
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」

【観光庁説明資料】

平成３０年９月１３日

観光資源課



訪日外国人旅行者数及び旅行消費額の推移
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旅行消費額の推移

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」
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○2017年の訪日外国人旅行者数は、前年比19.3%増の2869.1万人となった。
○2017年の訪日外国人旅行消費額は、過去最高の4兆4,162億円（前年比17.8%増）となったが、1人当たり

旅行支出は前年比1.3％減の15万3,921円となった。
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出典：ＪＮＴＯ（日本政府観光局）



訪日外国人旅行消費額の拡大に必要な取組

2017年: 15.4万円 2020年：20万円 2030年：25万円

訪日外国人一人当たり消費額

滞在時間
増加

質の高い観光

８兆円÷4,000万人 15兆円÷6,000万人

地方部
への誘客

・・・

楽しい体験
プログラム

 地域の食材を生かした食事
 満足度の高い宿泊
 買いたくなる土産物
 文化財等の充実した解説
 旅行者に優しい休憩施設・

観光案内所
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インバウンドの旅行動態の変化を的確に捉え、文化や自然等の地域固有の観光資源を活用した
体験型観光コンテンツを充実させ、地方への誘客、滞在時間の増加を図ることが必要。

政府目標（「明日の日本を支える観光ビジョン」）



買物代

16,398億円
37.1%

宿泊料金

12,451億円

28.2%

飲食費

8,857億円
20.1%

交通費

4,870億円
11.0%

娯楽サービス費

1,439億円
3.3%

その他

147億円
0.3%

平成29年

訪日外国人
旅行消費額

（確報）

4兆4,162億円

（参考）費目別訪日外国人旅行消費額（2017年）
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2017年 費目別旅行消費額

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」

○2017年の訪日外国人旅行消費額のうち、買物代は４割弱、宿泊費は３割弱を占める。
○費目別・国別では宿泊費・飲食費・交通費は欧米豪旅行者の支出が多く、一方で買物代は中国を初めとした

東アジア・東南アジア旅行者の支出が多い。

国籍・地域 総額

訪日外国人旅行者１人当たり旅行支出

平均泊数
宿泊料金 飲食費 交通費

娯楽
サービス費

買物代 その他

全国籍・地域 153,921 43,397 30,869 16,974 5,014 57,154 513 9.1

韓国 71,795 22,378 18,435 7,492 3,665 19,530 294 4.3

台湾 125,847 32,939 26,004 14,286 4,458 47,846 314 6.7

香港 153,055 42,690 33,129 17,586 4,628 55,017 5 6.1

中国 230,382 47,690 38,285 18,295 5,550 119,319 1,243 10.9

タイ 126,569 36,957 23,281 14,696 4,107 47,316 212 10.1

シンガポール 164,281 63,084 33,308 19,005 4,414 44,350 120 7.7

マレーシア 135,750 42,533 28,261 21,106 4,508 39,303 39 9.1

インドネシア 129,394 42,593 23,084 22,188 5,098 36,431 1 12.4

フィリピン 113,659 31,469 23,765 13,366 5,405 39,654 0 19.7

ベトナム 183,236 48,861 43,314 16,382 2,372 72,307 0 35.2

インド 157,443 69,506 31,212 21,875 3,268 31,583 0 23.1

英国 215,392 97,303 51,289 32,390 6,811 27,600 0 12.2

ドイツ 182,207 81,933 39,036 27,867 4,245 29,125 0 15.5

フランス 212,442 86,882 45,017 38,882 8,142 33,400 120 15.7

イタリア 191,482 86,746 39,659 35,968 5,634 23,311 163 13.1

スペイン 212,584 77,944 49,082 45,486 7,166 32,794 112 13.4

ロシア 199,236 63,122 41,499 24,908 9,074 60,512 121 19.4

米国 182,071 76,719 41,791 28,477 6,603 28,071 411 13.8

カナダ 179,525 71,951 41,757 30,316 7,095 28,315 91 13.8

オーストラリア 225,845 89,060 50,066 35,375 14,089 37,195 59 13.2

その他 212,750 82,832 46,900 35,299 6,967 39,796 956 14.7

（円/人） （泊）



注２：カナダは”Sports and recreation services” オーストラリアは”Culture services”のデータなし

（参考）諸外国の外国人観光客の消費支出割合
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出所：OECD Tourism Trends and Policies 2018をもとに作成
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注１：娯楽サービスは、OECDレポートの”Culture services” と ”Sports and recreation services”に、
”Travel agencies and other reservation services industry” を合算して算出

