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はじめに
ナレッジ集のねらい
■作成の背景と方針
日本は2008年に人口がピークに達し人口減少社会に突入しています。今後全国の地域で
人口の流出による過疎化とそれに伴う産業への影響の加速化が懸念される中、新たな事業・
産業の創出と雇用創出による地域経済のあり方を真剣に検討するべき時期を迎えています。
そうした中、2018年には日本への訪日外国人旅行者の流入が初めて3,000万人を超え、
今後も順調に伸びることが予想されています。また、今までは都市部に訪れていた観光客が
地方部を周遊し、その土地ならではの体験を楽しむ“コト消費”のニーズの高まりが見込まれ
ます。日本は豊富かつ多様な自然資源を全国各地で有しており、それらの観光資源としての
発掘と活用を通じた訪日観光振興による交流人口の拡大と地域経済の循環につながることを
期待します。

■ナレッジ集の目的
自然体験型観光コンテンツを提供する事業/事業者を地域一体で育成するための手法や
プロセスを紹介します。
マーケティングの視点に基づき、体験コンテンツの造成や販売を促進する具体的なス
テップを提示します。
自然体験型観光の業界を持続的に成長させるために欠かせない、地域のビジネスの強化
と、環境・観光資源保全の両立の視点や取組を紹介します。

■想定される利用者
【自治体】

【DMO*1・観光協会】

【コンテンツ提供事業者】

【業界の専門家】

自然体験型コンテンツを自治体
とともに地域一体で開発し、訪
日外国人旅行者誘客を通じて地
域産業を盛り上げたいと考える
DMOや観光協会

自然体験型コンテンツを地域一
体で開発し、訪日外国人旅行者
誘客を通じて地域産業を盛り上
げたいと考える地方自治体

これから訪日外国人旅行者を対
象に自然体験型コンテンツの提
供に取組たいと考える事業者
（潜在的事業者も含む）

訪日外国人旅行者を対象に自然
体験型コンテンツの提供に取り
組んでいるエキスパートや長年
該当アクティビティに従事して
きた専門家

*1：DMOとは地域の「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。Destination Management Organizationの頭文字の略。
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第1章「自然体験型観光コンテンツ」とは
1．「自然体験型観光コンテンツ」の定義
■定義
本ナレッジ集で対象とする「自然体験型観光コンテンツ」は、グローバルな
視点に基づいて、「自然×アクティビティ」「自然×異文化体験」に該当する
コンテンツを取り上げることとします。なお、Adventure Travel Trade
Association(ATTA)では、Adventure Travelを「アクティビティ、自然、文化
体験の3要素のうち、2つ以上で構成される旅行」として定義していますが、本
ナレッジ集では「アクティビティ×異文化体験」に該当するコンテンツは対象
外とします。
*出所：「ATTA VALUES STATEMENT, FEBRUARY 2013」

■範囲
「自然体験型観光コンテンツ」の範囲は、体験できる場所、体験目的、体験の
難易度によって様々なタイプに分類されます。
コンテンツのタイプ

体験場所

×
体験目的

×
体験難易度

海

雪

川・湖

空

山・森

陸
アクティビティ

（スポーツやレクレーションなど、主に体を動かすことが目的のもの）

異文化体験

（見る・ふれあう・知る・出会うなど、主に心を動かすことが目的のもの）

ハード

（資格や専門知識、専門器具・設備等を必要とし、体験ハードルが高いもの）

ソフト

（上記のスキル・資格等がなくとも、誰もが楽しめる体験ハードルが低いもの）

“Point” 日本は自然由来の体験型コンテンツを提供するための自然資源が豊富
であるほか、日本固有の自然資源も有することから、他国と比べても
観光資源化するポテンシャルが大きいと言えます。
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第1章「自然体験型観光コンテンツ」とは
1．「自然体験型観光コンテンツ」の定義
■具体的なコンテンツのイメージ
「自然体験型観光コンテンツ」の一例として、具体的には以下のコンテンツ
が挙げられます。
海
雪
<アクティビティ>
・ダイビング
・シュノーケリング

<アクティビティ>
・雪山登山
・スキー

<異文化体験>
・無人島ツアー
・ホエールウォッチング

出所：Niseko Village, North Safari Sapporo

出所：Aloha Divers Okinawa, マリンスポーツ奄美

川・湖
<アクティビティ>
・ラフティング
・カヤック

空

<異文化体験>
・バードウォッチング
・ボートツアー

<アクティビティ>
・パラセーリング
・ジップライン

山・森

“Point”

<異文化体験>
・ヘリツアー
・セスナツアー

出所：CoCoMarin, Heli Tours Queenstown

出所：CANYONS, picchio

<アクティビティ>
・トレッキング
・ハイキング

<異文化体験>
・オーロラ観賞
・犬ぞり

陸

<異文化体験>
・星空観賞
・エコツーリズム

<アクティビティ>
・サンドボード
・サイクリング

出所：HIKING New Zealand, picchio

<異文化体験>
・農業体験
・乗馬

出所：SATOYAMA EXPERIENCE, TANIMOTO HORSE RANCH

海外で発展してきたコンテンツの多くは、日本国内でも今後提供がで
き、拡大する余地があります。
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第1章「自然体験型観光コンテンツ」とは
2．ポテンシャル（1/2）
■市場規模
アドベンチャーツーリズム市場は、2016年で約4,448億ドル（49兆円*）で
あり、2023年には約1兆3,357億ドル（147兆円*）まで拡大すると予測され
ています。
13,357

15,000
10,000

5,000
単位：億ドル

4,448

年平均成長率
17.4%

0
2016年

2023年

*出所：「Adventure Tourism Market – Global Opportunity Analysis and Industry Forecast,2017-2023」をもとに作成, 1ドル=110円で試算

■ニーズ
アドベンチャーツーリズム旅行者の1回あたりの平均消費額は約3,000ドル
（330千円）で訪日外国人旅行者の平均消費額154千円の2倍以上になります。
訪日外国人旅行者

154千円

アドベンチャーツーリズム旅行者

＜

330千円

*出所：「Global Report on Adventure Tourism 2014」「訪日外国人の消費動向 平成29年年次報告書」をもとに作成, 1ドル=110円で試算

■我が国が有する資源の可能性
海外のアドベンチャーツーリズム関連のレポートでは、日本は北海道から沖
縄まで、多くの山々、火山、川、湖、海の自然資源を有するほか、国立公園や
自然保護区も豊富なことから、アドベンチャーアクティビティの成長市場であ
ることが紹介されています。これは観光立国として成長するための4要素（文
化、食、気候、自然）とも合致し、日本には大きなポテンシャルがあると言え
ます。
*出所：「Adventure Tourism Market – Global Adventure Tourism Market,2017-2023」
「新・観光立国論」デービッド・アトキンソン著

“Point”

