最先端観光コンテンツ インキュベーター事業
第1回 地域の自然体験型観光充実に関する協議会
2018年10月19日

協議会のアジェンダ

・ 協議会の概要
・ 各種関連する会議の報告
・ 調査の進捗報告と協議
└ ①国内事業者調査（アンケート・ヒアリング）
└ ②事例調査
・ 海外調査の説明
・ モデル事業の説明
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本協議会は「地域固有の自然資源を活用した体験型コンテンツ」の提供促進を
目的とし、課題及び今後の方策について有識者の皆様と共に検討を行う場である
協議会の目的と主な検討事項
訪日外国人旅行者の地方部への誘客及び消費拡大に向け、訪日外国人旅行者のニーズが

協議会の目的

高いものの、今後一層の充実が必要となる地域固有の自然資源を活用した体験型コンテンツ
の提供促進に関し、主に地域の体験型コンテンツ提供事業者支援に繋がる方策について
検討する

① “自然資源を活用した体験型観光コンテンツ”について、海外スタンダードを踏まえた上で、
本検討において取り扱う対象を検討する

主な検討事項

② 我が国における自然資源を活用した体験型観光コンテンツの提供の実態について調査し
た結果をもとに、課題を抽出、整理する
（海外スタンダードやニーズを踏まえつつ、我が国でのサービス提供を行うに当たりその
マッチングを図っていく上で、まずは我が国の現状について把握する）
③ 国内外の事例及び自然資源を活用した体験型観光コンテンツの提供が
充実している国々の背景情報について調査した結果と、②で整理した課題をもとに、
我が国において必要と考えられる対応について分析する
④ 別途実施する、スノーリゾート等ピーク時期が明確に存在する観光地のオフシーズン期に
おける自然体験型観光コンテンツ等の造成手法の検討に係るモデル事業について、
消費、誘客効果等やビジネスモデル化に向けた検証を実施する
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本協議会は、「10月19日」・「1月」の計2回の開催する予定である
2018年

全体スケジュール
6月

7月

8月

9月

2019年
10月

11月

12月

1月

本日

マイルストーン ★キックオフ

2月

成果報告会★

3月
★最終報告

① 推進会議の運営・管理
推進会議の運営・管理

★推進会議①

★推進会議②

★推進会議③

② マーケティング調査・調査結果の分析
デスクトップ調査・ヒアリング調査

調査企画・実施・とりまとめ

Webアンケート調査（訪日外国人定量調査）

調査企画・実施・とりまとめ

報告

報告

③ 各種課題等に係る調査事業・モデル事業の実施、評価・検証等（ICT・自然体験・ビーチ・お祭り・夜間資源）
各種課題等に係る調査事業
協議会の設置・運営
モデル事業の実施、評価・検証等（公募を行わない事業）
モデル事業の実施、評価・検証等（公募を行う事業）

調査企画・実施・とりまとめ
★準備会合

選定・決定

★協議会①

★協議会②

事業準備・実施・評価・検証

公募・決定

事業準備・実施・評価・検証

調査結果を踏まえた今後の対応方針の検討

とりまとめ
とりまとめ
今後の方針検討

④ 観光活用に向けたガイドライン等の策定・展開
ガイドライン、事例集等の策定
成果報告会の開催

構成検討
企画

作成

準備

⑤ 事業実施報告書の作成
事業実施報告書の作成
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構成検討

作成

「第一回進捗報告協議会 (本日)」では調査事業の進捗を共有し、調査結果について
有識者およびオブサーバーの皆様からご意見を伺う予定である
協議会での主な報告事項

主な報告事項
 調査の方向性の事前確認
 調査概要のご説明
準備会合
• 国内外の自然体験市場の概観・トレンド
（調査の方向性確認）
• 自然体験のコンテンツ分類
• 国内外の事例
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第1回
協議会

 調査事業について
 調査の進捗報告
 調査結果についての協議
 その他事業の説明

第2回
協議会

 調査事業について
 調査結果の最終報告
 ガイドライン作成に向けた協議
 モデル事業について
 進捗状況の報告

開催時期

2018年7月31日

2018年10月19日
（本日）

2019年1月初旬
（予定）

協議会のアジェンダ

・ 協議会の概要
・ 各種関連する会議の報告
・ 調査の進捗報告と協議
└ ①国内事業者調査（アンケート・ヒアリング）
└ ②事例調査
・ 海外調査の説明
・ モデル事業の説明
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2018年9月13日（木）に最先端観光コンテンツ インキュベーター事業 「地域活性化に
向けた観光コンテンツ拡充推進会議」（第1回）が開催された
開催概要
日時・場所

出席者

2018年9月13日（木）10:00-12:00 ＠AP東京丸の内 BC会議室 （日本生命丸の内ガーデンタワー3階）
＜有識者＞
梅澤 高明
A.T.カーニー（株）パートナー/日本法人 会長
須永 珠代
（株）トラストバンク 代表取締役
平良 朝敬
（一財）沖縄観光コンベンションビューロー 会長
デービッド・アトキンソン
（株）小西美術工藝社 代表取締役社長
原田 静織
（株）ランドリーム 代表取締役
伏谷 博之
タイムアウト東京代表 ORIGINAL Inc. 代表取締役
前田 幸夫
凸版印刷（株） 取締役副社長執行役員
※（株）美ら地球 代表取締役 山田 拓委員はご欠席
＜オブザーバー＞
日本政府観光局（JNTO）
 本事業の趣旨・目的について
 本事業の実施概要と今後の進め方について
 意見交換

議事

調査事業
主要な
コメント
モデル事業
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 調査結果を踏まえ、各種観光テーマの課題の仮説設定をより具体化すべき
 調査対象がどのようなものを求めていくかというインサイトを調査で明らかにしていくべき
 有効な観光戦略を立てるためにも、各地域レベルのデータを調査・分析するべきではない
 プロダクトアウト型のサービスではなく、ユーザーインサイト等を踏まえて、日本の強みを発揮していくアプ
ローチを考えるべき
 モデル事業の成果をより確実なものにするためにも、個々の事業のブラッシュアップを図るべき

協議会のアジェンダ

・ 協議会の概要
・ 各種関連する会議の報告
・ 調査の進捗報告と協議
└ ①国内事業者調査（アンケート・ヒアリング）
└ ②事例調査
・ 海外調査の説明
・ モデル事業の説明
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需要側（4C観点）、供給側（4P）の初期仮説に加え、「ルール形成」に関する調査も実
施することとした
自然体験領域の課題（初期仮説）と調査の観点
課題（初期仮説）

調査の観点

Customer Value

需
要

 海外ではアドベンチャーツーリズムの人気があるにも関わらず、
その需要を十分に取り込めていない
 インバウンドの自然体験市場の魅力度等、詳細がよくわかっていない

 外国人旅行者は海外でどのような
自然体験を行っているのか
 どのようなコンテンツにニーズがあるのか
 どの市場に事業機会があるのか

 当面国内需要だけでも売り上げが確保できる状況にあり、
危機感を持ってインバウンドビジネスに取り組む事業者がまだ少ない
 兼業で行っている事業者が多く、本格的にコンテンツ供給を志向する
事業者が少ない
 自然＝素材のまま提供されており、付加価値の高い「コンテンツ化」の
できる事業者が少ない

