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訪日観光の３つの価値・魅力 

-日本人の気質、作品、生活- 

（たたき台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本を旅行することでしか得られない３つの価値・魅力 

 

 

魅力１：神秘的で不思議な日本人の「気質」に触れることができる。     

 ①震災のような困難なときにも示された高い美徳・規律、礼儀正しい気質。 

 ②シャイだけど親切。知らない人にも配慮し、人に温かい気質。 

 ③飽くなき好奇心と異常なまでの根気で独自の世界をつくりあげる気質。 

④言葉に出さずとも伝わる、五感を越えた「暗黙知」の存在。  

 

 

魅力２：日本人がこだわり抜いた「作品」に出会える。           

 ①歴史・伝統を継承し、現代の革新を加える「匠」や「専門家」による作品。 

 ②チームワークと擦り合わせの技から生まれた世界一「ハイテク」な作品。  

 ③洋の東西を問わず、「異国文化」を取り込み、日本的に昇華させた作品。  

 ④「自然」への畏怖・感謝をもとに、自然と一体化することで生まれた作品。 

 

 

魅力３：日本人が普段の「生活」にあるちょっとしたことを経験できる。   

①「ちょっとしたこと(a little thing)」に楽しみやくつろぎを感じる生活。   

②「四季」や「伝統」が深く入り込んだ生活。 

   ③「世界一厳しい消費者」を満足させるレベルの高い消費ができる生活。 

④「お客様は神様」を合言葉に、完璧な「おもてなし」を享受できる生活。 

  ⑤都市から田舎まで、全国どこでも「便利」、「清潔」、「安全」な生活。 
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訪日観光の３つの価値・魅力① 

神秘的で不思議な日本人の「気質」に触れることができる。     

 ①震災のような困難なときにも示された高い美徳・規律、礼儀正しい気質。 

 ②シャイだけど親切。知らない人にも配慮し、人に温かい気質。 

 ③飽くなき好奇心と異常なまでの根気で独自の世界をつくりあげる気質。 

④言葉に出さずとも伝わる、五感を越えた「暗黙知」の存在。  

 

⇔従来のイメージ 

：日本人は無口で、面白みがない。閉鎖的・画一的で融通 が利かない。  

 

【「気質」に触れることができる場面／観光地（例）】 

○一見、無愛想で、目をそらすくせに話しかけたらとても親切に道案

内をしてくれた。 

 

○財布を落としてもあきらめていたが、交番に尋ねると誰かが届けて

くれていた。 

 

○古くから、遠路はるばるお伊勢参りに訪れた旅人におむすびでその

労苦をねぎらっていたといわれる参道の人々から、暖かい声をかけら

れた。 

三重・伊勢神宮

参道 

○駅のホームで整然と整列して列車を待つサラリーマンの姿を見た。

満員電車から下りようと思えば、声をださずとも周りの人が自分を降

ろすように体を避けて、スムーズに降ろしてくれた。 

都心の鉄道駅 

○多方向の大きなスクランブル交差点で、大勢の人間が同時に通行し

ているのに、決してお互いぶつからない様子にびっくりした。 

渋谷・スクラン

ブル交差点 

○デパートのトイレで、ペーパーが次の人のために三角折にされてい

るのを見て感動した。 

 

○ふと早起きすると、何事もなく完璧なおもてなしをする旅館の女将

が、懸命に掃除や洗濯に励んでいた。旅館女将のプロ意識を見た。 

旅館 

○長く厳しい冬を越すなかで、繰り返し根気よく手仕事をするおばあ

ちゃんに出会った。暦に寄り添い、自然が息づく暮らしを感じた。 

山形・おしんの

故郷 

○素早く正確に仕事をこなす新幹線清掃員の姿に、３分おきの高頻度

運航の秘密が何事にも手を抜かない日本人の気質にあると分かった。

新幹線のホーム

○挨拶しようと思ったら、握手でなく、まずはお辞儀をされた。   

○自らが愛するアニメキャラクターに少しでも近づこうと、ハリウッ

ド顔負けの衣装を手作りで作り上げるコスプレイヤーに驚いた。 

秋葉原、としま

えん、愛知・コ
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 スプレサミット

○若いころ頃のアメリカ文化への憧れをもとに、全米のファッション

を集めつくしたおっさんが展開するセレクトショップでその品ぞろ

えに驚く。 

大阪・アメリカ

村、下北沢 

○カラフルで芸術の域に達しているネイルアート  

○稽古場を神聖視し、必ずお辞儀してから足を踏み入れる相撲力士 東京・両国 

○漢字、平仮名、カタカナの 3つを使い分け、「外来語」はカタカナ

でまず取り入れるなど新しい言葉に対して柔軟 

都市部の看板表

記 

○畑の横にある野菜の無人販売所には、代金を入れる籠がただ置いて

ある。 

田舎 

○京都、鴨川の川岸に等間隔に並ぶカップルからは、他人との「間」

を大切にする日本人の感覚が伺える。 

 