豊富な自然資源がある日本には、自然体験型観光を強みとして活用
し、観光産業を発展させる大きなポテンシャルがあります。
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第1章「自然体験型観光コンテンツ」とは
2．ポテンシャル（2/2）
■海外旅行時の体験需要
20の国籍・地域を対象に実施したアンケートでは「自然に由来する体験」を海
外旅行の際に体験する人が多く、訪日旅行時にも自然体験型の観光の需要が大
きいことが想定されます。
「海外旅行時に体験したこと」

n=9,921人
48.8%

ガイドツアー

37.0%

ナイトライフ

29.6%

施設見学

28.9%

ナイトショー

26.8%

リラクゼーション

26.3%

海のアクティビティ（船）

26.2%

山のアクティビティ

25.9%

ナイトツアー

24.2%

ナイトコンテンツ

23.0%

海のアクティビティ（海中・海上）

22.1%

動物とのふれあい

20.5%

森のアクティビティ

20.2%

ナイトレクリエーション

19.3%

湖のアクティビティ

17.8%

海のアクティビティ（浜辺）

15.4%

キャンピング

14.8%

果物狩り

13.8%

ハンドメイド

13.3%

農業体験・農家民泊

13.3%

川のアクティビティ

12.1%

テクノロジー

11.7%

サイクリング

11.0%

ビューティー

10.6%

スポーツ観戦

9.8%

釣り

9.0%

料理教室

8.8%

空のアクティビティ

7.8%

雪のアクティビティ（スキー・スノーボード）

7.7%

雪のアクティビティ（スキー・スノーボード以外）
ギャンブル
モータースポーツ
フラワーアレンジメント
その他
0.0%

7.2%

※「ガイドツアー」には自然体験型観光以外の
体験型観光領域のガイドツアーも含まれます。

6.2%
4.4%
2.7%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

*出所：WEB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において実施）

“Point”

自然体験型のアクティビティやコンテンツの需要は高く、日本国内で
も体験機会を増やせば需要に応えられることが予想されます。
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第1章「自然体験型観光コンテンツ」とは
3．トレンド
■近年のトレンド
世界的に、トレイルツーリズムやスノーコンテンツなどの自然アクティビ
ティや、地域ならではの文化、交流体験などの体験アクティビティが人気で
す。また、旅行形態としてはひとり旅行者が増えています。
スノーコンテンツ

トレイルツーリズム

雪まつり、北極動物ウォッチング、白
夜など、スキー以外のスノーアクティ
ビティを目的とする旅行者が増えてい
る
国籍はイギリス、アメリカ、中国が多
い

サイクリング、ウォーキングを含むト
レイルツーリズムは、旅行者の長期滞
在やリピーターが多く各国が力を入れ
ている
長距離トレイル旅行者向けの荷物サー
ビスなども拡大している

出所：VisitFinland.com

出所：Tourism Australia

地元交流、文化体験

ひとり旅行者

旅行熟度の高い旅行者ほど、地域なら
ではの本物の文化体験や先住民族との
交流体験を求めており、精通したガイ
ドを伴うツアーが人気である

ひとり旅行者の増加に合わせて、多く
の旅行会社はひとり旅行者向けのプラ
ンを増やしている
予約プラットフォームサイト、退職世
代の増加がひとり旅行者の増加につな
がっている

出所：Down Under Tours

出所：Solo Traveler

*出所：「20 Adventure Travel Trends to Watch in 2018」「Global Report on Adventure Tourism 2014」

“Point”

地域の自然資源と文化、伝統、歴史等を掛け合わせることで新たな体
験価値が生まれるコンテンツ、プランの人気が高まっています。
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第1章「自然体験型観光コンテンツ」とは
3．トレンド
■我が国で人気のコンテンツ
海外のアドベンチャーツーリズム関連のレポートでは、滑床渓谷（愛媛
県）、みなかみ（群馬県）などが日本の人気のアドベンチャーエリアとして紹
介されています。
みなかみ（群馬県）

滑床渓谷（愛媛県）

急流の川でのラフティングなど水中ア
クティビティのほか、猿ヶ京温泉のバ
ンジージャンプが人気である

40メートルの天然スライダーや、滝つ
ぼへのターザンジャンプなどのキャニ
オニングが人気である

出所：Forest Canyon

出所：CANYONS

TripAdvisorで訪日外国人旅行者に人気のコンテンツとしては、飛騨の里
山、屋久島など地域の自然資源の特性を活かした体験アクティビティが上位に
ランクインしています。
Yes Yakushima（鹿児島県）

SATOYAMA EXPERIENCE（岐阜県）

ハイキング、ウミガメウォッチング、
ダイビング、カヤック、キャニオニン
グなど多様なアクティビティが体験で
きる

ガイド付きで飛騨の里山の田園風景を
楽しむサイクリングツアーが人気であ
る

出所： Yes Yakushima

出所： SATOYAMA EXPERIENCE

*出所：「Adventure Tourism Market – Global Adventure Tourism Market,2017-2023」, TripAdvisor日本

“Point”

地域ならではの自然資源がベースにありつつ、体験する旅行者の志向
性やニーズを汲み取ったガイドが体験の価値を高めています。
9

第1章「自然体験型観光コンテンツ」とは
4．「自然体験型観光コンテンツ」を好む層の特徴
■ターゲットとなり得る層の特徴【参考】
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したWEB
アンケート調査では、自然体験型のアクティビティを好む層に下記のような特
徴が見られます。
ターゲット像

その国の豊かな自然に触れ、体を動かし、その土
地でしか体験できない本物の体験や自分だけの特
別な体験を楽しむことを求める
スリルとエキサイティングな体験を求める旅行慣
れした長期滞在層
海外旅行時の特徴

長期滞在型である。
「山のアクティビティ」や「海のアクティビティ」等、自然体験を全般的に志
向するが、他にも「乗馬・ドルフィンスイム・ホエールウォッチング等、動物
と触れ合える体験」や「ガイドツアー」等、興味対象は幅広い。
海外旅行での自然体験を最も楽しいと答えた理由は「スポーツが好きだから」
「新しい体験を求めていたから」「趣味のため」「健康に良いため」「思い出
に残りそうだから」「興奮したいから」等。
訪日旅行時の特徴

「団体旅行」よりも「個人手配」の傾向が見られる。
同時期に検討した国は「ニュージーランド」「オーストラリア」の他に「イン
ドネシア」「マレーシア」等が挙げられる。
日本でも「海：シュノーケリング・ダイビング」「山：トレッキング・登山」
「川：キャニオニング・SUP」など自然のアクティビティの体験意向が高い。
参考にする情報源は「Lonely Planet Japan」「Facebook」「Time Out
Tokyo」「Airbnb」が相対的に高い。
*出所：WEB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において実施）より、
海外旅行時に最も楽しかった体験として「自然関連の体験」と回答した対象者4,390sをベースとしたセグメントの特徴

“Point” 都市部より地方部を時間をかけて周遊する旅行慣れした旅行者であ
り、現地の自然と併せて、土地固有の自然、文化等を総合的に体験し
たいと考えています。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」充実に向けた方策
1．「自然体験型観光コンテンツ」充実に必要な視点
■必要な視点
訪日外国人旅行者がその土地ならではの体験や楽しみが得られるよう、マー
ケティングの考え方を取り入れて自然体験型コンテンツの造成や販売に取り組
むことが求められます。
そのためには、商品造成や販売の視点のみならず、地域一体でいかにして自
然体験型観光コンテンツをともに開発する事業者を育てるか、いかに複数事業
者が地域で集い、良質な協働関係を築きながら体験コンテンツを造成し、訪日
外国人旅行者の誘客につなげるか、さらに訪日外国人旅行者観光による外貨を
稼ぎながらいかに地域の自然環境・観光資源の価値を保てるかが重要となって
きます。
三つの視点