 そもそも現状どのようなコンテンツが
提供されているのか
 コンテンツ化及びインバウンド受入れを
促進するために必要な方策や支援は
どのようなものか

Price

 「素材売り」をしてしまう事業者が多く、価格を上げる工夫が
なされていない（必要性を感じていない）

 単価向上のための、付加価値の高い
コンテンツ造成の在り方には
どのようなものがあるか

Place

 零細な事業者が多く、独自に販売網を拡大することが困難であり、
商圏がひろがりにくい

 零細な事業者の販促を支援するための
体制づくりはどのようにあるべきか

 外国人旅行者から見た日本は「文化」のイメージが強く、
自然体験の認知が相対的に低い

 情報発信をどのように行えば
自然体験のイメージを向上できるか

 ①安全性担保、②品質保証、③環境・観光資源保全は、持続的なコンテ
ンツ拡充における必要条件であるが、取り組んでいる事業者は多くない

 どのようなルールや運用方法があれば安
全性担保、品質担保、環境・観光資源保
全が定着するか

Customer Cost
Convenience
Communication

Product

供
給

Promotion
ルー
ル形
成
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Standards and
Regulations

本日は、①供給側の事業者が抱える課題とその解決方策、②我が国が確保すべき
環境・観光資源保全等取り組みの方向性についてご意見をいただきたい
本日の論点

項目

報告事項

供給

 自然体験型コンテンツ提供事業者を対象とし
たアンケート・ヒアリングの結果
 その他事業者・キープレイヤーに対するヒアリ
ングの結果
 上記を踏まえた課題と解決の方針仮説

【論点①】
事業者の課題解
決に向けて

 デスクトップ調査により把握した、国内外の「安
全性担保」、「品質保証」、「環境・観光資源保
全」の取り組み事例

【論点②】
 安全性の担保や提供品質の保
安全性担保・品質
証、環境・観光資源保全を実現
保証、環境保全
するために、我が国で対応すべ
などの基準整備
き取り組みにはどのようなものが
に向けて
あるか

ルー
ル
形成
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論点（意見交換のテーマ）

 コンテンツ提供事業者が抱える
課題の解決に向けて、どのよう
な視点や工夫が必要となるか

国内事業者調査（アンケート・ヒアリング）
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調査は、コンテンツ提供者（供給者）視点の4Pをベースとした、初期課題仮説に基づ
き、課題の把握と検証を目的として進めている
自然体験領域の課題（初期仮説）
課題（初期仮説）

Product
（商品造成・提供）

Price
（価格設定）

Placement
（流通経路・販路）

Promotion
（情報発信・
広告宣伝）
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 当面国内需要だけでも売り上げが確保できる状況にあり、
危機感を持ってインバウンドビジネスに取り組む事業者がまだ少ない
 兼業で行っている事業者が多く、本格的にコンテンツ供給を志向する
事業者が少ない
 自然＝素材のまま提供されており、付加価値の高い「コンテンツ化」の
できる事業者が少ない

 「素材売り」をしてしまう事業者が多く、価格を上げる工夫が
なされていない（必要性を感じていない）

 零細な事業者が多く、独自に販売網を拡大することが困難であり、
商圏が広がりにくい

 外国人旅行者から見た日本は「文化」のイメージが強く、
自然体験の認知が相対的に低い

調査はアソビュー株式会社登録事業者を中心としており、三つのステップで実施した
事業者調査アプローチ

【STEP0.プレ調査】
アソビュー（株）登録自然体験コンテ
ンツの整理と事業者の実態把握
7,700コンテンツ/約6,000社

【STEP1.実態調査アンケート】
地域・アクティビティ分布
売上上位の事業者の実態把握
80社

【STEP2.実態調査ヒアリング】
インバウンド受入意向または
受入実績を有する事業者の課題把握
約20社

【選定基準】
・インバウンド受け入れ意向あり
・インバウンド受け入れ成功者・挑戦者
⇒課題意識の実態を深堀する
【選定基準】
・地域別・アクティビティ別分布上で
コンテンツ提供に成功している事業者
・インバウンド受け入れの有無
⇒限定母集団として実態を探る
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&
業界団体やメディア
約10社

アソビュー（株）登録の国内自然体験型コンテンツは約7,700あり、タイプ別では海、
川・湖等の水資源型、地域では沖縄、関東、中部が相対的に多い
STEP0.プレ調査： 国内自然体験型観光コンテンツの分類

コンテンツの分類

北海道

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州

沖縄

合計

アクティビティ

38

27

487

338

237

109

94

356

1,859

異文化体験

4

8

3

2

3

30

81

131

アクティビティ

188

169

158

61

56

91

223

992

3

1

3,545

海
25

21

川・湖
異文化体験

5

9

アクティビティ

58

34

187

165

82

26

28

154

87

821

異文化体験

130

65

100

167

178

79

23

137

124

1,003

アクティビティ

73

14

39

61

15

10

1

異文化体験

11

アクティビティ

10

16

33

84

56

異文化体験

9

8

19

7

28

アクティビティ

48

13

77

115

44

24

14

8

13

356

異文化体験

26

9

51

51

38

17

1

34

12

239

山・森
213

雪
11
9

5

8

81

302

空
71

陸
合計

出所：アソビュー（株）事業者コンテンツ分類
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595

211

1,170

1,152

742

295

225

818

2,485

7,693

事業者の多くは、アクティビティやコンテンツ提供を本業として積極拡大を図ろうとして
おらず、意志をもってインバウンド対策に注力している事業者は限られている
STEP0.プレ調査：事業者の全体感

【全体傾向として】
 自然体験アクティビティ事業を主事業として生計を立てて
いる事業者は多くない
 副業や趣味のように体験に取り組む思考の事業者が少
なくない
 “手間のかかることはしたくない” “既存客対応で十分”と
いう反応も一定量ある
【提供商品】
 長年実施してきたアクティビティが中心である
 そこでしかできない、”ならでは感”が作れている事業者は
少ない
【価格設定】
 松竹梅などのオプションを設定している事業者はいるが、
シーズナリティもあり、本業として稼げている事業者は多く
ない
【流通対策】
 自社HP等の限られた販路に頼って拡販をしている事業
者が多い
【プロモーション】
 意識の高い事業者を中心にSNS等無料の手段を取り入
れているところもあるが、有料手段の利用率はごくわずか
である

（参考）事業者の多言語対応状況

外国語対応状況
100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%

35.6%

30%
20%
10%
0%
英語
ネイティブレベル

出所：アソビュー（株）ヒアリング
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中国語
日常会話レベル

広東語
単語レベル

韓国語
不可

プレ調査を踏まえ、選定した事業者の実態把握、インバウンド対応の課題把握を目的
としたアンケートとヒアリングを行った
事業者調査アプローチ

【STEP0.プレ調査】
アソビュー（株）登録自然体験コンテ
ンツの整理と事業者の実態把握
7,700コンテンツ/約6,000社

【STEP1.実態調査アンケート】
地域・アクティビティ分布
売上上位の事業者の実態把握
80社

【STEP2.実態調査ヒアリング】
インバウンド受入意向または
受入実績を有する事業者の課題把握
約20社

&
業界団体やメディア
約10社
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事業者の半数近くが個人事業であり、従業員数が10人未満の小規模事業が多い
STEP1: 実態調査アンケート：事業者の経営形態と従業員数
Q.2 経営形態をお選びください

Q.5 代表者以外の従業員数についてお選びください

n: 80社

出所：アソビュー（株）事業者アンケート（限定母集団80社ベース）
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n: 80社