〇 OECD Tourism Trends and Policies 2018によると、日本における外国人観光客の消費支出割合に占める娯楽サービス割合は

2.5％であり、観光先進国であるアメリカ（12.2％）やフランス（11.1％）など欧米諸国に比較して、娯楽サービス割合が特に小さい。

〇 本統計は、観光庁「訪日外国人消費動向調査」を基に、旅行・観光サテライト勘定に基づいた算出方法を用いており、「訪日外国

人消費動向調査」の数値とは必ずしも一致していない。

諸外国の外国人観光客の消費支出割合



｢楽しい国 日本｣の実現に向けた観光資源活性化に関する検討会議
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○昨年の訪日外国人旅行者数・旅行消費額は過去最高(約2,869万人、約4.4兆円)を記録した一方、１人当たり旅行消費額は約15.4万円と横ばい。
○2020年の旅行消費額8兆円の目標達成に向けては、「団体旅行」から「個人旅行」、「モノ消費」から「コト消費」に移行している世界の旅行形態の変化

を踏まえ、消費との相関関係にある旅行者の滞在時間を延ばすような体験型コンテンツの充実を図ることが喫緊の課題。
○昨年10月から同会議を開催し、様々な体験型コンテンツの充実に向けた課題と今後の方針について有識者と議論し、本年3月に提言をとりまとめ、

現在、「最先端観光コンテンツ インキュベーター事業」等を活用して具体的な取組を推進。

目的

1 構成員

○体験型観光の充実を支える取組

・チケット購入の容易化、VR・ARの活用

提言
○日本の観光における体験型コンテンツの重要性

・旅行消費額に占める娯楽サービス費の相対的低さ（2017年:3.3%)
・体験型コンテンツ充実による滞在の長期化、消費額の向上の促進

○マーケティングの視点の必要性

・体験型コンテンツ事業者へのマーケティング視点の必要性

○体験型コンテンツの造成と価格設定の考え方

・地域の「場・資源」と宿泊、アート等の「機能・コンテンツ」掛合せ
・提供サービスに見合った適切な価格設定の必要性

○流通のあり方と広告の手法

・訪日外国人向けの情報発信・決済システムの見直し

○人材の確保・育成と安定した雇用、経営基盤の確立

・観光産業全体の人材育成・ガイド人材の拡充

○目指すべき目標

・１人当たり娯楽サービス費を、世界最高水準（オーストラリアなど）
まで引き上げ（5,359円(2015年)⇒20,000円)。

総論

長期公演のノンバーバルパフォーマンス
（フエルサ・ブルータ）

【関係機関】
日本政府観光局（JNTO）、一般社団法人日本旅行業協会(JATA )、
公益社団法人日本観光振興協会

【関係省庁（オブザーバー）】
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事局、
内閣府知的財産戦略推進事務局、文化庁、スポーツ庁、環境省、経済産業省

○新たな体験型コンテンツの掘り起こし

・ナイトタイムエコノミー ・ビーチの活用

観光案内所でのチケット販売の促進、
モバイル対応化

○地域の観光資源を活用した体験型コンテンツの定番化

・日本の生活・文化体験 ・お祭りの外国人への開放
・地域固有の自然の活用

外国人参加枠を設ける祭りの
希望聴取・誘客プロモーションの実施

【有識者】
デービッド・アトキンソン 株式会社小西美術工藝社 代表取締役社長
原田 静織 株式会社ランドリーム 代表取締役
伏谷 博之 タイムアウト東京株式会社 代表取締役
山田 拓 株式会社美ら地球 代表取締役

日本文化に関するイベント情報等の
オープンデータ化

各論

ビーチの通年利用に向けた
ニーズ・課題調査、協議会の設置



訪日外国人にとって新しい観光コンテンツ開拓のためのマーケティング調査や課題抽出、優良事例の展開を行うことで、外国人に

魅力ある観光コンテンツを充実させ、その消費機会を増やすことで、外国人旅行者１回滞在当たりの旅行消費額の増加を図る。

最先端観光コンテンツ インキュベーター事業

背景・課題

近年、訪日外国人旅行者は増加している
ものの、その1人当たりの旅行消費額は約
15万円程度で横ばい。
観光ビジョンの訪日外国人旅行消費額

2020年8兆円の目標達成のためには、訪日
外国人への新たな消費機会が必要

潜在的な観光資源

（億円）

旅行消費額の推移 四半期毎の旅行消費額と1人当たり旅行支出の推移

１年目予定
最先端ICTを活用した観光
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① 最先端観光コンテンツ開拓のための基礎マーケティング調査