1

事業環境整備
方針の策定
事業者の育成
人材の確保
受入れ環境インフラの整備
3

2

コンテンツ提供
（マーケティングの4P視点）
ターゲットのニーズに合った
商品造成、価格設定

ルール形成
安全性の確保、品質の担
保、環境・観光資源の保全
のためのガイドライン等の
策定

ターゲットの属性に合った流
通・販路、情報発信
※「マーケティングの4P」：マーケティングの視点をコンテンツ提供に反
映させるために、商品造成（Product）、価格設定（Pricing）、流通・販路
（Placement）、情報発信（Promotion）の4要素で検討

“Point”

訪日外国人旅行者を誘客するために必要な視点を意識して、自然体験
型観光コンテンツの充実に向けた整備を検討しましょう。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」充実に向けた方策
2．充実に向けた課題と対応の方向性
■「自然体験型観光コンテンツ」充実に向けた課題
「自然体験型観光コンテンツ」の充実に向けて、検討が必要な要素や課題は以
下の通りです。地方自治体が取り組むべきものから、事業者が挑戦しなければ
ならないものまで、課題は幅広く存在します。
「自然体験型観光コンテンツ」
課題
充実に向けた要素

1. 事業環境
整備

(1)方針の決定

地域としてどのように自然体験型観光事業・産業に
取組めばよいか分からない

(2)事業者の育成

訪日外国人旅行者の受入れに取り組む事業者がいな
い
訪日外国人旅行者の受入れに取り組む意志、スキル
を持った事業者がいない

(3)人材の確保

自然体験を提供できるガイド等の人材がいない

(4)受入れ環境インフラの
整備

訪日外国人旅行者の受入れに必要なインフラ整備が
不十分（キャッシュレス対応、多言語対応、二次交
通網）

(1)
2. コンテン
ツ提供
（マーケティ
ングの4P視
点）

造成

(2)
販売

3. ルール
形成

(a)商品造成

ターゲットのニーズに合った、特別感を感じるコン
テンツが用意できていない

(b)価格設定

儲けてはいけないという意識がある
どのように価格を設定してよいか分からない

共通

誰にどのような情報を届けてよいか分からない
どのような販路を活用すればよいか分からない

(c)流通・販路

自前で販売しようとしており、効率が悪い
どのような販売チャネルを使ってよいか分からない

(d)情報発信

情報発信の仕方が分からない
効果的な情報発信ができていない
安全性確保、品質担保、環境・観光資源保全の意識
が希薄
安全性確保、品質担保、環境・観光資源保全に取り
組むための基準やガイドラインがない

(1)安全性確保、品質担
保、環境・観光資源の保全

“Point” 自分の事業や、住んでいる地域が訪日外国人旅行者の受入れを進める際
に検討しなければならない課題を認識することから始めましょう。課題
は着手できるものから順にクリアしていくことを目指しましょう。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」充実に向けた方策
2．充実に向けた課題と対応の方向性
■「自然体験型観光コンテンツ」充実に向けた対応の方向性
自然体験型観光の事業が形になっていない地域、事業者がいない地域ではま
ず「事業環境整備」に取り組む必要があります。
事業環境整備

課題

課題解決の方向性

(1)方針の
決定

地域としてどのように自然
体験型観光事業・産業に取
組めばよいか分からない

地域一体で明快な観光方針を策定する。目的
と資源に着目し、地域一体でどのような事
業・産業を育てるのかを握る。また方針と
セットで、具体的な目標、期限、道筋も決定
する。

(2)事業者
の育成

訪日外国人旅行者の受入れ
に取り組む事業者がいない
訪日外国人旅行者の受入れ
に取り組む意志、スキルを
持った事業者がいない

地域連携で事業者の育成や事業者誘致を図る
ための受け皿環境を整備する。方針や目標に
則り、どのような事業者を育成するかを検討
する。彼らが活動しやすい環境を整え、訪日
外国人旅行者受入れを進める上で必要となる
意識の醸成やスキルセットの習得をサポート
する。

(3)人材の
確保

自然体験を提供できるガイ
ド等の人材がいない

国内の育成機関や事業者より人材を斡旋/海外
の育成機関や事業者より条件に見合う人材を
ワーキングホリデービザ等を通じて誘致、確
保する。

訪日外国人旅行者の受入れ
に必要なインフラ整備が不
十分（キャッシュレス対
応、多言語対応、二次交通
網）

地域の二次交通手段の情報を整理し、周知す
る。
二次交通網が発達していない地域では、地域
の実情に応じた適切な役割分担のもと、運輸
事業者やその他の担い手により移動手段の確
保を検討する。
キャッシュレス決済や多言語対応ツール（マ
ニュアル、QRコード、動画）などの導入を積
極的に検討する。

(4)受入れ
環境インフ
ラの整備

“Point”

事業者の良質な協働・競争環境が生まれる受け皿を、地域一体で整備
することが自然体験型観光充実の第一歩です。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」充実に向けた方策
2．充実に向けた課題と対応の方向性
■「自然体験型観光コンテンツ」充実に向けた対応の方向性
マーケットインの視点、誘客したい訪日外国人旅行者の目線から、体験型コ
ンテンツの提供（造成と販売を含めた４Pの視点）を進めることが大事です。
コンテンツ提供

課題

課題解決の方向性

(a）
商品
造成

ターゲットのニーズに合っ
た、特別感を感じるコンテ
ンツが用意できない

誘客するターゲットを特定した上で、嗜好や
ニーズを想定し、体験時の満足度を高めるた
めにコンテンツを工夫する。複数のコンテン
ツをかけ合わせ、新しいコンセプトとストー
リーテリングを意識したコンテンツ造成に取
り組む。

(b)

儲けてはいけないという意
識がある
どのように価格を設定して
よいか分からない

事業運営を継続させるために利益創出が必要
であることを意識する。コンテンツ造成と
セットで支払い単価を高める工夫をする。

自前で販売しようとしてお
り、効率が悪い
どのような販売チャネルを
使ってよいか分からない

海外のOTA*1のオンラインプラットフォーム
を活用し、販路拡大に取り組む。自社サイト
と海外のOTAをセットで活用し、様々なルー
トからコンテンツの情報が見られたり予約が
できるような環境を整備する。

情報発信の仕方が分からな
い
効果的な情報発信ができて
いない

ターゲット、情報発信の最終目的、期待効果
を検討し、伝えたいメッセージと適切なメ
ディアの組み合わせを通じて情報発信に取り
組む。特にFacebookやInstagram等のSNSは
無料で自社・地域の良質な情報を蓄積・拡散
させることができ、潜在的な顧客と接触する
ことができるようになる。

(1)
造
成

価格
設定

(c)

(2)
販
売

流通
販路

(d)
情報
発信

*1：OTAとはインターネット上だけで取引を行う旅行会社のこと。Online Travel Agentの頭文字の略。

“Point” 誰が、どんな体験を求めており、どのような情報収集行動を通じて訪
日時の旅行を考えているかを調査データやヒアリング等の情報をもと
に設定することが重要です。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」充実に向けた方策
2．充実に向けた課題と対応の方向性
■「自然体験型観光コンテンツ」充実に向けた対応の方向性
地域の事業者が活動しやすくなるため、また地域一体で高品質で安全な体験
型コンテンツを整備するためにも、事業者が参考にできるルールを形成するこ
とが重要です。まずは各地域、各アウトドア分野の業界で活用できるガイドラ
インの策定を進めることが理想的です。
※今後国においても検討を進めていく予定です。