体験・アクティビティの継続平均年数は11.4年で、年間売上高の中央値は「1,000万
円～1,500万円未満」である
STEP1: 実態調査アンケート： 体験・アクティビティの継続年数と年間売上
Q.3 体験・アクティビティの継続年数をお選びください

Q.4 年間売上についてお選びください

n: 80社

11.4年

出所：アソビュー（株）事業者アンケート（限定母集団80社ベース）
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n: 80社

体験・アクティビティの提供時期は夏を中心としながら、春や秋も一定数の集客を得て
おり、一人当たりの投下金額の中央値は「5,000円～7,000円未満」である
STEP1: 実態調査アンケート：体験・アクティビティの提供時期の特徴と、一人当たり単価
Q.8 季節による集客パターンについて、最も近いものをお選びください

Q.13 体験・アクティビティの大人一人当たりの標準的な金額をそれぞれお選びください

n: 80社

出所：アソビュー（株）事業者アンケート（限定母集団80社ベース）
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n: 80社

（参考）他国や国内の事業者のコンテンツ提供価格は、事業者アンケートの一人当た
り単価に比べて高い
コンテンツ価格*の国別比較（カッコ内は事業者名）

サイクリングツアー

キャニオニング

自然ツアー

フードツアー

¥9,500～

屋久島
日帰りツアー

¥27,000～
（1人）
¥14,000～
（2人各）

築地朝市ツアー

¥18,000～

キャニオニング

¥14,678～
（$179～）

デインツリー熱帯雨
林日帰りツアー

¥15,580～
（$190～）

ワインテイスティング
日帰りツアー

¥17,305～

¥164,450～
（3泊4日／
$1,495～）

キャニオニング
初心者向け

¥9,790～
（$89～）

レイニア山
日帰りツアー

¥21,890～
（$199～）

ダウンタウンLA
ランチツアー

¥8,250～
（$75～）

ワイナリー試飲&
サイクリング日帰り
ツアー

¥12,665～
（$149～）

キャニオニング

¥9,773～
（$114.98～）

ブッチャートガーデ
ン日帰りツアー

¥17,850～
（$210～）

バンクーバー
ランチツアー

¥5,865～
（$69～）

マウンテンバイク
ツアー

¥53,950～
（2泊3日／
€415～）

キャニオニング

¥6,500～
（€50～）

キャサール城
ヘリコプターツアー

¥21,750～
（35分）

ナイトライフツアー
パリ食べ歩きツアー

日本

しまなみ海道
サイクリングツアー

¥26,500～
（1泊2日）

キャニオニング

オースト
ラリア

トレイルサイクリン
グツアー

¥48,400～
（1泊2日／
$440～）

アメリカ

ワイナリー&
サイクリングツアー

カナダ

フランス

出所：トリップアドバイザー
21

¥8,700～

*為替相場は1AUD=82円, 1USD=110円, 1CAD=85円, 1EUR=130円として試算

¥12,350～
（€95～）

外国人観光客の受入割合は10%未満と回答する事業者が大多数であり、年間の人
数は「100～499人」のレンジが多い
STEP1: 実態調査アンケート：外国人の年間利用者数と、外国人の割合
Q.24 外国人観光客の年間の利用者数についてお選びください

出所：アソビュー（株）事業者アンケート（限定母集団80社ベース）
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Q.25 年間の総利用者数のうち、外国人観光客が占める割合をお選びください

受け入れ時の工夫として「支払い」や「意思疎通のツール」を挙げる事業者が多く、
抱えている課題としては「コミュニケーション」に付随するものが特に多く挙げられる。
STEP1: 実態調査アンケート：外国人観光客の受け入れ工夫と、課題
Q.28 外国人観光客の受入時に工夫されていることがあればお選びください

出所：アソビュー（株）事業者アンケート（限定母集団80社ベース）
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Q.26 外国人観光客を受け入れる際の課題があればお選びください

コンテンツの拡充における課題意識として多いのは、「多言語対応」、「商品開発と価
格設定」、「情報発信」、「環境保全や安全の確保」等である
STEP1: 実態調査アンケート：事業者の課題意識
Q.37 日本が自然に関する体験・アクティビティを活性化するためにはどのようなことが必要だと思いますか

出所：アソビュー（株）事業者アンケート（限定母集団80社ベース）
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アンケートから読み取るインバウンド観光客受け入れまでのステップ（仮説）
 仮説として、事業者がインバウンドで成功するまでにはいくつかのステップがあると考えられ、各ステップごとの課題を整理した
 インバウンド受入を実践できている事業者は、コンテンツ提供事業が確立・安定しており、拡大余力がある限られた事業者と推察する

ステップ③
事業多角化

ステップ②
事業拡大

インバウンド
受入事業者

優良
事業者

• 事業が安定している事業者において、インバウンド受け入れの対策に取り組み始める
• ただ、インバウンドは年間の利用者のうち1割程度にとどまっており、インバウンド受け入れに取り組ん
でいる事業者においても依然として日本人観光客がメインである
• 立ちはだかる課題は多く、特にコミュニケーション、商品造成と価格設定、情報発信、そして安全性と品
質担保の両立等が顕在化している

• 個人事業者が多く、小規模な事業体である
• 継続事業年数や経験を積み上げ、長期に渡りコンテンツを提供している

ステップ①
事業確立

国内の一般的な事業者

※インバウンド観光受け入れまでのステップ概念図
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• 一方で、世帯年商の中央値は1,000-1,500万円未満と決して多くはない
• 季節性が大きく、夏-春-秋を中心としたコンテンツが多いため、年間を通じて安定収入が得られている
わけではない

• 事業としてではなく、副業や趣味の延長でコンテンツの提供に取り組んでいるため、積極的な事業拡大
を図っている事業者は多くない
• インバウンドを受け入れる土壌を整備（多言語対応、積極拡販）している事業者は限定的であり、イン
バウンドの受入を課題として認識している事業者が少ない

事業者の課題を深耕するためにヒアリングを行った
事業者調査アプローチ

【STEP0.プレ調査】
アソビュー（株）登録自然体験コンテ
ンツの整理と事業者の実態把握
7,700コンテンツ/約6,000社

【STEP1.実態調査アンケート】
地域・アクティビティ分布
売上上位の事業者の実態把握
80社

【STEP2.実態調査ヒアリング】
インバウンド受入意向または
受入実績を有する事業者の課題把握
約20社

&
業界団体やメディア
約10社
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具体的意見を聴取するヒアリング先選定にあたり課題について多様な視点からの意
見を得るため、自然体験領域のマーケットに関するキープレーヤーを整理した
「自然体験」提供のマーケット概念図とキープレーヤー

Key player②

市
場

商品企画、値付け、販
売、情報発信などを行
い、自然体験コンテン
ツを消費者（旅行者）
へ届ける

Key player①

Key player③
旅行代理店
プラットフォーマー

コンテンツ事業者

市
場
イ
ン
フ
ラ
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旅行者

メディア

Key player④
自然体験コンテンツが
適切に市場で流通する
よう、法制度など市場イ
ンフラを整備する

行政

Key player⑤

業界団体

顕在化している課題を深堀りするために、コンテンツ事業者やキープレーヤーに対して
ヒアリングを実施している
STEP2.実態調査ヒアリング：事業者・キープレイヤーヒアリング：聴取内容・聴取先（一部）

