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はじめに：ナレッジ集 参考資料の位置づけ
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ナレッジ集 参考資料は、ナレッジ集で取り上げたナイトタイムエコノミー推進に向けた課題解決の方向性について具体

的に検討する際、参考となる国内外事例を紹介する。

はじめに：ナレッジ集 参考資料の位置づけ

参考資料の
位置づけ

参考資料では、ナレッジ集の「第2章『ナイトタイムエコノミー』推進に向けた方

策」に関する事例紹介で十分に触れなかった以下の点を記載する。

◆第2章 「『ナイトタイムエコノミー』推進に向けた方策」

(1)コンテンツの拡充、(2)場の整備

(3)交通アクセス

(4)安心安全の確保

(5)プロモーション

(6)推進体制

(7)労働

(8)夜間統計の整備



ナレッジ集 「第2章『ナイトタイムエコノミー』推進に
向けた方策」に関する事例紹介

(1)コンテンツの拡充、(2)場の整備 関連事例
(3)交通アクセス 関連事例
(4)安心安全の確保 関連事例
(5)プロモーション 関連事例
(6)推進体制 関連事例
(7)労働 関連事例
(8)夜間統計の整備 関連事例
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(1)コンテンツの拡充、(2)場の整備 関連事例
‐海外事例‐
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事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が

求める観点
観光資源名称・特徴

エンターテインメント
（ショー、ライブ、クラ
ブ）の夜間営業

Broadway Show（ニューヨーク）

【特徴】
• 世界一のミュージカルの集積地
• 使用言語が英語である

• ショーの前後に夕食を食べること（プレ・
アフターディナー）が一つのコンテンツ化

• 海外の著名なミュージカルを招き公演
• 公演時間を従来より遅らせ、海外と同程度とする

• 定期的なミュージカル公演を継続することで、「演劇が観ら
れるまち」という認識を定着させる

• 和食を用いた「プレ・アフターディナー」を開発、提供する

文化資源：

エンターテイ
ンメントショー

動物園の夜間活用 Night Safari（シンガポール）
【特徴】
• 世界初の夜行性動物のための動物園

• 昼間は見ることのできない自然に近い姿
や、絶滅危惧種をトラムに乗車し間近で
観察

• 英語トラムと日本語トラムを整備
• 夜行性動物のショーも公演

• 各都市の動物園やサファリパークなどにおいて、夜行性動
物のエリアに限定するなどした夜間営業を行う

• 管理可能な人数に限定したツアー型式とするか、トラム等
を整備し回転を管理する

• 訪日外国人対策として、音声ガイドなどの多言語対応が必
要

文化資源：

アミューズメ
ント施設

アリーナ、スタジアム
の夜間営業

The O2 Arena（ロンドン）

【特徴】
• 年中ショーやライブのイベントを開催

• イベントを軸に飲食店、小売店、アミュー
ズメント施設により集客

• 商業施設含め施設内は屋根で覆われて
いるため、全天候に対応

• アリーナ、スタジアムの周辺地域を活性化重点地域とし、商
業施設を誘致

• スポーツのみならず、コメディー等多様なコンテンツの公演
を行うことで幅広い層を取り込む

文化資源：

アミューズメ
ント施設

親近感

親近感

親近感

※本頁以降で紹介するコンテンツ事例においては、特に該当すると思われる観点を示しています。

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの海外事例

A 共通コンテンツの海外事例

出所：Night Safariウェブサイト等、The O2 Arenaウェブサイト等、 BROADWAY.COMウェブサイト等を基に作成

出所：Pixabay

出所：シンガポール政府観光局

出所：Pixabay
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事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

スポーツ観戦の
活用 Baseball Game of New York Yankees

（ニューヨーク）

【特徴】

• 試合開始時間を比較的遅らせることによ
り、仕事帰りの客層も取り込む

• 試合開始時間を遅らせることにより、仕事帰りの客層も取り
込む

• チケッティングの外国語対応を進めることで、訪日外国人を
取り込む

文化資源：

エンターテイ
ンメントショー

商業施設の夜間
営業 Doota Mall（ソウル）

【特徴】

• 人気のショッピングモールを夜間営業
（週末は早朝まで営業）

• 訪日外国人に人気のある商業施設の営業時間を深夜まで
延長

• 訪日外国人宿泊数の多いエリアの商業施設や商店街の営
業時間を深夜まで延長

文化資源：

グルメ・ショッ
ピング

パブ＆バーの夜間活
用（ツアー）

The Rocks Pub Tour（シドニー）

【特徴】

• シドニー最古のパブや歴史ある商店街
のパブのガイド付き周遊ツアー

• ガイドがオーストラリアの歴史、ゴシップ、
ディープなパブ文化を説明

• 国内の老舗のバー・居酒屋や商店街にある個店などの周
遊ツアーを夜間開催し、既存施設の活性化を促進

• 各まちの歴史や文化等を説明

• 訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや携帯翻訳機
の利用などによる多言語対応が必要

文化資源：

グルメ・ショッ
ピング

地域との交流

親近感

親近感

地域との交流

親近感

A 共通コンテンツの海外事例

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの海外事例

出所：Yankees.comウェブサイト等、Doota Mallウェブサイト等、Dave‘s Travel & Events等を基に作成

出所：韓国観光公社

出所：Pixabay
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事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

海の夜間活用

Brooklyn VI Fishing（ニューヨーク）

【特徴】

• ブルックリンの夜景を楽しみながら釣り
ができるツアー

• 国内の海を夜間活用し、訪日外国人が体験したいと思える
日本独自の漁船や夜釣り体験を提供

• 訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや携帯翻訳機
の利用などによる多言語対応が必要

自然資源：
ロケーション

川の夜間活用 Thames Dinner Cruise（ロンドン）
【特徴】

• ロンドンの歴史的な建物が立ち並ぶテム
ズ川沿いを、クルーズ船に乗って周遊す
るツアー

• ロンドンの夜景と豪華なイギリス料理を
楽しみながら、ピアノの生演奏も聴くこと
ができる

• 訪日外国人に既に人気のある屋形船クルーズ以外にも、
超富裕層に特化したクルーズを企画し消費単価を上げるな
どの施策が考えられる

• 大阪道頓堀のとんぼりリバークルーズのようなミニクルーズ
にて回転率を高めれば、より多くの訪日外国人受入れが可
能

星空の夜間活用 星空観察ツアー（ケアンズ）
【特徴】

• 南十字星をはじめ、日本では見られない
南半球の星々や星座を観察

• ケアンズ郊外で観るツアーや、年間晴天
率の高いグラネット渓谷で観るツアーな
どがある

• 日本語ガイド付きもある

• 北半球でしか観ることのできない星座などを分析し、南半
球からの訪日外国人へアプローチ

• 各まちで星空が綺麗に観察できるスポットを巡るツアーや
クルーズツアーなどを訪日外国人向けに開発

• 訪日外国人対策として、多言語対応やガイドなどは必須
自然資源：
自然現象

自然資源：
ロケーション

日本固有性

地域との交流

日本固有性

親近感

地域との交流

親近感

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの海外事例

A 共通コンテンツの海外事例

出所：Brooklyn VI Fishingウェブサイト等、Thames Dinner Cruiseウェブサイト等、VELTRA等を基に作成

出所：Pixabay

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ

市内観光とショーの
融合バスツアー
（夜間営業）

The Ride （ニューヨーク）

【特徴】
• バスの乗客全員の席が横向きで窓側を

見るように乗車
• マンハッタンの街中を案内しつつ、街自

体を劇場化しストリートに配置された役
者のパフォーマンスを観劇

• 訪日外国人には日本の観光スポットを巡るバスツアーが人
気だが、エリアを限定したバスツアーにて、各所でバスの中
から伝統芸能などがガイド付きで観劇できるようなカスタマ
イズが考えられる

• 訪日外国人対策として、音声ガイドなどの多言語対応が必
要

事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

IR（統合型リゾート）
の夜間営業

Marina Bay Sands（シンガポール）

【特徴】

• ゲーミング施設、宿泊施設、飲食施設、
MICE施設、商業施設などが集積したIR
（統合型リゾート）

• ゲーミングなどは24時間営業

• 2018年7月、特定複合観光施設区域整備法が成立し、国
内においてもIR（統合型リゾート）の導入が予定されている

が、訪日外国人の夜間消費額増加を期待する主要コンテ
ンツとして、ゲーミングだけでなく、ナイトクラブなど夜間帯
営業のコンテンツを整備することが必要

文化資源：

最先端トレン
ト

文化資源：

最先端トレン
ト

複合施設、テーマ
パークの夜間活用

De School（アムステルダム）
【特徴】
• 専門学校の跡地を改築した複合施設

• バー、ナイトクラブ、ギャラリー、ジム、コ
ンサートスペースなどの店舗が集積

• 365日24時間営業のライセンスを取得
• ナイトクラブにて世界クラスのDJと共に

ローカルタレントをブッキング

• 各まちのテーマパークや複合施設において、ナイトクラブイ
ベント等を開催

• 集客力のある有名DJなどを誘致し、各地域のタレントなど
を一緒に出演させるなど、地域経済活性化に寄与

• 騒音が課題となり実施できない場合は、サイレントディスコ
にて開催可能

文化資源：

アミューズメ
ント施設
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日本固有性

日本固有性

最先端

日本固有性

最先端

親近感

出所：The Rideウェブサイト等、Marina Bay Sandsウェブサイト等、De Schoolウェブサイト等を基に作成

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの海外事例

B 固有コンテンツの海外事例

出所：Pixabay



事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

歴史文化施設の
夜間営業 Anne Frank House（アムステルダム）

【特徴】
• アンネフランクという世界的知名度
• 夜間営業（22時まで）
• 好立地

• 訪日外国人に人気な歴史文化施設を夜間営業

• 訪日外国人対策として、音声ガイドなどの多言語対応が必
要 文化資源：

文化施設

教会跡地の夜間
活用 Gattopardo（ミラノ）

【特徴】

• 教会跡を改装してバー、ナイトクラブとし
て朝まで営業

• ライブイベントも開催

• 日本の各まちの遊休施設をバーやナイトクラブ等の夜間施
設として活用

• ユニークベニューとしてプロモーション効果も期待

• ナイトクラブ等への活用について、騒音が課題となり実施で
きない場合はサイレントディスコなどにて対応

文化資源：

歴史的建造
物

象徴的建造物（橋）の
夜間活用

シドニー・ブリッジのナイトクライム
（シドニー）
【特徴】

• シドニーのランドマークであるハーバーブ
リッジ（高さ134m）を安全具を装着して登
るガイド付きツアー

• ナイトクライムではシドニーの夜景が楽し
める

• 橋や高層ビルなど、各まちに存在するランドマークとなる建
造物を夜間活用し、登れて夜景が楽しめるツアーを開発

• 安全対策の完備が必須

• 訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや携帯翻訳機
の利用などによる多言語対応が必要

文化資源：

歴史的建造
物
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日本固有性

親近感

日本固有性

地域との交流

日本固有性

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの海外事例

B 固有コンテンツの海外事例

出所：Gattopardo Milanoウェブサイト等、Sydney Harbour Bridge Climbウェブサイト等、Anne Frank Houseウェブサイト等を基に作成

出所：オランダ政府観光局
※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ

出所：ニュー・サウス・ウェールズ
州政府観光局
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美術館・博物館の夜
間活用