② ①を踏まえカテゴリーごとに選定される対象コンテンツについて、
課題抽出等に係る調査事業やモデル事業の実施、評価・検証

③ 活用に向けたガイドラインの策定・優良事例の展開

④ パンフレット作成・動画配信等を通じた魅力発信

⑤ 各コンテンツにおける発信主体の検討・育成

⑥ 訪日外国人受入可能地区のリスト化

事業内容

新たな観光コンテンツの例 事業内容（最大２カ年）

2年目予定夜間の観光資源

お祭りの
訪日外国人への開放

白川郷合掌集落
の夜景(岐阜県)

観光でのVR/AR技術の活用
（観光資源の付加価値化）

30年度 450百万円

VR作品『江戸城の天守』
製作・著作：凸版印刷株式会社



最先端ICT
（VR/AR等）

潜在的な観光資源 夜間の観光資源

＜調査事業＞

・活用可能性調査

＜モデル事業＞

・旅中における地方誘客

・旅後における再訪意欲喚起

・スポーツの新たな観戦体験

＜調査事業＞

・自然体験：実態把握、海外事例調査

（ビーチ含む）

・お祭り：受入成功事例調査

・美容体験：優良事例調査、課題調査

＜モデル事業＞

・自然体験：コンテンツ造成手法

（ビーチ含む）

・お祭り：受入環境整備

・美容体験：地域観光資源の活用

＜調査事業＞

・国内外先進事例調査

・夜間経済規模調査（夜間GDP 等）

・交通アクセス調査（海外事例、国内の

現状・課題調査等）

＜モデル事業＞

・地方誘客に繋がるコンテンツの充実

に向けたモデル事業

① マーケティング
調査

② 調査・モデル事業、協議する場の設置※ ③ 成果とりまとめ、事例
集、ガイドライン策定

最先端観光コンテンツ インキュベーター事業 事業の流れと本会議の位置づけ

※ 自然体験、ビーチ、夜間の観光資源について設置

地域活性化に向けた観光コンテンツ拡充推進会議

（５件）

（７件）
（４件）
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『「楽しい国 日本」の実現に向けた観光資源活性化に関する検討会議』の提言を踏まえ、本事業において地方誘客や地方で
の消費機会の拡大に資する新たな体験型観光コンテンツを開拓・育成するにあたって、その進め方や方向性についてご意見・
ご助言をいただくもの。



地域活性化に向けた観光コンテンツ拡充推進会議

地域の自然体験型観光充実
に関する協議会

ビーチの観光資源としての
活用に関する協議会

最先端観光コンテンツインキュベーター事業（会議体制）

【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 原田 静織 (株)ランドリーム 代表取締役
須永 珠代 (株)トラストバンク 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
平良 朝敬 (一財)沖縄観光コンベンションビューロー 会長 前田 幸夫 凸版印刷(株) 取締役副社長執行役員
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 山田 拓 (株)美ら地球 代表取締役

夜間の観光資源活性化に

関する協議会

・地域の自然を活用した体験型コンテンツの提供
促進に関する方策について検討

・通年利用やアクティビティの充実等、ビーチに
人が集まる仕組みづくりの検討

・夜間経済規模、交通アクセス調査、夜の賑わい
創出に係る地域づくりに係る検討

（敬称略） 8

【有識者】

矢ヶ崎 紀子 東洋大学国際観光学部 教授

下地 芳郎 琉球大学国際地域創造学部 教授

師岡 文男 上智大学文学部 教授

山野 智久 アソビュー(株) 代表取締役社長

雀部 優 三井不動産株式会社 本部長補佐

NPO法人 日本ビーチ文化振興協会
(一社)日本マリーナ・ビーチ協会

【関係省庁等】
国交省(港湾局、水局、海事局、海保)、農水省、
水産庁、スポーツ庁、環境省、JNTO

【有識者】

山田 拓 (株)美ら地球 代表取締役

マイク ハリス (株)キャニオンズ 代表取締役

松田 光輝 (株)知床ネイチャーオフィス
代表取締役社長

江崎 貴久 (有)オズ 代表取締役

山野 智久 アソビュー(株) 代表取締役社長

【関係省庁等】
農水省、林野庁、スポーツ庁、環境省、 JNTO、
(NPO)日本エコツーリズム協会

【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

伏谷 博之 タイムアウト東京代表 ORIGINAL Inc.

