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第 3回 JNTO認定外国人観光案内所のブランド力向上に向けた検討会 

 

日時：平成 31年 3月 15日（金）10：00～12：00 

場所：中央合同庁舎第 2号館 14階 観光庁国際会議室 

 

議事要旨 

 

（有識者委員） 

池尾座長、デューイ委員、劉委員、紀陸委員（※リモート参加：通信補助 佐藤氏）、

陳内委員、山田委員、橋口委員 

 

１． 開会 

（初出席委員紹介） 

 

２． 議事 

（1）JNTO認定外国人観光案内所のブランド力向上に向けた検討会報告書案の報告 

（資料１を事務局・田口参事官より説明） 

・報告書案について、まだ完成度が低く詰めはこれからと考えている。口頭説明で補足し

たい。 

・認定案内所数は 2 月末に 1,036箇所、政府目標 1,200箇所を今年度中に目指して順調に

伸びている。 

・このままでは多様化するニーズに対応できるのかという問題意識がある。スマートフォ

ンの利用の増加など、大きな環境の変化の中にあり、報告書のサブタイトルを「バーチ

ャル時代の観光案内所」とした。 

・JNTO 認定外国人観光案内所制度については、事務担当は JNTO であるが、指針策定や目

標設定はあくまで政府（観光庁）である。 

・p13 以降が、これからの対応を記載した箇所である。観光案内所が成果を上げるための

目指す姿は「立ち寄りたくなる場所」「信頼できる場所」「いざというときに頼れる場

所」の３点であると整理している。 

・p16 について。アンケート結果より、情報提供等の観光案内所における基本的なサービ

スはニーズに対して高い割合で提供できている。他方、必ずしも収益のみで運営するこ

とを目指すわけではないが、p16 のグラフにあるような有料サービスはニーズが高いこ

ともあり、積極的に実施していくべきと考える。 

・KPIについては、各観光案内所でバラバラに設定されるといったことにならないように、

報告書にも方向性を盛り込む。道の駅での事例における仕組みが参考になる。詳細の手

法等は次年度以降に設計していく予定。 

・全国的に統一できる KPIが設定できれば観光案内所間のフェアな比較ができる。結果と

して表彰制度の導入が容易になってくるであろう。 
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・次年度もこの検討会を継続し、表彰制度を中心に検討を深めていく予定。 

・ネットワーク化について。観光案内所は観光地で消費者に接する最前線である。ここで

得た旅行者のニーズ等を把握・集約し、情報として活用していくべきということを p25

に記載している。またこれら情報をチャットボット機能上でも活用していく。JNTOの方

策（資料 2）もこの中に入れ込んでいきたい。 

・ロゴマークの設置場所について。現在、目立たない掲出状況となっている例が見られる。

また、各観光案内所それぞれ独自のロゴマークが優先されることも多いため、掲出方法

の改善が必要と考える。アンケートにおいて、外国人旅行者からも「ロゴマークを見て

いない」との回答が多い。一方、ロゴマークを見たら関心を持って立ち寄る、という声

もある（注：第 2 回検討会においてロゴマークにはカテゴリー表示はしないとの整理と

なった）。 

・サイズは現行の A4 サイズだけでなく、全国の観光案内所にサイズの要望を聞き取った

うえで、観光庁で一括して印刷・配布しようと考えている。デザイン自体は現行のもの

を大きく変えない予定である。 

・ただし、現行マークの「i」が傾いていることの妥当性は、少し気になるところ。現行の

JISマークの「i」は縦の棒状である。同じく普及している「？」マークも普及に向けた

有力候補のひとつ。いっそ、この「i」を縦の棒状に統一するのもよいのでは、という発

想もある。 

・p33 の「情報発信」について。ロゴマークの議論に加え、観光案内所がネットで検索で

きないことにも課題意識がある。Google Map等の地図サービスにおいて、地図上にピン

を刺して案内所の詳細情報を入れるなどの方策を検討していきたい。 

・報告書には、本日の資料 1に対して、今後の課題や委員名簿、また、アンケート調査結

果や検討会でのご発表内容などを加えることを検討している。 

 