“Lates” at Science Museum（ロンドン）

【特徴】

• 毎月一度のイベントとして、科学博物館
を夜間営業

• アルコールの販売やサイレントディスコ
などを実施

• 18歳以上の入場に限定

• 各美術館・博物館をユニークベニューと位置付け、定期的
な夜間イベントを開催

• 防犯対策、訪日外国人対策として多言語対応が必要

事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

図書館の夜間活用
Customs House（シドニー）

【特徴】
• 図書館の最上階を飲食店として活用
• 飲食店は深夜まで営業
• 好立地

• 図書館の最上階、屋上、駐車場等のスペースを活用し飲食
店を展開

• 訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや携帯翻訳機
の利用などによる多言語対応が必要

文化資源：
文化施設

文化資源：
文化施設

歴史文化施設の
夜間営業

The Metropolitan Museum of Art: VIP 
Tour（ニューヨーク）

【特徴】
• 閉館後の人気美術館を巡るツアー

• ガイドスタッフによる美術館・美術品の秘
密等の説明

• ワイン一杯を無料配布

• 通常の営業時間の夜間延長が困難な美術館・博物館にお
いては、管理可能な人数に限定したツアーにて消費を促す

• 訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや携帯翻訳機
の利用などによる多言語対応が必要

文化資源：
文化施設

日本固有性

日本固有性

日本固有性

地域との交流

出所：“Lates” at Science Museumウェブサイト等、Customs Houseウェブサイト等、The Metropolitan Museum of Art Toursウェブサイト等を基に作成

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの海外事例

B 固有コンテンツの海外事例

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay



トラムカー乗車と飲食
の融合ツアーの夜間
営業
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事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

ノンバーバルエンター
テインメントショーの
夜間営業

Siam Niramit Show（バンコク）

【特徴】
• 毎日20時から開催

• タイの歴史と文化を伝えるノンバーバル
ショー

• スクリーン上でストーリーラインを字幕で
表示（多言語対応）

• 訪日外国人に人気のあるノンバーバルエンターテインメント
ショーの公演時間を夜間まで延長

• ノンバーバル公演とすることで、訪日外国人への多言語対
応が不要

文化資源：

エンターテイ
ンメント

心霊スポットの夜間
活用

Ghost Bus Tours（ロンドン）

【特徴】

• 有名な幽霊スポット（墓地等）を巡るツ
アー

• ロンドンの有名な2階建てバスを利用

• バスガイドによるコメディ・ホラー・ショー
も実施

• 国内でも既にタクシー会社による心霊スポット巡礼ツアーな
どが開催されているが、訪日外国人の受入れ体制を整備
（多言語対応等）することによりニーズを満たす

• 国内に至るところにある首塚等の歴史にまつわる心霊ス
ポットの活用

文化資源：

エンターテイ
ンメント

The Colonial Tramcar Restaurant
（メルボルン）
【特徴】

• 車窓から街を眺める路面電車の中で、
コース料理とオーストラリアのワインを含
むお酒（飲み放題）を楽しむ

• 1927年に街を走っていた最古の路面電
車を改装

• 日本の路面電車を歴史を彷彿させる空間に改装し、各まち
の特産品や地酒を提供することで、訪日外国人に特別な
ディナーを提供

• 路面電車の存在する地方に誘客可能

• 訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや携帯翻訳機
の利用などによる多言語対応が必要

文化資源：

グルメ・ショッ
ピング

日本固有性

地域との交流

日本固有性

地域との交流

日本固有性

出所：Siam Niramit Showウェブサイト等、Ghost Bus Toursウェブサイト等、The Colonial Tramcar Restaurantウェブサイト等を基に作成

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの海外事例

B 固有コンテンツの海外事例

出所：タイ国政府観光庁
※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ
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人気飲食店の夜間営
業

The Sherlock Holmes Pub（ロンドン）

【特徴】

• 旅行者に人気のテーマ・パブレストランを
夜間営業

• 店内にはシャーロック・ホームズの部屋
を再現したコーナーがある

• イギリスパブの雰囲気を気軽に楽しめる

• 訪日外国人に人気のある日本アニメをコンセプトとしたカ
フェ等の飲食店の営業時間を夜間まで延長

• 集客に苦戦しているような飲食店を海外のバー・パブのよう
にテラス席を設ける等オープンな雰囲気にすることにより、
訪日外国人が気軽に楽しめるようになる

事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

カフェ・レストランの夜
間活用（ツアー）

Toronto Food Tours（トロント）

【特徴】

• 複数のカフェ・レストランを周遊するツ
アーを夜間においても実施

• トロントの町の面白い話や見所をガイド
が紹介する

• 地元民と交流しながら飲食を楽しめる

• 訪日外国人に人気のある日本的なカフェ・レストランの周遊
ツアーを夜間開催し、各飲食店の夜間営業を促進

• 各まちの歴史や文化等を説明

• 訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや携帯翻訳機
の利用などによる多言語対応が必要

文化資源：

グルメ・ショッ
ピング

あ

文化資源：

グルメ・ショッ
ピング

夜行性動物の活用
夜行性動物探索ツアー（ケアンズ）
【特徴】

• コアラやカンガルー、ワラビーなど、オー
ストラリア特有の夜行性動物を探索する
ツアー

• 夜の動物園を探検するツアーや熱帯雨
林に分け入って探検するツアー

• 国内でも既に同様のツアーやサファリパーク等でのナイト
サファリが存在するが、夜行性の動物を夜間活用し、飲食
などと絡めた訪日外国人向けのツアー等の開催によるコン
テンツの拡充が考えられる

• 訪日外国人対策として、多言語対応やガイドなどは必須
自然資源：

生物

日本固有性

親近感

日本固有性

地域との交流

日本固有性

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの海外事例

B 固有コンテンツの海外事例

出所：VISIT LONDON等、Toronto Food Toursウェブサイト等、 Veltra等を基に作成

出所：ロンドン政府観光局

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ
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事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

希少生物の夜間
活用

土ボタルツアー（ゴールドコースト）
【特徴】

• 世界でもオーストラリアとニュージーラン
ドにしか生息しないと言われる土ボタル
を鑑賞

• 世界遺産に指定された地域に属する国
立公園の地区を訪れ、夜にジャングル散
策をする非日常体験ができる

• 日本でもホタル観賞のツアーなどが存在するが、地方固有
の飲食や夜景観賞などと組み合わせることにより、訪日外
国人向けに訴求可能な夜間コンテンツとなり得る

• 訪日外国人対策として、多言語対応やガイドなどは必須

動植物の夜間活用
熱帯雨林探索ツアー（ケアンズ）

【特徴】

• 夜行性動物探索と組み合わせ、ケアンズ
の世界遺産である世界最古の熱帯雨林
の夜間散策を楽しめるツアー

• 日本でも夜のマングローブをカヌーでクルーズするツアーな
どが存在するが、日本固有の植物地帯と動物の鑑賞を組
み合わせたツアー等は各地域で考えられる

• 訪日外国人対策として、多言語対応やガイドなどは必須

自然資源：
生物

自然資源：
生物

日本固有性

日本固有性

出所：Glow Worm Tourウェブサイト等、Visit Cairnsウェブサイト等を基に作成

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの海外事例

B 固有コンテンツの海外事例

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ
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事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

官民連携の街全体で
のナイトイベント

Vivid Sydney（シドニー）
【特徴】
• シンボリックなオペラハウス等をプロジェク

ションマッピングや音楽を使い、エンターテ
インメント化

• 毎年3週間開催（当初より長期化）

• 観光閑散期の時期に毎年テーマを変えて
開催。集客力・経済効果の高い観光資源
に醸成

• 歴史的建造物と日本文化・アニメを用いたプロジェクション
マッピングや音楽ライブを毎年1か月間程度開催し、海外プ
ロモーションの可能なコンテンツとする

• 毎年開催することで、地域自体のプロモーション効果を発
揮し、周辺地域への経済波及効果を生み出す

文化資源：

エンターテイ
ンメントショー

官民連携の街全体で
のナイトイベント

Nuit Blanche（トロント）
【特徴】
• トロントの街中のビルを利用したアートや、

音楽やダンスをアートとして取り入れたもの
など、街全体で現代アートを祝う毎年恒例
のイベント

• 日没から夜明けまで開催
• イベント日は地下鉄24時間、バスや電車も

特別営業

• 日本の城や神社などを活用し、アート、プロジェクションマッ
ピング、音楽ライブやダンスパフォーマンス等のイベントに
よる夜間コンテンツ化が考えられる

• 日本でも既に大阪城イルミナージュなど、城を活用したイル
ミネーションイベント等が開催されているが、短期間でも毎
年開催することにより、訪日外国人への認知を生み出す

文化資源：

エンターテイ
ンメントショー

日本固有性

最先端

日本固有性

最先端

出所：Nuit Blanche Torontoウェブサイト等、Vivid Sydneyウェブサイト等、 Ultra Music Festivalウェブサイト等を基に作成

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの海外事例

C イベント型コンテンツの海外事例

官民連携の街全体で
のナイトイベント

Ultra Music Festival（マイアミ）
【特徴】
• 世界屈指のDJやライブアクトを堪能できる、世界最

大級の都市型音楽フェスティバル
• 1999年にマイアミでスタートしてから毎年開催され、

現在は6大陸20カ国以上で開催
• イベント自体は3日間だが、開催の１週間前より「マ

イアミ・ミュージック・ウィーク」と称され、大小270を

超える様々なイベントが街全体で昼夜開催され、世
界中からトップ・アーティスト、音楽関係者、音楽
ファンが集まる

• 国内で開催される各種イベントにおいて、短期間でも毎年
開催することにより、訪日外国人への認知を生み出し、開
催地域への経済波及効果を生み出す

文化資源：

エンターテイ
ンメントショー

日本固有性

最先端

出所：トロント観光局

出所：Pixabay

出所：Pixabay ※イメージ
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事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

砂漠の夜間活用 Field of Light（ウルル）

【特徴】

• ウルル（エアーズロック）が見えるサッ
カーグラウンド4面分の広さに及ぶ砂漠
に約5万球以上の電球を灯すイルミネー
ション・ショー

• 屋外ディナーが楽しめるツアーもある

• 国内でも海浜公園や鳥取砂丘などを活用したイルミネー
ションイベントが開催されており、各まちの広大な敷地にて
カスタマイズができると考えれる

森林の夜間活用 Foresta Lumina（モントリオール）
【特徴】

• イルミネーションで演出された森を歩くエ
ンターテインメントプログラム

• プロジェクションマッピング、ライティング、
サウンドエフェクトなどを駆使し、五感に
訴えかけるユニークな体験を提供

• 国内でも既に長崎・伊王島にアイランドルミナがオープンし、
同様のコンテンツが存在するが、森林を夜間活用しコンテ
ンツ化することが可能な同業態は、日本各地にてカスタマ
イズができると考えられる

自然資源：
ロケーション

自然資源：
ロケーション

日本固有性

最先端

日本固有性

出所：Bangkok.comウェブサイト等、Foresta Luminaウェブサイト等、Field of Light Uluruウェブサイト等を基に作成

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの海外事例

C イベント型コンテンツの海外事例

ナイトマーケットの開
催

Rod Fai Market（バンコク）
【特徴】
• 飲食、ショッピングエリア等、1,000件程

度の露店が並び、併設ステージにて演奏
が行われる、ローカルな雰囲気が味わえ
るナイトマーケット

• 色とりどりのテントの屋根がインスタ映え
すると評判

• 各まちの商店街などの事業者等が協力し、公園や道路等
の公共空間を有効活用することにより、毎週末などにナイト
マーケットを定期開催し訪日外国人がいつ来ても楽しめる
夜間イベントを拡充

文化資源：

グルメ・ショッ
ピング

日本固有性

地域との交流

出所：タイ政府観光局

出所：ケベック州政府観光局

出所：Pixabay ※イメージ
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事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

雪の夜間活用 スノーキャッスル（ケミ）
【特徴】
• 雪の城「ルミリンナ」が造られる
• 毎年デザインやコンセプトが違い、2ヶ月

間以上開催

• 雪と氷で造られたレストランやホテル、
チャペルなどがあり、雪のホテルでは宿
泊も可能

• 国内でも既にさっぽろ雪まつりなどのイベントやトマムのア
イスヴィレッジなどの施設があるが、各まちの雪を有効活用
し、同時にプロジェクションマッピングやライトアップなどを
行うことで、夜間帯のコンテンツとして拡充が考えられる