代表取締役

齋藤 貴弘 ニューポート法律事務所 弁護士

平澤 創 (株)フェイス 代表取締役社長

河野 雄一郎 森ビル(株) 取締役常務執行役員

浅川 真次 (一社)日本音楽制作者連盟 常務理事

日野 洋一 (株)シルバーバックス･プリンシパル
代表取締役会長

【関係省庁等】
国交省(総合政策局、鉄道局、自動車局)、JNTO、
(公社)日本観光振興協会、(一社)日本民営鉄道協会、(公社)日本
バス協会、(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会、東京都

【オブザーバー】
日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

【事務局】
観光庁 観光資源課／デロイト トーマツ
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参考資料

～「『楽しい国 日本』の実現に向けて」施策集より抜粋～



○地域固有の「場・資源」と、宿泊、飲食等の「機能・コンテンツ」を掛け合わせ、提供
するサービスの単価向上の工夫が必要。

○流通、広告の手法として、訪日外国人旅行者向けに情報提供、決済システムの見直しが
急務。

○人材の確保・育成と安定した雇用、経営基盤の確立のため、観光産業全体の人材育成の
レベルアップと、体験型コンテンツ市場育成のためのガイド人材の拡充が必要。

「楽しい国 日本」の実現に向けて（提言） 概要

総 論

訪日外国人旅行消費額の増加と地方への誘客促進のためには、体験型コンテンツ市
場の育成が極めて重要。

六本木アートナイト お祭り 10

訪日外国人旅行消費額８兆円の目標達成に向け、
世界での最高水準（オーストラリア、アメリカ）を目指す

長期公演が行われているノンバーバ
ルパフォーマンスの例

（ＷＡ！！ フエルサ・ブルータ）
(c) 2017 WA!! Japan Production 

Committee



提言に盛り込まれた主な施策

6

日本文化に関するイベント情報等の
オープンデータ化

外国人参加枠を設ける祭りの希望聴取・
誘客プロモーションの実施

ナイトタイムエコノミー

２次交通、安心安全の確保等を
検討する官民の協議会の設置

地域の観光資源を活用した体験型コンテンツの定番化

新たな体験型コンテンツの掘り起し

ビーチの活用

地域固有の自然の活用 日本の生活・文化体験 お祭りの外国人への開放

通年利用に向けたニーズ・
課題調査、協議会の設置

チケット購入の容易化

観光案内所でのチケット販売
の促進、モバイル対応化

体験型観光の充実を支える取組

ＶＲ・ＡＲ

各 論

外国語対応可能なアウトドアガイド
育成・活用の検討

訪日前・中のＶＲを活用
したプロモーション

11



地域固有の自然の更なる観光活用

訪日外国人旅行者への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を充実させることにより、
地方部への誘客及び交流人口の拡大に向けた取組を進めます。

諸外国の事例・国内の先進事例

○野外アクティビティの供給量増加のため、ブランディング、
品質保証、中核的研究拠点、専門高等教育機関の機能が必要

○情報発信と体験予約がリンクしたサイト作りなどのツールが不足

○ガイドの所得が低く、外国語対応できるガイドが不足
○ガイドとドライバーの兼務は不可

現状・課題および今後の対応

現状・課題

○地域固有の自然体験型アクティビティについて、海外スタン
ダードや国内外の優良事例を踏まえた実態把握調査を実施
し、我が国における課題を抽出（観光庁、関係省庁）

○訪日外国人旅行者のニーズに合った自然体験型アクティビ
ティ造成のためのガイドライン策定等の取組の推進（観光庁、

関係省庁）

○ＤＭＯを活用した体験型コンテンツの情報発信や予約決済システ
ムの構築の検討（観光庁、関係省庁）

○外国語対応可能なアウトドアガイド育成・活用の検討（観光庁、環境

省）

○エコツアー事業者による送迎の特例（エコツーリズム推進全
体構想認定地域）の拡大の促進（地方自治体、関係省庁）

今後の対応

アウトドアガイドの人材育成
（ニュージーランド、アイスランド）

○ガイドの専門学校及び大学に学
部、コースが存在

○ニュージーランドでは、ポリテク
ニックと呼ばれる職業訓練校があ
り、就職に役立つ実践的な知識や
スキルの習得が可能（語学の他、
アウトドア・アドベンチャーに関
するコースも存在） 大学、専門学校