（2）JNTO認定外国人観光案内所のブランド力向上に向けた検討会報告書案の報告 

（資料 2を山田委員より説明） 

・研修会の充実、コンサルティング型の往査などを実施していく。また専用サイトの掲示

板機能についてリアルタイムの情報共有が可能となるような改修を検討し、利用促進を

図る。 

・JNTOグルーバルサイトによる紹介ページも改良することを検討したい。具体的には、提

供サービスをアイコンで示すことや、検索機能の充実などが考えられる。 

・JNTOオフィシャルアプリ「Japan Official Travel App」も充実させていく。 

・ロゴマークの「i（斜体）」について。「運営指針」では既存マークの継続利用も可とし

ていることから「？」マークも併用されている状況である。「i」のシンボルマークに統

一した方が望ましいのではないかという問題意識を持っている。 

 

池尾座長：委員の皆さん、意見があればどうぞ。 

陳内委員：「Japan Official Travel App」は充実してきていて素晴らしいが、どれくらい

の数のユーザーがいて、ダウンロード（ダウンロード）しているのかが最も重要。

ダウンロードしても帰国後削除することもある。ダウンロード数とアクティブ数の
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両方の把握が必要。あるいはオープンなプラットフォーム環境に載せておくことが

重要。 

山田委員：アプリのダウンロード数については、ここでは回答を控えたい。今後はアプリの

強化をしていく方針である。 

陳内委員：アプリの普及を確認するためには、総ダウンロード数とアクティブユーザー数が

必要である。一方、世界の検索サイトで何が起きているのかを把握すべき。“Toilet 

near me～”と入力して検索し、自分に最も近いトイレの地図が出る機能があるが、

これは AI技術を使っている（アプリではない）。観光案内所も、このようにオープ

ンプラットフォームの検索結果として表示され、情報が提供されるようにしていく

べき。この方法でも ID データが収集でき、マーケティングへの活用も可能である。 

池尾座長：観光案内所サイトや、掲示板は日本語のみに対応しているのか。JNTO グローバ

ルサイトや、観光情報アプリ「Japan Official Travel App」は何言語で対応してい

るのか。 

山田委員：利用目的が異なる。観光案内所専用サイトは案内所の方向けに日本語で提供して

いる。JNTOグローバルサイトや、観光情報アプリ「Japan Official Travel App」は

外国語で対応していて、外国人旅行者向けになっている。 

池尾座長：アプリのダウンロードの利用促進の取組などは行っているのか。 

山田委員：ダウンロード促進キャンペーンを行っている。詳細は追って報告する。 

橋口委員：猿沢インでは、SNSの利用促進として、SNS等を利用し訪問されたお客様につい

ては、訪問時に「give away」（プレゼント）を渡している。 

池尾座長：KPI についてご意見を賜りたい。推奨意向（NPS：Net Promoter Score の略

（Recommendationを示す指標））は重要ではあるが、それだけで測るのには問題が

ある。それに加えて、来訪者数、回答数、SNS投稿数などを尺度化する必要がある。

無関心の状況が一番よくない。尺度を作る時はプレテスト（試行）が必要。 

陳内委員：質（リピータにつなげる）と量（来訪者数）の双方の指標が必要である。旅行者

のニーズを見える化するための指標が必要である。KPI の前にバーチャルとリアル

の融合が重要。観光客はスマートフォンを持っているので、リアル観光所の役割と

バーチャル観光案内所（スマートフォンの役割）の２つあり、案内所＝（イコール）

リアルのものではない。バーチャル案内所がオールジャパンで持っているかという

と、そうではない。全国の認定外国人観光案内所が日々受けている質問等を集約し

てから AIチャットボットで対応できる。むしろリアル案内所は利用者数を減らすべ

きではないか。少なくとも増えればいいという訳ではない。 

劉委員：KPIの計測には NPSは重要。リアルの来訪者だけでなく、ネットでのコミュニケー

