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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
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１．地域の観光資源を活用した体験型コンテンツの定番化

(1) 地域固有の自然の更なる観光活用

(2) 我が国の生活・文化に触れる体験機会の提供

(3) お祭りの訪日外国人への開放

(4) 温泉の観光資源としての更なる活用



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） 2

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



我が国の生活・文化に触れる体験機会の提供

我が国固有の生活・文化体験の充実に向け、海外スタンダードを意識したコンテンツ造成についての実態
把握を行うとともに、予約システムの環境整備、講師やガイドの育成などの受入環境整備を図ります。

諸外国の事例・国内の先進事例 現状・課題および今後の対応

現状・課題

○生活・文化の体験型アクティビティについて、カテゴリー別・
地域別の訪日外国人のニーズや、コンテンツ数・価格帯等につ
いて海外スタンダードを踏まえた実態把握調査を実施（観光庁）

○日本文化に関するイベント情報等のオープンデータ化を進め、
旅行業界をはじめとする民間事業者が使いやすいような情報提
供の仕組みづくりを推進（文化庁、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）

○地域固有の魅力を伝える外国語ガイドの育成・活用についての
検討（観光庁、地方自治体）

○鑑賞型日本文化を外国人が体験する際に、外国人にも分かりや
すい多言語解説や情報発信の整備の検討（文化庁、観光庁）

○訪日外国人に対する公的施設の入場料等について、適正な価格
のあり方を検討（観光庁、関係省庁、地方自治体）

今後の対応

体験プログラムの提供例

SATOYAMA EXPERIENCE
（引用等）山田拓委員提供資料(第2回)

ワックジャパン
（引用等）ワックジャパン資料(第3回)

○通訳案内士など主婦を中心と
したメンバーで多様な文化・
生活体験を提供

○「暮らしを旅する」をコンセプ
トに、田舎を巡るガイドツアー
やオーダーメイド型旅行業等を
展開
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○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
○プログラムが多様で予約決済システムの導入に手間と費用がかかる
○芸術分野ではシステムによる直訳では意味が通じないことがある
○体験講座のノウハウを活用した人材養成講座を地方に整備すべき
○ガイドは通年で専業としてできる形を作ることが重要
○文化施設を中心とした公的施設の拝観料・入場料を値上げすべき

伝統文化体験・公演（能楽）

○稽古を教える過程で培ったノウ
ハウを活用して、外国人向けに
体験ワークショップを展開

外国人向け体験講座英語解説の字幕システム

○解説時、体験時、上演中などの
場面に応じて字幕システムや通
訳など使い分けながら英語対応

（引用等）能楽協会資料(第3回)



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 4

○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



温泉の観光資源としての更なる活用

温泉を備える宿泊施設の設備や温泉の成分や効能についてのわかりやすい情報発信とともに、温泉と地域の自
然・食等を組み合わせた体験型コンテンツの充実により、観光客がより満足できる環境を整えます。

諸外国の事例・国内の先進事例

○他人と複数人での入浴に対して抵抗がある外国人旅行者が
多く、宿泊施設における設備に関する情報が整理されてな
く、わかりにくい

○温泉の成分や効能については理解が得られにくい国の旅行
者もいるため、アピールの仕方を工夫しないと伝わらない

○海外では、温泉が地域の自然や食材、アクティビティとと
もに紹介されていることが多いが、日本では温泉地と周辺
のアクティビティがあまりリンクされていない

現状・課題および今後の対応

現状・課題

○温泉を備える宿泊施設における設備（温泉の有無、部屋のス
タイル（和室、洋室）、貸切り風呂の有無等）に関する情報
の分かりやすい発信の実施（関係団体、観光庁）

○温泉地に滞在することによる療養効果（心地良さなど）につ
いて、外国人旅行者にも分かりやすい形での情報発信の検討
（環境省*2 、関係省庁、関係団体 、観光庁）

○温泉を体験型コンテンツの一つと位置付けるとともに、他の体験
型コンテンツを組み合わせることにより、旅行者の満足度を向上
する取組の強化。また、宿泊と一体的な予約が容易に行える環境
整備の促進（環境省*2 、3、関係省庁、関係団体、観光庁）

○宿泊施設や飲食店等の連携による温泉地全体のにぎわいの創出に
向けた仕掛けづくり（観光庁、環境省*2 、関係省庁、関係団体）

今後の対応

ドイツ

○温泉・自然環境・食事などを活用したクアオルト
（健康保養地）の発祥の地で、2015年の旅行者数は
約5850万人*1

温泉療法（バルネオテラピー） 気候療法（クリマテラピー）

*1 Global Wellness Economy Monitor JANUARY 2017による調査
結果でインバウンドと国内合わせたウェルネスツーリズム旅行者数

