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1. エグゼクティブ・サマリー
課題: 山形の観光資源の現状について評価し、
インバウンド観光客を増やすための提言を行う。
背景

調査結果

•

•

•
•

高齢化と人口減少により、山形の観光産業は国内旅行者のみに頼
ることが難しくなっている。
日本の国土交通省は、2020年までにインバウンド観光客を4,000
万人に増やすという成長計画を立てている。
インバウンド観光客のうち、山形への旅行を予定している者は全
体の0.1％にすぎない。

•
•

観光名所と観光事業に対するターゲットが明確でなく、セグメント
化を必要とする。
山形を旅行先として際立たせる分かりやすいメッセージが存在し
ないなど、明解なマーケティング戦略がない。
観光の体験がそれぞれ単独に存在し、
「食べ歩き」などのテーマ別
にまとめられていない。外国人観光客のアクセスと観光インフラを
改善する必要がある。

提言のサマリー

観光市場のセグメ
ント化と数値化

山形ブランドの確立

山形ブランドの展開

体験型ツアー
の構築

体験型ツアーの認知

デジタル・ヤマガ
タ の開発

デジタルを駆使する観光
客のサポートサポート

評価/チェック/改
善の実践

共通の目標に向
けての協力

アンバサダー・プロ
グラムの開発

山形を旅する際の言葉
の壁を取り除く

観光名所の見直
しと活性化

期待される効果
観光客の願望とニ
ーズの理解促進

マーケティング活
動の効果促進

ターゲット層でのブ
ランド認知の最大
化とマーケティング
ROIの向上

観光客の満足度、価
値認識、観光収入
の向上

休暇旅行先として
の山形の経済効果
の最大限

民間企業や個人
が独自にアプリを
開発したくなるよ
うに魅了

観光客向けの新し
い双方向サービス
の創出

信頼できる情報源
の創出と関係者に
よる進捗の確認

投資と成果を地元
住民に向けて可
視化

観光事業への市民
参加の促進

観光客の満足度と
観光収入の改善

リピーターの増
加と口コミによる
マーケティング
の強化

ビジョン

料理、史跡、美しい自然など、山形は多くの観光資源に恵まれている。
しかし、現在のところ、インバウンド観光客は山形の魅力に気づいていない。
山形が観光産業を成功させるには、長期滞在型観光客や富裕層観光客の特定、山形ブランドの確立、テーマに基づく体験の構成、デジタル・ヤマ
ガタ の実現、異なる観光事業体間での協力、および地元住民の参加等が必要である。

2. はじめに
A. スマーター・シティーズ・チャレンジ

2050年までに、世界の人口の66％が都市環境に居住すると予測されて
おり、
こうした人口増加の多くは中小規模の都市で起きている。都市化
に地方分散化が加わることで、地方自治体はさらなる自立を余儀なく
されており、地域のサービスと施設に資金を提供する能力を高めて、
新たな政策と地方自治体主導の取り組みを試行できる環境に転換させ
ることが求められている。都市の多くは、
とりわけ気候変動の影響を受け
やすい。
この原因はその所在地にある。例えば、河川デルタ、海岸地帯、
干ばつが多い地域にも主要な人口密集地が存在する。世界中の都市が
気象パターンの著しい変化と異常気象事象の増加を体験するなか、地
域を効果的に強靭にしていく戦略の重要性がますます高まっている。
さらに、国境線を越えた大規模な移動がある地域では、都市社会に大き
な影響を及ぼし、移民が流入している都市に機会と課題の両方をもたら
している。大量の移民流入により、手頃な価格の住宅供給、雇用機会、公
衆衛生をはじめとする市のサービスの必要性が急増する可能性がある。
しかし、一方で、
ヨーロッパとその他の地域では人口の高齢化が進んで
いるので、技能不足を緩和して経済活動を高める移民は都市に恩恵を
もたらすことになる。
都市間の不平等は過去30年で最高レベルに達し、他の傾向との相互
作用も顕著に現れている。都市化による急激な都市人口の増加によ
り、住民へのサービス提供が求められている。具体的には、手頃な価
格の住宅、雇用機会、交通機関、医療などが挙げられる。低所得者層
は気候変動による悪影響を過度に受けやすいのに対し、移民が直面
する課題は社会資本や財務資本を十分に利用できない弱い立場に

置かれやすいということである。
こうした都会の傾向は、都市と地域
の優先分野を浮き彫りにする。現在および将来の住民のニーズに応
えるために、
こうした分野に投資して能力開発を進めることが求めら
れている。
その一方で、ビッグデータやコグニティブ・コンピューティングなどの
技術分野の急速な進歩により、都市のリーダーは複雑な問題に対処
し、意思決定を強化してサービス提供の効果、効率、公平性を高める
ことが可能になっている。インターネットに接続した約130億個のデ
バイスが生み出すリアルタイム・データの活用により、意思決定者は、
エネルギー利用、環境条件、交通渋滞などの状況を監視することがで
きる。
さらに、ビルの省エネ化、交通渋滞の緩和、災害の危険性があ
る気象についての住民への警告（すべてリアルタイム）なども可能に
なる。
IBMスマーター・シティーズ・チャレンジでは、世界中の都市が抱える
最も緊急の課題に対処するために、IBMの優れた人材とテクノロジー
をこれらの都市に供与している。対象に選ばれた都市にはIBMの専
門家チームが3週間派遣される。IBMチームは、
自社のコグニティブ・
コンピューティング、
クラウド・プラットフォーム、モバイル/ソーシャル
分析、広範な気象データの機能を活用し、都市の課題に関するデータ
を駆使した高度な洞察を支援都市に提供する。
これに基づいて、各都
市は政策立案や意思決定を再考する選択肢を考案、吟味することが
できる。

機能化

相互接続

インテリジェント化

あらゆるシステムやプロセ
スの状態を測定、検出、表示
できるようになる

相互接続されたモノやシス
テムが、新たな方法で連携
して機能する

膨大なデータを分析して得ら
れる洞察が、新しい価値を生み
出し行動につながる

図 1: 機能化、相互接続、インテリジェント化
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観光事業は、
日本の経済成長戦略の重要な柱となっている。山形市に
は多くの温泉や寺院、蔵王山のスキーリゾートがあるが、同市を訪れ
る年間観光客の割合は増えていない。山形市の佐藤孝弘市長は、地
域の観光事業と雇用機会を促進するために、山形・上山・天童 三市連
携観光地域づくり推進協議会、
日本版DMO（Destination Management
Organization）
「おもてなし山形株式会社」の創設にリーダーシップを
発揮した。佐藤市長は、外国人観光客に山形市を売り込む中長期計
画を作成し、
データ分析に基づく観光振興を図るためにIBMの支援を
要請している。

B. 課題

山形市の佐藤市長は、
スマーター・シティーズ・チャレンジ（SCC）
チームに次の2つの課題を提起した。
• 山形市により多くのインバウンド観光客を誘致するために、
今ある
観光資源の品揃えを評価する。
• 山形市と山形県が達成しうる経済成長の機会について考察し、
計
画を立案してその支援インフラを整備することで、欧米から訪れる
インバウンド観光客を増やすことができるか検討する。
プロジェクトの一環として、既存のさまざまな観光地と観光名所と共
に、今後見込みのある新たな観光地や観光体験が詳しく調査された。
地元の観光事業者や、関係者との公式の面談が行われた。
さらに、
観光客、地元の事業主や従業員、山形市民の方々からの声もお聞
きした。
このプロジェクトの最初の出発点は、市長が抱える2つの課題のため
にSCCチームが適切な問題を調査していることを再確認することだ
った。

日本の高齢化と人口減少により、山形
の観光産業は国内旅行者のみに頼って
存続することが難しくなっている。その
ため、山形市と山形県、
さらには東北地
方全体が観光産業と地域全体の振興を
実現するために、
より多くの外国人観光
客の誘致に努めなければならない。