○富士山を見ながら、言葉に出さず何か特別なものを感じている日本

人の姿に出会う。 

富士山のそば 

○京都のお寺の庭園を見ながら、日本人の「わびさび」を感じる。  

○1 日 350 万人が乗降してもごみ一つ落ちていない新宿駅。  

○清浄な宮域であることを表す 20 年に一度のお建て替え 伊勢神宮内宮 

○村総出での合掌造りの民家の茅葺き屋根の葺き替え作業 白川郷・五箇山

○経済成長に伴い全国の伝統的な町並みが姿を消してゆく中、いち早

く地域を挙げて景観保全活動に取り組んだ街道の宿場町 

妻籠・馬篭 

○世界で初めて真珠の養殖に成功した「真珠王」の想い ミキモト真珠島

○太古より「神をいつきまつる島」として信仰される厳島の自然に手

をつけず、清浄に保つために海上に社殿を築いた人々の信仰心 

広島・厳島神社

○日本中の神々が集まる地としての厳粛な空気と、すべてのものとの

「縁」を大切にする日本人の祈り 

島根・出雲大社

○今なお美しい流れを保ち、自然のままの姿をとどめる清流を、力を

合わせて保全し、川とともに生活する伝統を受け継ぐ人々 

高知・四万十川

○一人でも多く助けようと献身的な救護に当たった住民たちから始

まった日本とトルコの友好関係 

南紀・串本町 

○「ゆいまーる」（互いに助け合う精神）が根強く息づいている長寿

の里のエネルギッシュなお年寄り 

沖縄 

○コンビニの缶ビールにも四季が描かれるほど、季節感を大切にする

日本人 
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訪日観光の３つの価値・魅力② 

日本人がこだわり抜いた「作品」に出会える。           

 ①歴史・伝統を継承し、現代の革新を加える「匠」や「専門家」による作品。 

 ②チームワークと擦り合わせの技から生まれた世界一「ハイテク」な作品。  

 ③洋の東西を問わず、「異国文化」を取り込み、日本的に昇華させた作品。  

 ④「自然」への畏怖・感謝をもとに、自然と一体化することで生まれた作品。 

 

⇔従来のイメージ： 

日本人は他国の模倣は上手だが、オリジナルを生み出す力はない。  

 

【「作品」に出会える場面／観光地（例）】 

○世界で も古い会社（1500年以上続く宮大工、湯治場、温泉旅館、、、）  

○日本食と大くくりでなく、天ぷら、寿司、うなぎ、すき焼きなどの

個別の料理ごとに専門店が存在するというこだわり 

 

○伝統的な禅寺で、早朝、建物の隅々まで雑巾がけ、庭掃除のほか、

毎日の修行に励む僧侶たちの姿に出会う。 

福井・永平寺 

○「私が作った包丁で切ると、刺身が生きている。目が生きている。」

と自負する職人が製作した切れ味するどい包丁を購入。 

大阪・堺 

○師匠からの技を引き継ぎ、それに革新を加えながらも伝統の味を守

り続ける匠の寿司を食す。 

銀座・ジロー 

○永年継ぎ足した「万年だれ」によって店独自の味を守る焼き鳥屋で

食す。 

 

○外国では瓶でしか飲めない銘柄の日本酒を、蔵元で樽から直接飲

む。そこに込められた杜氏の想いや技、米の削り方の妙を知る。 

大阪・灘 

○デパートで顧客とともに店内を回る丁寧なサービスを受け、呉服屋

時代の「御用聞き」に思いをはせる。 

百貨店 

○1549 年のフランシスコ・ザビエルによる布教以来、西日本で急速

に広まり、キリスト教禁止令の時代も潜り抜け今も残る日本風にアレ

ンジされたキリスト文化に触れる。 

長崎の教会群 

○大相撲を観戦すると、モンゴル、ブルガリア、エストニアなどたく

さんの外国人力士の活躍と日本の伝統を愛する姿に出会う。 

大相撲 

○ 20世紀が生んだ も偉大な彫刻家のひとりであるイサムノグチの

作品に触れる。 

北海道・モエレ

沼公園 

○明治の文明開化の時代に日本が大量に「和洋折衷」の名残に触れる。 横浜・神戸、帝
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フランクロイドライト設計の建築物で優雅に時代の流れを感じる。 国ホテル 