ルール形成

課題

(1)安全性確
保、品質担
保、環境・
観光資源の
保全

課題解決の方向性

まずは各地域・各アウトドア分野の業界でガ
イドラインを策定する。ガイドラインの策定
は、当該アクティビティにおけるエキスパー
トや業界内外の影響力を保有する団体や人材
を中心に、関係者の協働とコンセンサスを得
る合意形成プロセスを経て策定を進める。

安全性確保、品質担保、環
境・観光資源保全の意識が
希薄
安全性確保、品質担保、環
境・観光資源保全に取り組
むための基準やガイドライ
ンがない

策定後は関係者及び利用者への周知を行うと
同時に事業者が積極的に活用できるよう、確
実にメリットを感じる仕組みを検討し、ガイ
ドライン活用を促す必要がある。

“Point” ガイドラインは事業者が前向きに活動できるための指針であると同時
に、安全性、品質が担保された体験型コンテンツを地域一体で提供す
るためのツールとして活用することができます。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」充実に向けた方策
2．充実に向けた課題と対応の方向性
課題解決の担い手
テーマによって課題解決の担い手が異なります。自分達がどのように力を発
揮できるかを確認しながら関係者と協働・連携することを心がけましょう。
課題解決の主たる担い手

1. 事業環境
整備

(1)方針の決定

自治体

DMO
観光協会

業界
の専門家

(2)事業者の育成

自治体

DMO
観光協会

業界
の専門家

(3)人材の確保

自治体

DMO
観光協会

コンテンツ
提供事業者

業界
の専門家

(4)受入れ環境インフラの
整備

自治体

DMO
観光協会

コンテンツ
提供事業者

業界
の専門家

(a)商品造成

DMO
観光協会

コンテンツ
提供事業者

業界
の専門家

(b)価格設定

DMO
観光協会

コンテンツ
提供事業者

業界
の専門家

共通-考え方

DMO
観光協会

コンテンツ
提供事業者

業界
の専門家

(c)流通・販路

DMO
観光協会

コンテンツ
提供事業者

業界
の専門家

(d)情報発信

DMO
観光協会

コンテンツ
提供事業者

業界
の専門家

DMO
観光協会

コンテンツ
提供事業者

業界
の専門家

(1)
造成
2. コンテン
ツ提供
（マーケティ
ングの4P視
点）

(2)
販売

3. ルール
形成

(1)安全性確保、品質担
保、環境・観光資源の保全

自治体
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
1. 事業環境の整備
(1)方針の決定
地域一体で自然体験型観光を育てていく上で重要なのは、地域の関係者が同
じ方向を向いて実践するための、大方針（ビジョン）を掲げることです。取り
組む前に関係者で集い、地域一体で協力して作っていく事業をどのような方針
に則って実現していくかを決めることが最も大きなステップです。
方針策定に向けた問い

WHY

WHAT

（目的の明確化）

（注力資源の特定）

Q. 何のために自然体験型観光に取り組むのか
Q. 取り組んだ結果、目指すゴールは何か

Q. どのような地域資源を活用して価値化するのか
Q. 資源を活用して、どのような体験価値を訪日外
国人旅行者に提供するのか

方針策定と併せて検討すべき事項

目標は

大方針を掲げた際、何を当面のゴールとするかを地域で認識する必
要があります。具体的な目標（数値目標等）を立ててそれに向けた
道筋を考えましょう。

ステップは

目標を達成するために必要な道筋を考えます。いきなり大きな道筋
を立てるのが難しい場合は、達成しやすい短期的な目標とステップ
に分解して順番に考えていきましょう。

いつまで

目標を達成する期限を決めましょう。取組の区切りを設けないと、
目標の達成状況が分からなくなってしまうだけでなく、関係者がモ
チベーションを保てなくなってしまうことがあります。

方針だけ決めるのではなく、具体的にいつまでに、どのような目標を、どのような道
筋を辿って具体的なアクションに落とし込むかセットで認識することが活動の推進には
欠かせません。数値目標や具体的な道筋が描けないとせっかくの活動が途中で頓挫し、
推進力が失われてしまう事態も発生しかねません。

“Point”

なぜ取り組むべきか、何に取り組むべきかは、関係者が集まり、お互
いに声に出して共通認識を作ることが重要です。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
1. 事業環境の整備
(2)事業者の育成（1/3）
自然体験型観光に従事する事業者がいない地域は、地域一体で事業者を育成
したり、外部から誘致したりする必要があります。ノウハウや経験が少ない事
業者が活動しやすく、自信をもって自然体験型観光事業に取り組めるよう、地
域一体で受け皿を整備することが重要です。
受け皿イメージ

推進地域

人材確保

（専門人材調達）

（事業者育成）

“事業者が活動しやすい
集積地域を目指す”

「雇用の受け皿・魅
力的な事業環境に人
材が集まる」
雇用オプションの呈示
優良人材へのアプローチ
国内外育成機関との連携
海外事業者から派遣

人材確保

（自然体験観光推進地域）

地方自治体

DMO

観光協会

「活動フィールドとコ
ミュニティによって事
業者参入が進む」

商工会

連携

事業者

1.方針決定（地域のデザイン）
2.資源フォーカス
3.合意形成プロセス
4.WG・協議体・コミュ作り
5.共通インフラ・資源の管理

トレイル

トレッキ
ング

MTB

活躍フィールドを用意
ノウハウ・インフラ拠点
設備等の共有
自信・意識醸成

“山アクティビティに
挑戦したい”

【方針】“山・森体験地域”

ルール形成
「域内で高品質・高価値
のアクティビティが確保
される」

事業者が集い
密度の経済・規模の経済が働き
良質な協働・競争を通じて
地域全体で産業発展につながる
好循環サイクルを生み出す

安全確保・品質担保・資源保全の確保
遵守者が域内で活躍しやすくなる機運
参入と遵守のチェック機能

マーケティング
「方針に基づいた一貫した
マーケティング活動」
マーケットイン視点
地域一体で造成・販売
PDCA実現

“Point” 事業者が集まりやすく、一緒に訪日外国人旅行者向けの事業に挑戦し
たいと思わせる、機運とインフラを整備することが地域の使命となり
ます。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
1. 事業環境の整備
(2)事業者の育成（2/3）
事業者を地域一体で迎え入れ、育てるための受け皿の整備は観光協会、商工
会、協同組合や地元事業者の協力が必要です。関係者の合意形成を図りながら
進めましょう。
プロセス