日本の国土交通省は、インバウンド観光客について大胆な目標を掲
げている。その成長計画では、
（2020年に日本でオリンピックが開催さ
れることを念頭に）2020年までにインバウンド観光客を4,000万人に
増やし、2030年までに6,000万人に増やすことが目標となっている。
事前調査の一端から、
どのような状況であるのか明らかになった。
2つのデータ・ソース（日本政府観光局Japan National Tourism
Organization - JNTOと山形県のデータ）を使用することで、
この地域
における観光事業の現状を明確に把握することができる。ただし、
日
本は海外に比べると観光データが乏しく、東北地方は特にそうである
ことに留意する必要がある。インバウンド観光客の数量を調べる測定
基準としてホテルの宿泊数が広く使われている。
この測定基準は、ホ
テルでのチェックイン時にパスポートの詳細を記載することで容易に
記録されるが、一貫性に欠けている。
これを現実に即して述べると、諸外国から東京に到着するジャンボ・
ジェット旅客機3台につき、山形を訪れる乗客は1人だけということに
なる。
この驚くべき統計は、
この地域への外国人観光客の誘致が出遅
れていることを示すだけでなく、観光事業を経済発展の重要な手段
にするには、
この数値を少しずつ増やしていく必要性があることも示
している。
このプロジェクトの目的は、東北を旅行する外国人観光客
に情報を提供し、山形県と山形市へも訪れるように働きかけることに
ある。

ビジョン・ステートメント
2030年までに年間のインバウンド観
光客のうち、少なくとも5％は東北地方
を旅行し、少なくともその15％は山形を
訪れる。

IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ

インバウンド観光客
2016年

2020年（目標）

2030年（目標）

2,404万人

4,000万人

6,000万人

2016年の日本の観光データ
地域

インバウンド観光客の宿泊数

外国人観光客の割合

日本

6,940万

東北

725,100

日本の1.04% (1/100)

山形

68,217

東北の9.41% (1/10)
日本の0.10% (1/1,000)

図 2: 2016年の日本全体の外国人旅行者のホテル宿泊数である6,940万宿泊数に基づくと、東北を訪れた旅行者はわずか1.04％であり、山形を
訪れた旅行者は0.1％にすぎない。

インバウンド観光客

東北を訪れる外国人観光客

2030年までに年間の訪日外国人観光客の
うち、少なくとも5％は東北地方を旅行し、
少なくともその15％は日本旅行計画の一
環として山形を訪れる。

図 3: ビジョン・ステートメントに基づくインバウンド観光客の目標
出典：国交省 観光白書、
日本政府観光局 訪日外客統計よりIBMにて算出
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3. 調査結果、背景、中長期計画
A. 調査結果と背景
データ収集活動

いくつかの観光名所や観光イベント、観光事業がSCCチームによっ
て詳しく調査され、それが可能な場合は関係者との面談が行われた。
その結果、肯定的な意見と課題となる情報が集められた。
これらのデ
ータはオープン・データにまとめられ、小規模なデータベースに位置
情報を追加することで、観光施設に関する情報デジタル化の基礎が
築かれた。
観光事業体の方々に協力いただき、関係者との面談を実施、内容も
要約され、観光地や観光名所の調査と照合してデータ・ポイントが引
き出された。

収集したデータの分析は、現場の意見を取り入れながらさまざまな
角度から分析された。つまり、枠組みを支えるためにデータを改良し
ようとするのではなく、調査結果と観察のテーマを明らかにした。

調査結果

今回のSCCでは以下に示す登場人物とジャーニー・マップを作成し、
データ収集活動で明らかになった現在の重点分野について説明し
た（これらの例は、潜在的な観光客層を網羅するものでもなければ、
肯定的な意見や課題の調査結果をすべて浮き彫りにするものでも
ない）。

理解に役立つ例

以下の説明で、SCCチームはテクノロジーに精通したベビー・ブーマ
ーの「リンダ・ブラウン」
という女性を潜在的な観光客層の例として用
いる。
リンダは休暇中の旅行について調査、計画し、その大部分を自
ら手配することを厭わない。彼女は夫と旅行することが多く、2人が一
緒に楽しめる新たな体験を見つけることに長けている。
リンダと彼女
の夫はいずれもグルメである。食べることが大好きなだけでなく、訪
問先の人々やその土地が醸し出す文化に触れることにも強い関心を
持っている。2人とも健康で活動的であり、
（旅の終わりに心地よさが
得られるのなら）困難な場所でも喜んで探訪する。
リンダは、旅行関
連の本とWebサイトの熱心な読者でもある。彼女は、専門的な旅行会
社が発行する会報を定期的に調べて、次回訪れる新たな場所とそこ
でやることについてのアイデアを得ている。
リンダと彼女の夫は（程度
は控えめだが）広い人脈を持ち、友人やソーシャル・ネットワークのグ
ループから影響を受けている。

リンダの休暇体験

リンダは、出羽三山に関する記事を読んで興味を抱く。彼女は、出羽
三山を盛り込んだ旅行プランについて調査、計画して、旅行日程の作
成に着手することに決める
（後述のジャーニー・マップを参照）。完璧
な旅行を実現することは必ずしも容易でないことは明らかだったが、
リンダは旅行については友人に話すつもりでいた。
リンダはなんの不安もなく、旅行プランの第一歩を踏み出す。彼女は
山形に関する情報を入手し、
自分たち夫婦が得られるものを見いだ
す。
しかし、情報不足や期待に反したメッセージ、
さまざまな予約機能
が統合されていないことなどから、すぐに不満を覚え始める。それで
も、わくわくする休暇を過ごす楽しみの半分は、現地に行って何が得
られるのかを知ることにあるとリンダは考えている。

しかし、残念なことに、現地到着前に、
リンダの不安は早くも始まってい
た。交通機関の予約や、観光名所への訪問を調べたりと、到着前にやっ
ておくべきことがうまく進まずに、彼女の不安は現実のものとなる。予
備知識が少なく、現地でのその土地に関する歴史的背景の説明や情報
の欠如によって彼女の興味は少しトーンダウンし、旅行プランを調和の
とれたものにするための他の観光名所や目的地も思い浮かばない。
リンダと彼女の夫が知っている日本語はごくわずかであるが、概して
日本語を話せないことで2人が困ることはなかった（他の目的地では
GoogleマップとGoogle翻訳を使用して移動や買い物を容易にこなし
ている）。
リンダは、
コンピューターが読み取り可能なフォントがメニ
ューや標識に使われていないことに気がつくと、標識の指し示す意味
の解釈に役立つ写真や図の存在は期待しないことにした。彼女は、
ど
うやって水を出すのかまったく分からない自動水栓の写真をすでに
友人に見せている。
リンダと彼女の夫は、あちこち移動するのに困難
は伴うが、住民や交通機関の職員、
レストランや店のスタッフの助け
と忍耐があれば、ほとんどすべての問題を克服できることを、
ソーシ
ャル・ネットワークの仲間に多くの時間をかけて伝えた。

IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ

リンダは、仲間への情報共有と同じくらい、
インターネットやソーシャ
ル・ネットワークから情報を得ることに夢中になっている。彼女は写真
とレビューをたくさん投稿しているが、正直でなければならないと感
じており、不安を覚える人や冒険心に富む人のために山形旅行をする
上で気をつけなくてはならないことについても知らせるつもりである。
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最終的に、
この夫婦は山形で楽しい時間を過ごした。その一方で、
山形と東北地方で得られたはずの多くの楽しみを逃したとも感じて
おり、知識、調査、実行といったさまざまな面で山形旅行には改善の
余地があると思っている。

リンダ・ブラウン
Bio

略歴

Linda is a Digital Marketing executive who takes
リンダはデジタル
・マーケティング担当役員を
six personal trips a year for family visits and
務めており、
親族訪問や休暇旅行で年6回ほ
holiday vacations.
She and her husband are still
ど個人的な旅行に出かけている。
working but plan to retire in two彼女と彼女
years and will
have more time for travel. They2年後にはリ
have a “bucket
の夫はまだ現役で働いているが、
list” of places they would like to visit and take a
タイアして旅行にさらに時間を充てる予定で
major vacation every two years. They really
ある。2人は訪問したい場所の「バケットリスト」
enjoy traveling internationally and many times
（一生のうちにやってみたいことをまとめた
travel with friends. They never use travel
リスト）
を作っており、
agencies
preferring 2年ごとに長期休暇をと
to do all their research and
booking 海外旅行を心から楽しんでおり、
on-line.
っている。
友
人と旅行することも多い。旅行代理店を利用
することはなく、インターネットですべて自分
で調べて予約することを好む。

Likes when traveling

「私たちは日本への旅行を計画しており、
"We're planning a trip to Japan and wish
豊かな文化体験、すばらしい景色、郷土料
to discover the best area to visit, one that
理の食べ歩きが楽しめる最高の訪問先を
provides a rich cultural experience,
見つけたい。」
fabulous scenery and opportunities to
taste local cuisine."
年齢: 60歳
性別: 女性 60
AGE
職業: デジタル
・マーケティング担当役員
GENDER
Female
居住地: ニューヨーク市近郊
WORK
Digital marketing executive
学歴: 大卒 Married, no children
FAMILY