• 毎年テーマ別に開催することで、地域自体のプロモーション
効果を発揮し、周辺地域への経済波及効果を生み出す

自然資源：
自然現象

日本固有性

最先端

出所：Snow Castle of Kemiウェブサイト等を基に作成

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの海外事例

C イベント型コンテンツの海外事例

出所：Pixabay ※イメージ



(1)コンテンツの拡充、(2)場の整備 関連事例
‐国内事例‐

19

20

既存ナイトクラブの活
用 Osaka Nightclub Pass（大阪）

【特徴】

• 大阪の繁華街「キタ」（大阪駅・梅田駅周
辺）と「ミナミ」（心斎橋～難波駅周辺）の
ナイトクラブ10店の共通入場パス

• 訪日外国人にとってナイトライフの主要コンテンツであるナ
イトクラブの周遊パスを販売することにより、各まちの既存
施設の活性化を促進

• 顧客が身に付けたリストバンドにてキャッシュレスによる支
払いを可能とするシステムを導入し、消費を促す（ニュー
ヨーク）

文化資源：

アミューズメ
ント施設

事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

エンターテインメント
（ショー、ライブ）の夜
間営業

シルク・ドゥ・ソレイユ（各地）

【特徴】

• 世界最高峰のエンターテインメント集団
の来日公演

• 基本的にはテントで実施し、東京、大阪、
名古屋、福岡、仙台等で期間限定公演

• 海外の著名なショー・コンサートなどを招致
• 最終公演時間を20時以降開始とする（ニューヨーク、ロンド

ン）

• 定期的な公演を継続することで、「演劇が観られるまち」と
いう認識を定着させる（ニューヨーク）

• 仮設劇場においても、1年以上のロングラン公演を可能とす
る法令・条例等の規制緩和が必要と考えられる

水族館の夜間営業 おとまりスクール＆ナイトツアー（大阪）
【特徴】

• 飼育員が閉館後＆開館前の海遊館を案
内し、生物の夜の姿を解説

• ジンベエザメやカマイルカが泳ぐ水槽の
前で眠る特別体験

• その場で色々な質問ができ、生物の特
徴や飼育員たちの工夫にふれる

• 各まちに存在する水族館の閉館後から開館前の時間を有
効活用し、管理可能な人数に限定したツアーにて受入れが
可能

• 訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや携帯翻訳機
の利用などによる多言語対応が必要

文化資源：

アミューズメ
ント施設

文化資源：

エンターテイ
ンメントショー

親近感

親近感

親近感

出所：Osaka Nightclub Passウェブサイト等、海遊館ウェブサイト等、Cirque du Soleilウェブサイト等を基に作成

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの国内事例

A 共通コンテンツの国内事例

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay
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パブ＆バーの夜間活
用（ツアー） 東京パブクロール（赤坂、六本木）

【特徴】

• スタッフがグループを取り仕切り、友達同
士、初対面同士、旅行者が共にバーを巡
りながら一晩の交流をはかる

• 参加者は訪日外国人が7割以上
• 1人で参加する旅行者が多い

• 国内にある老舗のバー・居酒屋や商店街にある個店などの
周遊ツアーを夜間開催し、既存施設の活性化を促進

• 各まちの歴史や文化等を説明（シドニー）
• 外から賑わいが見える店づくり（シドニー、ロンドン）

• 訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや携帯翻訳機
の利用などによる多言語対応が必要

文化資源：

グルメ・ショッ
ピング

事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

既存飲み屋街の有効
活用

新宿ゴールデン街（新宿）

【特徴】
• 200軒以上の小さな飲食店が密集してい

るため、複数のお店を楽しみやすい

• 老舗店など個性豊かな店も多く、日本の
飲み屋の雰囲気を味わえる

• 豊富な種類のお酒と食事が楽しめる

• 国内各地に存在する飲み屋街等のディープなナイトスポッ
トの多言語プロモーション（歴史や文化などについても周
知）

• メニューの多言語化に加え、バイリンガルスタッフや携帯翻
訳機の利用などによる多言語対応が必要

• バーで気軽に歌うこと（カラオケ）が楽しめるなど、訪日外国
人が好む要素を取り入れる

文化資源：

グルメ・ショッ
ピング

地域との交流

親近感

日本固有性

親近感

出所：東京パブクロールウェブサイト等、新宿ゴールデン街ウェブサイト等を基に作成

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの国内事例

A 共通コンテンツの国内事例

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ
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ショーレストランの夜
間営業

ロボットレストラン（新宿）
【特徴】

• ライブ演奏やオリジナルの曲を使い、ロ
ボットやダンサーによるショーを見ながら
食事ができる非日常体験

• 1日4回公演開催（最終21:45スタート）

• 派手な内装で訪日外国人による写真撮
影・SNS拡散を助長

• ライブ演奏や訪日外国人が好む音楽を使い、珍しいショー・
コンサート等と飲食を同時に楽しめる非日常体験の提供

• 最終公演時間を20時以降開始とする（ニューヨーク、ロンド
ン）

• 写真撮影・SNS拡散を助長する内装やスポットの整備

事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

文化資源：

最先端トレン
ト

コンセプトカフェの夜
間営業

KAWAII MONSTER CAFÉ（原宿）
【特徴】

• ジャパニーズポップカルチャーの要素が
凝縮したカフェレストランで、夜はショーも
開催

• BGMは洋楽で、パフォーマンス自体はノ
ンバーバル

• 施設スタッフによる多言語対応

• 訪日外国人に人気な日本アニメをコンセプトとしたカフェ等
の営業時間を夜間延長

• 閑散となりやすい夜間帯等にはショーを公演するなどして
集客

• 訪日外国人がリラックスできるBGMを整備

• 訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや携帯翻訳機
の利用などによる多言語対応が必要

エンターテインメント
（ショー、ライブ）の夜
間営業

2.5次元ミュージカル（各地）
【特徴】

• 漫画やアニメ、ゲームなどを原作・原案と
した舞台芸術

• 舞台を収録した映像のパッケージ販売な
ど映像の2次利用、関連グッズの販売な
どにおいても大きな収益を上げる

• 最終公演時間を20時以降開始とする（ニューヨーク、ロンド
ン）

• メガネ型多言語字幕システムなどによる多言語対応
• ホームページの多言語対応が必要
• 仮設劇場などにおける地方展開

文化資源：

エンターテイ
ンメント

文化資源：

最先端トレン
ト

日本固有性

最先端

日本固有性

最先端

日本固有性

最先端

出所：ロボットレストランウェブサイト等、KAWAII MONSTER CAFÉウェブサイト等、日本2.5次元ミュージカル協会ウェブサイト等を基に作成

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの国内事例

B 固有コンテンツの国内事例

出所：Pixabay ※イメージ
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洞窟・鍾乳洞の夜間
活用 洞窟ナイトツアー（旭川）

【特徴】
• 通常入洞時間終了後に開催

• ヘッドライトとランタンだけで、ガイドと夜
の鍾乳洞を探検

• 国内各地に存在する洞窟・鍾乳洞にてカスタマイズが考え
られる

• 訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや携帯翻訳機
の利用などによる多言語対応が必要

事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

自然資源：
ロケーション

紅葉の夜間活用
永観堂：夜の紅葉ライトアップ（京都）

【特徴】
• 約3,000本のもみじがライトアップ
• 歴史的建造物との融合
• ホームページの多言語対応（英語）
• 夜間の特別拝観プログラムを実施

• 国内の各都市の紅葉を、夜間においても楽しむことができ
るように、ライトアップを実施

• 消費を生み出す施策として、施設で拝観料を徴収するもの
や、紅葉スポットを巡るツアーの開催などが考えられる

• 訪日外国人対策として、多言語対応やガイドなどは必須
自然資源：
自然現象

日本固有性

地域との交流

日本固有性

出所：アサヒカワモトクラシーウェブサイト等、永観堂ウェブサイト等を基に作成

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの国内事例

B 固有コンテンツの国内事例

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ
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事例種類 我が国への展開に向けたポイント
訪日外国人が
求める観点

観光資源名称・特徴

官民連携の街全体で
のナイトイベント

さっぽろ雪まつり（札幌）
【特徴】
• 札幌市内の複数の会場で毎年2月上旬

に開催される雪と氷の祭典

• 大小の雪像・氷像、北海道の食、ステー
ジイベント等が楽しめる

• 夜間のライトアップは23：00まで

• 各まちの雪を有効活用し、同時にプロジェクションマッピン
グやライトアップなどを行うことで、夜間帯のコンテンツとし
て拡充が考えられる

• 雪と氷で作られたレストランやホテルなどにより話題性を高
める（フィンランド・ケミ）

• 毎年テーマ別に開催することで、地域自体のプロモーション
効果を発揮し、周辺地域の経済波及効果を生み出す

ナイトマーケットの開
催

ナイトマーケット「千年夜市」（福岡）
【特徴】

• 「旅とローカルの交差点」をテーマに、旅
行者も地元民も気軽に行ける「安心で安
全な夜の遊び場づくり」としてスタート

• 2013年からスタートし毎年開催
• グルメ、雑貨、マッサージ、ステージなど
• 天神・博多駅から徒歩圏内の公園

• 各まちの商店街などの事業者等が協力し出店
• 公園や道路等の公共空間を有効活用（バンコク）
• インスタ映えする装飾や写真スポット等を整備しSNSによる

拡散を狙う（バンコク）
• 毎年/毎月/毎週末など、定期開催することで、地域自体の

プロモーション効果を発揮し、周辺地域の経済波及効果を
生み出す

各都市同時期に開催
されるナイトイベント

熱海海上花火大会（熱海）
【特徴】

• 毎年ほぼ毎月定期的に開催し、一年を
通して楽しむことができる

• 打ち上げ数は3千~5千発
• ホームページが多言語対応

• 多くの近隣ホテルの予約受付開始は花
火大会開催日の一年前

• 開催日、有料の観覧席や屋形船、ホテル客室など、訪日外
国人向けのチケッティング施策が必要

• 国内各地において主に毎年夏季に開催されることが多いた
め、それぞれの花火大会がホームページの多言語対応な
どをはじめとした訪日外国人へのプロモーションを実施し、
滞在時に複数の花火大会の回遊ができるよう整備

自然資源：
自然現象

文化資源：

エンターテイ
ンメントショー

文化資源：

グルメ・ショッ
ピング

日本固有性

日本固有性

地域との交流

日本固有性

最先端

出所：熱海海上花火大会ウェブサイト等、千年夜市ウェブサイト等、さっぽろ雪まつりウェブサイト等を基に作成

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
コンテンツの国内事例

C イベント型コンテンツの国内事例

出所：Pixabay

出所：熱海市

出所：福岡市公式シティガイド



(1)コンテンツの拡充、場の整備 関連事例
‐回遊イメージ作成例‐
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訪日外国人向けのアンケート結果等にて得られる情報を基に、志向性、国籍などからターゲットを明確にし、思考・感情
から行動やニーズがあると想定されるコンテンツを分析する。

「夜間体験」を好む訪日外国人をターゲットとする場合の回遊イメージ（1/2）

フェーズ

ナイトタイム

18:00 - 21:00 21:00 – 24:00 0:00 – 03:00 03:00 – 06:00 

行動

26

食事、ショッピン
グを楽しむ

終電が過ぎ更にアクティビティや
お酒を楽しむ

終電まで食後のアクティビティや
お酒を楽しむ

始発までの時間
を過ごす

- 18:00

行先（飲食&遊
び）をリサーチ

デイタイム

26

ペルソナ：20代後半イタリア人会社員男性、滞在期間：5日間、訪問地：東京都

食事、買物、街の散策、
文化・芸術鑑賞

飲酒、ショー・イベント、夜景・イルミネーショ
ン、街の散策

ホテル（16~32.1%）、ナイトクラブ、飲酒、
ショー・イベント

ホテル（38.5~55.9%）、

ナイトクラブ、ショー・イ
ベント、飲酒

情報収集

思考・感情

• 繁華街で食事、散策
• 商店街で買物、散策

• 繁華街の居酒屋、バー
• 最先端エンタメショー、ライブ
• 季節の行事におけるイルミネーション

• ナイトクラブ巡り
• バーホッピング
• 最先端エンタメショー、ライブ

• ナイトクラブ巡り

• 最先端エンタメショー、
ライブ

• バーホッピング

• 大都市の刺激を体験
したい

• 現地の人と交流したい

• 大都市の刺激、エンタメを体験したい
• 現地の人と交流したい

• 大都市の刺激、エンタメを体験したい
• 興奮したい
• 現地の人と交流したい
• 夜間交通があれば積極的に利用したい

• 大都市の刺激、エンタ
メを体験したい

• 現地の人と交流したい
• 夜間交通があれば積

極的に利用したい

• 知人・友人の話
• ポータルサイト
• 個人ブログ
• Youtube 等

• 人気飲食店はどこ？
買いたい物はどこ？

• 夜のエンタメは？
• 料金は？行き方は？

想定
コンテンツ

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）

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
回遊イメージの作成例：「夜間体験」を好む訪日外国人をターゲットとする場合（1/2）