方針決定

危機意識を持ち、地域一体で自然体験型観光の方針を掲げ、協議会や
WGを通じて進む道筋を描く

意思決定
母体の形成

観光協会の法人化や観光局の設立等を通じて、合意形成を円滑に進め
る母体を形成し、求心力のある中核人物も巻き込んだ合意形成プロセ
スを構築する

3

事業（者）
の育成

事業者の域内参入・事業参入障壁を下げるためにコミュニティ作りを
進め、ノウハウやスキルの共有を通じて良質な競争と協働の環境を作
る

4

連携と一体運用

旅行業資格取得や広域連携を通じて、地域一体で事業者のPR活動や対
外的拡販を進め、地域で活躍する複数事業者が恩恵を受けられるよう
にする

1

2

受け皿整備は、いかに関係者に自分達の方針や想いに共感してもらい、巻き込みながら合
意形成ができるかにかかっています。事業者、商工会など地域の様々な関係者からいかに賛
同を得て、同じ目標に向かって訪日外国人旅行者の受入れに必要な環境整備に各々が協力で
きるかが成否を分けるポイントとなります。
参考となる事例

【一般社団法人信州いいやま観光局】
(参考資料 P.24参照)】
域外視点によるマーケットインの観光資
源の発掘や、事業者主体の勉強会を通じ
た夏場シーズンの新コンテンツの開発、
事業者コミュニティの強化によるノウハ
ウの横展開、事業者やコンテンツの情報
の一元化と発信を一体的に推し進める体
制の整備まで、官民一体で取組を推進し
ました。結果的に事業者が地域と一緒に
なって訪日外国人旅行者受入れ事業に取
組やすくなる環境が整いました。

“Point”

【若狭高浜観光協会】

（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）

地域一体で訪日外国人旅行者の受入れ経験が
なかった事業者と勉強会やワークショップを
行い、受入れ環境整備の重要性や「自分も
やってみよう！」という意識を芽生えさせる
ことに成功しました。また受入れ時の不安や
悩みを個別にヒアリングすると共に受入れ対
応をスムーズにするための多言語対応ツール
の作成や使い方の指南を行いました。結果的
に事業者の受入れ意向を高め、地域一体で訪
日観光推進の機運が高まりました。

地域によって受け皿整備の方法は異なりますが、既に長年取り組んで
きた優良地域もありますので、そのプロセスを参考にしてください。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
1. 事業環境の整備
(2)事業者の育成（3/3）
地元の事業者が訪日外国人旅行者受入れの取組に対して消極的だったり、取
組むためのノウハウやスキルがない場合、取組意識を醸成し、ノウハウを習得
する機会を用意することが望ましいです。
各種手法

セミナー

• 訪日外国人旅行者の受入れや事業者育成の知見を保有する専門家や組織を外
部から誘致してセミナーを開催
• 地域の産業、観光事業の育成の重要性や、訪日外国人旅行者が持つポテン
シャルを中心に事業者の意識作りを進める

ワーク
ショップ

• 域内の事業者や自治体、観光協会を交えて、訪日外国人旅行者の受入れに必
要なスキルセットやノウハウを学んだり、コンテンツ造成のために必要なア
イデア出しに取り組んだりする場やコミュニティ作りのきっかけを作る

海外・
現地視察

• 国内外で優良事例とされるコンテンツを視察するプログラムやツアーを企画
• 身の回りの資源の新たな活用方法を、今までなかった視点で見ることによっ
て見出す

事業者育成を成功させるポイントは、訪日外国人旅行者受入れの取組を参考にしても
らい、自分たちにもできる！という効力感や自信をつけることです。自分たちの事業が
訪日外国人旅行者の受入れに成功し、拡大しているイメージを描くと同時に、事業者間
の横の連携による結束感を作ることで、失敗の確率は下がります。
参考となる事例
アソビュー株式会社は体験事業者が
提供する体験・アクティビティをオ
ンラインで予約できる国内最大級の
プラットフォームですが、地域に入
り込んで事業者と一緒に訪日外国人
旅行者受入れの意識やノウハウ習
得、地域のコミュニティ作りを推進
する事業も展開しています。

【アソビュー株式会社
(参考資料 P.27参照)】

“Point” 訪日外国人旅行者向け体験事業者を地域で「その気」にさせることが
重要です。挑戦してみたい！私たちでもできる！という気概を持たせ
ることが第一歩です。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
1. 事業環境の整備
(3)人材の確保
国内のガイド人材を雇用する方法以外に、海外からガイド人材を迎え入れる
ことも確保の手段として考えられます。地域や自分達が提供する体験のガイド
としての適性を見極めながら、以下のような確保の手段を検討しましょう。
確保の手段

海外の
ガイド
人材

国内の
ガイド
人材

• NZやAUSで専門教育・訓練を受けており、日本でガイドとして従事したい人
材に対し、就労ビザ・ワーキングホリデイビザを活用して迎え入れる
• 様々な国籍のガイド人材のプールを保有する事業者と契約し、必要な属性や
スキルを保有する人材の派遣を検討する
• 活動時期や活動地域が異なるアクティビティを提供する事業者にて従事する
人材の期間限定レンタル雇用を検討する
• ガイド育成に取り組む教育機関と連携し、卒業後や訓練の一環として事業者
で職業体験を実施する
• 既にガイド免許登録している地域から斡旋してもらう

いきなり最初から求める理想的な人材を確保することは難しいものです。ガイドとし
て最低限必要なスキルや適性等の条件を検討しつつ、アクセスできる先（教育機関や上
記に記載の事業者等）に気軽に相談することから、ガイド確保に向けた第一歩を踏み出
しましょう。
参考となる事例
【合同会社小樽カナルボート】
(参考資料 P.33参照)】
合同会社小樽カナルボートは、複数
のエリアから外国人スタッフを雇用
し、外国人のニーズに合わせた商品
造成を行っています。

【釧路湿原・阿寒摩周湖AT推進協議会】

（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）

広域連携による高付加価値・長期間ツアー
造成により、欧米諸国から高所得のAT顧客
を誘致し、旅行消費額の増加を図りまし
た。マーケットインの視点によって唯一無
二の高付加価値コンテンツが造成できた
他、ガイド人材を束ね、ツアーに一貫した
ストーリー性を持たせ、参加者の期待値を
超える体験価値の提供につなげるための
コーディネーター人材の重要性が確認され
ました。

“Point” 専門スキルを持つガイド人材は国内においてはまだ人数が少ない状況
ですが、国内外含め、自分達の事業や地域でどのようなガイド、育成
機関、事業者と連携して人材が確保できるかを検討しましょう。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
1. 事業環境の整備
(4)受入れ環境インフラの整備（1/2）
訪日外国人旅行者を受入れるインフラ環境の整備は地域としても事業者とし
ても取り組まねばならない課題です。特にハードのインフラ整備は地方自治体
が主導権を握って進めることで、各々の事業者における訪日外国人旅行者対応
のポテンシャルが大幅に高まります。
二次交通の整備

対応策

現状

【交通手段の周知】
活用できる二次交通手段の情報の整理と情報発信の
充実を図る
【事業者連携】
地域の輸送事業者とコンテンツ提供事業者とで連携
し、輸送と体験の提供をセットとして、訪日外国人旅
行者の誘客を目的とした協働体制やプランの検討を進
める
【既存制度の活用】
①エコツーリズム推進協議会の構成員事業者として、
サービスの一環として送迎輸送に取り組む
②地域として「自家用有償旅客運送」の活用を通じて
特例的に輸送を行う

• 主要ターミナルや空港から先のア
クセスが限られる
• 大規模投資、交通網整備ができな
い
⇒都市部や主要な観光ルートから外
れ、地方部を周遊する訪日外国人旅
行者が限られる