LOCATION Greater New York City area
EDUCATION College graduate
冒険好き

図4

デジタル機器に精通

Adventurous
多忙

Digital
savvy
好奇心旺盛

Limited time

Curious

Outdoors: hiking, biking, beaches, skiing. Golf

旅行でやりたいこ
とfine dining, healthily
Food: regional menu,

Motivations:

モチベーション
•
•
•
•
•

Price
価格
Comfort
快適さ
Convenience
利便性
Speed
迅速性
Experience
体験

調査に使用した媒体

Brands used in research:

TripAdvisor: www.tripadvisor.com
Yelp: www.yelp.com
TripAdvisor: https://www.tripadvisor.com/
Lonely Planet: www.lonelyplanet.com
Yelp: https://www.yelp.com/
AARP: www.travel.aarp.org
Lonely
Planet: https://www.lonelyplanet.com/
Expedia:
www.expedia.com.my
KAYAK:
www.kayak.com/mobile
AARP:
http://travel.aarp.org/
Expedia: https://www.expedia.com.my/

Culture:
about history
and traditions,
アウ
トドア:learn
ハイキング、
サイクリング、
海水浴、
museums,
fine art, theater
スキー、
ゴルフ

旅行の誘因

食事: 郷土料理、ヘルシーな高級料理
文化: 歴史と伝統の学習、博物館、美術品、演劇

•

Goals when booking travel:

旅行の予約時の達成目標

To spend less time booking travel
旅行の予約に要する時間の短縮
To narrow options quickly
• 迅速な候補の絞り込み
•

不満に思うこと
•

Frustrations:
予約に時間がかかりすぎる
（多忙なため）

much・
time
spent booking - she's busy!
• Too
デジタル
オタクですぐにイライラする
savvy and gets frustrated easily.
• Digital
情報が不足または錯綜していること
Lack of or confusing information.

•
•

友人KAYAK: https://www.kayak.com/mobile
Facebookの投稿
新聞、雑誌、会報の旅行記

Get inspiration for trips from
Friends
Facebook posts
Newspaper, Magazine and newsletter travel
stories
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Bio

Motivations:

Linda is a Digital Marketing executive who takes
six personal trips a year for family visits and
holiday vacations. She and her husband are still
working but plan to retire in two years and will
have more time for travel. They have a “bucket
list” of places they would like to visit and take a
major vacation every two years. They really
enjoy traveling internationally and many times
travel with friends. They never use travel
agencies preferring to do all their research and
booking on-line.

Price
Comfort
Convenience
Speed
Experience

Likes when traveling

Yelp: https://www.yelp.com/

Outdoors: hiking, biking, beaches, skiing. Golf
Food: regional menu, fine dining, healthily
Culture: learn about history and traditions,
museums, fine art, theater

AARP: http://travel.aarp.org/

リンダ・ブラウン
大手グローバル企業
の役員

発見

"We're planning a trip to Japan and wish
to discover the best area to visit, one that
provides a rich cultural experience,
fabulous scenery and opportunities to
taste local cuisine."

Goals when booking travel:
AARPの旅行雑誌で出羽三山と山形

60
To spend less time booking
travel
市に関する記事を見つけた。
その内
Female
To narrow options quickly
容は、北日本の文化、料理、景色を探
Digital marketing executive
Married, no children訪したいという私の欲求に応えるも
Greater New York City area
のだった。 Frustrations:
College graduate

肯定的

AGE
GENDER
WORK
FAMILY
LOCATION
EDUCATION

Adventurous

Digital savvy

Limited time

Curious

配偶者の有無: 既婚
子供: なし
仕事: ITマーケティング

60歳
居住地：ニューヨーク市近郊
Brands used in research:
月収：12,000ドル
TripAdvisor: https://www.tripadvisor.com/
Lonely Planet: https://www.lonelyplanet.com/

計画

満喫

Expedia: https://www.expedia.com.my/

学歴: 大卒
休暇: 冒険心を満たし、異文化に触
れる旅行

共有

KAYAK: https://www.kayak.com/mobile

Get inspiration for trips from
Friends
Facebook posts
Newspaper, Magazine and newsletter travel
stories

1日目の夜、私たちは美味し
い食事を堪能し、
フレンドリ
ーな人々と出会った。

Too much time spent booking - she's busy!
Digital savvy and gets frustrated easily.
Lack of or confusing information.

多くの情報と写真に接して、山形の
観光名所すべてに魅了されるよう
になった。

美しい自然、
フレンドリーな人々、豊かな
文化――たくさんの幸せな経験を伝える
写真をInstagram、Facebook、Twitterに
投稿した。

山形市では、良質な土産品を
購入できる店はあまり見当た
らなかった。

中間的

TripAdvisorのユーザー・コ
メントは好意的だったが、出
羽三山と山形市に関するコ
メントは少なかった。

食事の楽しみはコミュニケ
ーションが原因でいくぶん
損なわれた。

冒険心を拠り所に多くの選択肢を調べて、
さ
まざまな文化的アトラクション、景色、食事を
盛り込んだ旅行プランを作成した。

日本滞在時のガイド役を務める
アプリを探したが見つからなか
った。GoogleマップとYelpがそ
の役割を担うしかない。

次に、山形県の観光名所を探訪する
拠点として最適な場所を決めたいと
考えた。
しかし、
その選択の手段は十
分に組織化されていなかった。

否定的

予約を行った。非常に多くの選択
肢が存在し、TripAdvisor のやるべ
きことのトップ10に出羽三山は入
っていなかった。

図 5: リンダの休暇体験

数時間にわたる調査の末、旅行プ
ランは固まりつつあったが、観光
名所の予約に苦労した。十分に価
値があると思えるパッケージ化さ
れたプランは存在しなかった。

コミュニケーションと交通
機関には苦労した。運行ス
ケジュールが複雑で英語
が通じないためだ。

詳しく調べていくと、当惑する事態に陥った。
鶴岡と出羽三山との間で混乱が生じていた。
この2つは関連しているのか？ここに滞在する
必要はあるのか？

TripAdvisor、Yelp、
ブログにレビューを
載せ、旅行の抑制因子として言葉と標
識を挙げた。

IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ

重点分野のサマリー

ジャーニー・マップの例から見てとれるように、
この例の登場人物であ
るリンダは良い体験もしたが（緑の部分）、訪問先のさまざまな場所で
苦労も味わっている。彼女の旅行を4つの段階に分けると、山形市、山形
県、さらには東北地方全体の観光における重点分野としてSCCチーム
が提言を行う方向性が示唆される。
観光事業のトピック

重点分野

誰が訪れるのか

ターゲット市場の定義

訪れる理由は何か

山形のマーケティング

訪問時に何をするか

体験型ツアー

旅行前と旅行中にどのようにして情
報を得るか

情報の提供

訪問中の旅行者に対する最適なサ
ポートは何か

観光インフラ

以下、
トピックを1つずつ考察、分析し、
これらの分野が引き出された
論理的根拠を探る。

A. ターゲット市場の定義

調査で明らかになった最初の分野は、観光名所と観光事業は多岐に
わたっているということである。ポートフォリオとして捉えれば、異な
る種類の観光客を誘致しうるとSCCチームが考える、以下に示すい
くつかのテーマが存在していた。
• アウトドア/自然/冒険
• 宗教/スピリチュアル/文化
• 食べ物/食事
• 歴史
観光名所のマーケティング、宣伝、ポジショニングで欠けていたと思わ
れるのは、観光名所の独自の価値を表現するときにターゲット層のセ
グメント化を使用しなかったことだ。
それぞれの観光名所は、東北の
他の観光要素とは無関係に単独の場所として宣伝されていた。
さらに
懸念されるのは、観光客を想定して
「インバウンド
（実際には訪日外国
人観光客）
」
という一般用語を使う観光名所と観光組織の問題だ。
この
用語が、観光名所や観光組織で大きく異なる属性に分類されているこ
とが判明している。
さらに、
「インバウンド観光客」の定義と属性は、
タ
ーゲット市場が明確に定義されていること、持続可能な収益をもたら
していること、
または顕著な成長パターンが見られることを示す証拠
（データ）によって裏付けられることはほとんどなかった。
「インバウン
ド観光客」セグメントの経済的側面は明らかに未知のままである。
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B. 山形のマーケティング