ションの評価も必要ではないか。 

紀陸委員：KPI の計測において NPS はやはり重要。観光案内所の意識啓蒙が目的であれば、

KPIが多すぎるとぼやけてしまうため、多くとも KPIを３つ程度に絞るべきである。

活動状況把握も必要になるが、不正防止かつ面倒であるとして活用されないことを

防ぐため、できるだけ自動で把握し比較することがよい。 

池尾座長：KPIで掲げる目標と、それを計測するための指標は、分けて考えるべきでしょう。 

事務局・田口参事官：JNTO のチャットボットは 3 月開始予定である。なお、現状、電話番
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号すら公開していない案内所も多い。認定の要件として情報発信要件を盛り込むこ

との検討も報告書に明記したい。陳内委員ご指摘の、利用者数についてどう考える

かだが、例えば大勢の方が来所する京都の観光案内所では、大勢の多様なニーズに

応えることに一生懸命であり、これはこれで価値があるのではないかと考えられる。 

池尾座長：望ましい観光案内所の姿を示す目標を整理することが第一。表彰制度も関連する

がご意見はどうか。 

池尾座長：ネットで得られない情報、という表現が気になる。スマートフォンを持ってない

特殊な人が観光案内所に集まるということでは困る。インターネット利用を前提と

して考える必要がある。例えばロゴマークもインスタ映えを考慮する必要がある。

製品の機能ではなく、インスタ映えで売上が上がった例もある。それらを踏まえ旅

行者のインターネット利用を前提とした観光案内所の姿について意見を承りたい。 

デューイ委員：インターネット上の情報はおおざっぱであり、信頼できるものがわからない。

情報がたくさんある中、人の感情が得られない。わざわざ観光案内所に行く理由は

人との交流や、イベントへの参加といったローカルにしかない情報のためである。 

池尾座長：インターネット上では、オフィシャルな情報以外にも SNSや写真を参考にしてい

ることも多い。 

劉委員：観光客が困ったときに助けとなる避難所情報などをジェネラルに発信することは

重要である。ホテルの情報なども多くあればあるほど中国人は信用する。オンライ

ンとしては、ホテル、天気、災害の情報の蓄積と拡散は有効的である。 

池尾座長：中国人の場合、口コミと観光案内所発信情報とどっちが信用されるか。 

劉委員：中国人は、口コミは友達の友達までの範囲までしか信用しない。他はオフィシャル

の情報、またホテルから直接得た情報など、複数のソースを組み合わせた情報は信

じる。 

紀陸委員：情報提供だけならスマートフォンでよい。だが観光案内所の価値は、信頼度のあ

る情報と個人へのレコメンデーションを提供すること。観光案内所は接客によるカ

スタマイズができて、人の心を動かす体験談やエピソードを添えて伝えることがで

きる。そのため、観光案内所スタッフはコミュニケーションを通じた信用創造がで

きる。10～15分の接触時間があれば、十分な信頼関係が構築できる。 

橋口委員：猿沢インを訪れる旅行者はほとんどが通りがかりである。猿沢インに行きたいが

ために来たという割合は低い。訪問理由は困っているときや、欲しいものがある時

である。欲しいものは例えば、印刷した地図など。デジタルの時代であっても印刷

物の需要はやはりあるというのが実態。これが来所目的となることが多い。 

池尾座長：パンフレット・地図目的で訪問するということは、立地が重要なのか、観光案内

所の気が利いているからか。 

橋口委員：自分では解決できず、困っている方が来訪される。 

陳内委員：旅行者のニーズがしっかり把握できていないことが問題である。バーチャルもリ

アルもデータはインターネットで集めるべき。バーチャルの強化を徹底的にやると

いう議論をどこかですべきと思う。それぞれの課題があり、対応することも違う。

どんな課題があるのか、把握するためにデジタルを使い、リアルでそれを解決する。 

池尾座長：バーチャルの情報発信はプロがやるべきなのか、それともアマチュアがやるべき
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なのか。 