キャッシュレス決済の導入

現
状

• 諸外国のキャッシュレス決済環境は進んでおり、日本は“キャッシュレス比率”が先
進国の中でも著しく低く、早急に改善が必要である
政府目標
韓国

中国

米国

96% 60% 46%

vs

日本

(2022年迄)

20% ⇒ 40%

キャッシュレス決済の利便性に慣れている訪日外国人旅行者は
キャッシュレス決済可能なサービス・体験を優先的に選ぶと考えられる

移動時

飲食時

コンテンツ体験時

宿泊時
やっぱり
キャッシュ
レス！

*出所： https://www.ebisumart.com/blog/cashless

“Point” 二次交通やキャッシュレス決済等のハードの整備は、自治体が旗振り
を行うことで、地域の事業者全体が恩恵を受ける環境を作ることが大
事です。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
1. 事業環境の整備
(4)受入れ環境インフラの整備（2/2）
訪日外国人旅行者を受入れる際の最も大きなハードルは、多言語対応能力を
高めることです。多言語対応ができないとせっかくの受入れ機会を逃してしま
い、ビジネスチャンスロスが起こってしまう可能性があるので、自社にあった
対応の方法を積極的に検討しましょう。人をわざわざ雇わなくても用意できる
ツールは存在します。
多言語対応の手段
手段

内容

人を起用
人を起用しない対応

多言語
対応人材

• 多言語対応できるマルチリンガル人材を起用し、コンテ
ンツ提供者と協働で訪日外国人旅行者対応時に必要な言
葉や会話、文化理解等のノウハウ共有を進める
• 地域内でもこうした人材資源を活用し、地域の訪日外国
人旅行者受入れ関係者の育成を図ることも推進する

対応マ
ニュアル
作成

• コンテンツ提供のプロセスや会話がパターン化している
場合は、ターゲットの国籍に応じた対応マニュアルを作
成し、現場にて活用できるようにする
• 指差しマニュアルを通じたやりとりでもスタッフの自信
向上、顧客の満足度上昇につながる

QR
コード
活用

• 複雑なコンテンツの提供プロセスの説明、理解度を高め
る必要がある場合は、ウェブサイト上に情報を格納し、
スマホを使ってQRコードを読み込み、リンク先のウェ
ブサイトを閲覧してもらうことを検討する

動画素材
作成

• コンテンツやサービスの説明内容が決まっている場合
は、あらかじめ動画素材を制作し、タブレット端末やス
マホで観て内容の理解を高めることも可能

Welcome!

対応マニュアルの導入は訪日外国人旅行者対応スタッフや事業者の大きな自信につな
がります。さらに、彼らが抱える不安や課題をヒアリングし、内容をマニュアルに反映
することで、積極的に使われるマニュアルとするよう努めましょう。
*出所： https://www.canstockphoto.jp, https://www.kankokeizai.com, https://www.youtube.com

“Point” 多言語対応のツールを作成する際は、ネイティブ人材やバイリンガル
人材の協力を得て内容や表現の精査を行い、訪日外国人旅行者に通じ
る・興味を持たれる完成度を目指しましょう。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
2. コンテンツ提供（マーケティングの4P視点）
(1)造成 (a)商品造成
コンテンツ単体をそのまま売り出すのではなく、他ではできない特別な体験
としてコンテンツの価値を高める工夫を検討することが重要です。
例えば

カヌーに乗って専属ガイドと
その土地ならではの野鳥を知る体験

湖でカヌーをレンタルする体験

×

〇

わざわざ体験したいと思えない

わざわざ体験したいと思われる

価格競争が発生する

価格納得性が作れる

体験満足度を高めるのが難しい

高い満足度が作れる

工夫の５視点

【工夫の例】

①カスタマイズする

「年配や子供がいるサイクリングツアーは、距離を短く
したり、休憩を多めに取る」

②組み合わせる

「川登りボートライドをしたのちに、カヌーやチュー
ビングでゆっくり川下りを楽しむ」

③ストーリーテリング
をする

「渓谷カヌーをしながら土地や先住民族の関係性を解
説するツアーを提供する」

④長期滞在

「トレイルを複数日数化し、途中でログキャビンや
キャンプグラウンドで過ごす時間・機会を作る」

⑤特別感を高める

「普段立ち入ることができない場所で人数限定のガイ
ドツアーを行う」

失敗しない商品作りのためには、外部の視点や意見を踏まえることが非常に重要で
す。国内にいる外国人を中心に、外部からも積極的に意見を聞き、いかに琴線にふれる
商品を作るかが事業の成否を分けると言ってもよいでしょう。

“Point” 呼びたいターゲットがどんな体験を求めているのか、どのようなこと
に価値を感じるのかを「マーケットイン」目線で考え、コンテンツを
工夫することを目指しましょう。
25

第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
2. コンテンツ提供（マーケティングの4P視点）
(1)造成 (b)価格設定
訪日外国人旅行者向けにコンテンツを提供し、体験型観光に取り組むにはビ
ジネスとして持続することが重要です。ホスピタリティも含め、適切なサービ
ス、投資に対する回収ができる価格設定を心がけましょう。

×

価格設定の考え方

〇

儲けなんて必要ない

持続的なコンテンツ提供には適正な対価が発

今までの価格を変えるわけにはいかない

生する

これ以上価格は上げられない

価格の安さ以外の価値で選ばれるようにする
海外事例を参考に単価を研究する

工夫の５視点

【工夫の例】

①カスタマイズする

「泳げない人がいるパーティに新たにサポートスタッフを追
加する際は価格を上乗せする」

②組み合わせる

「トレッキングをベースとしつつも、途中でカヌーやMTB
等のアクティビティを組み合わせていている場合は様々なオ
プションも加味して総額を決定する」

③ストーリーテリングをする

「環境や文化に精通している専門人材は希少性の高い人材な
ので、コンテンツ自体の単価アップを図る」

④長期滞在

「滞在を延長することで、宿泊や飲食など、消費機会と消費
総額を増やすことを検討する」

⑤特別感を高める

「得られる特別な体験や満足度に対する、付加価値アップに
よる値付けを行う」

参考となる事例

普段は立ち入れないエリアをガイドが案内し自然
の生態系や歴史的背景の解説を行うことや、食の
嗜好性に併せてグルテンフリーの特別な料理をふ
るまう等、顧客志向とニーズに特化した特別なツ
アーの提供を通じて、顧客の体験価値を高め、ツ
アー自体の単価向上を図ることができました。

【釧路湿原・阿寒摩周湖AT推進協議会】
（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）

コンテンツを割安で提供するとつい低価格志向に陥ってしまい収益悪化を招くだけで
なく、利用者に安全性や品質に対する不安を抱かれ、選ばれなくなってしまうことも危
惧されます。いかに付加的な価値を感じさせ、価格納得感を作るかを思考しましょう。

“Point”

低価格で提供することが全てではありません。どうやって特別感を感
じてもらうかを考えながら、見合った価格設定を心がけます。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
2. コンテンツ提供（マーケティングの4P視点）
(2)販売 共通（考え方）
情報発信をしたり、コンテンツを販売するチャネルを整備する上で欠かせな
いのは、接触したいターゲットがどんな特徴や行動特性を取る人なのかを特定
することです。特徴によって活用する情報発信源や販売チャネルは大きく異な
ることがあるので、まずはターゲットの素性を把握し、ターゲット像を描くこ
とを心がけましょう。
ターゲット特定のためのプロファイリング項目例