前述の調査結果も踏まえて、観光名所のほとんどは知名度が低いと
SCCチームは感じていた。一般的なインターネット検索や旅行のWeb
サイトやアプリの検索では、観光名所を正確に特定すれば概してうまく
いく。一方、山形の観光名所や訪問理由が自然に目に触れることはほと
んどない。SCCチームは、山形を旅行先として際立たせる、
まとまりのあ
るメッセージや分かりやすいメッセージがないと感じた。

C. 体験型ツアー

ほとんどの名所が単独で優れた観光客体験を提供してきたが、1つの
名所だけで世界の観光客を地域に呼び込むことは不可能である。調査
で明らかになったことは、通常はテーマに沿って複数の名所を集約す
ると、観光客がその地域を訪れる可能性が高くなるということである。
一般的なテーマで異なる名所とロケーションを簡単にまとめることが
できる
（例えば、
「侍」
というテーマで霞城公園と居合道体験をまとめた
り、
「グルメ旅行」
として飲食関連の体験全体をまとめることができる）。
単独のマーケティングまたは広告活動を行うだけで、さまざまな名所
を 1 つの旅行プランにパッケージ化していないことは、
この地域にとっ
て弱点と見られる
（必ずしも
「パッケージ・ツアー」にするということで
はない）。それぞれの名所は独自に努力を払わざるを得ず、ほとんど他
の名所とは目隠ししたままでの競争のような状態であった。

D. 情報の提供

外国からの観光客がこの地域を訪れることはまれのようであり、翻訳
や情報の活用のために投資することは重視されていないと思われ
る。名所についての多言語表示の管理や、実際に観光客が情報をや
り取りできる手段に課題があることは明らかである。
しかしSCCチー
ムの観察によれば、地域全域でインターネットの接続性が良好なこと
は優れた点であり、
スマートフォンの普及などにより多くの技術的障
壁は取り除くことができる可能性があると考える。海外からの観光客
が安心して旅行する上で外国語表記がないと困るものには、次のよ
うなものがある。
• バスの時刻表
• 交通機関についての利用者向けの説明
• レストランのメニュー
• 社会的慣習に関する情報
• 総合的な旅行計画に関する詳細情報
これらがないことによる障壁は、かなり経験があるたくましい観光客
を除いては、観光客としての満足度や再訪のチャンスを妨げることに
なりかねない。
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E. 観光インフラ

山形エリアで、観光事業について誰が主導的であるか、
コラボレーシ
ョンをどのように進めるか、
または誰が「所有」
しているのかを明確に
見極めることは困難であった。SCCチームの観察によると、観光名所
と現地の地区はそれぞれ個別に機能している場合もあれば、観光業
者が複数の観光名所を1つにまとめて連携させる構想を抱いた場合
もあった。ただし、観光業者には、旅行目的地管理計画を作成するた
めの資源またはそれを引き受ける姿勢のいずれかがなかった。いく
つかの面で旅行業界にも協働に向けての積極的な兆候が見られた
ものの、いざそれを提示しようという段階になると、業界の1セクター
内での話となってしまいがちであった（例えば、複数の旅館で優待プ
ログラムを作成するとしても、地域の他の観光名所と連携することま
ではしていない）。
山形エリアに居住する地元の人は、観光名所がどのくらい知られてい
るかについての知識は少なく、
また実際に足を運んだ体験が少ない
と言える。地元住民との面談でも、山形の観光名所を訪れていないこ
とがしばしば明らかになった。その結果、観光客を引き受ける姿
勢、SNSなどの口コミによるマーケティング、事業者以外の名所案内
スタッフが育っていない。

された各エリアにも注意を向ける必要はあるものの、それらを地域
の重要な経済活性の推進力とするには、総合的に認知度の向上と観
光事業への投資を引き上げる必要があると感じている。

日本における観光の成長のための国家戦略

日本政府は、観光を今後10年の経済成長におけるさらに大きな原動
力にすべきであると宣言している。そのビジョンは「世界が訪れたく
なる日本へ」
である。
これを実現するために、
日本政府は次の3つの視
点をビジョン・ステートメントとして提示している。
• 観光資源の魅力を極め、
地方創生の礎に
• 観光産業を革新し、
国際競争力を高め、我が国の基幹産業に
• すべての旅行者が、
ストレスなく快適に観光を満喫できる環境に

これらのビジョン・ステートメントは、SCCの提言の有効性にとって大
きな意味がある。ただし、当提言は、SCCチームのリサーチと調査の
過程で得られた証拠に基づいて作成されたことに注意することが重
要である。政府戦略からトップダウンで選択されたものではない。

特定された各エリアで、観光に関する活動が個別に進められている
なら、観光客が山形とその周辺域について十分に理解するにはかな
り苦労することになりかねない。要するに、本当に熱心な旅行者しか
山形に辿りつくことはできないと思われるのだ。SCCチームは、特定

B. 提言の中長期計画
重点分野

提言
観光市場のセグメント化と数値化

ターゲット市場の定義
（誰が訪れるのか）

1.1

山形のマーケティング
（訪れる理由は何か）

2.1 山形ブランドの構築
2.2 山形ブランドの展開

体験型ツアー
（訪問時に何をするか）

3.1 体験型ツアーの構築
3.2 体験型ツアーの認知

情報の提供
（旅行前と旅行中にどのようにして情報を得るか）

4.1 デジタル・ヤマガタの開発
4.2 デジタルを駆使する観光客のサポート
4.3 評価/チェック/改善の実施

観光インフラ
（訪問中の旅行者に対する最適なサポートは何か）

5.1
5.2
5.3
5.4

共通の目標に向けての協力
アンバサダー（観光ボランティア）
・プログラムの開発
山形を旅する際の言葉の壁を取り除く
観光名所の見直しと活性化

IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ
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提言の概要
提言

活動の概要

1.1 観光市場のセグメント化と数
値化

•

海外からの観光客に対する国/地方/地域ごとの行政戦略と予測される成長数を調査する。明確な成長戦
略を構築して、潜在的な各観光客セグメントの訪問の確率、滞在期間、および総支出における差異の可能
性を認識する。

2.1 山形ブランドの構築

•

利害関係者への調査を実施して、山形と東北の魅力をどのように組み合わせて対象の観光客セグメント
に提供する必要があるかを検討する。
山形/東北を旅行先として選択してもらうための、特別で独特でお得な要素を盛り込んだ独自ブランドを
構築する。
旅行業界団体、観光名所の事業者、学識者、行政団体、観光客代表、および専門ツアー・オペレーターで関
係者代表を構成する。
主要な観光客向けの観光都市や体験の補強として、山形旅行に適したブランドを作成する。提案に上がっ
た観光客の出発国でそのブランドを国際的に売り込む。

•
•
•

2.2 山形ブランドの展開

•

山形ブランドの定義に基づき、
ブランドの販促手段、認知向上の手法、およびブランドのガイドラインを策
定する。

3.1 体験型ツアーの構築

•

観光名所/資産をカタログ化して、それぞれの潜在的な観光客セグメントに合わせて調整する。交通、宿泊
施設、地理、適したシーズン、その他の関連したトピックを、体験型ツアーの定義の一部として組み込む。
名所の事業者および渉外スタッフとテーマの採用を進める。

3.2 体験型ツアーの認知

•

総合的な山形ブランドと組み合わせるものとして、
さまざまな観光客セグメント向けのテーマを定めた体
験を作成する。
テーマを定めた体験型ツアーの内容と販促を策定し、デジタルの手法でどのようにパッケージをサポート
するか方法を計画する。
第三者組織に認知度向上を支援することに関わってもらい、体験型ツアーの採用に向けてすべての関連
団体との連携を図る。
有識者グループや学識者の支援を得て、テーマで欠落している内容（体験型ツアーに組み込んでまとめ
上げられる歴史、地質学、植物学、地理学など）を明確にし構築する。

•
•
•

4.1 デジタル・ヤマガタの開発

•
•
•
•

国内で最先端の観光客向けデジタル地区になることを目指す。
既存の発展しつつあるデジタル化サービスを基礎として構築し、
さらに複数の団体が多様な目的で情報
を追加したり使用したりできるオープン・データを中心として、旅行用のデータ基盤を開発する。
双方向性はデジタル・ヤマガタの設計の核となる。正規のデータをまとめる活動だけでなく、ユーザーが
作ったコンテンツも、すべての観光客関連地理位置情報でデジタル・プレゼンスを発揮させる。
観光客の数、観光名所の多様性、ユーザーが作ったコンテンツの量、およびデータ更新の頻度に合わせて
拡張できる、持続可能なデータおよびアプリケーション基盤を計画する。
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提言