大都市ならではの有名で人気なコンテンツ（3体系のコンテンツ）の整備が重要である
コミュニケーションが不可欠なため、多言語対応（スタッフ、携帯翻訳機等による）の整備が必要である
クレジットカード等、キャッシュレス支払い対応の整備が必要である
スマホが欠かせないため、電源、Wi-Fi環境の整備が必要である

インサイト
（行動から導き出される打ち手）

分析された行動やニーズがあると想定されるコンテンツから、夜間時間帯別の回遊イメージを想定し、具体的に整備が
必要なコンテンツやプロモーション、環境・インフラ（夜間交通、多言語対応等）を最適化する。

「夜間体験」を好む訪日外国人をターゲットとする場合の回遊イメージ（2/2）

ナイトタイム

18:00 - 21:00 21:00 – 24:00

訪問地：新宿を想定

0:00 – 6:00- 18:00

デイタイム
（旅前含む）

思
考

行
動

⓪予約

人気のショーを調
べて予約しよう

テレビ、Facebook、
TripAdvisor、知

人・友人等より情報
収集

⑦回遊

エンタメフェスに行
こう（ｷｬｯｼｭﾚｽ対応
ができないと不便）

渋谷エンタメフェス

（渋谷のクラブ回遊
イベント）

⑤飲酒

現地の人々が訪れ
るお店でお酒を飲
もう(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが
取れると嬉しい)

ゴールデン街で飲
酒・カラオケ

⑥体験

ナイトクラブに行こ
う（ｷｬｯｼｭﾚｽ対応が
できないと不便）

ナイトクラブ
「WARP」を体験
（新宿最新）

④体験

予約していたショー
に行こう（ｷｬｯｼｭﾚｽ
対応ができないと
不便）

ロボットレストランで
ショー鑑賞

②お酒

現地の人々が訪れ
るお店でお酒を飲
もう(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが
取れると嬉しい)

思い出横丁で飲食

③移動

お店までの道順を
検索しよう(スマホ
が使えないと不便)

Google Mapで検
索、徒歩移動

①食事

宿泊先のホテルの
レストランで食事し
よう

感
情

大都市ならではの
エンタメを楽しみた
い

大都市のナイトエン
タメを楽しみたい

現地の人々と交流
したい

大都市のナイトタイ
ムを楽しみたい

人気のショー体験
を楽しみたい

現地の人々と交流
したい

次のお店までス
ムーズに移動した
い

まずは近場で食事
をしたい

京王プラザホテル
で食事

回遊イメージからインサイトを抽出

B A C

＜凡例＞
オレンジ：コンテンツ
青：多言語対応
ピンク：支払い
紫：情報収集

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）

27

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
回遊イメージの作成例：「夜間体験」を好む訪日外国人をターゲットとする場合（2/2）

A BB
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海外では、文化の発信地であるスモールべニューの保存を行うとともに、幅広い旅行者に対応できるコンテンツ・場の整
備を行っている。

国内では訪日外国人がいつ来ても楽しめる常設のコンテンツやそのための場（劇場）の整備の必要性に関する意見が
多く寄せられた。

ヒアリング先 内容

海外

国内

コンテンツ
の拡充

場の整備

コンテンツ
の拡充

場の整備

飲酒、ナイトクラブだけがナイトタイムエコノミーではなく、多様な年代、嗜好
の方に楽しんでもらえるコンテンツの整備が必要だと認識している

異文化を許容し、受入れる場の整備づくりに注力すべきである

自治体職員

旅行代理店社員

新たな文化の醸成が行われるスモールベニューの保存、様々なアーティスト
が表現できる合法で安全な場所の提供、提供の支援が行政には求められる

ナイトメイヤー

クラブ以外のレストランも遅くまでやっているなど、街全体の活性化が必要で
ある

旅行会社

単発ではなくいつ来ても上演している常設のショーや、ノンバーバルのショー
の開発が必要である

旅行会社、エン
ターテインメント
事業者、自治体

回遊性を促す仕組みづくり、既存店舗を使った夜間の活用など既存の資産や
地元のアイディアを活用しながらコンテンツ企画をしていく予定である

自治体

劇場が全国的に足りず、収益化するのにちょうどいいサイズの劇場の整備や
予約時間の柔軟化が不足している

エンターテイン
メント事業者

公道の使用、特別史跡エリアなどイベント時のみならず使用できるような規制
緩和が必要である

エンターテイ
ンメント事業
者、旅行会

社

(1)コンテンツの拡充 (2)場の整備
論点集（国内外ヒアリングより抽出）



ナレッジ集 「第2章『ナイトタイムエコノミー』推進に
向けた方策」に関する事例紹介

(1)コンテンツの拡充、(2)場の整備 関連事例
(3)交通アクセス 関連事例
(4)安心安全の確保 関連事例
(5)プロモーション 関連事例
(6)推進体制 関連事例
(7)労働 関連事例
(8)夜間統計の整備 関連事例

29

公共交通機関の深夜運行はナイトタイムエコノミー推進のためには欠かせないものとなっている。
各都市で導入している交通機関の種類や導入方法は異なり、既存の交通機関や財源に応じた検討が必要である。

ロンドン シドニー ニューヨーク

安全で便利な公共
交通手段の整備

鉄道・バス以外の
交通手段の活用

地下鉄/
地上鉄道

地下鉄バス バス

タクシー
乗り場の整備

路面電車 バス

深夜運行している
交通機関

導入方法
一部路線を

週末のみ運行
一部路線 鉄道路線沿いを

夜間はバスが運行
一部区間 一部路線 一部路線

ライドシェアの
活用

財源確保をするため
の仕組みづくり

アムステルダムにおけるナイトバスの運行は、ナイトクラブのオーナー達が、顧客の足の確保の
ために拠出している

アムステルダム

1

30

3

2

(3)交通アクセス
先進事例調査サマリー



鉄道 バス

地下鉄（Night Tube） 地上鉄道（Overground）

運行時間
（最終運行時間）

金・土のみ一部路線で
24時間運行

金・土のみ一部路線で
24時間運行

一部路線は24時間運行

深夜運行の有無 〇 〇 〇

運行線区 5路線（全11路線）
Cross Gate～Highbury & 

Islington間
ロンドン市発の深夜運行バス：

17路線（全約600路線）

平均運行頻度 10~20分 15分 20~30分間隔

利用状況
8.7 百万人 （2017/2018）

7.8 百万人（2016/17）
― ―

運営事業者
Transport for London
（TfL：ロンドン交通局）

Transport for London
（TfL：ロンドン交通局）

※運行はLondon Overground 
Rail Operationsへ委託

Transport for London
（TfL：ロンドン交通局）
※運行は複数民間事業者

ロンドンの公共交通機関において、深夜運行を行っているのは地下鉄（Night Tube）、地上鉄道（Overground）および
バスである。

出所：Transport for Londonウェブサイト、London First ウェブサイト

ロンドンの公共交通機関における深夜運行の実態

※平均運行頻度は曜日や時間帯により
異なる
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(3)交通アクセス
交通機関（ロンドン）
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ロンドンにおける地下鉄・地上鉄道の深夜運行は、需要の高い路線を対象に金、土の週末のみに限定している。
鉄道の深夜運行の導入および運行路線選定にあたり、導入による経済効果の試算および需要の高い路線の調査を
行い、ニーズが高い路線から段階的に導入を行っている。

背景

導入時
の課題

2000年以来、22:00以降のロンドン地下鉄路線の
乗客数の増加率は、終日の2倍以上となっており、
夜間バスの乗客数は同期間に170％増加。特に
金曜と土曜の夜は需要が最も高くなっていた

夜間交通の需要が高まる中、2016年8月に、ロン
ドン市の夜間経済の活性化を目的に金・土の
Night tube（地下鉄）の5路線を対象に順次終日
運行を開始

Night tubeの成功を受けて、 2017年12月より、
Night Overground（地上鉄道）の一部区間を対象
に金・土における深夜運行を開始。2018年2月に、
北に延びる区間まで延伸

ステークホルダーからの騒音や振動による被害、
犯罪増加に対する懸念

労働組合からのストライキにより、運行開始スケ
ジュールが大幅に遅延

出所：Transport for Londonウェブサイト, 「After years of delay, London‘s ’night tube‘ trains start running」（Reuters）

鉄道の深夜運行導入の背景と課題

(3)交通アクセス
交通機関（ロンドン）

深夜運行路線選定の考え方

導入時期 対象路線

2016年8月 地下鉄：Central / Victoria 線

2016年10月 地下鉄：Jubilee 線

2016年11月 地下鉄：Northern 線

2016年12月 地下鉄：Piccadilly 線

2017年12月 地上鉄道：Cross Gate～Dalston Junction間

2018年2月 地上鉄道：Dalston Junction～Highbury & 
Islington間を延伸

2023年まで 地下鉄：Metropolitan, Circle, District, 
Hammersmith & City 線

深夜運行の導入に先立ち、導入による経済効果を試算する調査
を実施
夜22時以降の地下鉄駅の乗降者数のデータを基に、夜間に
ニーズのある駅および路線を特定

地下鉄を段階的、部分的に導入を行い、さらに夜間の観光資源
が集積しているエリアを結ぶ地上鉄道の導入を行うことで、利用
者の夜間における交通手段を拡充



33

地下鉄の深夜運行の導入に先立ち事前対策を練り、必要な変更を行ったことで、大きな混乱がなく運行を実現している。

特に懸念が多い騒音や防犯対策にあたっては、必要なステークホルダーとのコミュニケーションや連携を通じて、事前
のトラブルを防止する策をとっている。

出所：Transport for Londonウェブサイト

主な取組内容（1/2）

警備計画の策定
英国交通警察とロンドン警視庁により警備計画が策定された。夜間の鉄道サービスを提供する他都市のアプローチ方法や、駅やその周辺の

犯罪や反社会的行動パターンに関するデータの分析に基づいて策定した

注意喚起キャンペーンの実施
NightTubeで報告された犯罪の総数は、昼間の時間よりも少ないが、夜間の犯罪の性質は昼間とは異なり、アルコールや反社会的行動によ

る犯罪が多く、中でも盗難が最も多い。その対策として、TfLは注意喚起のキャンペーンを実施した

導入前の影響調査の実施
導入に先立ち、TfLは騒音の影響を受けそうな25万人の住人、企業、利害関係者を対象に、書面による騒音対策のサポートの必要性の確認

を行った

運営上の騒音低減方法の検討
当初から、法規制（ドア閉鎖用チャイム）や安全上必要な項目（列車のホイッスル）を除き、夜間では、駅や列車の騒音を削減または除去する

ことが計画されていた。例えば、駅や列車の発車アナウンスは音量を最小限に抑えている

苦情処理プロセスの整備
騒音および振動の苦情処理プロセスを整備し、住民に対して迅速かつ一貫した対応を行い、最も問題のある領域へ投資が優先される仕組み

を整備している

• 騒音に関する全ての苦情を記録し、24時間以内に確認され、10営業日以内に回答をする仕組みを整備

• 苦情のあった住民宅にて、騒音を計測し、自社のデータを照合の上、特に騒音の改善が必要なエリアを特定させている

新しい技術の活用
線路の改修や制御により、騒音対策にあたっているが、今後も新しいテクノロジーを活用しながら騒音低減に努めていく

騒音
対策

防犯
対策

(3)交通アクセス
交通機関（ロンドン）
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深夜運行の導入にあたり、人員体制やメンテナンス体制を変更することで、夜間における安全な運行を実現している。
夜間のバスとの接続性や本数の見直しを行うことで、TfL全体での最適化や効率化にも貢献している。