○まちの洋食屋で日本風にアレンジされた西洋料理（たらこスパゲッ

ティ、カステラ、コロッケ、とんかつ、海老フライ、、）や中華料理・

ラーメンや焼肉を食す。 

洋食屋 

○田舎を走る鉄道からときおり見つける山裾の祠  

○人間の楽しみでなく、自然や豊作への祈りから開始されたお祭りに

参加する。 

全国・お祭り 

○自然と同化しようと、庭が景色と一体化しようとした建築や庭園借

景の技術に触れる。 

 

○四方を海で囲まれ、寒流と暖流が混じり合う良好な漁場に位置する

ことによる海の恵みに感謝し、その恵みをあらゆる知恵を施し大切に

食す。 

 

○どんな料理べたでも上手に炊けるように工夫された炊飯器、たくさ

んの種類がありすぎて、店頭で選択に迷う。 

家電量販店 

○決して手を抜かず高い品質と表現力を実現するため、１分間の放映

のために５００枚のセル画を制作する「アニメ」の圧倒的な楽しさに

浸る。 

三鷹・ジブリ博

物館 

○休憩時のトイレに入ったら、自動的に蓋が開閉。さらにおしりまで

自動で洗浄してくれる。 

 

○公共交通機関の乗車は 1枚の磁気カードであちこち移動できる。大

量の通勤客もスムーズにさばく、すばやい処理技術に圧倒される。さ

らに、自動販売機で飲み物まで帰る。 

SUICA、PASMO 

○メトロ路線の複雑さに目を回す。  

○一頭一頭に名前を付けて愛情を注ぎながら育て、と殺後はお墓を作

りその生へ感謝するほどの思い入れを踏まえた和牛の真のおいしさ

に触れる。 

 

○納豆、味噌、漬物、塩辛、醤油、酢など豊富な発酵食文化。麩、凍

り豆腐、いぶりがっこ、干し柿などに代表される干物・乾物の食文化。

 

○「いただきます」と手を合わせてから食事をはじめる日本人  

○自然と人の営みを叙情豊かに切り取った松尾芭蕉の俳句の風流や

表現の奥深さに触れる 

山形・山寺 

○見るものの捉え方によってかたちを変える石庭の不思議な魅力 京都・龍安寺 

○釘を一本も使わずに建設される錦帯橋の美しさと、その掛け替え・

維持を行う宮大工の職人魂 

山口・錦帯橋 

 

○田んぼをキャンバスにして、色の異なる稲で緻密に描かれた田んぼ

アート 

東北・田んぼア

ート 
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○自然の地形と農耕民族としての日本人の営みが一体となった日本

の原風景「棚田」 

石川・棚田 

○平安時代より暮らしのうつわを作り続ける「常滑」「瀬戸」 愛知・焼き物 

○古から伝わる素材を活かして匠の技で作られたモダンな和紙のラ

イト 

美濃・和紙 

○延べ 1,000 万人もの人手により、実に 7年の歳月を経て完成した映

画にも描かれた世紀の大事業 

黒部ダム 

○沢の澄み切った水で育つ日本原産の本わさびは刺身やすしの薬味

として欠かせない 

長野、伊豆 

○神仙思想に基づき加賀歴代藩主により、長い歳月をかけて形づくら

れてきた四季折々の美しさを楽しめる庭園 

金沢兼六園 

○17 世紀初頭に作られた世界的にも他に例を見ない優れた木造城郭

建築 

姫路城 

○訪れる人すべてに「美しいものに感動する心」を伝えたいという創

立者の願いを形にした「横山大観の日本画と日本庭園の調和」 

島根・足立美術

館 

○日常とシームレスにつながり、自然や文化と調和したアートを魅せ

る「直島」 

直島 

○東洋で初めてつくる地下鉄の安全を追求するため、現在では規格外

の巨大な鉄骨で構築した銀座線。80 年以上経っても堅牢そのもの。 

東京・銀座線 

○世界中の料理が、高いレベルで提供される日本。日本人でありなが

ら、他国の料理を極めたシェフが無数にいる。 
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訪日観光の３つの価値・魅力③ 

日本人の普段の「生活」にあるちょっとしたことを経験できる。  

①「ちょっとしたこと(a little thing)」に楽しみやくつろぎを感じる生活。  

②「四季」・「暦」や「伝統」が深く入り込んだ生活。 

③「世界一厳しい消費者」を満足させるレベルの高い消費ができる生活 

④「お客様は神様」を合言葉に、完璧な「おもてなし」を享受できる生活。 

⑤都市から田舎まで、全国どこでも「便利」、「清潔」、「安全」な生活。 

 

⇔従来のイメージ： 

日本人は休日も仕事一辺倒。家族や生活はそっちのけでリラックスできない。

（例：カロウシ）  

 