活動の概要

4.2 デジタルを駆使する観光客
のサポート

• 観光客の期待に応え、観光客向け資産のデジタル化の背景となる新手のサービスとアプリケーションを
作成する。
• 観光客が山形エリアの旅行について知り、計画し、移動して楽しむときに、エリアの魅力とメリットを認知
するように支援するサービスを通してデータを公開する。
• 観光客の旅行先選択の意思決定のためのサービスに十分配慮し、現在の傾向と予想されるトレンドを最
大限に活用する。

4.3 評価/チェック/改善の実施

• 観光客、観光名所、地域住民、およびマーケティング活動をカバーするデジタル化のためのインフラを使
用することで、すべての観光事業体（および観光客）は、エコシステム全体にわたる活動やトレンドを把握
することができる。
• 報告と予測分析を使用して、山形では毎日の業務をネットワーク経由で単一分析フレームワークの戦略計
画に結合させることができる。

5.1 共通の目標に向けての協力

• すべての観光事業体が戦略的成長計画に賛同してそれに歩調を合わせており、協働したプログラムが確
立されていることを確認する。
• 相互のスタッフ育成機会と、旅行、観光に関するアイデアと情報の基礎レベルでの交換を奨励する。

5.2 アンバサダー（観光ボランテ
ィア）
・プログラムの開発

• 統合され、データにより支えられている、地域住民と旅行業者スタッフの研修プログラムを策定する。
• 観光名所案内スタッフと主導的な地域住民に、地域の観光名所/体験を積極的に支援して宣伝するように
奨励する。
• 有識者グループ、学識者、および専門家に、研修プログラムの策定への参加を推進する。

5.3 山形を旅する際の言葉の壁
を取り除く

• 外国からの観光客にとっては、山形旅行の移動と計画のどちらも困難である。言語は移動の際に必要な要
素の 1 つにすぎないが、デジタル・ヤマガタを賢く利用すれば一般的に遭遇する多くの状況には簡単に対
応できると考えられる。
• 説明、案内、予備情報などを、
アンバサダーからの的確な情報とモチベーションを高めるサポートと組み
合わせて提示することは、観光客の安心感を高め、体験の幅を広げることに貢献する。
さらには観光客の
支出や情報・体験共有も促進する可能性がある。

5.4 観光名所の見直しと活性化

• 観光客の期待に応えるために、一部の観光名所にはいくらかの改修が必要である。
さらに一部の名所は、
第一印象やシェアされた時の印象をよくするために清潔感を高めることができる。
• ほとんどの名所では、それぞれの歴史、背景、体験内容などをさらに知ってもらうために、情報テクノロジ
ーを駆使すべきである。先進テクノロジーにより提供される多言語、多テーマの地理位置情報ベースのデ
ジタル・ヤマガタを使用することで、ほとんど追加のコストをかけることなく旅行をさらに充実したものに
できる。

提言の中長期計画

提言の多くには、多数のアクションがある
（例えば、デジタル・ヤマガ
タの提言は多くの取り組みで構成されている）。取り組みは長期的な
ものと短期的なものがあるが、それぞれが独自の依存性を持ってい

る場合がある。次の図表はプロジェクトのスコーピング（規模の計
算）なしの提言の概要で、SCCチームが提言に基づく作業の開始を
山形市に提案する時期を大まかに示している。
さらにこの図表は、
提言の間にあるいくつかの依存性を強調している。

IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ
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1.1 観光市場のセグメント化と数
値化
2.1 山形ブランドの構築
2.2 山形ブランドの展開
3.1 体験型ツアーの構築
3.2 体験型ツアーの認知
4.1 デジタル・ヤマガタの開発
4.2 デジタルを駆使する観光客の
サポート
4.3 評価/チェック/改善の実施
5.1 共通の目標に向けての協力
5.2 アンバサダー（観光ボランテ
ィア）
・プログラムの開発開発
5.3 山形を旅する際の言葉の壁を
取り除く
5.4 観光名所の見直しと活性化

図6
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この図表で注目すべきいくつかのキー・ポイントは次のとおりである。
•

•

デジタル・ヤマガタ
（4.1）はすぐに開始でき、かつ開始する必要があ
る。実際に、デジタル情報共有網を開発してそのエリアに備えると観
光事業以外にもメリットがある。その主要なもののひとつは地域住
民の関与である。観光事業とはすべての地域住民が関わるものであ
り、地域住民に対して行われるものでも、地域住民を代表して行われ
るものでもない。地域住民の貢献は、山形のコミュニティーと住民に
とっての強力な推進力となる。デジタル観光事業は避けられないも
のであり、それを採用することで観光客も観光事業の貢献者も同じよ
うに、インタラクティブでコラボラティブな体験ができるようになる。
デジタル化された資産と情報は簡単に再利用できるためエコシステ
ムの拡大に貢献する。
またこれらを使って開発される新しい商品や
サービスにより、国際的な観光客のテーブルに山形の指定席が設け
られることになる。
市場のセグメント化（1.1）はすぐに着手することが必要である。
これ
は現在存在しておらず、残りの提言のほとんどには、強力で明確か
つコミュニケーション可能なターゲット市場が必要である。
プロジ
ェクト・コストの正当化は、予想される利益に照らしてのみ行うこと
ができ、利益を算出する唯一の信頼できる方式は、現在の観光客数
と潜在的な観光客数によるデータと証拠に基づく評価である。利益
の算出は、観光名所の変更、新たな観光客のための取り組みの出
現、およびテクノロジーにより観光客の予測が変更されたり強化さ
れたりするときに、定期的に見直したり拡張したりする必要がある。

•

対象セグメントの明確化は山形ブランドの構築に役立つ（2.1）。
ブランドを観光名所とテーマの評価に結び付けることは、体験型
ツアーの構築に役立つ。
これらが構築されて宣伝できるようにな
れば、観光事業体、名所の事業者やスタッフ、有識者グループ、業界
専門家、学識者、およびアンバサダーの間の確立された協働関係
を利用し、複数の「デジタル・レンズ」により、観光客は山形の多く
の素晴らしい特長を見つけ、楽しみ、
自ら宣伝するようになる。

すべての提言が同等というわけではない。いくらかの依存性はあるが、
そ
れぞれの実施の難易度や予期される利益のレベルは異なっている。注目
すべきひとつの点は、実施が困難なのに価値の低い提言はない、
という
ことである。すべての提言はかなりの価値があると考えられるが（実際に
ほぼすべてが高価値と思われる）
、難易度の幅はある。一部の提言の相
関的な性質を組み合わせるということは、短期予算とプロジェクト管理に
関して何らかの注意深い考慮が必要であることを意味する。
提言 1.1、2.1、および4.1は特に注意を向けるべきである。
これらはすべて
基礎的な提言であるが、実施の難易度が高い提案の一部である。ただ
し、
これらは間違いなく、山形市、山形県、および東北地方を国際的に認
知された旅先とする点で、かなりの価値があると感じられる。

4. 提言
重点分野 1 – ターゲット市場の定義

IBM SCCチームは、山形市は市場セグメント化戦略を策定する必要
があると確信している。すべての観光客は異なっている。それぞれの
観光客はさまざまな旅行先と活動に引き付けられる。
さまざまな娯
楽施設を利用し、休暇中の経験について不満をこぼす可能性もある。
すべての観光客はそれぞれ異なっているが、相互に似通っている人
たちもいる。観光業界でそれらの観光客を一人ひとり満足させること
は到底できないため、市場セグメント化が必要なのである。
市場セグメント化の利点は、旅行目的地を特定のグループのニーズ
に特化させ、そのグループを最も満足させられるということである。
そのようにすると、次のような理由から山形市は競争上の優位性を
得られる。
• グローバルに存在する幅広い市場から、
同じ市場セグメントに特
化した旅行目的地（例えばすべてがエコツーリズムという旅行目的
地）へと、競争相手を低減できる可能性がある。
• 高いコストをかけてあらゆるものをすべての人に提供しようとする
代わりに、限定された範囲の中で商品の質を向上させることに投資
を集中できる
（例えば、
ファミリー層の旅行目的地には夜の娯楽の選
択肢を増やす必要はほとんどない）。
• マーケティングの強化により、
対象セグメント向けに最も効果的な
メッセージの作成や、そのメッセージを最も効果的な伝達手法（例
えば『National Geographic』や他のエコツーリスト向けの自然科学
雑誌への掲載）
で伝えることによって対象に焦点を絞った活動がで
きる。
• 個人のニーズに合う旅行目的地で休暇を楽しんでいる観光客は、
滞在の満足度が高くなる可能性があり、結果としてその旅行目的
地を再訪したり、好みが同じ友人に宣伝したりしてくれる。
観光客は1パターンに収まるわけではない。市場セグメント化はその
相違を扱うための戦略的ツールである。
これは競争優位性の機会を
知るために、調査員や旅行業界によって幅広く用いられている。山形
市は将来のインバウンド観光客ターゲットの目標を、市場機会をリサ
ーチし、独自の観光客セグメント化計画を策定することで満たすこと
ができる。