（引用等）Study in NEW ZEALAND、ニュージーランド政府観
光局資料、Booking.com、その他（アイスランド大使
館、ニュージーランド政府観光局へのヒアリングによ
る）

12

ガイドビジネスの確立（ニュージーランド、アイスランド）

○ニュージーランドでは、ホテル会社がガイドを雇用する例有り
ガイドのオフシーズンには、ホテルの他の部署での勤務が可能

○アイスランドでは労働組合を介した政府との交渉により、ガイ
ドの給料についてベースラインが確保されている

○ニュージーランドでは、ガイド料は一般に日本より高額（２倍
以上）

ザ ハーミテイジ ホテル様々なアクティビティ



ビーチの観光資源としての見直し

観光資源としての認識が低く、利用が進んでいない日本のビーチについて、観光資源としての意識改革を
行い、通年利用やアクティビティの充実、ビーチに人が集まる仕組みづくり等の検討を進めます。

諸外国の事例・国内の先進事例

○住民目線での活用から観光資源としての意識改革が必要
○ビーチアクティビティを充実することが重要
○日本のビーチは多目的広場になっており、スポーツを行
う場所、バーベキューを行う場所など使用目的毎に区切
られていない

○海水浴文化が根付いており、夏場の一時期の利用であ
る。また、海水浴を楽しむ人や海水浴場の数も減少傾向
にある

現状・課題および今後の対応

現状・課題

○ビーチの通年利用に向けて、ビーチごとに異なる運営管
理や規制等について現状把握と課題抽出を行うとともに
先進事例の収集やニーズ調査の実施（観光庁、国土交通省）

○ビーチの複合的な利用促進やアクティビティの充実、通
年的に利用できる環境整備、ビーチ活用に係る民間活力
の導入を検討する協議の場の設置（観光庁、関係省庁、関係団

体、民間事業者等）

今後の対応
ビーチフェスin日南（日南市）

○クルーズ船の増加を受け、ビーチを利用した乗客や乗
組員と地域住民との体験型交流イベントを開催

ビーチバレー大会 地元食材を使った食事会

ロサンゼルス（アメリカ）

○散歩道やベンチ、日除け、映画の上映など多様な
ビーチの使用用途を有した観光地

ビーチで映画を上映する設備 日除けの下での団らん

13
（引用等）日本ビーチ文化振興協会提供資料



お祭りの訪日外国人への開放

外国人参加を希望するお祭りについて、参加枠の設定、外国人対応ができる人材の確保・育成等、祭りにおける外
国人受入環境を整備することにより、地域の祭りを我が国ならではの体験型コンテンツとして磨いていきます。