居住エリア

欧州

米国

中国

東南アジア

その他

超富裕層

高所得層

中所得層

低所得層

リタイア

×
所得

×
年齢層

若年

壮年

中高年

長期滞在

中期滞在

短期滞在

×
滞在期間

×
情報収集源

マスメディア

ローカル
メディア

SNSメディア

その他

×
旅行形態

団体旅行中心

個人旅行中心

×
嗜好性

アクティブ

リラックス

スリル

学び

ネタ探し

ターゲットは一度設定して終わりではなく、活動の実践を通じて恒常的にターゲット
像の明確化、精緻化、微修正を行うことが重要です。ターゲットの設定は、活動の実践
と検証を繰り返すことで誘客活動の効率や効果が高まっていきます。

“Point” 調査等のデータを使うとターゲット特定の精度を高めることができま
す。一般的に公開されているオープンデータや調査データをもとに、
まずはターゲット像を描くことから始めましょう。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
2. コンテンツ提供（マーケティングの4P視点）
(2)販売 (c)流通・販路
自社のWEBサイトだけではなく、様々な流通チャンネルを活用して体験コン
テンツを販売する機会を増やすことが大事です。特に訪日外国人旅行者が接触
しやすい、OTA（オンライン・トラベル・エージェンシー）を積極活用しま
しょう。
自社外の接点

自社の接点

オンラインの接点

Tripadvisor等、海外のOTA

自社が管理・運営するウェブサイト

現地の観光案内所や
宿泊施設のカウンター

自社の体験提供のカウンター・受付

リアルな接点
オンライン、リアル、
自社サイト、他社サイ
ト様々な接点でコンテ
ンツを拡販しましょう

実際に体験

自社WEBサイトの開設もOTAの登録も実践して終わりではなく、閲覧者やアクセス者
の状況を把握すると同時に、恒常的に情報を更新することで、常に鮮度のある情報に触
れられる状況にしておきましょう。
*出所： https://www.goorange.co.nz

“Point” 訪日時にアクティビティの情報を探す・予約する訪日外国人旅行者の
多くがOTAを活用します。自社の体験の詳細が分かり、スムーズに予
約ができるよう、OTAを活用した拡販の可能性を探りましょう。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
2. コンテンツ提供（マーケティングの4P視点）
(2)販売 (d)情報発信（1/3）
情報発信は誘客したいターゲット目線で発信する内容、活用するメディアの
選定を行う必要があります。前提として、何を目的に、どのような意識変容や
行動を起こしてもらうかを想定した情報発信の設計が重要となってきます。
情報発信の方針と方策の検討例

目的
期限や予算
KPIをセットで考える

誰にどのような行動を
とってほしいのか
どのような期待効果を
求めるのか
例

• コンテンツの存在を知っ
てもらいたい
• コンテンツに興味を持っ
てもらいたい

メッセージ
目的に併せて
訴求内容を考える

何を感じてもらい、何
を記憶に残したいのか
• コンテンツの名前と体験
概要
• コンテンツの一番の魅
力、楽しみ方
• 得られる気分や体験価値

×
×

メディア
目的とメッセージに
併せてメディアを考える

どのメディアがメッ
セージを伝え、目的を
叶えるのに最適か
• テレビや雑誌などのマス
メディア

× • インフルエンサーの起用
等

例

• コンテンツの固有性を理
解してもらいたい
• 旅行計画に組み込んでも
らいたい
• 予約サイトに飛んでもら
いたい

• 蓄積してきた顧客の評
判、声
• 詳細情報（コンテンツの
難易度、所要時間、場
所、価格、予約方法等）

• パンフレットやチラシ等
の配布物

× •• スマホ対応サイト
プラットフォーマーの活
用 等

情報発信に取り組む際の落とし穴は、受け手がどのような情報に価値を感じ、欲して
いるかを考えずに自分達が一方的に知ってほしい情報を発信してしまうことです。受け
手の興味関心ゴトに併せ、発信する情報がどのように受容されるかまで検討しましょ
う。

“Point” まずはコンテンツ自体の魅力を磨き上げたうえで、ターゲット別にど
のような情報収集の習慣や特性があるかを確認して、メディアの選定
とメッセージの工夫をしましょう。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
2. コンテンツ提供（マーケティングの4P視点）
(2)販売 (d)情報発信（2/3）
オンライン上で情報発信することで世界中にいる潜在顧客とつながる可能性
が高まります。特にSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）を活用する
ことで、無料で自社の優良コンテンツを発信し、拡散させることが可能となっ
ています。
Facebookのページ活用例
12億人の登録者がい
るFacebook。自社や地
域に関する情報をテキス
トや写真、動画等で公開
することができます。
載せるコンテンツを増
やすことで世界中の潜在
的な顧客に知ってもら
い、活動に共感してもら
える確率が高まります。

Instagramのページ活用例
圧倒的にキレイな画像
を手軽に載せられる
Instagramも良質な情報
を発信するための優良メ
ディアです。
まるでプロが撮ったよ
うな美しい動画や画像を
簡単に編集することがで
きるので、提供する体験
のすばらしさをくまなく
伝えることが可能です。

コンテンツそのものの魅力を磨き続けることと、鮮度のある情報を発信し続けること
の両方を通じて、受け手の興味関心を高め続けることがとても大事です。
*出所： http://www.facebook.com, http://www.Instagram.com

“Point” SNSのアカウントは無料で簡単に作れます。写真や動画、テキストを
投稿すればするほど、自社や地域のことを知ってもらうポテンシャル
が広がりますので、ぜひ活用しましょう。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
2. コンテンツ提供（マーケティングの4P視点）
(2)販売 (d)情報発信（3/3）
SNSでアカウントを作るだけでは情報は拡散しません。いかに自社や自地域の
体験の良質な情報をより多くの人に拡散させるかが誘客に寄与します。コンテン
ツ体験者に協力してもらい、拡散してもらえる情報の蓄積を図りましょう。
情報拡散のためのSNS活用
SNS上で自社の体験に関する投稿
を載せる
潜在的な顧客が投稿に触れ、興味
を持ってもらう

①

②

投稿を

体験する

見る
後日体験者が旅行の体
験、アクティビティの体
験を投稿してくれるよう
促す
投稿がまた更なる拡散に
つながるサイクルを回す

顧客が現地でコンテンツを体験
する

体験を

体験を

投稿する

記録する

④

体験後に顧客と一緒に写真
を撮る等、記録化を促す
自事業の魅力を表す写真や
動画を一緒に撮りためるこ
とを意識する

③

一方的な情報発信ではなく、アクティビティ参加者とともに“一緒に”情報発信に取り
組むことが、良質な情報発信活動に欠かせません。
*出所： http://www.facebook.com, http://www.Instagram.com

“Point” 良質な情報がSNS上で拡散し、新たな潜在な顧客の目に留まることが
重要です。そのためには体験者のレビューやナマ声、写真等を積極的
にSNS上で公開するようにしましょう。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
3. ルール形成