出所：Transport for Londonウェブサイト

主な取組内容（2/2）

メンテナンス体制の変更
メンテナンスは、日曜日から木曜日の夕方まで実施されるように改定。併せて、メンテナンススタッフの変更も行った

駅での安全確保
深夜運行をしていない駅（特にNightTubeの乗り換え駅）への侵入を防止して顧客の安全を確保した

労働組合協定に沿った人員の確保
パートタイムの運転手および駅員は、労働組合協定に従って募集を行った

夜間バスの見直し
夜間に運行する地下鉄の駅とその先の住宅街への接続を考慮し、夜間バスの新しいルートの設置や地下鉄と重複する夜間のルートの削減
がなされた

導入前の試験運転
システム（スタッフとハード面の両方）の立ち上げ準備が整ったことをテストするために、運行していない時間帯に試験運転が行われた

(3)交通アクセス
交通機関（ロンドン）

安全
対策

労働力の
確保

メンテ
ナンス

バスとの
連携

導入
準備
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地下鉄の深夜運行導入にあたり行った2014年の推計値を大きく上回り、導入2年目の2017/2018年の調査では、約
4,000人の雇用および£190mの経済効果を生んでいる。

出所：Transport for Londonウェブサイト、 「Economic Impact of the Night Tube Programme on London’s Economy」（Londnon First）

地下鉄の深夜運行導入による経済効果

導入前の推計
（2014年時）

2016/2017年 2017/2018年

乗車人数 - 7.8百人 8.7百人

GVA - £171m £190m 

向こう10年間の期待経
済効果（1年あたり）

£77m
※2029年までの間の１年間あたり

の経済効果

£138m £154m 

雇用創出 1,965人 3,616 人 3,909 人

その他効果 - 利用者の移動に係る時間を平均20分短縮

(3)交通アクセス
交通機関（ロンドン）

地下鉄 バス 路面電車

運行時間
（最終運行時間）

ほとんどの路線で、24時～4:30の
間は運休

一部路線は24時間運行
始発駅（Central）から終着駅
（Dulwich Hill）の終電：23:00（金
以外）、00:00（金）

深夜運行の有無 × 〇 〇

運行線区
※都市間移動の電車は一部夜間
も運行

【毎日終日運行】
19路線（NightRide Bus含む）
【木・金・土】
終日運行：4路線
時間延長：3路線
【金・土】
終日運行：3路線
時間延長：21路線
（全約600路線）

始発駅（Central）から途中駅（The 
Star）区間は24時間運行

平均運行頻度 ― 60分 30分

利用状況 ― ― ―

運行事業者
主要路線はTransport for NSW*
（州政府）

Transport for NSW（州政府）

の子会社および民間の事業者（計
8事業者）

Transport for NSW（州政府）
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シドニーの公共交通機関において、深夜運行を行っているのはバスと路面電車である。

出所：Transport for NSWウェブサイト

シドニーの公共交通機関における深夜運行の実態

※平均運行頻度は曜日や時
間帯により異なる

*ニューサウスウェールズ州

(3)交通アクセス
交通機関（シドニー）



地下鉄 バス*

運行時間
（最終運行時間）

20路線は24時間運行
5路線は終電が22時-24時の間

一部路線は24時間運行

深夜運行の有無 〇 〇

運行線区
20路線（全25路線）

（路線によっては、夜間は別ルートや一部区間のみ運
行）

M路線（マンハッタン内 ）：15路線
Q路線（クイーンズ内）：4路線
BR路線（ブルックリン内）：なし
BX路線（ブロンクス）：3路線
（全約330路線）
※Q,BR,BXの路線でも一部マンハッタン内を走る路
線は対象

平均運行頻度 10~20分 20~60分

利用状況** 1.5% ―

運行事業者
Metropolitan Transportation Authority（ニューヨーク
都市圏交通公社）

Metropolitan Transportation Authority（ニューヨーク
都市圏交通公社）
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ニューヨークの公共交通機関において、深夜運行を行っているのはバスと地下鉄である。

※平均運行区間は曜日や時
間帯により異なる

出所：Metropolitan Transportation Authorityウェブサイト、 RPA 社のサイトを基に作成

*マンハッタン市内発着、また

はマンハッタンを経由する路
線を対象に調査

**１日あたり平均利用者数の
うち、午前0:30～5:00の平均
利用者数の割合

ニューヨークの公共交通機関における深夜運行の実態

(3)交通アクセス
交通機関（ニューヨーク）
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深夜運行は、財政面で問題があるが、輸送事業者、地方自治体、ナイトタイムエコノミー推進による受益者からの協力
を得ながら克服する仕組みづくりの検討も必要である。
オランダでは、クラブオーナーからの拠出によりナイトバスの運行が支えられている。

“In the Netherlands, late-night buses 

have been provided by the owners of 

nightclubs to shuttle customers home 

at the end of the night.”

“オランダでは、クラブオーナー達が顧客の足を確保する
ために、夜間バスへの拠出を行っている”

夜間交通における財源確保の事例

出所：「Night-Time Economy Management International Research and Practice」（Phil Hadfield ）

(3)交通アクセス
交通機関（アムステルダム）

※イメージ



海外では、夜間交通をエリアを絞って整備するケースが多いが、利便性や安全性で課題がある。

国内では、ナイトタイムエコノミー推進には夜間交通の整備は必要だが、労働力の確保や財政面に関する不安の声が
寄せられている。
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内容

海外

国内

ヒアリング先

夜間交通の必要性、夜間帯における交通網の営業時間の延長等は、パイロットプロ
グラムやモデル事業で検証すべき事項である

元ナイトメイヤー

夜間交通機関の整備が難しいのであれば、民間企業出資によるミニバン等を主要観
光地間で運行することも一案ではないか

業界団体代表

夜間交通が整備されている地域であっても、運行間隔が長い、迂回ルートのみの運
行となる、不審者が乗車していて不安といった課題がある

自治体職員

夜間交通機関の整備が必要である

旅行会社、観光局

各社働き方改革を進んでいる中で、免許の問題もあり、運転手の確保や機動的に数
を増やすのは難しい

交通局

夜間の延長運転は採算が合わない

交通局

(3)交通アクセス
論点集（国内外ヒアリングより抽出）

ナレッジ集 「第2章『ナイトタイムエコノミー』推進に
向けた方策」に関する事例紹介

(1)コンテンツの拡充、(2)場の整備 関連事例
(3)交通アクセス 関連事例
(4)安心安全の確保 関連事例
(5)プロモーション 関連事例
(6)推進体制 関連事例
(7)労働 関連事例
(8)夜間統計の整備 関連事例

40
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安心安全なナイトライフ推進のためのガイドライン策定

海外では、安心安全なナイトライフを推進するために、自治体等がガイドラインを策定の上展開し、必要なアクションまで
提示している。

【ニューヨーク】【ロンドン】

• ナイトタイムエコノミーを推進している都市では、安心・安全を確保するために、関連するプレーヤー（雇用主、従業員、ライセンス供与機関、
警察、専門機関等）向けにガイドラインを策定している

• 飲酒、ドラッグ、セキュリティなどの各領域ごとに、アクションプランやベストプラクティスが紹介されている

Chapter 1 Drink, drugs and dance
Chapter 2 Creating a safe physical 

environment
Chapter 3 Tackling drug dealing
Chapter 4 Reducing the harm from 

drug use
Chapter 5 Promoting sexual health 

in a late night setting
Chapter 6 Developing a drug policy
Chapter 7 Professional fact sheets
Chapter 8 Information and contacts

Developing A Safe Nightlife Atmosphere 
Security 
Intoxication 
Sexual Assaults 
Employees 
Age Verification 
Promoters 
Club Policies
Police – Community Relations
Social Media 
Response to Serious Criminal Incidents 
Relevant New York State Penal Law 
Sections
Counterterrorism Best Practices 

City of London New York Police Department 

出所： 「safer nightlife」（The London Drug Policy Forum）、 「BEST PRACTICES FOR NIGHTLIFE ESTABLISHMENTS」（New York Police Department）

(4)安心安全の確保
安心安全確保のための各種環境の整備
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官民連携の推進体制（ロンドン市）

ロンドンではナイトタイムエコノミー推進体制の中で、安心安全の方針や体制が構築されている。
各自治体ごとに実行体制を組み、ロンドン市と連携しながら安心安全の取組がなされている。

• ロンドン市では、ナイトタイムエコノミー推進のためのガイドライ
ンを策定し、各自治体に向けたハイレベルな方針を示している

• 各市区町村レベルでの推進を行うBID（Business
Improvement District)やTCM（Town Center Management）
の活動状況や声を吸い上げる役割を担うATCM（Association
of Town and City Management) がロンドン市と連携している

• London Assembly Police and Crime Committee（警察・犯罪

委員会）により、夜間における犯罪やアルコール問題等に関す
る調査が実施され、警察・犯罪担当ロンドン市長室（MOPAC）
やロンドン警視庁に対する提言がなされている

出所：Greater London Authorityウェブサイト、ATCMウェブサイト、「米英における地域活性化手法に関する研究」（神戸大学）を基に作成

(4)安心安全の確保
関連するステークホルダーと連携した体制の整備

飲食業界 宿泊業界/
デベロッパー

民間

音楽業界

Greater London Authority
（GLA)

Night Czar*

助言
Night Time

Commission

助言

BID/TCM BID/TCM BID/TCM

交通局 警察

行政

自治体
（市区町村）

方針・指針の公表、連携等

Police and Crime 
Committee

警視庁の監督

ATCM
BID,TCMの
運営管理

*ロンドンはナイトメイヤーの役割をNight Czarが担う

ロンドン市における主な取組 ロンドン市の推進体制イメージ
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官民連携の推進体制（市区町村・エリア単位）

海外では、官民連携のエリアマネジメント制度を活用し、BID/TCMがまちの安心安全の確保の役割を担っている。
BID/TCMの体制はエリアによって異なるが、ではナイトタイムエコノミーの推進においても広く活用されている。

環境
整備

警備
社会
福祉

・・・・・

ワーキンググループ

Board
（最高意思決定機関）

タウンセンター
マネージャー

警察、交通機関など

調整

行政

企業など

民間
地域住民、自治会

など

住民

出資
支援

支援、
人材派遣

• アメリカやイギリスでは、地域活性化を目的としたエリアマネジ
メントを推進するBID/TCMが地域の安心安全に大きく貢献して
いる

• 清掃活動、落書きとポスター対策、CCTV（ 監視カメラ） の設置
などまちの環境美化や警備・安全を保つ役割を担う

• BIDは、受益者からの負担金を財源としており、TCMは自治体
やEUからの補助金、民間企業からの寄付金を主な財源として
いる

• イギリスでは、TCMやBIDが、パープルフラッグ制度の申請主
体となり、活動の基盤となっている

【TCMの体制イメージ】

出所：ATCMウェブサイト、 「米英における地域活性化手法に関する研究」（神戸大学）を基に作成

(4)安心安全の確保
関連するステークホルダーと連携した体制の整備

BID/TCMにおける主な取組 TCMの体制イメージ

海外では、多様な人々が楽しめる街づくりという観点から安心・安全の確保に取り組んでいる。
国内では、安心安全を訴求するプロモーションの必要性について意見が挙がっている。
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内容