成功のためのセグメント定義:
•
•
•
•
•

計測可能である
（規模、購買力、セグメント・プロファイルに基づく）
実体がある
（投資が利益を生むには、そのセグメントに十分な観光
客がいる必要がある）
アクセスしやすい（簡単にリーチできる）
差別化できる
（他とは異なる独自性がある）
対応できる
（有効なプログラムとキャンペーンを開発できる）

山形市は、最も関わりやすいセグメントをターゲットにすることで、
より効果的なブランド戦略とマーケティング戦略を策定できる。
セグメント化は次に基づいて行う必要がある。
• どの旅行者が山形市ブランドに最も良く反応するか
• 何が旅行者のニーズや意欲に最も働きかける要因か
• 旅行者は旅行プラン策定サイクルのどこにいるか
• 規模や市場シェアなどの、
主要業績評価指標（KPI）
と関連する数値
化可能な特性は
• 対象ターゲットのペルソナ
（プロファイル）識別の容易さ
• ターゲティングの実現可能性
（財務、
リソース、実務上の考慮事項
に基づく）、およびセグメントの一貫した成長の可能性
（データの豊富なWebサイトを調査して追跡することで）各セグメン
トの購買行動を理解し、
プロファイルを策定することが重要である。
• まずブランドの本質を研究して、
ブランドの強みと弱みを評価する
ところから着手する。
• 焦点を当てるターゲット・グループを特定するためにセグメント化
する。
• 1次ターゲットと2次ターゲットを特定する。
• ブランドの特性、
ポジショニングを確立する。
• 意味深い方法でブランドと関わる動機付けを観光客に与える。
対象者、つまり観光客をセグメント化したら、インフルエンサー（影響
を与える人）、
ブランド・アンバサダー（ブランドを体現する人、例えば
市長）、エバンジェリスト
（ブランドの伝道者）、
アドボケイト
（ブランド
の代弁者）
も特定する必要がある。
これらの個人またはグループと協
業すると、
ブランド活性化効率が最大化され応答率が高まる。
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セグメント化による有効な活性化の促進

ブランド管理効率を最適化し、競争上の優位性を達成/維持し、
より多
くの観光客を増やすには、
ブランドのセグメント化、
メッセージング、
および活性化の間での調整が必要である。
ブランドのセグメント化を正常に実施し、それを活性化していくこと
で以下が向上する。
• 認知度の向上
（顧客の思考の先頭に位置付けられる）
• ブランドの好感度
• ブランドの購入
最良の顧客（観光客）を特定することで、その顧客（観光客）
との関係
性を築くための最良のメディアとメッセージを特定できる。
マーケティング活動を計画するときは、セグメントに留意しながらマ
ーケティング戦略に含める要素を決定する必要がある。
これは、マー
ケティング活動と手段の適切な組み合わせが、顧客（観光客）の行動
に密接に関連しているためである。
市場のセグメント化と差別化された価値提案の構築は、マーケティン
グ戦略における最も強力な2つのツールである。
これにより、
どの顧客
（観光客）
ターゲットが最も高い利益を生み出すかが明確に示され、
最良のリーチおよび関係性の確率方法をより的確に把握できる。
顧客（観光客）がセグメント化されていれば、セグメントの特徴に合わ
せてブランドを活性化することができる。
ブランドの活性化には、市
場でブランドに命を吹き込むことが必要である。
これは、すべてのチ
ャネル機会を利用して顧客（観光客）
とつながり、顧客（観光客）がブ
ランドとの体験や関係を深めることで、
ブランドを成長させるという
ことである。

ブランドの活性化の要件:
• ブランド戦略を革新的な活動計画に変換する。
• 顧客
（観光客）
ターゲットとのより密接な市場でのつながりを発展
させる。
• 顧客
（観光客）
ターゲット活性化プログラムを実施する。
• ブランド認知度とコミュニケーション経路の活性化を行う。
• 市場開発とブランド力の効果をモニタリングする。
顧客（観光客）
との関係性を育むためには、観光者と山形ブランドと
の間に感情的または理性的な愛着、共感を確立することが重要であ
る。
これを、山形市に関連した認知や行動を作り出すことと連携させ
る。SCCチームによる観光名所の視察と利害関係者との面談では、山
形のブランド創出全体で使用できる、次のようないくつかの強力なブ
ランド・テーマが明らかになった。
• 山形は古き良き日本を体現している。
• 山形の人々は非常に友好的であり、
訪問地として安全である。
• 四季がはっきりしており、
季節ごとにまったく異なった体験ができる。
• 地元産のものや、
地元の食材や文化に由来する料理を提供するこ
とへの明らかな愛着がある。
• 温泉、
山、川、森林、田園など、
自然の美しさに満ちている。

IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ
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提言 1.1: 観光都市のセグメント化と数値化
山形市は、対象となる観光者をセグメント化し、目標達成に向けた進捗管理項目を設定した観光戦略を作成する必要がある。
範囲と期待される効果
範囲
• ターゲットをセグメント化し、それぞれの市場を数値化する。
• 各セグメントについて、休暇を過ごす旅行先として日本を選択する意思決定要因と考慮要因について調査する。
• 地域および観光名所全体で、
ターゲット市場を定義するのに役立つセグメントのためのアイデア出しのミーティングを実施する。
期待される効果
• 山形市は観光客の要求とニーズに対する理解を深め、特定の要求や期待を満たす観光サービスをより適切に設計できるようになる。
• 影響力のある市場とセグメントのマーケティング活動に重点を置いて、予算と活動の優先順位を決める。
• 他の都道府県との協働活動により強力な提供内容を作成する。
実施しない場合のリスク
焦点が絞られておらず差別化されていないマーケティング活動を実施することになる
（焦点と差別化は山形市の目標を達成するために必須である）。
提言の実行者

提言実行に必要な資源（推奨）

主体者: 山形市は「マーケティング組織」を新たに創設する必要があ
る。
これは特定の観光マーケティングのスキルと専門知識を必要とし、
おもてなし山形株式会社などのデスティネーション・マネジメント・カ
ンパニー（DMC）や他の地域との協働活動を行う。

• 「最高マーケティング責任者（CMO）」を割り当てる
（外部から雇用すること
が必要な場合もある）。
• マーケティング、デジタル、企画立案、および実行のスキルを持つ人材を雇
用またはアウトソーシングする。
• 人と予算を含む既存の観光関連資源（リソース）
をCMOの下に集中させる。

利害関係者:
• 山形市長
• 山形市商工観光部
• 山形県、やまがた観光情報センター
• 山形県、インバウンド・国際交流推進課（国際交流室）
• 仙台市文化観光局
• 各地区（出羽三山、山寺など）の観光協会
• おもてなし山形株式会社

コスト: 中
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提言 1.1: 観光市場のセグメント化と数値化
依存性

実行計画

プログラムの進捗管理をする専任チームと情報管理統括の役割を
担う部門の設置

2018-2019年
• 組織の集中化と最高マーケティング責任者（CMO）の任命の準備
• 最高マーケティング責任者の任命、組織の集中化、マーケティング組織の
設立
• ターゲットの定義とセグメント化、市場規模の数値化
• 進捗管理項目の設定
• 予算と資源の優先順位付け
2020年以降
• 進捗の検証、
ターゲットの絞り込み、組織の維持

優先度
高 – この提言項目は、山形市の観光客を増やすという目標を達成するための鍵となる。
これを達成するには、
ターゲット市場を効果的に特定し、それに
リーチするためのマーケティングの洞察力と能力が必要になる。

重点分野 2 – 山形のマーケティング

SCCチームは、
よく練られたブランド戦略があれば、山形市の認知、競
争力を効率性、効果的に高めることができると確信している。その戦略
により、山形市がコミュニケーションをとる際のガイドライン、およびタ
ーゲットとしている観光客への旅行体験の提供方法が設定される。
山形市や街の現実と、市外からの観光客が持つ市に対する期待と認
識との間にギャップがある場合は、
このギャップを埋める戦略が必要
である。人々が極端にポジティブまたはネガティブなイメージを持っ
ているかどうかにかかわらず、
どちらのシナリオも問題を引き起こす
可能性があるため、山形市は状況に対処する必要がある。例えば極
端にポジティブなイメージは失望につながる可能性があり、ネガティ
ブなイメージは見込み客が時間とお金を別の観光地に費やすことに
つながる
（ネガティブな口コミは長く伝え続けられる可能性もある）。