安全性確保、品質担保、環境・観光資源の保全（1/4）

自然体験型観光を地域の産業として確立し、持続的に成長させていくため
に、安全性の確保、品質の担保、環境・観光資源の保全の観点を踏まえた基本
的なルールやガイドライン、基準を策定し、地域一体で遵守していく機運と仕
組みがとても重要です。
持続的な産業確立に向けた
理想的な状態

コンテンツ提供プロセス
を管理し、誰しもが安全
に体験を楽しめる環境を
作る

高い体験品質を提
供し、体験者の満
足度を高め、産業
全体のレピュテー
ションを高める

有限な観光資源と
して自然環境を活
用するコンテンツ
事業者は、活用後
により良い状態で
資源を保つ

地域やアクティビティ毎に、守るべきルールやコンテンツ提供における
ベストプラクティスを全うするためのガイドラインが策定されており、
事業者がこれを遵守し、安全性確保、品質担保、資源保全がなされている
各アウトドア分野の業界毎に経験と専門性を保有する専門家や業界のエキス
パートを中心に、地域一体で事業者が守りやすい・参考にしやすいガイドラ
イン策定が進められている
“Point”

各地域や各アウトドア分野の業界毎に、三つの観点が守られるガイド
ラインの策定を進めることが、産業を育てる上で欠かせません。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
3. ルール形成

安全性確保、品質担保、環境・観光資源の保全（2/4）

安全性の確保、品質の担保、環境・観光資源の保全の規制やガイドラインは
目的や対象が異なりますが、どれも事業運営を継続させるために欠かせませ
ん。地域としてこれらの観点を重視する機運と仕組みを作ることが求められま
す。
3つの観点の特徴

「安全性」の確保

目的

対象

事業
運営
の影
響

海外
での
管理
方法

事故を防ぐ
地域や産業のイメージ
を保つ
アクティビティの体験
内容や提供プロセスの
安全性を徹底し、従業
員や体験者の身体的リ
スクを最小化する
極めて「高」
（リスク管理は
事業運営と直結）
法律による規制やガイ
ドラインを使用
高危険度事業者は活動
免許登録が必要
国や州政府と、国家認
定監査機関による監査

「品質」の担保

「環境・観光資源」の
保全

地域や事業の優位性・
選択性を高める

地域の唯一無二の観光
資源を保全し、価値を
高める

アクティビティの体験
をより良いものにする
ことで体験価値を最大
化し、体験者の満足度
を高める

有限資源としての地域
や国立・公立公園等の
自然をそのままの状態
で守り、観光資源とし
て維持する

「高」

「高 ～ 中」

（ベストプラクティスに
則った活動提供は
事業成長に直結）

（観光流入が多いエリア
や国立公園等の資源活用
エリアでは必須）

認証、認定制度を使用

活動許可・免許の採用

第三者民間認証機関に
よる検証

国が認める認証、認定
を取得

認証後はB2Bで優先的
に選ばれるロゴ、マー
クが付与

国や国立公園等の土地
管理者、第三者認定機
関による検証

地域一体で三つの観点を重視し遵守するためのガイドライン策定を進めましょう
“Point” 事業者や地域の観光事業を運営するうえで三つの観点は大きなリスク
ファクターとなり得るとともに、成長を加速するドライバーにもなる
ことを意識しましょう。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
3. ルール形成

安全性確保、品質担保、環境・観光資源の保全（3/4）

各地域、各アウトドア分野の業界でガイドラインを策定していくためのプロ
セスがあります。関係者を巻き込みながらプロセスを追うことが重要です。
※国としても今後こうした検討を進めていく予定です。

ガイドライン策定のプロセス

1

プロセス

内容

協議体制の構築

• 行政または民間団体等が中心となり、業界のキープレーヤーや豊
富な知見・経験を保有する専門家をメンバーとして交え、ガイド
ライン策定に向けた協議体制をつくる

2 目的・活用方法や
遵守方法の確認
3
網羅性・納得性のある
内容の検討
4

ガイドラインの
作り込み

5
業界内での認知浸透と
対外的な積極運用

• 何を解決すべき課題とするか、ガイドラインをどのような目的、
シーン、事業運営のタイミングで活用するべきかを明確化する
• 国外の観光先進国や国内でアクティビティ毎に公開、活用されて
いる既存のガイドラインを確認しながら情報収集に取り組む
• 業界内で蓄積された安全性やアクティビティの提供プロトコル
（品質含め）に関するベストプラクティスと照らし合わせ、アク
ティビティ毎に最低限遵守すべき基準を定める
• 2か年程度を上限にスピーディな作り込みを行い、まずは形にす
る（作り込んだ後の改定は定期的に取り組むことを想定）
• 業界内スタンダードとしてガイドラインが利活用されるよう、業
界のキープレーヤーを中心に業界内への認知浸透を広げる
• 活用することが地域・事業運営上のリスクマネジメントになるこ
とを啓蒙する
• 地域として、または各アウトドア分野の業界として、ガイドライ
ンを遵守する事業者がより活動しやすいフィールドを用意し、事
業者の事業運営上メリットを感じさせることが重要である

“Point” ガイドラインの策定は地域一体で進めることが重要です。合意形成、
意思決定の仕方が特に工夫を必要とする局面ですが、関係者と繰り返
し協議をしながら納得のいくガイドライン策定に取組ましょう。
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第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．充実のためのナレッジ
3. ルール形成

安全性確保、品質担保、環境・観光資源の保全（4/4）

ガイドラインは策定時から運用時まで、有用性を高めるポイントがありま
す。作って終わるのではなく、地域あるいは各アウトドア分野の業界の関係者
が積極的に使えるガイドラインを目指すことを意識してください。
有用性を高めるポイント

策定時

ポイント

内容

納得感の高いガ
イドラインを目
指す

• アクティビティに長年従事してきたエキスパート、地域を
よく知り、幅広いネットワークを保有する専門家が中心と
なり、業界団体や他事業者と協働で内容の精査に取り組む
ことで、利用事業者や自治体の納得感を高める

啓蒙時

事業者メリット
を感じさせる

運用時

域外の
積極活用・運用
に取り組む

• 事業者間及び想定利用者に対する周知を徹底し、認知浸透
を図る
• 事業者がガイドラインを活用することで、自社の事業運営
上のリスクが大幅に軽減され、アクティビティやコンテン
ツを提供し続けられることを意識させる
• 遵守事業者が地域で活動しやすくなるよう、地域一体で遵
守事業者を応援する機運を作る（新規参入事業者に対して
遵守を条件化することも検討）
• 地域のDMOや観光協会が対外的に事業者の売り込みやPR
をする際、ガイドラインを遵守し、ベストプラクティスを
実践している事業者を優先的に取り上げる等の運用に取り
組む

失敗確率を抑えるためには、旗振り役となるリーダーがいかに周りの賛同と理解を得
て、同じ大義のために協働できるかにかかっています。地道ですが理解を得るための説
明や議論の場を設け、関係者の課題意識を汲み取りながらみんなが“自分ゴト化”できる
取組にしていくことが欠かせません。そのための関係作りこそが大事と言えます。

“Point” ガイドラインは、策定後の活用が極めて重要です。ガイドラインを遵
守する事業者を地域一体、各アウトドア分野の業界一体で応援し、彼
らが恩恵を受けられる機運と環境を作ることを心がけましょう。
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