【「生活」に入り込める場面／観光地（例）】 

○ごみごみとした居酒屋で、昼間は仕事一辺倒のサラリーマンが心の

底から大騒ぎ。安い値段で、たくさんの料理と コップから溢れても

注ぎ続ける日本酒を楽しむ。 

新橋・居酒屋 

○わずか 800 円あれば、あらゆる種類のおいしいものが食べられる食

文化の充実。 

 

○日本人が忙しい日常の疲れを癒すスーパー銭湯の広々した風呂お

けと畳の休憩所でリラックス。当然、靴は不要。 

 

○メトロ路線の複雑さに目を回しつつ、使ってみてその便利さに感激

する。 

 

○ランチでは、日本人の主婦も集まるフレンチやイタリアンをリーズ

ナブルな価格でエンジョイ。おいしいケーキ屋さんもあちこちに。 

 

○暑い夏の１日の疲れを、広々とした空間の片手ビールで吹き飛ばす

野球のナイター観戦やナイター競馬観戦。 

 

○街歩きの 中、突如としてあらわれる神社。喧騒の中にある神聖な

空間で手を合わせる老人の姿を見いる。 

 

○「四季」ごとにそのときどきの旬の素材を取り入れ、内容が変わる

和菓子や松花堂弁当 

島根・松江 

○旅のできない時代、日常生活のなかに、四季を持ち込み鑑賞したい

という日本人の欲求から生まれた「盆栽」の美しさに触れる。 

埼玉・大宮 

○１００円ショップやホームセンターで、狭い家でもきれいに収納で

きる「スキマ収納グッズ」の数々に圧倒される。 
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○うっかり持ってくる物を忘れたが、宿を一歩出れば 24 時間なんで

も揃うディスカウントショップやコンビニエンスストアでお買い物。

 

○飲み明かしたければ、日付が変わる深夜でも、安心して飲み続けら

れる。 鉄道駅で愉快に相撲に興じる酔っ払いサラリーマンに、思わ

ず無防備になる自分に気づく。 

 

○世界中、日本中の良いものが一か所に集まるショッピングモールや

デパートで、品質の高さと種類の豊富さに感激する。 

 

○日本中（世界中）から集められたうまいものが、なんと無料で試食

し放題のデパ地下。  

 

○伝統的な建物を代々受け継ぐ田舎の村まで、まったく不便を感じず

たどりつける利便性に感激する。 

 

○豊かな自然の恵みを、採れたてそのままに味わえる田舎の「朝市」  

○喉が乾けば、自動販売機。雨が降れば、傘袋の自動装着機。タクシ

ーは自動ドア。トイレはウォシュレット。尽きることない日本の完璧

さを享受する。 

 

○東京圏だけで 3500 万人を輸送しても、列車は頻繁で決して遅れな

い。 

 

○好きなアニメ（さざえさん、ちびまるこちゃんなど）に、日本人が

家族で楽しむ姿に思わずほのぼの。 

 

・入店、着席後、わずか３秒で水やおしぼりが手てくるサービス  

○東京から新幹線でわずか 1時間ほどで夏の避暑・冬のスキーを満喫

できる 

軽井沢、ガーラ

湯沢 

○京都の千年の歴史を彩る祭りにエキストラとして参加 京都の祭り 

○花見で桜に酔い、酒に酔う  

○天然の温泉に毎日仕事帰りに立ち寄り、疲れをいやす 温泉の共同浴場

○どの季節に訪れても様々な花が咲き誇り、違った面を見つけること

ができる 

京都、鎌倉の寺

社仏閣 

○山ガールをはじめとする週末ハイカーが、木々があふれ、野鳥の声

がこだまする自然の中でリフレッシュ 

高尾山、六甲 

○旬を大切にし、「初」モノに粋を感じる 初セリのご祝儀

相場 

○未婚の女性だけで構成される歌劇団の健全かつどの世代の人が見

ても楽しめるミュージカルやレヴューにあこがれる 

宝塚歌劇 

○ふるさとの高校（たとえ出身校でなくても）を力を入れて応援 夏の甲子園 

○のんびりとしている正月の風物詩。タスキをリレーしてつなぐドラ 箱根駅伝 
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マに期待 

○手ぬぐい片手に朝の一番風呂を楽しみに待つ地元のお年寄り。ここ

は日本 古の温泉。 

道後温泉 

○ひしめく屋台をはしごしながら、隣のお客さんとの会話に自然と花

が咲く 

福岡・博多 

○うだるような熱気から逃げ込むように入った喫茶店で食べる「白く

ま」 

鹿児島 

○湯けむり利用した「地獄釜」で蒸し料理を作る地元のお母さん 大分・別府 

 