諸外国の事例・国内の先進事例

○外国人向けの観光資源として確立されておらず、現地で
外国人を受け入れる体制ができていない

現状・課題および今後の対応

現状・課題

○国内及び諸外国での祭りに関する外国人観光客受入成功事例
等の調査の実施（観光庁）

○外国人対応ができる人材を確保、育成するためのノウハウ集
の作成（観光庁、実施主体）

○外国人参加を希望する祭りを選出して外国人参加枠を設ける
などの外国人受入環境を整備した上で、誘客のためのプロ
モーションを実施（実施主体、観光庁）

○問い合わせや予約等を一括して受けることができる、地域に
おける専門窓口の設置の促進の検討（観光庁、実施主体）

○参加料・観覧料の設定、祭りと地域の食や宿泊、物産等を絡
めた旅行商品造成促進等、地域内での消費額を向上させるた
めの体制整備（実施主体、観光庁）

今後の対応

三原やっさ祭り（広島県三原市）

○毎年8月に開催され、約40万人の人出で賑わう中国
地方を代表する夏祭り

○株式会社オマツリジャパンが、主催者、三原市役
所、三原観光協会、地域おこし協力隊と連携し、イ
ンバウンド、若者向けの参加枠を設定

（引用等）株式会社オマツリジャパン提供資料 14

○法被をレンタルし、事前の盆踊り練習教室を踏まえ
て、地元住民と踊れる企画を催行



付加価値の高い美容サービスの提供

諸外国の事例・国内の先進事例

○多言語対応等の受入環境整備が必要
○多言語対応した予約・検索サイトが少なく、自分の希望に
合った店を選択することは困難な状況

○リピーターがメインのビジネス構造を考慮した環境整備が
必要

○外国の美容レベルも向上していることから、付加価値をつ
けて差別化を図ることが必要

現状・課題および今後の対応

現状・課題

○旅行者の国別対応マニュアル（ムスリム対応等）や外国人
受入の優良事例の調査等の実施、ガイドラインの策定（観

光庁）

○一定量の顧客を確保するため、美容サロンの情報が訪日前
に得られるよう、受入可能店舗の開拓や、キャンセル時の
対応も含めた一貫性のある予約機能の追加（民間事業者）

○予約や決済の容易化に加え、日本ならではの付加価値の高
いサービスの提供（丁寧な接客、和の空間づくりや繊細な
技術、アフターケア等）により旅行者の満足度向上を図る
取組の促進（民間事業者）

今後の対応

地域での取組（千葉市）

H.I.S「Kawaii Plan」

〇旅行会社「H.I.S.」の体験ツアーの中には、美容室
やネイルサロンを体験するプランが組まれている

ネイルサロン体験（東京） 美容室、着付け＆ヘアメイク体験（関西）

安定的な集客を目指したビジネスモデルの改善とともに旅前・旅中における情報発信・多言語対応を強化
し、訪日外国人が美容体験を行いやすい環境作りを推進します。

〇千葉市内で12店舗。地域で取り組むムスリム対応の
美容室。千葉市と千葉美容事業協同組合の連携で取組
をスタート

カーテンで仕切りハラル対応シャンプー

（引用等）ホットペッパービューティー資料(第2回) 15



諸外国の事例・国内の先進事例

ＶＲ・ＡＲ等の最新技術の活用

訪日前から帰国後に至る各段階において満足度を高めるＶＲ・ＡＲ技術等を活用する取組を推進するとともに、ラグビー
ワールドカップ、オリンピック・パラリンピック東京大会も見据え、ビジネスモデルの確立に向けた対応を進めます。

○先進技術の利用について、利用者の需要がまだ少なく、ビジ
ネスモデルとして確立されていないことへの対応が必要

○インバウンドの訪日前から帰国後に至る各フェーズにおい
て、旅行者の満足度を高めるＶＲ・ＡＲ技術の活用が必要

○2019年のラグビーワールドカップ、2020年のオリンピッ
ク・パラリンピックに向け、スマートスタジアムの実現のた
め、ＶＲ・ＡＲ技術等の活用の推進が必要

現状・課題および今後の対応

現状・課題

○各国・各層のニーズを把握するためのマーケティング調査や
課題抽出のためのモデル事業の実施など、ビジネスモデルの
確立に向けた取組の推進（観光庁）

○訪日前のＶＲ技術を活用した文化・自然等の地域観光資源の
紹介、訪日中のＡＲ技術を活用したタブレット（スマート
フォン）を用いた観光案内や翻訳機能の普及、帰国後の思い
出づくりへのＶＲ技術の活用等、各フェーズでの満足度を高
める取組の推進（観光庁、文化庁、環境省、民間事業者）