5

十和田八幡平国立公園
○地域協議会を設置し、世界標準の「ナショナルパークづく
り」に取り組んでいる

温泉・湯治 国立公園を活用したアクティビティ
（引用等） 「十和田八幡平国立公園ステップアッププログラム2020の策定について」の報道発表資料 *2 新・湯治推進プランとの連携

*3 国立公園満喫プロジェクト等との連携

（引用等）一般社団法人 健康保養地医学研究機構
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(1) ナイトタイムの有効活用

(2) モーニングタイムの有効活用

(3) 付加価値の高い美容サービスの提供

(4) 観戦型スポーツの訪日外国人への開放

(5) ビーチの観光資源としての見直し

２．新たな体験型コンテンツを観光資源として掘り起こす取組



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 7



モーニングタイムの有効活用

魅力的な施設の早朝開放や朝型コンテンツの掘り起こしなどにより朝観光を促進し、潜在的な需要開拓
による滞在日数の増加を目指します。

諸外国の事例・国内の先進事例

○魅力的な公的施設の早朝開放を促進する必要がある
○奥深さを求める旅行者のニーズを取り込むためには特別
感が重要だが、参加者数が反比例することが悩ましい

○開放時間を増やせばコストも増えることが課題

現状・課題および今後の対応

現状・課題

○公的施設の早朝開放に関する実態やニーズ調査に着手、優
良事例の横展開（観光庁）

○上記調査の結果を活用した、ターゲット設定、公的施設へ
の早朝開放の働きかけ（地方自治体、民間事業者、ＤＭＯ）

○早朝開放施設を巻き込んだ魅力的な朝観光ルートの開発、
旅行商品の造成促進（地方自治体、民間事業者、ＤＭＯ）

○滞在の長期化による消費額の増加、満足度向上による再訪
意欲の向上、混雑等の分散化等、朝観光によるエリア全体
でのメリットを地域で共有（地方自治体、民間事業者、ＤＭＯ）

今後の対応

○ヴァチカン美術館・システィーナ礼拝堂が、一般公開
(9時～)より1時間15分早く入場可能なガイドツアー
を多言語で実施している

二条城（京都市）

○7～8月の早朝の涼しい時間帯に、ゆったり城内を散策
できるよう、「世界遺産 二条城 夏の早朝開城」を
行っている

ヴァチカン美術館・システィーナ礼拝堂（バチカン市国）

（引用等） veltra HP

（引用等）京都新聞記事(2017年8月27日)
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（引用等）京都市提供資料(第４回)



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) 9



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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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

11
（引用等）日本ビーチ文化振興協会提供資料
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３．体験型観光の充実を支える取組

(1) チケット購入の容易化

(2) 公共空間の柔軟な活用

(3)エンターテインメントコンテンツの鑑賞機会の拡大

(4) ＶＲ・ＡＲ等の最新技術の活用



チケット購入の容易化

訪日前の情報発信やチケットの事前予約、訪日中のチケット購入・発券等の環境整備を促進することによ
り、ホール・劇場・美術館・博物館等へのアクセスを改善します。

諸外国の事例・国内の先進事例

○公演紹介や事前予約など、多言語での情報発信等による旅前
の購入環境が不足している

○カード決済・モバイル決済、電子チケットなど、旅前及び旅
中における購入・鑑賞環境が整備されていない

○チケット販売所など、旅中におけるチケット購入環境が不足
している

現状・課題および今後の対応

現状・課題

＜旅前対応＞

○様々な公演、体験型コンテンツについての多言語での情報発信、
商品造成の一層の展開、予約時のクレジットカード対応や電子
チケット、モバイル対応での発券等、チケット販売環境整備の推
進（観光庁、経済産業省、関係省庁、ＤＭＯ、民間事業者）

＜旅中対応＞

○2020年までに、外国人が訪れる主要な商業施設、宿泊施
設及び観光スポットにおいて、「100%のクレジットカー
ド決済対応」及び「100%の決済端末IC対応」を実現する
ことに向け、決済端末の設置を働きかけの実施（経済産業省）

○チケット販売機能を有する観光案内所の先進事例を調査し、
エンターテインメントが集積する地域や空港等の交通結節
拠点等にある観光案内所でのチケット販売機能の併設を促
進（観光庁、JNTO）

今後の対応

Quick Ticket(電子チケット)