【凡例】 ◎：各プレーヤーの主事業・主業務に関わる項目
務の情報に付随して知見を有すると想定される項目

○：上記主事業・主業

ヒアリング項目案
需
要
4C

Key player③

Key player④

Key player⑤

メディア

行政

業界団体

◎

〇

〇

 海外で人気・ニーズの高い自然体験
 インバウンド観光客の日本市場に対す
るニーズ
 自然体験のターゲットや市場規模

〇

◎

Product

 商品造成プロセス（造成時の具体的手
順、ニーズ調査手法や重視点など）
 課題やリスクと解決策／求める支援
 海外での自然体験コンテンツ事例

◎

○

Price

 価格決定要因
 高付加価値創出事例

◎

○

Place

 チャネル拡大方法
 課題やリスクと解決策／求める支援

◎

○

〇

〇

◎

○

◎

〇

Promotion

規制や基準
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Key player②
旅行代理店／
プラット
フォーマー

Customer Value
Customer Cost
Convenience
Communication

市
場
供
給
4P

Key player①
コンテンツ
事業者

 旅行者の主要情報ソース
 （情報発信者の）新規情報取得方法
 情報発信の成功事例
 安全面に関わる法規制
 （民間含む）ガイド・インストラクター制度
や事業者支援制度

◎

◎

事業者が抱える主要な課題のコメントを4P領域で整理した
事業者・キープレイヤーヒアリング：事業者が抱える課題
課題意識 (ヒアリングのナマ声より)
• “サービスを提供する多言語スタッフの募集は課題。しゃべれないスタッフは、対応が他人任せになる”

Product
（商品造成・提供）

• “出身国によって価値観や考え方、旅に求めるものが異なるので、受容されるコンテンツも異なる。やっていると次第にパターンが
分かってくるが。”
• “長期滞在型のプランは日本国内ではなかなかない”
• “そこでしか得られない体験を商品化するのは難しい”
• “特別感、ならでは感を感じさせられる商品は単価を上げられるが、商品づくりは難しい”

Price
（価格設定）

• “単品コンテンツにとどまっており、単価アップのための工夫が足りない（コンテンツをつなげる発想が乏しい）”
• “単価アップを目指したいが、アフォーダブルに見えることが重要である（一万円の壁） “
• “お金を落とさせるマインドがない。儲けることが罪悪感のように感じる人もいる”

• “オンラインで商品を売りたいと思っているものの、手間がかかると思っている事業者はいる”

Placement
（流通経路・販路）

• “独力で拡販を図る事業者は多く、様々な販路を活用しきれていない”
• “二次交通が整備されておらず、コンテンツが魅力的でもたどり着けない・あるいは近くで宿泊できず、帰らざるを得ないケースが
ある”
• “自社サイトを設置したり、多言語化すれば誘客できると思っている事業者はいるが、独力では難しい”

Promotion
（情報発信・
広告宣伝）

• “送り手を想定して訴求する情報を使い分けるのは難しい。課題と分かっているが、簡単ではない”
• “どの情報源（媒体）から情報発信すべきか分からない”
• “海外のOTAのサイトで特集を組んでもらったが、反応がよくわからない。有料は割高で着手できない”
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調査によって特定した課題に対し、課題解決に向けた現時点での方針仮説を洗い出
した
現状の課題と解決に向けた方針仮説
初期仮説をベースにアップデートした課題

Prerequisite
（前提として）

 事業の拡張意向・インバウンド対策意向がない事業者が多い
 既存事業の事業成長が加速しない限り、インバウンド対応に着手できない
 自助努力でインバウンド受入をすることが難しい
 ターゲット像が見えず、適切なコンテンツが造成できない

Product
（商品造成・サー
ビス提供）

Price
（価格設定）

 その場所“ならでは”の独自コンテンツの造成意識がない
 通年・長期滞在など、新しいコンテンツの想像力が乏しい
 人材・多言語対応能力不足により、思うようにコンテンツ・サービス提供ができない

 お金を落とさせる・儲ける意識が希薄で単価アップが臨めない
 値上げを図りたくても、既存コンテンツをベースに考えているため、付加価値と価格

納得性が作れずにいる（商品造成と連動）

Placement

 どの販路でどのようにコンテンツを拡販すべきか把握していない

（流通経路・販
路）

 オンライン上の簡単予約・決済システムの整備が進んでいない

Promotion

 ターゲットが定まってなく、誰にどのような情報を発信すべきかが分からない

（情報発信・
広告宣伝）
30

 物理的にアクセスが悪く、二次交通が発達していないため、機会損失が起きている

 どの経路で既存インバウンド客が誘客できているか分からず、手段が取りにくい
 ターゲットが接する情報源が多く、一元化して発信することができない

課題解決に向けた方針仮説
 インバウンド受入の意志があり、かつ潜在的
な魅力を持つコンテンツ提供事業者に焦点を
当て、自治体・地域を巻き込んだ一体的なコ
ンテンツ育成・支援活動の形を模索する
 地域・官・民で地域のコンテンツを一体的に
マーケティングする横連携組織が必要と考え
る（コンテンツ棚卸と戦略ターゲットのニーズ
把握中心）
 複数コンテンツを掛け合わせ、ストーリー性を
持ったその土地ならではの独自体験作りを目
指す（適正価格設定と連動）
 既存コンテンツにいたっても、課金機会増加を
念頭においたコンテンツ内容の見直し・改善を
目指す

 簡単予約・即時決済等、ワールドスタンダード
な機能を実装したオンラインプラットフォーム
等と積極的に連携し、ナレッジ蓄積を図る

 基本メディア戦略を策定（誰に何をどこで訴求
するか）を進めると同時に、戦略ターゲットと
親和性の高いプラットフォームとタイアップしな
がら情報提供の経験を積む

本日の論点（意見交換のテーマ）

【論点①】
事業者の
課題解決に向けて
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 コンテンツを提供する事業者が抱える課題の解決に向けて、どのような視点や
工夫が必要となるか

事例調査
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４Pとセットで推進するべきルール形成においては、①安全性の担保 ②品質保証
③環境・観光資源保全の三つの視点を中心に国内外で調査に取り組んでいる
自然体験領域の課題（初期仮説）と調査の観点
課題（初期仮説）

調査の観点

Customer Value

需
要

 海外ではアドベンチャーツーリズムの人気があるにも関わらず、
その需要を十分に取り込めていない
 インバウンドの自然体験市場の魅力度等、詳細がよくわかっていない

 外国人旅行者は海外でどのような
自然体験を行っているのか
 どのようなコンテンツにニーズがあるのか
 どの市場に事業機会があるのか

 当面国内需要だけでも売り上げが確保できる状況にあり、
危機感を持ってインバウンドビジネスに取り組む事業者がまだ少ない
 兼業で行っている事業者が多く、本格的にコンテンツ供給を志向する
事業者が少ない
 自然＝素材のまま提供されており、付加価値の高い「コンテンツ化」の
できる事業者が少ない