○ＶＲ・ＡＲ技術等を活用した、新しい観戦体験の提供（ス
マートグラスの活用など）の取組の推進（観光庁、関係省庁、民間

事業者）≪再掲≫

今後の対応

スポーツイベントでの新しい観戦体験（ＡＲ）

〇スマートグラスなどのデバイスに競技データや臨場
感あるプレイヤーの動きを表示（ＮＴＴドコモ）

リアルタイム遠隔海外旅行サービス（ＶＲ）

〇ＶＲゴーグルと３６０度カメラをリアルタイムで接続
し、観光ティーザーにより訪日意欲を喚起（KDDI）

※ティーザー：商品の断片的な情報だけを公開し、消費者の興味
を引くことを意図したプロモーション手法

（引用等） KDDI資料（第４回）

（引用等） NTTドコモ提供資料（第４回）及びNTTドコモ HP 16



観戦型スポーツの訪日外国人への開放

観戦型スポーツにおいて、最先端ＩＣＴの活用、スタジアムの有効活用、地域と一体となったプロモー
ションの展開等の取組により、さらなる訪日外国人の誘客を推進します。

諸外国の事例・国内の先進事例

○情報発信、チケット、来場対応等における多言語対応が必要である
○最先端ＩＣＴを活用した新しい観戦型スポーツの創出やスタ
ジアム見学などの推進が必要

○スタジアム活用にあたって空き情報等が一括的に管理されて
おらず、利用したい際の個別確認等が煩雑

○スタジアムについて所有者・管理者とスポーツチームの運営が別の場合が
多く、チームの要望が受け入れてもらえないなどの柔軟な活用が難しい

○スポーツ観戦だけでは、訪日動機として弱い部分があり、地
域の観光資源と一体となったプロモーションが必要である

現状・課題および今後の対応

現状・課題

今後の対応

スマートスタジアム

海外有名選手の起用（Ｊ１札幌）

○ＡＳＥＡＮにおいて人気・実力のある選手の起用を
通じて、海外でのＴＶ放映や海外で実施された親善
試合での地域プロモーションを実施

海外でのＴＶ放映 親善試合での地域プロモーション

○ＶＲ・ＡＲ技術等を活用した、新しい観戦体験の提供（ス
マートグラスの活用など）の取組の推進（観光庁、関係省庁、民

間事業者)

○既存の公的施設や企業施設等を有効に活用するため、施設
の情報を集約し、活用できる仕組みを検討（観光庁、経済産業

省、関係団体）

○民間活力を活用した官民連携によるスタジアム・アリーナ
整備に向けて、整備計画初期段階で行うべき管理・運営の
検討のあり方を提示（スポーツ庁、経済産業省）

○スタジアムへのアクセスや街の観光資源の紹介等、地域と
一体となったプロモーションの展開（地方自治体、民間事業者）

○電子チケット購入や混雑状況の把握、フードデリバ
リー、ＡＲを活用した新しい観戦体験等の多様なコ
ンテンツを具現化したスタジアム

スマートスタジアムのイメージ （引用等）NTT ドコモ資料(第４回)

（引用等）Ｊリーグマーケティング資料(第４回)
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ナイトタイムの有効活用

諸外国の事例・国内の先進事例

○グローバルスタンダードであるが、日本にないまたは出来ていないコ
ンテンツや日本ならではのユニークなナイトライフコンテンツが必要

○公共空間や遊休地等の活用により、多数が参加できるダイナ
ミックなエンターテインメント演出が可能となるが、活用
のためには規制緩和が必要

○「事業者、店舗」「地域、町内会、自治体」「利用者」の三
位一体となり、地域の安心安全を作りあげることが必要

○日本に行ってみたいと思わせるプロモーション活動や日本国内のイ
ベントの場所や時間などの各種情報を網羅したポータルサイトが必
要

現状・課題および今後の対応

現状・課題

○魅力的な観光コンテンツの発掘、育成に向けた訪日外国人旅行
者のマーケティング・ニーズ調査の実施（観光庁）

○ナイトライフ充実に向けた各種課題（２次交通、安心安全の確
保、開演時間の工夫等）について官民で協議する場の設置（観光

庁、関係省庁、関係団体、民間事業者等）

○海外スタンダードを理解した上でのカテゴライズの検討、訪日
外国人が訪日前から各種情報を得られるようなポータルサイト
づくり（観光庁、民間事業者等）

今後の対応サン・セバスチャン（スペイン）

〇ピンチョス*があるバルが多数存在する美食都市。グル
メツアーが組まれるほど食べ歩きを楽しむ観光客で夜も
賑わっている＊薄切りのパンに乗せたつまみを落ちないように楊枝で刺したもの

ロンドン・英国

〇「ナイトシーザー」「パープルフラッグ制度」の導入

ロンドンのナイトシーザー
エイミー・ラメ氏

パープルフラッグ

魅力あるコンテンツの拡充、国内外への情報発信とともに安心安全な環境作りを推進し、日本滞在中のナ
イトライフの満足度、夜間帯の消費額増加を図ります。

（引用等）齋藤委員資料（第5回）（引用等）タイムアウト東京資料（第1回）

（引用等） DONSTIASANSEBASTIAN HP 18


