ＶＲ等の制作・運用ガイドライン
（平成２９年度版）

文化庁 文化財部
伝統文化課

平成30年
2 月

http://www.bunka.go.jp/tokei_
hakusho_shuppan/tokeichosa/v
r_kankokatsuyo/pdf/r1402740_
01.pdf

5
ＶＲコンテンツのご利用年齢に
関するガイドライン

ロケーションベース
ＶＲ協会

平成30年
2 月

https://lva.or.jp/pdf/guidelines.
pdf
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