 そもそも現状どのようなコンテンツが
提供されているのか
 コンテンツ化及びインバウンド受入れを
促進するために必要な方策や支援は
どのようなものか

Price

 「素材売り」をしてしまう事業者が多く、価格を上げる工夫が
なされていない（必要性を感じていない）

 単価向上のための、付加価値の高い
コンテンツ造成の在り方には
どのようなものがあるか

Place

 零細な事業者が多く、独自に販売網を拡大することが困難であり、
商圏がひろがりにくい

 零細な事業者の販促を支援するための
体制づくりはどのようにあるべきか

 外国人旅行者から見た日本は「文化」のイメージが強く、
自然体験の認知が相対的に低い

 情報発信をどのように行えば
自然体験のイメージを向上できるか

 ①安全性担保、②品質保証、③環境・観光資源保全は、持続的なコンテ
ンツ拡充における必要条件であるが、取り組んでいる事業者は多くない

 どのようなルールや運用方法があれば安
全性担保、品質担保、環境・観光資源保
全が定着するか

Customer Cost
Convenience
Communication

Product

供
給

Promotion
ルー
ル形
成
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Standards and
Regulations

事例 ①安全性担保：ニュージーランド
 今でこそ世界各国からアドベンチャーツーリズム・エコツーリズムの先進国として参考にされているニュージーランドは、
25年以上かけて安全性担保のベストプラクティスを模索してきた
 安全性の軽視によるインシデントが観光産業成長の足かせになることを思慮し、法律に則った監査基準を導入している
Adventure Activities Regulations
規制

 1992年の雇用法のもとに、Health and Safety in
Employment(Adventure Activities) Regulations 2011が制定
され、アドベンチャーアクティビティを運営する事業者は、この
安全規制に関する監査をクリアした上で事業者登録を行い、ア
クティビティ活動が許可される。
 この安全規制は2012年に改訂され、薬物及びアルコール関連
に対するリスク管理について明記された。
ガイドライン
 健康・安全性に関する規制活動に取り組む団体である
WorkSafe NZが、安全規制に関するガイダンスを作成してお
り、事業者やイベント主催者等に情報を提供している。
 オペレーターが安全義務を果たしているかどうか、アドベン
チャーアクティビティの規制に関するガイドが作成されている。

出所：SupportAdventure.co.nz
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オペレーター登録

 運営者としてオペレーター登録されるためには、WorkSafe NZに
認定された監査プロバイダーによって実施された安全規制に関
する監査を受ける必要がある。
 アドベンチャーアクティビティ規制に定義されているアクティビティ
を提供する場合には、WorkSafe NZに提供予定の旨を通知し、
規制に関する情報を受け取ることになる。
 登録事業者の一覧は、WorkSafe NZのウェブサイトに開示され
ている。
監査
 WorkSafe NZは、Adventure Activities Regulations 2011 に使
用される監査基準を策定しており、監査の実施方法はニュー
ジーランドのアドベンチャーアクティビティの認定計画に記載され
ている。
 安全規制及び監査プロセスに関するファクトシートを提供してお
り、規制実施プロセスに関する定期的な情報を発信している。
 監査プロバイダーは認定期間を通して監査基準に従っているこ
とを監視し、状況が変化したら特別監査を要求することができ、
監査結果により、オペレーター認証を一時停止、撤回、または制
限することができる。

事例 ②安全性担保：オーストラリア
 これまで各州で独自に策定されてきたアドベンチャーアクティビティの安全基準は、管轄間の調整や重複等が生じてい
ることから、国としての統一基準（ガイドライン）の策定が進められている
 法的拘束力に頼らずとも、アクティビティ事業者に一定の責務を果たさせることが可能となっている
Australian Adventure Activity Standards(AAS)
 現在は、州が独自でアドベンチャーアクティビティの安全基準を
設けているが、管轄間の調整や重複等から、国として統一した
安全・リスク管理基準を定めたガイドラインを今後開発すること
としている。
 当ガイドライン開発の運営委員会は、以下の関連する州・団体
により構成されている。
• ACT Sport and Recreation Services
• Northern Territory Department of Sport and
Recreation
• Outdoor Council of Australia
• Outdoor Recreation Industry Council NSW
• Outdoors Victoria
• Outdoors WA
• Queensland Outdoor Recreation Federation
• Recreation SA
• Tasmania, Communities Sport and Recreation
 当ガイドラインは、既存の各州のガイドライン同様、法的拘束力
はないが、公的・民間の土地所有者、規制当局、保険会社など
との契約条件や管理条件としてコンプライアンスが求められる
ことが多いため、当ガイドラインを順守することでアクティビティ
事業者の責務を示す一助となりうる。
出所：Outdoors Victoria HP, Queensland Government HP
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 以下のアクティビティ種類を対象としている。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abseiling
Artificial climbing
Bushwalking
Canoeing & kayaking
Challenge ropes
Four-wheel driving
Horse trail riding
Mountain biking
Recreational angling
Caving
River rafting

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rock climbing
Snow Sports
Surfing
Trail Bike riding
Archery
Canyoning
Sea kayaking
Surf kayaking
Snorkelling
Wildlife swims
Scuba diving

Current Adventure Activity Standards(AAS)
 現在、以下の各州でAASが独自で策定されている。
•
•
•
•
•
•

New South Wales AAS
Queensland AAS
South Australia AAS
Tasmania AAS
Victoria AAS
Western Australia AAS

事例 ③品質保証：ニュージーランド
 NZ観光業界公式の品質認定制度「QUALMARK制度」は、品質保証の評価方法として国内外で参考にされている
 QUALMARK認定事業者は単価アップ、信頼醸成、誘客増加の恩恵を受ける構造となっている
QUALMARK制度

Sustainable Tourism Business Criteria
 クォールマークはニュージーランド観光業界
の公式な品質認定の制度
 クォールマークのロゴを掲げる業者は、厳し
い審査を受け、環境に対する貢献度の評価
を受けており、このクォールマークの認証を
確認すれば、質の高い宿泊施設や交通機
関、アクティビティなどを提供している事業者
であるという証明になっている

Economic

•
•
•
•
•

Operation Manual
Marketing Plan
Reservations and Payments
Business online presence
Asset Register

Social & People

•
•

Job Management
Service Standards and Product Knowledge ensure
staff
Staff Training
Customer Feedback
Team Culture
Community Engagement / Social Licence
Industry Engagement

•
•
•
•
•

QUALMARK制度のランク区分
 「クォールマーク」では宿のカテゴリを「アパートメント
（長期滞在向け）」、「バックパッカーズ」、「ベッド&ブ
レックファスト」、「モーテル」などタイプ別に12に分
け、それぞれ1～5つの星でランク付けしている
 宿泊施設以外の観光サービスは「ビジターアクティビ
ティ」、「ビジターサービス」、「ビジタートランスポー
ト」、「インバウンドツアーオペレーター」、「I-SITEビジ
ターインフォメーション」の5つのカテゴリがあり、それ
ぞれ「クォールマーク」の判定基準に達していると認
められた場合のみ、「Endorsed（認証済み）」のロゴ
を有することができる
 宿泊、アクティビティといった観光関連の種類に関わ
らず、「エンヴァイロ・アワード（Enviro Awards）」と呼
ばれる環境に配慮していることを示す認定もあり、エ
ネルギー効率、リサイクル度、水質保全、地域への
貢献度などが審査され、評価に応じてゴールド、シル
バー、ブロンズのロゴが授与される
出所：New Zealand Tourism HP、地球の歩き方
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Environment &
Culture

•
•
•
•
•
•
•
•

Health, Safety
and Wellness

•
•
•
•
•

Energy and Resource
Discharge and waste
Customer Engagement
Staff Engagement
Investment and Enhancement of Operating
Environment
Hosting other Cultures
Cultural Interpretations and Integration
Embracing Manaakitanga
Reporting and Recording ensures staff
Investigating and Improving ensures staff
Staff Engagement, Participation & Training ensures
staff
Leadership
Staff Wellness