陳内委員：その両方ではないか。昔はプロの情報のみを元に旅行することが多かったが、今

はアマチュアの情報を見ることが多い。バーチャルで見える化すれば、旅行者は観

光案内所に行く時間を他の場所に行くなど、他の体験に時間を使うことができる。 

池尾座長：海外において日本人に好まれる店、という情報は地元の人ではわからない。こう

した情報を含めて提供する場として観光案内所が使えないか。 

陳内委員：来日者数 3,300万人の目的内容は様々にある。ニーズとのマッチングが必要、バ

ーチャル時代における AIがキーとなる。バーチャル案内所を評価することを提言す

る。 

池尾座長：次にネットワーク化について意見はありませんか。 

山田委員：p22 の JNTO 支援サービスについて、p26 の観光庁と地方運輸局との連携による

研修会の開催を報告書本文にも追記して頂きたい。また e ラーニング研修の「導入

を検討する」という書きぶりに修正して頂きたい。また、実態調査やコンサルティ

ング型往査も報告書本文に追記頂きたい。なお、チャットボットは主に災害時の情

報提供のために導入するものであり、現在構築している段階である。JNTO認定観光

案内所への活用は現時点では困難であり、将来的な検討課題と思われるので、この

点について認識を共有させていただきたい。 

池尾座長：チャットボットとアプリは違うものか。 

山田委員：別物であり、チャットボットは３言語（英・中・韓）で対応している。 

陳内委員：チャットボットの定義を明確にする必要がある。チャットボットというのは AI

を活用した「自動会話プログラム」のことで、コンピュータが人間に代わって対話

できる機能のことである。情報をたくさんチャットボットに盛り込めば、細かいコ

ミュニケーションができるようになる。ツールはデータなど含めて連携して使うも

の。 

事務局・田口参事官：チャットボットには情報を入れ込まねばならいないのでまずは緊急時

での活用から開始したい。 

池尾座長：目指すべき姿の理想形は、来訪者がアプリをダウンロードすれば、災害時にも 

対応できる。それを前提としたリアル観光案内所の役割をどうするのかという方向

性が必要である。 

事務局・田口参事官：それに関する一節を報告書に加えたいと思う。 

陣内委員：アプリにはダウンロードが必要という大きな障壁がある。現状、アプリと同じよ 

うに機能するホームページもある。6,000 万人対応はホームページですべき。アプ

リは新規の人には届かない、ウェブで人を増やす方が効率的である。 

池尾座長：アプリでは利用者を囲い込める。観光目的の旅行者にアプリを利用してもらうの

は難しいか。 

事務局・田口参事官：アプリはプッシュ通知ができる。災害時などに情報を伝えることが 

できる。 

劉委員：中国のネット環境は日本と違い google は使えない。中国では※ミニプログラム

（Wechat内で動くインストール不要のクラウドアプリ）が流行していて、アプリの

ダウンロードではなく、Wechat内にあるものを使うことが流行っている。国によっ
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て違うことに配慮をしていただけたら良いと思う。 