海外

国内

ヒアリング先

夜間に幅広い年代、性別の人が楽しめる街づくりを推進するために、安全の確保は重
要な要素の一つである

元ナイトメイヤー

安心安全の確保のために、多様なステークホルダー（行政・民間・住民）が各種論点・
課題について議論できる場を整備することが重要である

自治体職員

まちの安全の訴求や分かりやすい料金体系のプロモーションが課題である

事業者

旅行者の増加によるごみの増加など、一般的な問題はあるが、ナイトタイムエコノミー
推進による大きな問題は現状挙がっていない

観光局

夜間に対するマイナスイメージを向上させるためにも、行政を巻き込んだサービス提
供やプロモーションが必要である

観光局、事業者

(4)安心安全の確保
論点集（国内外ヒアリングより抽出）



ナレッジ集 「第2章『ナイトタイムエコノミー』推進に
向けた方策」に関する事例紹介

(1)コンテンツの拡充、(2)場の整備 関連事例
(3)交通アクセス 関連事例
(4)安心安全の確保 関連事例
(5)プロモーション 関連事例
(6)推進体制 関連事例
(7)労働 関連事例
(8)夜間統計の整備 関連事例
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プロモーション（チケッティング）における課題解決のイメージ

実
施
主
体

想
定

プ
レ
イ
ヤ
ー

1 2
3

<自国で馴れ親しんだサイト・アプリ>
• OTA（Expedia,TripAdvisor, Ctrip 等）
• アクティビティ予約サイト（Viator（大手）等）
※BOJ等、新興企業が提携しコンテンツを掲載

• イベントディストリビューションサイト
（Facebook Events, Google 等）

• 多機能型メッセージアプリ（WeChat, LINE 等）

• 行政の旅行情報サイト（自治体・DMOのサイト 等）
• 事業者の旅行情報サイト（asoview, Walk Japan 等）
• ホテルコンシェルジュ、観光案内所 等

を整備するにあたり共通して必要なインフラ

• 多言語
• 決済基盤

（クレジットカード、QRコード、デビッド 等）
• モバイル対応
• セキュリティ（顔認証、生体認証 等）

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

1

2

旅前 旅後旅中

パーソナライズド情報提供型サイト

旅行情報サイト

コンシェルジュ・チケット購入センター

2
オンライン

オフライン

1 旅行情報サイト2パーソナライズド情報提供型サイト

事業者自治体
（DMO）

国 事業者自治体
（DMO）

コンテンツ掲載
サイト整備

事業者自治体
（DMO）

情報提供

コンテンツ掲載

※ターゲット、志向に応じたプレーヤー（媒体）の選定が必要になる

(5)プロモーション
ナイトタイムエコノミー推進の課題解決の方向性（詳細）
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訪日外国人が自国で馴れ親しんでいる旅行サイト・アプリにおいて、コンテンツ紹介からチケッティングまでを完結させ
る仕組みを有効活用することで、効率的に誘客やチケット購入が実現できる。
パーソナライズドマーケティングを促進することで、旅前から旅後のエクスペリエンス向上を図ることができる。

既存プラットフォームを活用したチケット販売

イメージ（Expedia）

各国主要OTA等

イベントディストリビューション メッセージアプリ

イメージ（Facebook Events）

WeChat

LINE

各国で人気のOTA、アクティビティ予約サイト、イベ

ントディストリビューションサイト、メッセージアプリな
どにコンテンツ情報を掲載

位置情報やパーソナルデータを活用した紹介機能
により、旅中での情報提供を行う

サイト・アプリ内の基盤を活用し、決済まで完結

日本側（自治体やDMO等）で構築したコンテンツ紹
介とチケッティングできるサイトへ繋げる仕組みを
検討

アクティビティ予約サイト

イメージ（Viator）

出所：Expediaウェブサイト、Viatorウェブサイト、Facebookウェブサイト、WeChatウェブサイト、LINEウェブサイト

(5)プロモーション
既存プラットフォームを活用したチケット販売および購入インフラの整備
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グローバルで知名度の高いプラットフォームとの連携、コンテンツ掲載により、コストをおさえて適切なプロモーションや
チケッティングを実現し、売り上げの向上も狙える。

既存プラットフォームを活用したチケット販売

Viator BOJ（Beauty of Japan）

コンテンツ掲載

訪日外国人向けに日本文化体験型ツアーなどを提供する国内の新興ア
クティビティ予約サイト
2015年6月にViator社と提携後、半年間で売り上げが急増（500％増）、
英米地域からの旅行者が約2倍、オーストラリアからの旅行者が約1.5
倍に拡大

提携

グローバルに現地ツアー、体験ツアー、バスツアー等を提供する、オー
ストラリア発祥のアクティビティ予約サイト
2014年にTripAdvisorの傘下となり、TripAdvisorと連携しながら独自ブ
ランドとして運営している
2016年3月より、日本の一般消費者向けの本格的なサービス展開を開
始

グローバルで知名度の高いプラットフォームに国内事業者のコンテンツを掲載したことにより露出度が高まり、商品認知が拡大

自社サイトの運営コストを最小化、購入意向のある顧客に向けた適切なプロモーションにより、売り上げ向上

出所：BOJウェブサイト、Viatorウェブサイト、「現地ツアー予約「ビアター」が新興旅行会社と連携、マーケティング支援などで売上5倍増に影響」（トラベルボイス）

(5)プロモーション
既存プラットフォームを活用したチケット販売および購入インフラの整備
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では、自治体やDMOによるポータルサイトやチケットポータルサイトで情報収集、予約、決済までシームレスで完結する
仕組みを提供することで、旅行者は効率的にチケットを購入することが可能となっている。

ポータルサイト（自治体・DMO） チケットポータルサイト（事業者）

BROADWAY.COM

Ticketmaster

イベントチケットや演劇の情報を集約して発信、チケット購入が
可能である
自治体のポータルサイトへもチケット販売を提供している

主要な宿泊施設、ツアー、公演などの旅行情報の発信、予約、
購入が可能である
各チケットサイトに繋がり、購入できる仕組みが整備されている

NYC & Company
（5ヶ国語対応）

Visit London（6ヶ国語対応）

出所：NYC & Companyウェブサイト、Visit Londonウェブサイト、BROADWAY.COMウェブサイト、Ticketmasterウェブサイト

(5)プロモーション
地域に埋もれた潜在的なコンテンツの情報提供プラットフォーム、購入インフラ整備
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ニューヨークの公式DMOは、市のマーケティングを担い、観光ポータルを運営している。
会員からの会費、広告収入、スポンサー収入など、一部収益化を実現しながら、行政と連携した仕組みを構築している。

出所：NYC & Companyウェブサイトより作成

ポータルサイト構築の事例（NYC & Company）

ニューヨークの観光案内ポータルサイト（nycgo.com）を
運営し、会員が情報や写真を掲載できる

サイト上では、周遊パスやブロードウェイショーのチケッ
ト販売、ホテルの予約等のサービスを提供し、チケットな
どは決済まで可能となっている
会員には、名刺交換、会員オリエンテーション、教育セミ
ナー、スピードネットワーキングイベントへの参加により、
年間を通じて他地域の専門家との交流やネットワーク形
成につながる機会が提供される

ニューヨークの公式なDMO組織であり、5つの行政区
（The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten 
Island）における観光振興の取組を担う

ニューヨーク市の公式マーケティング組織として、市お
よびメンバーのビジネスをサポートし、マーケティング
促進とプラットフォームを開発する

会員からの会費、広告収入、スポンサー収入が主な
財源となっている

AUSTRALIA.COM
（11ヶ国語対応）

【NYC & Company（NYのDMO）の概要】

役
割

取
組
内
容

観劇チケット・ツアー予約

ショーのチケットについては、サイト上での決済可能
ツアーについては、ツアー主催者の連絡先等が掲載

ナイトライフの情報

人気のあるバー、ミュージックライブ、
各種イベントの情報が掲載

(5)プロモーション
地域に埋もれた潜在的なコンテンツの情報提供プラットフォーム、購入インフラ整備



51

海外では、エンターテインメント集積地や旅行者がアクセスしやすい場所にチケット販売所が設置されており、旅行者が
当日でも簡単に購入できる環境を整備している。

出所：TKTS ウェブサイト、海外調査を基に作成

観光地でのチケット販売の事例

TKTS （ニューヨーク）

パフォーミングアートの普及とブロードウェイのビジネスとして
のサポート目的として発足した非営利団体TDF(Theater 
Development Funds)により運営されている
NY市内に4か所設置され、割引価格で当日券が購入可能
である

エンターテインメントの集積地にチケット販売所が設置されており、
エンターテインメント情報の発信拠点としての機能を果たしている

Visitor Centre / Information Centre（ロンドン）

ロンドンにおけるインフォメーションセンターは、観光案内所
としての機能のほか、劇場チケット・バスツアーの予約と購入
を同時に行えることが特徴的である

シティ・オブ・ロンドン行政区やイギリス観光庁、交通局が協力
することで、旅行者がアクセスしやすい立地に観光センターが
所在している

チケットを購入するまでのプロセスを簡素化することで、旅行者の
購買意欲を減少させない仕組みとなっている

観光案内所でのチケット販売の事例

(5)プロモーション
地域に埋もれた潜在的なコンテンツの情報提供プラットフォーム、購入インフラ整備

海外では、多言語に対応し、オンライン決済環境も整っているポータルサイトが存在するため、旅行者がチケット購入ま
でをスムーズに行うことができる。
国内では、クレジットカード決済や多言語対応などのインフラ面での対応に関する課題が多く挙がっている。
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内容

海外

国内

ヒアリング先

ニューヨークでは観光局による多言語対応可能なポータルサイトが存在し、チケット購

入まで可能である

在外日系旅行
代理店

ニューヨークやシドニーでは基本的にEチケットが普及しており、オンライン決済環境
が整っている

在外日系旅行
代理店

プロモーション、情報発信は、官側で一括で行う仕組みづくりがあるとよい

旅行代理店

換金性の高いビジネスが故に、ネット決済のセキュアな仕組みが必要である

チケット事業者

観光案内窓口で安心してチケットを購入できる仕組みの実証実験を開始した

自治体

(5)プロモーション
論点集（国内外ヒアリングより抽出）



ナレッジ集 「第2章『ナイトタイムエコノミー』推進に
向けた方策」に関する事例紹介

(1)コンテンツの拡充、(2)場の整備 関連事例
(3)交通アクセス 関連事例
(4)安心安全の確保 関連事例
(5)プロモーション 関連事例
(6)推進体制 関連事例
(7)労働 関連事例
(8)夜間統計の整備 関連事例
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ロンドンにおけるナイトタイムエコノミーの推進体制は、大ロンドン庁（GLA)直下のNight Czarが推進主体となっている。
Night Czarは、ナイトタイムエコノミーに関するビジョンの設定や、ビジョン実現のためのロードマップ作成等、大きな枠
組みを定める役割を担っている。

背景
ロンドンにおけるナイトタイムエコノミーは経済的、文化的に大きな影響力を有しているが、若者の飲酒習慣の変化等により、

2007年から2016年の間に、50%ものナイトクラブが消滅するなどの状況が続いていた。 2016年、サディク・カーンは市長選で、

ロンドンの文化的生活の強化を優先事項の一つに挙げ、 Night Czarという役職の創設をマニフェストに掲げ当選した

関係図

Greater London Authority
（GLA)

Night Czar

助言Night
Czar

概要：ビジョンの設定や、ビジョン実現のためのロードマッ
プ作成等、大きな枠組みを定める役割を担う
役割：
1. Night Time Commissionと協力し、「24時間活動す

る都市」というビジョンの設定
2. ビジョン実現のためのロードマップ策定

3. 地域の行政と協力し、ロンドンのナイトタイムエコノ
ミーの育成および多様化のための助言活動

任期：1年間（再任あり）
選任方法：希望者はロンドン市へ応募
現Night Czar：Amy Lamé（作家、放送出演者、パフォー
マー等の複数の肩書き）
財源： 20,000ポンド （約290万円）

Night
Time
Comm
ission

概要：ロンドンのナイトタイムエコノミーのビジョンを策定す
るための諮問機関

主なメンバーの属性：自治体、ロンドン自治体連合、地方
自治体協議会、各種ビジネス協会、ディベロッパー、市長
公安室、ロンドン警視庁、騒音防止団体 等
財源： 90,000ポンド（1,300万円）