事例 ④環境・観光資源保全：オーストラリア
 オーストラリアは世界で初めて自然環境への負荷軽減を目的とした認証プログラムの導入に踏み切った
 Eco Certified Tourism認定制度は幅広い領域の商品（ツアー、宿泊等）を対象に環境保全の認証を行っている
 認定を受けた事業者は事業拡大の機会に恵まれやすくなっている
オーストラリアにおけるエコツーリズム
エコツーリズムの定義
エコツーリズムとは、環境及び文化への理解、感謝と保
護を促進しながら自然を体験することにフォーカスした、
生態学的に持続可能な観光のことを指す

エコツーリズムの歴史
 1992年にオーストラリアエコツーリズム協会が発足、2002年にエコ
ツーリズムオーストラリア（EA)に名称変更
 1996年に世界で初めてエコツーリズム認証プログラムである
National Ecotourism Accreditation Program(NEAP)をローンチ

ECO CERTIFIED Tourismの概要
認定制度設置の経緯
 エコツーリズムが拡大するにあたり、エコツーリズム、エコツアー、エコ
ロッジ等の言葉が多数出てきたことでエコツーリズムの質の低下が危
惧されたため、優良商品の差別化を図るとともに、業界全体のレベル
向上のためにEAとオーストラリアツアーオペレーターネットワーク
(ATOM/VTOA)が共同で開発
 連邦政府からの資金援助を得て、1996年世界で初めて優れたエコ
ツーリズム商品を認証する制度を設け、認証を開始

認定の種類

 その後4つの認証プログラムを提供し2008年にWorld Tourism and
Travel CouncilよりTourism for Tomorrow Awards及び
Conservation Awardを受賞

Advanced
Ecotourism
環境への影響を最小
最適な資源利用、保全 強力なインタープリテー
限に抑えた自然環境観 実践、地域社会の支援 ションの価値と自然保
光
に焦点を当てた自然界 護へのコミットメント、地
の観光
域社会への貢献が求め
られる観光
Nature Tourism

出所：EcoTourism Australia HP
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Ecotourism

事例 ⑤安全性担保：国内
 安全性の担保を目的に、長野県や東京都は山岳ガイドの導入や独自ルール設定等に取り組んでいるが、県単位の活
動に留まっており、広がりが限定的である
長野県 – 信州登山案内人

東京都 – 東京都版エコ―ツーリズム/東京都レンジャー

【概要】

【概要】

 信州登山案内人条例に基づき、長野県が実施する筆記・実技
試験に合格し、長野県知事の登録を受けた山岳ガイドである。
登録者数は約480名（平成31年2月末現在）。

 東京都の島しょ地域（小笠原諸島、御蔵島等）における自然保
護と適正な観光利用に関する仕組みとして、自然環境保全促
進地域における利用者数や利用時間に関する利用ルールの
設定、都認定の東京都自然ガイドの同行を定めるなど、「東京
都版エコツーリズム」を推進している。

 北アルプス、中央・南アルプス、八ヶ岳など県内６つの山域ごと
に、専門とする案内地域を設定。県ホームページに「信州登山
案内人名簿」を掲載し、案内地域別にガイドを紹介している。
 ガイド料金は、登山案内人組合（協会）、各信州登山案内人が
各々設定している。
【背景】
 中高年登山者の増加に伴い、山岳遭難に占める中高年者割
合が増加しており、また、全国においても山岳遭難者の割合は
年々上昇している状況下で、長野県は平成21年の遭難件数が
173件とワースト1位であった。

 平成22年に設置された長野県山岳ガイド資格制度のあり方等
に関する研究会において、山岳ガイドに必要な能力・知識とし
て、①安全確保能力、②登山に関する一般的な知識、③山の
歴史や文化に関する知識、④コミュニケーション能力を測り、認
証する山岳ガイド資格制度の必要性を検討し、信州登山案内
人条例（平成 24 年長野県条例第 25 号）の制定に至った。

 2004年度からは、多摩地域と小笠原諸島に巡回や利用に関
する案内や指導等を行う「東京都レンジャー（東京都自然保護
指導員）」を配置している。
 多摩地域では、利用者の増加や多様化が進む中、自然環境へ
の影響を少なくするため利用形態に応じて守るべきマナーにつ
いて「自然公園利用ルール」を策定し、2016年度から運用して
いる。
【背景】
 自然公園の一部地域等における観光利用の急増、自然環境
への悪影響への懸念から、東京都版エコツーリズム、東京都レ
ンジャーの配置、自然公園利用ルールの策定等により、自然
保護と適正利用のための取組みを推進している。

出所：,長野県HP, 長野県山岳ガイド資格制度のあり方等に関する研究会;長野県山岳観光の新たな道標に、東京都環境局HP,
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事例 ⑥品質保証：国内
 日本国内にも品質認定制度「SAKURA QUALITY」があるが、認定を受けることの必要性やメリットを感じていない事業
者が多く、啓蒙浸透の余地がある
サクラクオリティー

ツアーオペレーター品質認証制度

 ホテル、旅館等の宿泊施設を中心とした観光品質認証制度で
あり、安全性や遵法性確保に関する調査等により認証を行う。

 ツアーオペレーターの品質を保証することで、訪日旅行の品質
向上、安全・安心な旅行を楽しんで頂くことを目的として作られ
た品質認証制度であり、一般社団法人日本旅行業協会
(JATA)が事務局を運営している。

 当認証制度は、ニュージーランドのQualmarkを参考とし、現
在は一般社団法人観光品質認証協会が基準を設定している。
 品質認証ステップは、5段階に分けられるステップⅠと、4段階
に分けられるステップⅡの合計9段階に分けられている。
 2018年1月、国内で初めての都道府県単位での認証取得事例
として、新潟県観光協会がサクラクオリティ―の認証事業への
取組みを始めることとし、2020年をめどに県内約300の宿泊施
設で認証取得を目指すことを発表している。

出所：SAKURA QUALITY HP, ツアーオペレーター品質認証制度HP
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 企業の法令順守、品質管理・サービス水準、CSR(企業の社会
的責任・環境・社会貢献)の側面から評価し、所定の基準を満
たした事業者に対して認証を行う。
 観光庁、日本政府観光局（JNTO）のホームページやSNS、国
内外での観光庁主催等の訪日プロモーションイベント(商談会、
展示会等)で認証制度の説明・認証会社の紹介および推奨を
行っている。

国内では一部ルール形成の事例が散見されるが、拡充のための全体戦略が定まって
おらず、まだ発展途上段階にある
国内外の事例の整理と今後に対する課題示唆
海外*
国

日本

自治体

民間団体

国

自治体

民間団体

 (NZ)Health and Safety in
Employment
(Adventure Activities
Regulations)
 (AUS)Adventure Activity
Standards(策定中)

 (AUS)各州での
Adventure
Activity
Standards

 (NZ)Activity
Safety
Guideline(TIA,NZ
RA)

 (海上保安庁)
ウォーターセー
フティガイド

 各地域の利用
ルール(ex.東
京都自然公園
利用ルール)

 自然体験活動に
おける安全管理者
認定制度(ex.NPO
自然体験活動推
進協議会)