SCCチームは、個々の観光地が、その時々でマーケティング活動を推進
している多くの例を目にした。今こそブランド戦略を立案、活用して、そ
れらの多様な活動を連携させ、限りある資源、
リソースを最大限に活用
するときである。山形市のマーケティングに使用されている素材は、素
晴らしいものかもしれないが、
ブランド戦略がなければ、その見た目、
ストーリー性、内容の一貫性があるかないかは運任せになる。
また、個
々の観光地の担当者が、気持ちに訴えるメッセージを伝えようとコミュ
ニケーション方法を何度も変更していると、混乱が続くことになる。
ブラ
ンド戦略は、山形市が自己アピールをする方法に一貫性や分かりやす
さを持たせる理想的な方法である。
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強力なブランド戦略を策定することで、山形市は必ず以下を実現で
きる。
• 地域の人々の魅力、
信頼性、自然の美しさ、豊かな文化、精神的な遺
産といったものにおいて、独自性と競争力により一歩秀でることがで
きる。
• 古いイメージまたは不正確なイメージを一掃することができる。
• 新しいインフラ整備、
再生プログラム、
または山形市を改めて知っ
てもらうためのイベント等を促進する。
• 山形市や関係者から発信されるメッセージに、
より適切な統一感
や一貫性を持たせる。
• 山形市が示した方向性と現実のギャップを埋める。
• 組織的な方法で効率的に資源、
リソースが適用される。

ブランド戦略を策定および実施することによる利害関係者
の利点

1. 市の魅力を推進する組織・団体（商店街、観光や市の経済活性
化を担っている担当者とそのパートナー）
•	
競争優位性を推進し、主要な対象となる旅行者にリーチするため

の、目的に沿った戦略的な重点項目が提供される。

•	
山形市の評判を築き、
より良いビジネス環境を作り出すための、統

一された取り組みを展開することができる。

•	
山形らしさを作り上げ、発信するメッセージの矛盾や変化を避ける

ための意思決定の仕組みを備える。

•	
より高い投資収益率（ROI）を実現するマーケティング活動を行うこ

とができる。

•	
すべての利害関係者が一貫性のある魅力的なメッセージを発信

•

できるようにするために、地域の強みと独自性を把握することがで
きる。
商品やビジネスを開発する機会を提供することができる。
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2. 市外からのお客様や旅行者
•
•
•
•
•

信頼を高め、不安を減らすことで安心感を与えることができる。
消費者の心に明確で価値のある差別化要因を確立することが
できる。
選択する際の時間と労力を抑えることができる。
お客様のニーズや希望を叶えることができる。
お客様に気づいてもらえる付加価値と利点を提供することが
できる。

3. 山形市のコミュニティー
•

•
•
•
•

その存在の全て、
または一部を、山形市の評判とイメージに依存し
てしまっている組織を支援するために、統一的な重点項目を設け
ることができる。
古い、適切でない、
または偏った認識を是正することができる。
利害関係者の収入、利益率、および税収の向上につながる。
才能のある人を魅きつけ、採用し、つなぎとめる力が向上する。
市民の誇りが高まる。

ブランド戦略は、
山形市のマーケティング投資と都市紹介の有効性と
効率性を高め、
多様な利害関係者に多くの予期しない利益をもたらす。
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提言 2.1: 山形ブランドの構築
山形市は、
ブランド・アイデンティティーが、現在、断片的になってしまっていることを認識し、適切な協議により山形の差別化に役立つブランド戦略を
策定する必要がある。
範囲と期待される効果
範囲
• すべてのマーケティングの取り組みにおいて共通ブランドの採用を奨励する。
• 山形ブランドを開発し、市場セグメントをターゲットとする多様な地域資産を調整する。
• 山形ブランドをターゲット市場に紹介するための効果的な、その魅力を伝えるための体験談やエピソードといった“物語”（ストーリーテリング）を競
うようなコンテストを企画する。
期待される効果
• 山形を差別化して売り込むことができる。
• マーケティング活動の効果を向上させ、目標をより早く実現できる。
• 地元の人や地域にやる気、モチベーションを与えることができる。
実施しない場合のリスク
観光客に認知されず、山形を他の地域と差別化できない。そのため、観光客の数を増やして特定の目標を達成することが一層難しくなる。
提言の実行者（提案）

提言実行に必要な資源（推奨）

主体者: 山形市、最高マーケティング責任者

• ブランド化のための最高マーケティング責任者
• ブランディング専門家（外部から招くかアウトソーシングすることもできる）
• マーケティング・スペシャリスト
（可能であれば、
ストーリーテリングの力や
スキルがある、
ターゲット市場出身の外国人）

利害関係者:
• 山形市長
• 山形市商工観光部
• 山形県、やまがた観光情報センター
• 山形県、インバウンド・国際交流推進課（国際交流室）
• 仙台市文化観光局、局長
• 各地区（出羽、山寺など）の観光協会
• おもてなし山形株式会社
• 山形県の他の観光利害関係者

コスト: 設計と実装に中程度
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提言 2.1: 山形ブランドの構築
依存性

事項計画

• 予算または資金調達（あるいはその両方）
• 複数の組織間の複雑な関係とパワー・バランス
• 適切なスキルの獲得

2018-2019年
• 最高マーケティング責任者の任命とマーケティング組織設立の準備
• 最高マーケティング責任者の任命、組織の集中化とマーケティング組織設立
• 山形の資産価値の評価と山形ブランドの構築
• ターゲット市場に訴求できるストーリーを作成し、デジタル・プラットフォー
ムを含むすべてのコミュニケーションとそのチャネルで宣伝
2020年以降
• ブランド構築の進捗の追跡と評価

優先度
高 – この提言は、山形ブランドの認知度を高めるために重要であり、
ターゲット市場のペルソナ
（特徴）に合致したストーリーが必要である。

SCCチームは、観光名所の資産とその地域の人々の組み合わせが、
特別な「観光客が求める」
ものを表現していると強く感じた。SCCチー
ムが特定したテーマは、観光客が山形を考慮すべき理由についての
強力なメッセージとなった。
また、SCCチームは、山形または東北のどちらであっても、東京、大
阪、京都といった主要観光地とは競争できないと感じた。競うのでは
なく、山形は何か特別であり、異なるものを提供する観光地と見るこ
とができる。一例として、チームは例えば右のようなブランドを作成し
た—「山形、あなたがまだ知らない日本」。小見出しは、地域のユニー
クな要素を紹介しており、
この未知の都市を訪れる欲求を強める。

友好的

山形

文化的

スピリチュアル
オーセンティック
（本物,感）
自然

図7

あなたがまだ
知らない日本
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SCC チームは、海外からの観光客が時々直面する移動とインフラの問
題の存在を認識することが重要だと感じた。ただし、多くの場合にマイ
ナス要素として見られることもプラスのきっかけとして利用することが
できる。
ここで、先ほどの例えで出したブランドは、試してみることの本
質とこの地への訪問により得られる報い、
リターンを示唆している。

地元の味覚を
楽しもう

山形

あなたがまだ
知らない日本

新しい友達を
見つけよう

山形

図8

あなたがまだ
知らない日本

続く例では、試してみることをきっかけとして使用しており、潜在的な報
いについてより具体的に言及している。
このようなアプローチは、
テーマ
に沿った旅行プランや体験の要素をつなぎ合わせるのに役立ち、観光
名所やそこで働く人々に共通の視覚的アイデンティティーを提供する。

屋外に出よう

山形

あなたがまだ
知らない日本

悟りを開こう

山形

あなたがまだ
知らない日本
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提言 2.2: 山形ブランドの展開
山形市は、山形ブランドを宣伝するためのマーケティングとデジタル戦略を作成し、適切なメッセージを適切なターゲット
（観光客）に提供し、その成果
をモニタリングする必要がある。
範囲と期待される効果
範囲
• 各観光名所についてセグメントごとにマーケティングが差別化されていることを確認する。
• デジタル資産を全セグメント対象としたものとし、
それらのセグメントが1つのブランド・イメージに向かっているように改良する。
• ターゲットを絞ったマーケティングとその効率的な実行により、世界レベルでの存在感と認知度を築く。
期待される効果
• 適正なターゲットでのブランド認知度が最大化される。
• メッセージが適正なコストで国際的に発信される。
• マーケティングの投資利益率（ROI）が最適化され、向上する。
実施しない場合のリスク
市場認知度の向上、適正なマーケティング活動、ROIの最大化、および指定された目標の達成のいずれも実行、達成できない。
提言の実行者（提案）