出所：「MD2023」、「MD1610」（Greater London Authority）、ヒアリングを基に作成

Night Time
Commission

助言

飲食業界
宿泊業界/
デベロッパー

民間

音楽業界

方針・指針の公表等

(6)推進体制
推進体制の整備 - 行政主導の事例（ロンドン）
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Night Czarは行政組織の一員として、各種調査や憲章の制定など、ナイトタイム推進に必要な基盤作りを推進している。
官と民、多様な利害関係者の調整役として、横断的な課題に取り組んだことが、解決に結びついている要因である。

*クラブやライブハウスを騒音苦情から保護する法律

廃業の危機にある数多くのナイトタイム関連施設
を存続させるため、多くの利害関係者を巻き込ん
で解決策を出すことが必要

ナイトタイム
エコノミー

関連施設の
経営存続

ロンドン市内における音楽施設、パブ、LGBT+
関連施設の数が減少している現状を鑑み、その
実態を把握することが必要

ナイトタイム
エコノミー

推進に関する
調査の実施

女性も安心してナイトタイムを楽しめる環境整備
が必要
※ロンドンにおける性犯罪被害者の9割が女性で
ある

女性の夜間
安全に配慮

した施策
の策定

ステップニー地区に所在する「the George 
Tavern」というパブに対して、エージェント・オブ・
チェンジ*を適用し、近隣開発を計画するデベロッ

パーによって当該パブが防音対策に関する負担
を強いられないようサポート

女性が路上や各種施設でより安全に過ごせる環
境づくりを行う旨の憲章を制定
※従業員教育、ハラスメント報告等

ロンドン市で初となる、女性の夜間安全に関する
サミットを開催

ナイトタイム関連施設数や、廃業のリスクが高い
施設を明らかにするための調査を実施
事業税（Business rates）が上昇した場合の音楽

施設に対する影響についてまとめた報告書を公
表

ロンドン市の課題主な取組 Night Czarが実施した具体事例

出所：「Amy Lamé publishes guidance to protect night-time economy and culture」（Greater London Authority）

(6)推進体制
推進体制の整備 - 行政主導の事例（ロンドンにおけるNight Czarの施策）
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アムステルダムにおけるナイトメイヤーはrebel in a suit（スーツを着た反逆者） を自認し、ナイトライフ環境を向上させ
るため、規制当局に対して同じ土俵に立って激しい議論を行う、という姿勢をとっている点が特徴的である。

背景
2002年、フルンリンクスと呼ばれるオランダの政治政党が、アムステルダムのナイトタイムに関する様々な課題を解決するための

手段の一つとして、ナイトメイヤーの設立を検討したことがきっかけとなっている

関係図

Night
Mayor 
Office

概要：非営利団体として、ナイトライフに関するあらゆる事
項に関して、関連者との対話を実施

役割：行政やナイトライフに関わるあらゆる利害関係者と
の対話のほか、ナイトライフ関連のイベントに対する助言
任期：3年
選任方法：オンライン投票、および委員会による最終選
考
現Night Mayor：Shamiro van der Geld（テレビ番組の

ホスト、俳優、パフォーマー、ライター、ダンサー等の複数
の肩書き）
前Night Mayor：Mirik Milan（ナイトクラブのプロモーター
等の肩書き）
財源：アムステルダム政府および民間からの寄付

Night
Mayor 

Summit

会議名：Night Mayor Summit 2016
主催者： Mirik MilanおよびNacht Burgemeester
Amsterdam
会期：2016年4月22日-23日（2日間）

会議概要：各国のナイトメイヤーや夜の事業関係者等が
ネットワーキングや情報交換するための国際会議

出所：「About the Night Mayor of Amsterdam」（Nacht Burgemeester Amsterdam）、ヒアリングを基に作成

アムステルダム市

Night Mayor
（非営利団体）

民間より意見集約 助言

助言

飲食業界
宿泊業界/
デベロッパー

音楽業界

民間

(6)推進体制
推進体制の整備 - 民間主導の事例（アムステルダム）
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Night Mayorは民間の声を行政に届ける役割を担うほか、世界で初めてナイトメイヤーを創設した都市として、アムステ
ルダムのみならず、世界各都市のナイトタイムエコノミー推進者に対する啓蒙活動に取り組んでいる。

深夜時間帯に営業している店舗が少なく、ナイト
タイムエコノミー推進の妨げになっていると考えら
れていた

24時間営業
許可の取得

世界初のナイトメイヤーを創設した都市として、
世界の各都市にベストプラクティスを共有し、コネ
クションを構築することを目的としていた

ナイトメイヤー
サミットの開催

アムステルダムにおけるナイトライフは、騒音問
題を抱えていたり、暴力等も横行していたことか
ら女性にとって安全ではないという課題を抱えて
いた

Chicks on
a Mission

サミットの開催

2013年、アムステルダム市長直下の専門家チー

ムの一人として、アムステルダムにおけるホテル
やケータリング産業の24時間営業許可に尽力

ナイトタイムにおける女性に対する性差別、アン
トレプレナーシップ、安全に関する意識向上を目
的とした会議を開催し、出席者に対する意識の
向上と解決策の検討を実施

パリ、トゥールーズ、チューリッヒのナイトメイヤー
を招聘し、ナイトメイヤーサミット2016を開催

海外の各都市でアムステルダムのアンバサダー
として、講演活動を実施

アムステルダム市の課題・背景主な取組 Night Mayorが実施した具体事例

出所：「About the Night Mayor of Amsterdam」（Nacht Burgemeester Amsterdam）、ヒアリングを基に作成

(6)推進体制
推進体制の整備 - 民間主導の事例（アムステルダムにおけるNight Mayorの施策）
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主要都市のナイトメイヤーは、ナイトタイムエコノミー関連のビジネス経験のみならず、行政との活動経験を有している。
選任方法は各都市の推進体制により異なるが、行政による任命か、有識者やオンラインによる一般投票で決定される。

都市 アムステルダム ロンドン

ナイトメイヤー
（在任期間）

Mirik Milan (2012-2018) Amy Lamé (2016-) 

略歴

2003年に、クラブイベントのプロモーターとして活動を始めて以来、
様々なアーティストや企業、行政とコラボレーションしたイベントを
開催
現在は、その経験とネットワークを活用し、世界中のナイトタイム
エコノミー関係者を集めて「ナイトメイヤーサミット」を開催している

BBC Radioのアナウンサーとして知られているほか、作家、放送出
演者、パフォーマー等の複数の肩書きを所有
LGBTのための‘Duckie’ というクラブイベントを20年近く運営した
経験や、カムデン・ロンドン自治区の市長夫人を務めた経歴を持つ

人材要件
国あるいは行政の公募・選任ではないため、具体的な
スクリーニング要件は公開されていないと思われる

大ロンドン庁によると、下記の要件をすべて満たす候補者が
ナイトメイヤーに望ましいとされている

• リーダーシップスキル、課題解決に対する推進力
• 政治に関連する分野での経験
• 夕方・夜間経済に関する業務経験もしくは協働経験
• 国家政策の枠組み、およびロンドンにおける文化と政策に関する

知識
• ロンドンにおける行政とライセンスの枠組みに関する知識
• パブリックスピーキングの経験と文筆能力の高さ
• ロンドン市長が打ち出している各種マニフェストに対する理解

選任方法
5人の委員からなる委員会（業界内外の有識者で構成される）や
オンラインでの一般投票（2000人ほどが参加）を実施し、最終的
にはその結果も踏まえて委員会が選考を行う

志願者は、ロンドン議会に履歴書と志望動機を提出する
ロンドン市の選考により、ロンドン市長が任命する

アムステルダムとロンドンにおけるナイトメイヤーの略歴、人材要件ならびに選任方法

出所：「【ナイト・メイヤーとは何か？】CCCC × ミリク・ミラン 対談」（クラブとカルチャーを守る会）、「NiGHT CZAR」（Mayor of London）、ヒアリング等を基に作成

(6)推進体制
推進体制の整備 - ナイトメイヤーの略歴、人材要件ならびに選任方法
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シドニーでは行政による効率的な各種申請手続きの整備と、柔軟な対応方針の構築がなされている。
イギリスでは多様なステークホルダー（行政、民間、住民）が、各種論点について議論できる場の整備がなされている。

ラムフォードでは週に1回、多様な利害関係者（警察、監視カメラ運

営事業者）を集めたディスカッションの場を設けており、地域の安心
安全について現状の認識や改善策、協力できる点など議論を行っ
ている

ナイトタイムエコノミーの推進体制を行政主導で行っているシドニー
では、各種法規制の緩和よりも、行政手続きの効率化・簡素化が
更なるナイトタイムエコノミーの推進に効果的であるとの認識を
示している

（例）2030年に向けたアクションプランにて、地元住民の苦情申立てプロセス
の改善、ライセンスの定期更新システムの導入等を掲げている

シドニーでは営業形態や面積によって取得すべきライセンスが異な
り、同じライセンスでも細かい規制は店ごとに行政との対話で決定
される。事業者は優良店であるとアピールする等、行政に対して交
渉の余地がある

（例）営業時間制限、セキュリティースタッフの配置等が特定のライセンス取
得要件になっていたとしても、行政との対話によって基準が緩和される場合も
ある

ナイトタイムに関連する企業の業界団体であるNTIA (Night Time 
Industries Association) はNight Time Commissionを設立し、

様々な利害関係者（交通局、警察、住宅、大学、音楽業界、ホテル
業界等）がナイトタイムに関連する共通の課題について議論する
場を提供し、啓蒙活動をしている

効率的な各種申請手続きの整備と柔軟な対応方針の

構築の事例

多様なステークホルダー（行政、民間、住民）が各種論

点について議論できる場の整備の事例

(6)推進体制

行政手続きの改革と議論の場の整備

シドニーにおける行政手続きの効率化 ラムフォード（イギリス）における議論の場の整備

シドニーにおけるライセンス付与の柔軟な対応 イギリスにおける議論の場の整備

出所：「Open Sydney」（City of Sydney）、ATCMウェブサイト、NTIAウェブサイト、ヒアリングを基に作成
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夜間における観光を推進するため、旅行者・住民・従業員といったステークホルダーによる推進を民間団体が認証する
システムとして、イギリスではパープルフラッグ制度が広く認知されている。

ナイトタイムエコノミーを高水準で管理・促進している町・街に対し、英NPO団体the Association of Town and City Management（ATCM）
より与えられる認証

Purple Flagは政府、産業界（特に飲料業界）、地域コミュニティ等からの支援を受けている

イギリスにおいて、ナイトタイムエコノミーの利点・問題点の双方に目を当て、地域の発展を支援する唯一のスキーム

イギリス、アイルランドにおいて60以上（2017年2月時点）の町・街が認証を受けている

Purple Flag 概要

出所：「Purple Flag Entrants Resource Pack Version 5」 （ATCM） 、「Purple Flag Overview」 （ATCM）

町・街におけるナイトタイムエコノミーの推進に必要な5つの要素（Core Agenda）を挙げている

1. 政策（Policy Envelop）
2. 環境（Wellbeing）
3. 移動（Movement）
4. エンターテインメント&アクティビティ（Broad Appeal）
5. 場所（Location）

各テーマに対する町・街の状況は、個々の組織や団体が個別に把握していることが主だが、Core Agendaをフレームワークとして用いるこ

とにより、それら別個に把握されている内容を統合し、町・街全体としての質や魅力を把握する

ナイトタイムエコノミーの推進に必要な5つの要素

(6)推進体制

民間認証団体によるナイトタイム推進都市認定の仕組み
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海外では、各地域の課題や置かれた状況によって推進体制を柔軟に構築することを示唆する意見が多かった。

国内では、基盤は国が整備しつつ、各自治体の既存の体制や民間企業の力を活用した体制づくりを整備することを示
唆する意見が多かった。

内容

海外

国内

ヒアリング先

推進主体は、各地域が抱える固有の背景（ナイトタイム推進における課題、従来のま
ちづくりに関する推進のフレームワーク等）を鑑み、その地域に最も適した体制を構築
するべきである