 (Iceland)Vakinn
 (Swiss)Quality Programme
of Swiss Tourism

 (AUS/Queensl
and)Tourism
service quality
toolkit

 (NZ)Qualmark(半
官半民組織)
 (AUS)Eco
Certified Tourism

 各地域の認証
制度(ex.南島
利用ルールの
遵守事業者認
証制度)

 SAKURAQUALITY

視点③
環境・観光
資源の保
全

 (NZ)New Zealand
Certification in Outdoor and
Adventure Education
 (AUS)EcoGuide Certification
 (Nepal)Trekking Guide
license

 (AUS/New
South
Wales)Restrict
ed Guide
license

 (NZ)Climbing/Ski
Guide(New
Zealand
Mountain Guides
Association)

 各地域のガイ
ド制度(ex.信
州登山案内
人)

 各団体のガイド制
度(ex.山岳ガイド
協会)
 各地域で環境保
全協力金の徴収

DT調査や
ヒアリング
に基づい
た課題示
唆

 20-30年間かけてルール整備に取り組んだ結果、三つの視点の実現にプライオリ
ティを置いたアクティビティの活性化・拡充が進んだ（結果的に産業確立に成功）
 三つの視点を実現する事業者は事業活動上多大な恩恵を受け、インセンティブ
が強化された
 民間事業者や業界団体だけでなく、国が戦略として三つの視点に則った観光アク
ティビティ活動を推進したことが寄与している

視点①
安全性の
担保

視点②
品質の保
証

*NZ：ニュージーランド, AUS：オーストラリア, Iceland：アイスランド, Swiss：スイス, Nepal：ネパール
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該当なし

該当なし

 ツアーオペレー
ター品質認証制度
 おもてなし規格認
証

 ルール形成や基準作りは現段階ではコンテンツ造成に劣後して
おり、セットで考えている事業者は少ない
 三つの視点の実現を通じたメリットに気づいていない
 限られた業界団体や民間事業者が独自の基準で推進するに留
まっており、戦略性と拡充性に欠ける

4Pとセットでルール形成の課題と方針仮説を定義した。ルール形成は長期視点での
ロードマップ策定をベースに、短期で取り組むべきことの洗い出しを行った
4P+ルール形成上の課題と方針仮説
初期仮説をベースにアップデートした課題

Prerequisite
（前提として）

Product
（商品造成・サービ
ス提供）

Price
（価格設定）

Placement
（流通経路・販路）

Promotion
（情報発信・
広告宣伝）

Regulations and
Standards
（規制や基準）
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 事業の拡張意向・インバウンド対策意向がない事業者が多い
 既存事業の事業成長が加速しない限り、インバウンド対応に着手できない






ターゲット像が見えず、適切なコンテンツが造成できない
その場所“ならでは”の独自コンテンツの造成意識がない
通年・長期滞在など、新しいコンテンツの想像力が乏しい
人材・多言語対応能力不足により、思うようにコンテンツ・サービス提供ができない

課題解決に向けた方針仮説
 インバウンド受入の意志があり、かつ潜在的な魅力を
持つコンテンツ提供事業者に焦点を当て、自治体・地
域を巻き込んだ一体的なコンテンツ育成・支援活動の
形を模索する
 地域・官・民で地域のコンテンツを一体的にマーケティ
ングする横連携組織が必要と考える（コンテンツ棚卸と
戦略ターゲットのニーズ把握中心）
 複数コンテンツを掛け合わせ、ストーリー性を持ったそ
の土地ならではの独自体験作りを目指す（適正価格設
定と連動）

 お金を落とさせる・儲ける意識が希薄で単価アップが臨めない
 値上げを図りたくても、既存コンテンツをベースに考えているため、付加価値と価格納得性
が作れずにいる（商品造成と連動）

 既存コンテンツにいたっても、課金機会増加を念頭に
おいたコンテンツの抜本的見直し・棚卸を図る

 どの販路でどのようにコンテンツを拡販すべきか把握していない
 オンライン上の簡単予約・決済システムの整備が進んでいない
 物理的にアクセスが悪く、二次交通が発達していないため、機会損失が起きている

 簡単予約・即時決済等、ワールドスタンダードな機能を
実装したオンラインプラットフォーム等と積極的に連携
し、外部ナレッジ活用と蓄積を図る

 ターゲットが定まってなく、誰にどのような情報を発信すべきかが分からない
 どの経路で既存インバウンド客が誘客できているか分からず、手段が取りにくい
 ターゲットが接する情報源が多く、一元化して発信することができない

 基本メディア戦略を策定（誰に何をどこで訴求するか）
を進めると同時に、戦略ターゲットと親和性の高いプ
ラットフォーマーとタイアップしながら情報提供の経験を
積む
 コンテンツに関する情報の一元化

 ルール形成や基準作りは現段階ではコンテンツ造成に劣後しており、セットで考
えている事業者は少ない
 三つの視点の実現を通じたメリットに気づいていない
 限られた業界団体や民間事業者が独自の基準で推進するに留まっており、戦略
性と拡充性に欠ける

 ルールや基準作りが自事業にとってメリットがあ
ることをトップダウンで気づきを与える必要がある
 外部アドバイザーを交え、ルール形成検討に関
し、長期もしくは短期で取り組むべき対策の洗い
出しと実現手段の模索を進める

本日の論点（意見交換のテーマ）

【論点②】
安全性担保・品質保
証、環境保全などの
基準整備に向けて

42

 安全性の担保や提供品質の保証、環境・観光資源保全を実現するために、我
が国で対応すべき取り組みにはどのようなものがあるか

ガイドラインでは、自然体験型観光充実のあるべき姿を、需要・供給・ルール形成の観
点で定め、実現するためのポイントやTIPSをまとめる
ガイドライン策定に向けたとりまとめ方針（案）
自然体験型観光充実の
あるべき姿
需要側

 誘客に注力すべき市場や戦略ターゲットが
特定されている状態

 市場ニーズ理解
 戦略ターゲットの特定

 セグメント別プロファイル/嗜好性の
整理・一覧化

Product
(商品造成・
サービス提供)

 その土地ならでは、特別感のある、長期体
験型のコンテンツ造成ができている状態

 独自性・ストーリー性意識

 第三者視点の取り入れ

 コンテンツ同士の複合化

 地域コンテンツホルダー間連携

 コンテンツの棚卸・見直しに応じた
適正価格設定

 段階的プライシング導入

 戦略ターゲットや注力市場によりリーチする
販路が確立されている状態

 ワールドスタンダードなプラット
フォーマーとの積極連携、ナレッジ
活用と蓄積

 特定OTAと期間連携

 戦略ターゲットの情報収集動線上で随時接
触できている状態

 プラットフォーマーとのタイアップに
よる効率的発信

 自社の良質なコンテンツ情報が一元化さ
れ、PR活動に寄与している状態

 自社コンテンツ情報の一元化・蓄積
（プラットフォーム上で）

Placement
(流通経路・販
路)

Promotion
(情報発信・広
告宣伝)

ルール
形成

43

取り組み実現の方向性

市場・ターゲッ
ト理解

Price
(価格設定)
供給側

実現のための方針

Regulations
and Standards

(規制や基準)