○電子チケット発券システムや電子
スタンプによる「もぎり」を開発

チケット販売所
○情報収集、支払い、チケット受け取り、払い戻し等
その場で全て出来る劇場チケット販売所を整備

TKTS(ニューヨーク) Tickets Today(浅草)

BROADWAY.COM(WEBｻｲﾄ)

○ブロードウェイの情報を集約して
発信、チケットが購入可

（引用等）ロングランプランニング資料(第3回)

（引用等） THE JOHN GORE ORGANIZATION HP
（引用等） Playground資料(第3回) 13



オリンピック・パラリンピック東京大会とその後を見据えて、公共空間や遊休地を多数参加可能な文化芸術演出の場
として有効活用するため、これまでの公共空間概念にとらわれない柔軟な活用方策が可能となる仕組みを整備します。

諸外国の事例・国内の先進事例 現状・課題および今後の対応

現状・課題

今後の対応

14

公共空間の柔軟な活用

○プロジェクションマッピングについて各種の制限がかかっ
ているので、公共空間を活用したダイナミックな演出企画
が難しい

○イベントを行う際、公共空間の占用・使用許可を得るため
の協議が難しい

○公共空間や遊休地等の活用により、多数参加可能な文化芸
術演出の場とすることが可能となるが、活用のためには規
制緩和が必要

○プロジェクションマッピングについて、イベント等を主催する事
業者や地方自治体における円滑な実施を促す環境整備を行う（国

土交通省、地方自治体）

○公共空間を活用した文化イベントの実施に関する相談窓口に
おいて、更なる円滑な実施を促進・支援（内閣官房、関係省庁）

○現状の規制との整合性の確保や活用の阻害となる規制の緩和に
ついて検討を行い、公共空間・遊休地等のよりよい活用の取組
を推進（観光庁、関係省庁）

六本木アートナイト
（引用等）森ビル資料(第４回)

公共空間を活用した演出

エディンバラ・フェスティバル（イギリス）

（引用等）edinfest/Edinburgh Festival Fringe Twitter

TOKYO数寄フェス

○公共空間や遊休地を活用すると、街全体での大規模な演出と集
客が可能となる

○スコットランドの首都エディンバラで毎年開催される複数の芸
術と文化のフェスティバルの総称

（引用等）上野文化の杜 TOKYO数寄フェスＨＰ



日本滞在中に気軽にエンターテインメントコンテンツが鑑賞できるよう、ホール・劇場の充実、チケット
購入・発券等の環境整備、旅前・旅中での情報発信や多言語対応を一体的に整備促進します。

諸外国の事例・国内の先進事例 現状・課題および今後の対応

現状・課題

今後の対応

ノンバーバルパフォーマンスの拡大

（引用等） DRUM TAO資料(第３回)

○ノンバーバル(非言語)で展開されると、日本語が分からない
訪日外国人も楽しめる

DRUM TAOＷＡ！！（フエルサブルータ）

15

エンターテインメントコンテンツの鑑賞機会の拡大

○音楽ライブ公演数はここ数年増加傾向にあるが、エンター
テインメント市場でのハコ不足は深刻である

○仮設ホール等の仮設建築物は存続期間が１年以内とされて
いるため、ロングラン公演等への対応が困難

○施設利用が土日祝日に集中するため、施設の安定的な運営
には平日利用の増加が必要

○劇場運営費の負担が大きく、宣伝費をかけることが出来ず、
ＰＲやチケットの買い方、劇場整備のみならず、文化支援する
企業が報われるよう社会的な気運の醸成を図ることが必要

○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、活用できる仕組みの検討（観光庁、経済産業

省、関係団体） ≪再掲≫

○一定の仮設建築物について、１年を超えた存続を可能とする仕組
みを整備（国土交通省）

○公演開始時間を平日仕事帰りに立ち寄れる時間帯に移行す
るなど、平日利用を増加させる取組・環境づくりを推進
（観光庁、経済産業省、関係団体）

○チケット購入の容易化・多様なイベントやエンターテイメントコ
ンテンツの充実と多言語発信に向けた一体的な取組の推進、文化
支援を加速するような社会的気運の醸成（観光庁、文化庁、関係省庁、関

係団体、民間事業者等）

ホール・劇場空間の柔軟な活用

（引用等）flickr.com
（引用等）フェイス資料（第４回）

○歴史的施設や既存のホール・劇場等を、創造的な文化芸術演出の
場として多目的に転換活用

（引用等）(c) 2017 WA!! Japan Production Committee



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