業界団体代表等

ナイトタイムエコノミーの推進を民間主体で行うことのメリットは、業界の意見をくみ取
りやすい点である

業界団体代表等

ナイトメイヤーを行政組織の一部としておくことのメリットは、行政組織間の情報交換、
連携がしやすい点である

ナイトメイヤー

ナイトメイヤーが行政から独立した立場である場合、権限が弱くアクションが遅くなっ
てしまうという欠点がある

元ナイトメイヤー、
自治体職員

体力があるうちは民間主導でできるが、基盤は国が作る等、国にも入ってもらった方
がよい

エンターテイン
メント事業者

当市では、民間企業が元気で、特に利権を持っている強い企業も存在しないので、協
力しながら一緒に作っていくスキームがいいのではないか

自治体

(6)推進体制

論点集（国内外ヒアリングより抽出）

ナレッジ集 「第2章『ナイトタイムエコノミー』推進に
向けた方策」に関する事例紹介

(1)コンテンツの拡充、(2)場の整備 関連事例
(3)交通アクセス 関連事例
(4)安心安全の確保 関連事例
(5)プロモーション 関連事例
(6)推進体制 関連事例
(7)労働 関連事例
(8)夜間統計の整備 関連事例
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ロンドンの大手スーパーでは、夜間帯における小売店の無人化などテクノロジーを活用することで、夜間の労働者不足
および人件費の圧縮に寄与している。
国内においても、AIを活用した訪日外国人向けの問い合わせ対応の効率化や満足度向上を促進する動きがある。

出所：海外調査、東京ステーションシティニュースリリース、福岡市ニュースリリースを基に作成

テクノロジーを活用した労働の代替

• イギリスの大手スーパーであるTESCOでは、セルフレジを導入して
おり、約8台ほどのレジを1人のスタッフが対応している

• 商品の購入・支払いは原則として購入者が行い、スタッフは年齢確
認が必要な商品購入時の身分証確認や、機械のエラー対応のみを
行っている

• 店舗の入り口にはセキュリティースタッフが常駐し、盗難等の防止に
努めている

• 東京駅や福岡市では、観光案内所、宿泊施設や商業施設のスタッフ
に代わり、AI（人工知能）を使い、英語や中国語で24時間365日各種

問い合わせに対応する仕組みを導入開始した
• 観光案内所が保有しているQ&A 情報や観光関連のビッグデータ等

を取り込み、ナレッジとして蓄積している

【大手スーパーTESCOの事例（ロンドン）】 【訪日外国人向けAIコンシェルジュ（東京駅、福岡市）】

(7)労働
労働力を補うための施策

※イメージ 出所：Pixabay ※イメージ

• ナイトライフ施設の経営やオペレーションマネジメントについ
て中心に学ぶ

• クラブミュージックやカルチャーの起源など初歩的な内容も
含めて学ぶ

• ナイトクラブ、ミュージックバーを中心とした実務者

• ナイトクラブ、ミュージックバー等への就職・ビジネスに関わ
りたい18歳から22歳位の若者

• 講師はナイトライフに関係している実務者であるため、実践
的な知識を習得できる（経営者、DJ、プロダンサー等）

• 若者にとっては、ナイトライフ関連業界とコネクションを持てる
ことで将来のキャリア形成に役立つ
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海外の先進事例では、賃金面、健康・安全面のサポート、教育機関の充実等、日中に働く労働者が享受しているサービ
スを夜間においても整備・提供しようと試みている点が特徴的である。

出所：「Rewrite the night: the future of London’s night-time economy」（London Assembly）、ヒアリングを基に作成

労働環境の整備

【ロンドン市議会による提言】

最低限の生活水準を維持するための賃金水準“London
Living Wage” を保証するためにも、ナイトタイムエコノミーの
従事者の賃金体系の調査の実施

ロンドン市長によるナイトタイムエコノミー労働者へのサポート
の明確化

• 労働者の心身の健康や安全面のサポート（夜間営業中
における監視体制の整備）

• 日中と同じ生活サービスが受けられる環境の整備（夜間
労働中の休憩場所の確保、Wi-Fiのアクセス、食料品の
購入が可能な環境の整備等）

教育機関の拡充

【アムステルダムにおけるSchool of Houseの取組】
School of Houseでは、ダンス業界を中心に、音楽やイベント業界
に従事者に講義を提供している

対
象

講
義
内
容

メ
リ
ッ
ト

(7)労働
労働環境の整備、従業員・雇用主への教育の実施

※イメージ



海外では、外国人労働者に対する受入れが進んでいる上に、ナイトライフ文化醸成のための教育に力を入れているとい
うコメントが見られた。
国内では、夜間に限らず人手不足であり、特に外国人労働者の確保に課題を多く感じている。
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内容

海外

国内

ヒアリング先

シドニーにおける外国人労働者に関して、サービス業における就労制限職業は存在
しない（看護師等の特別な技能を必要とする一部の職種においては資格取得が必要
である）

シドニー市

健全なナイトライフを育成するためには、実務に携わっている人々への教育と共に、こ
れからその土地のナイトライフ文化を醸成する中心となる若者への教育が重要である

教育関係者

夜間に限らず、観光産業全体で人手不足が課題である

観光局

外国人労働者、留学生の労働に関する規制緩和が必要である

クラブ運営事業者、
自治体

個人商店などの小規模事業者の各外国人を採用していくことのコスト面や精神面の
ハードルとなっている

商工会議所、
自治体

(7)労働

論点集（国内外ヒアリングより抽出）

ナレッジ集 「第2章『ナイトタイムエコノミー』推進に
向けた方策」に関する事例紹介

(1)コンテンツの拡充、(2)場の整備 関連事例
(3)交通アクセス 関連事例
(4)安心安全の確保 関連事例
(5)プロモーション 関連事例
(6)推進体制 関連事例
(7)労働 関連事例
(8)夜間統計の整備 関連事例

66



ロンドン、シドニーにおけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出方法は、時間帯、経済効果項目、業種分類を定義
の上算出している。

ロンドン、シドニーにおけるナイトタイムエコノミーの統計データ算出方法（概要）

時間帯 ナイトタイムの経済規模を推計するにあたって対象とする経済活動の時間帯

業種分類 コア/ノンコア/サプライに分けて、経済効果を算出する業種を定義

<コア>
• Food
• Drink
• Entertainment

<ノンコア>
• Retail
• Hospitality （宿泊施設）
• Transportation 等

<サプライ>
• 飲料メーカー
• 食品メーカー
• ケータリングサービス 等
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PM6:00 - AM6：00

経済効果項目 ナイトタイムの経済効果（便益）および社会的コスト（費用）は下記のとおりである

<経済効果>
• 企業数
• 雇用者数
• 売上
• 税収

<社会的コスト>
• 警察・司法サービス
• 救急・病院サービス
• 公共交通サービス
• その他公共サービス 等

(8)夜間統計の整備
【海外事例】概要

ロンドン、シドニーにおけるナイトタイムエコノミーの統計では、ナイトタイムエコノミーの対象業種を定義の上、それらに
係る経済効果と社会的コストの分析により算出している。

業種分類 概要

コア ナイトタイムエコノミー（ENTE/NTE）の活動に直接
寄与する業種

• Food
• Drink
• Entertainment

ノンコア ナイトタイムエコノミー（ENTE/NTE）に間接的に寄
与する業種

• Retail
• Hospitality （宿泊施設）
• Transportation 等

その他 サプライ：コアおよびノンコアをサポートするサプラ
イチェーンを行う業種

• 飲料メーカー
• 食品メーカー
• ケータリングサービス 等

コーポレート：業種の分類としてはコアに属するが、
ビジネスの範囲が調査対象地域に限定されず、広
範囲な業態

• パブ、レストランチェーンの本社 等
出所：「Westminster ENTE Cost Benefit Analysis」 （Westminster Council）、

「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol Committee、Ortus Economic Research）

ナイトタイムエコノミー
（ENTE/NTE）のサービス

の提供による直接雇用や
サービス消費によって得ら
れる効果

• 企業数

• 雇用者数

• 粗付加価値（GVA）*

• 売上

• 税収

ナイトタイムエコノミー
（ENTE/NTE）のサービス

提供に起因する負の影響
または副次的な影響に対
応するための社会的コスト

• 警備・司法サービス

• 医療・救急サービス

• 公共交通サービス

• そのほか公共サービス

経済効果（便益） 社会的コスト（費用)

*営業利益、人件費、賃借料、租税公課、支払利息、減価償却費の合計
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ナイトタイムエコノミーにおける経済効果の考え方 経済効果を算出する業種の定義

(8)夜間統計の整備
【海外事例】考え方



①ナイトタイムエコノミー

18時以降の活動が主となる事業をナイトタイムエコノミーとし、経済効果（便益）の全てを計上している。
不明確なものはナイトタイムエコノミーの母集団に含めない保守的な手法により推計している。

出所：「Sydney Night Time Economy: Cost Benefit Analysis」 (City of Sydney Council)、ヒアリングを基に作成

③
（ノンコア）

ナイトタイム
エコノミー

②
（コア）

ナイトタイム
エコノミー

全体（デイタイムエコノミー＆ナイトタイムエコノミー）

①ナイトタイムエコノミー

左記3つのインプットデータとの照合、NTE専門家・事業者からのヒ
アリング等により精緻化

④その他

ANZSICの業種分類を基に、ナイトタイムエコノ
ミーを定義（①）

上記に一切該当しない業種をデイタイムエコノ
ミー（⑤）へ分類

Step1

ナイトタイムエコノミー（①）を、18時以降の活動

をメインとするコアナイトタイムエコノミー（②）と、
それ以外のノンコアナイトタイムエコノミー（③）
およびその他（④）に分類

Step2

Step2において、昼間と夜間の活動の比重が

不明確なものは、ナイトタイムエコノミー（①）か
ら排除し、デイタイムエコノミー（⑤）へ分類

Step3

The Floor Space
and Employment 
Survey（シドニー）

従業員数

オーストラリア統計局
データ

企業数、従業員数
企業財務データ

Dun & Bradstreet

従業員数、
企業財務データ

インプットデータ
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ナイトタイムエコノミーの概念図 経済効果（便益）の算出ステップ

⑤デイタイムエコノミー

(8)夜間統計の整備
【海外事例】算出アプローチ：経済効果（便益）
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ロンドン（ウェストミンスター）の社会的コストの算出事例

社会的コスト（費用）

警察・司法
サービス

“Metropolitan Police Service (MPS)”による全
体支出に（￡3,486）からウェストミンスターの犯
罪発生率（8％）、ENTE時間帯（6pm-6am）にお
ける犯罪発生率を乗じて算出

救急・病院
サービス

アルコールによる救急搬送費と入院費の合計値

“London Ambulance Services（LAS）”のウェ

ストミンスターのアルコールによる救急搬送件
数に1回あたりの搬送費を乗じて算出

“National Health Service （イギリスの国民保
険サービス）”のアルコールによる入院費用に、
上記LASのウェストミンスターのアルコールに
よる救急搬送出動率（10.3％）を乗じて算出

公共交通
サービス

“Transport for London” のデータを用いて、ウェ

ストミンスター駅での利用率を割り出し、さらに、
TBR社が調査した日中とENTEの時間帯のコスト
比率を乗じて算出

その他公共
サービス

自治体提供のデータ

社会的コスト（費用）

警備サービス 人件費および非人件費の最小値と最大値を推
計し、それぞれの中間値を合計して算出

最小値：夜間のアルコール関連の問題のみをカ
バー（パトロール等は含まない）
最大値：6pm~6amの全コストをカバー（NTEに無
関係な活動を含む）

医療サービス 自治体エリアの主要2病院におけるアルコール

関連の入院に係る費用を人件費から推計し、警
備サービスと同様に非人件費を推計のうえ、合
計して算出

交通サービス 鉄道、バス、フェリーそれぞれの深夜運行（6pm
以降）に係る推計コストを合計して算出

その他公共
サービス

自治体提供のデータ

シドニーの社会的コストの算出事例

ロンドン、シドニーの社会的コスト（費用）は各項目ごとに係数を設け、算出を行っている。

出所：「Westminster ENTE Cost Benefit Analysis」 （Westminster Council）、
「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol Committee、Ortus Economic Research）

(8)夜間統計の整備

【海外事例】算出アプローチ：社会的コスト（費用）
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