 新旧コンテンツ両方で新たな消費機会の創
出できている状態
 コンテンツに見合った価格納得性が醸成さ
れている状態

 安全性担保、品質保証、環境・観光資源保
全と、観光産業の成長が両立できている状
態

 自事業にとってのメリット・気づき作
り
 ルール形成の短期・長期で取り組
むべき対策・手段確認

 地域一体でOTA連携

 特定OTAで期間キャンペーン（特集
サイト構築）

 民間向け啓蒙活動（国・行政主体）
 外部アドバイザー起用

協議会のアジェンダ

・ 協議会の概要
・ 各種関連する会議の報告
・ 調査の進捗報告と協議
└ ①国内事業者調査（アンケート・ヒアリング）
└ ②事例調査
・ 海外調査の説明
・ モデル事業の説明
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調査結果をさらに深耕するために、海外調査を実施。
需要（4P）、供給（4C）、ルール形成の全領域で示唆を得る
自然体験領域の課題（初期仮説）と調査の観点
課題（初期仮説）

調査の観点

Customer Value

需
要

 海外ではアドベンチャーツーリズムの人気があるにも関わらず、
その需要を十分に取り込めていない
 インバウンドの自然体験市場の魅力度等、詳細がよくわかっていない

 外国人旅行者は海外でどのような
自然体験を行っているのか
 どのようなコンテンツにニーズがあるのか
 どの市場に事業機会があるのか

 当面国内需要だけでも売り上げが確保できる状況にあり、
危機感を持ってインバウンドビジネスに取り組む事業者がまだ少ない
 兼業で行っている事業者が多く、本格的にコンテンツ供給を志向する
事業者が少ない
 自然＝素材のまま提供されており、付加価値の高い「コンテンツ化」の
できる事業者が少ない

 そもそも現状どのようなコンテンツが
提供されているのか
 コンテンツ化及びインバウンド受入れを
促進するために必要な方策や支援は
どのようなものか

Price

 「素材売り」をしてしまう事業者が多く、価格を上げる工夫が
なされていない（必要性を感じていない）

 単価向上のための、付加価値の高い
コンテンツ造成の在り方には
どのようなものがあるか

Place

 零細な事業者が多く、独自に販売網を拡大することが困難であり、
商圏がひろがりにくい

 零細な事業者の販促を支援するための
体制づくりはどのようにあるべきか

 外国人旅行者から見た日本は「文化」のイメージが強く、
自然体験の認知が相対的に低い

 情報発信をどのように行えば
自然体験のイメージを向上できるか

 ①安全性担保、②品質保証、③環境/・観光資源保全は、持続的なコンテ
ンツ拡充における必要条件であるが、取り組んでいる事業者は多くない

 どのようなルールや運用方法があれば安
全性担保、品質担保、環境保全が定着す
るか

Customer Cost
Convenience
Communication

Product

供
給

Promotion
ルー
ル形
成
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Standards and
Regulations

コンテンツ事業者から業界団体まで、各種ステークホルダーを対象にヒアリングを行う
ヒアリングの概要
調査全体の観点

需要
4C

供給
4P

ルール
形成

顧客にとっての価値
（Customer Value）
顧客が負担する費用
（Customer Cost）
顧客とのコミュニケーション
（Communication）
顧客にとっての利便性
（Convenience）
製品・コンテンツ
（Product）
価格
（Price）
流通チャネル
（Place）
販売促進
（Promotion）

①コンテンツ事業者
②旅行代理店/
プラットフォーマー

③メディア

④行政
⑤業界団体

 旅行者の消費傾向等

〇

－

－

 事例の洗い出し

－

－

－

 具体的な顧客ニーズ・動向
（情報収集、動線 等）

○

○

 事例の洗い出し

〇

－

－

 事業者の具体的な課題

○

－

○

 現在～将来の実施施策

○

－

○

 レギュレーションの
洗い出し

－

－

－

－

－

○

－

○

調査内容

基準・規制
 整備の背景・経緯
(Standards and Regulations)

 課題、将来に向けた
改善予定
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△
（制度への要望等）

△
（独自調査等あれば）

海外調査は、これまでの調査および協議会でのご意見等を踏まえ、ニュージーランド
及びオーストラリアを対象国とし訪問する
海外調査対象国と訪問目的
デスクトップリサーチ対象国（5ヵ国）
アイスランド

スイス

ネパール

ニュージーランド

オーストラリア

海外調査対象を絞り込み
絞り込み条件①
市場成長

絞り込み条件②
品質/安全基準

 自然体験市場の成長率が最も高い
ニュージーランドとオーストラリア
が有力候補

 各国が自国制度導入時の参考として
いるニュージーランドが有力候補

海外調査対象国（2ヵ国）
ニュージーランド

オーストラリア

 市場成長中の両国に、デスクトップリサーチで取得できない
具体的情報を中心にヒアリング
 なおオーストラリアは民間主導で基準制度を設けており、政
府主導のニュージーランドと対比した調査ができると想定
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協議会のアジェンダ

・ 協議会の概要
・ 各種関連する会議の報告
・ 調査の進捗報告と協議
└ ①国内事業者調査（アンケート・ヒアリング）
└ ②事例調査
・ 海外調査の説明
・ モデル事業の説明
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「最先端ICT：5件」・「自然体験：2件」・「ビーチ：1件」・「お祭り：2件」・「美容：2件」・
「夜間資源：4件」の計16件をモデル事業として採択した
採択したモデル事業の一覧
テーマ

モデル事業名

♯
1 すなばＡＳＯＢＩ

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

最先端ICTを
活用した観光

2 活用モデル実証事業（旅後）
3 “Culture・Experience”- ロケーション展開型周遊誘発モデル事業-

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

4 証事業【旅中】
5 インバウンド向けARスポーツ観戦サービス実証※

ひがし北海道エリアにおけるアドベンチャーツーリズム・ラグジュアリ

自然体験

潜在的な
観光資源

ビーチ
お祭り
美容

6 市場顧客向け高付加価値商品造成事業

高浜町における観光資源を活用したインバウンド向け通年体験観

7 光サービスモデル創生事業
8 リゾートウェディングツーリズムモデル確立事業
9 訪日外国人の受入れ・消費促進環境整備事業（仙台七夕まつり）※
10 訪日外国人の受入れ・消費促進環境整備事業（秩父夜祭）※
11 美肌のススメ！温泉体験プログラムモデル事業
観光地での隙間時間における多言語コミュニケーションツールを活

12 用した『リラクゼーションサービス業』への導入モデル事業
13 石見神楽を活用したナイトタイムコンテンツ造成事業

実施団体名
鳥取砂丘デジタルアクティビティ開発共同体
（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
中部国際空港（株）
アライド・ブレインズ（株）

（株）NTTドコモ
釧路湿原・阿寒摩周アドベンチャーツーリズム推進協議会
（一社）若狭高浜観光協会
（一社）沖縄リゾートウェディング協会
（株）オマツリジャパン
（株）オマツリジャパン
松江インキュベーター事業実行委員会

（株）リクルートライフスタイル
石見観光振興協議会

「体験型マルチメディア・ナイトウォーク」を契機とした市内宿泊・飲

夜間の観光資源

14 食・交通事業者等の連携による魅力的なナイトライフの造成・提供と （一社）長崎国際観光コンベンション協会
消費拡大システムの構築

15 ナイトエンターテインメントによる地域経済の活性化
大塚駅周辺エリアにおけるナイトタイムコンテンツ発掘／訪日外国

16 人向け消費喚起事業
※ #5, #9, #10は非公募
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ナイトエンターテインメントによる地域経済の活性化協議会事務局
豊島区