   ※ミニプログラムの機能例；１.チャット機能、2.モーメンツ機能、３.公式アカウン

ト情報、４.決済機能（WeChatPayment（微信支付）） 

紀陸委員：アプリという形でいれてしまうとインターネット検索でダイレクトにリーチで

きなくなってしまい、情報が届きにくくなる。沢山の人に使用してもらうには、オ

ープンプラットフォーム化すべきであり、また旅に必要不可欠なものと連動し、便

利に、頻繁に使用されるサービスに仕上げる必要があると思う。 

陳内委員：クローズとオープンという単語が大事である。オープンプラットフォームを使う

人が多い。世界のこの実態を把握し、そこに情報を入れることが重要。 

池尾座長：次は観光案内所同士のネットワーク化だが、案内所側のインセンティブはあるの

か。 

山田委員：JNTO の支援サービスとして、研修会などリアルな場で情報共有や意見交換を行

う機会を増やして欲しいという声が多い。案内所がどのような工夫や、活動してい

るのか、スタッフの育成についてなども情報共有が図られるよう、取組んでいきた

い。 

池尾座長：橋口さん、猿沢インでは、案内所間のネットワークはどのように機能しているか。 

橋口委員：奈良のゲートウェイとなる観光案内所から地方部の観光案内所への問合せが多

い。すなわち旅行行動の上流部の案内所において、地方部の案内所の情報を共有で

きるようなネットワークの構築が必要である。 

池尾座長：ロゴマークについて。インスタ映えは考慮しないのか。 

デューイ委員：キャンペーンはできる。ロゴマークの問題ではないと思う。 

池尾座長：インスタ映えはマーケティング調査で大きな購買動機となっていることは明  

らか。観光案内所の世界でもこのようなことが起きうるのではないか。 

陳内委員：観光案内所そのものへの誘客は不要では。その先が本当のインスタスポット。グ

ーグルで「Info near me」で検索したら、自分から最も近い案内所の情報は出る。

マークの問題ではないのでは。グーグルマップにある固有のマークを載せるのは難

しい。むしろ各案内所の詳細内容をネットに上げておくべきである。 

劉委員：資料のマーク案はとてもよく、わかりやすい。日本のガイドブックやサイトに「i」

のマークの意味、役割を掲載し情報発信する。また各観光案内所に地元ならではの

商品やコンテンツを置くのがよい。 

池尾座長：ロゴマークはこれで決定ということでよいか。また、ブランド力向上のためのニ

ックネームはどうするか。 

事務局・田口参事官：ロゴマークはほぼこれで決まりと考えている。ニックネームは Japan 

Visitor Centerで統一できないか議論したい。 

池尾座長：Japan Visitor Centerは長いと思う。ニックネームとしては、もう少し短い方

がよいのではないか。 

陳内委員：ウェブ上に情報を掲載することは、リスクも伴う。ユーザーからシビアに評価さ

れることになるため、観光案内所の本当の質が問われるようになる。 

山田委員：「i」マークと「？」マークを統一すべきかどうかという問題提起について、こ

の機会にご意見を伺いたいがいかがか。（※今回は委員からの意見なし） 
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紀陸委員：体験の価値は変わらない。まちの価値、地域の価値を上げることを目指せば間違

いない。KPIについて注意点は、不正が起こらないようにすること。不正が起こりう

る設計だと、評価の信用度が落ちてしまう。不正を防ぐために、極力自動化するこ

とが望ましい。 

池尾座長：ありがとうございました。本日の議題はすべて終わりました。事務局においては、

本日の議論された内容を踏まえて、報告書をまとめていただければと思います。 

平岡部長：スマートフォン時代であっても、生の情報に存在意義があるということがわかっ

た。観光案内所には KPI の設定や、ネットワーク化という、当たり前のことが出来

ていないといった課題があることが浮き彫りになった。今後も議論が必要である。 

平岡部長：先日、国民生活センターで研修する機会があり、その時の話を披露する。そこで

は対応内容を 1 件 1 件記録しており、ネットワーク化、データベース化がなされて

おり全国各センターで内容の照会が可能なシステムとなっている。民間企業はここ

に着目し、情報公開請求制度を利用して、安価に情報を入手、活用している。情報

が集まるという機能を観光行政で活かすべき。JNTOも、研修だけでなく情報の吸い

上げも必要だと思う。 

池尾座長：終了時間が近づいてきたが、特に KPI測定の NPSや、レコメンデーションについ

ての指標は重要であり、それらを含めた KPI をよいものとしたい。これを含めて、

本日、議論した 3 つのテーマについて、第 3 回検討会に向けて報告書にまとめてい

く。追加のアイデアがあれば随時、事務局にぜひどんどんお寄せください。それで

は事務局にお返しする。 

事務局・越川係長：ありがとうございました。今後のスケジュールについてですが、報告書

の最終版については、後日改めてご案内いたします。出席者のみなさまにおいては

熱心なご議論いただきましてありがとうございました。以上をもちまして、「第 3

回 JNTO 認定外国人観光案内所のブランド力向上に向けた検討会」を閉会いたしま

す。本日は誠にありがとうございました。 

 

以上 