提言実行に必要な資源（推奨）

主体者: 山形市、最高マーケティング責任者/最高デジタル責任者

• 最高マーケティング責任者
• 戦略を構築するマーケティング専門家
• デジタル・マーケティング戦略の構築および適正な認知度の獲得のため
の、デジタル・マーケティング責任者および専門家
• デジタルに慣れ親しんだミレニアル世代の、デジタル・スキルを持つマー
ケティング専門家

利害関係者:
• 山形市長
• 山形市商工観光部
• 山形県、やまがた観光情報センター
• 山形県、インバウンド・国際交流推進課（国際交流室）
• 仙台市文化観光局、局長
• 各地区（出羽、山寺など）の観光協会
• おもてなし山形株式会社
• 山形県の他の観光利害関係者

コスト: 人員の雇用と、サーチ・エンジン・マーケティング (SEM) などのデジタ
ル・テクノロジーの導入に中程度。
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提言 2.2: 山形ブランドの展開
依存性

実行計画

• 予算または資金調達（あるいはその両方）
• 適切なスキルの獲得

2018-2019年
• 最高マーケティング責任者の任命とマーケティング組織設立の準備
• 最高マーケティング責任者の任命と組織の集中化
• マーケティング・セグメント用のマーケティングおよびデジタル戦略の構築
• デジタル・テクノロジーを活用したマーケティング戦術の実行と、国際市場
に対応した適切な投資利益率 (ROI) の達成
2020年以降
• マーケティング戦略の見直し
• 戦略と実行の追跡と評価

優先度
高

重点分野 3 – 体験型ツアー

山形ブランドの策定と市場セグメント化の実行が軌道に乗った後の
次なる重要なステップは、インバウンド観光客を引き付ける体験型ツ
アーを考案することである。SCCチームは、山形には周知させれば日
本の他の主要観光地域との差別化ができる、5つの独自の資産 - 地域
住民、
自然、文化、料理、気候 - があると確信している。
JNTOなどの調査が示すところによると、周遊・冒険旅行を好む旅行者
のセグメントは、山形県でできる観光やソフト・アドベンチャー体験を
求めている大きな市場である。
このセグメントの旅行者は、教育水準
が高く
（大学教育を受けた割合が標準よりも高い）
、平均的な世帯所
得を上回っているグループである傾向がある。
よいニュースとしては、
海外の観光客による人気度では、
日本はリストのほぼ最上位に位置
している。
リサーチでは、
日本の観光産業は右肩上がりの成長曲線に
あることが示されている。山形市はこの急成長する市場を最大限に活
用し、
日本の他の地域と競争し、観光を持続可能な方法で成長させる
ために、革新的かつ費用対効果の高い方法を模索する必要がある。

SCC チームは、体験型ツアーの重点分野における成功のかぎは、
「デジタル・ヤマガタ」の開発にあると考える
（重点分野4）
。現時点
では、山形市と山形県はインバウンド観光客にはあまり知られてい
ない。
デジタル・ヤマガタというコンセプトの導入は、周遊・冒険旅行
好きの旅行者へのリーチのための最もコスト効率のよい方法である。
体験型ツアーを考案するプロセスには、観光客のニーズと需要を考
慮に入れるべきであり、一般に次の観点で定義される。
• 観光名所
• アクティビティー
• アクセス
• 宿泊施設
• アメニティー
観光名所は、山形の観光の潜在力を評価する際に考慮する必要があ
る主要な要素である。山形県には、エンターテイメントやレクリエーシ
ョンの施設を含め、多くの風光明媚な自然、文化、遺跡の名所がある。
名所と移動手段を組み込んだパッケージを策定すると、観光客は満
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足のいく体験ができるようになる。名所間の移動が容易であると、観
光客はすべての地域で必ず見どころを見て回る機会を持つことがで
きる。
アクティビティーは、その地域を訪れた人にとって興味深い体験や楽
しい体験となる。
アクティビティーにより旅行は変化に富んだものと
なり、
より楽しい訪問になる。ただしこれは観光名所の置き換えには
ならないということを理解しておくことは大切である。考慮できるいく
つかのアクティビティーとして、
ショッピング、ハイキング、
イベントな
どがある。
観光客が実際に訪問するための要件には次のものがある。
• 安全で便利な公共交通機関
（特に海外からの観光客にとって）
• はっきりとした標識があり適正に管理維持されている道路
• 駐車場設備
• 交通機関と名所を結ぶ手段
• 駐車場から特別イベントやフェスティバルなどのアクティビティー
会場までの公共交通機関
• 安全な徒歩や自転車での移動
宿泊施設は、食事や温泉サービスなどのさまざまなニーズを持つイ
ンバウンド観光客にとって重要である。それらの観光客はまた、名所
やアクティビティーにさらに出費する可能性が高い人たちである。山
形の宿泊施設のスタイルと質の多様性は、観光客にさらにお金を落
としてもらうための重要な手段となる。
アメニティーとは、ビジター・インフォメーション・センター、通信、道
路、飲料水、公衆トイレ、
ごみ箱、標識、公園のベンチなど、観光客がま
だその場所を訪れていないとしても、あることを当然と見なすサービ
スのことである。
山形で名所があってもアメニティーがないのであれば、観光客からの経
済的利益を最大化できる見込みはない。一方、名所なしでアメニティー
を設置する旅行目的地は、観光客が来ないために挫折することになる。
SCCチームは、以下にリストする分野で体験型ツアーを検討すること
を推奨する。観光客の言語でコンテンツが開発され利用可能であれ
ば、観光客にかなりの満足を与えることができる。
これこそデジタル・
ヤマガタが観光客に豊かな体験を保証できる点である。
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エコツーリズム・ツアー

山形の広大な田園地域は、エコツーリズムに最適である。一般的にはソ
フト・アドベンチャー観光のカテゴリーに入ると考えられているエコツ
ーリズムは、旅行の一形態であり、未開発、自然、および文化的に重要な
地域を、あるがままに体験したいという願いを持つ冒険者が探検すると
いうものである。エコツーリズムでは、最小限の設備や最低限の宿泊施
設を使い、文化や環境に配慮して食料の調達や寝場所の確保を行う。
立派なリゾートやレストランではなく、その地域で所有され提供される
代替手段のほうが好まれる。

文化または遺産ツアー

山形の長い歴史は、文化体験型ツアーに最適である。旅行目的地の
歴史、言語、および究極的のものとしてそこに住む人々を理解するこ
とは、旅行で最も満足感を得られる面のひとつである。文化ツアーに
より、山形への観光客は、
日本のこの地域の今と長い歴史を体験する
ことができる。

グルメ体験型ツアー

山形には最高の日本酒と、地方で育まれてきた日本の食べ物がある。
料理と食べ物を楽しむツアーは、その土地での食べ物や飲み物の実
際を専門的にガイドするツアーであり、実地のワークショップが組み
込まれる場合もある。
グルメ・ツアーは、地元の食材や職人の調理品
を味わうことに加え、特にその料理の発展に地域の歴史と文化がどの
ように影響したかについて学ぶ優れた方法となる。
デジタル・ヤマガタの開発は、観光パッケージの成功の重要な要素に
なる。SCCチームは、
（観光客が体験を計画し、楽しみ、共有する必要
があることを踏まえ）成功にはデジタルや他のインフラによってサポ
ートされる体験型ツアーの存在が必須であると結論付けた。
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提言 3.1: 体験型ツアーの構築
山形市は、観光客が確実に満足できるようにし、観光収入を増やすために、対象セグメント向けの体験型ツアーを策定する必要がある。
範囲と期待される効果
範囲
• 異なる観光客セグメント別に、山形を一連のテーマに沿った旅行目的地の集合体ととらえる考えを育む。
これは、観光客セグメントおよび山形ブラ
ンドという考え方と組み合わせるときに特に効果的である。
• 山形市と観光地の歴史や地理的な話題を宣伝する。
コストがあまりかからないことから重点的に進める。
これはテーマに関連した、観光客向けの歴
史説明の案内板と情報を整備することで実行できる。
• 近隣大学の学部（歴史、文化、デザイン、および料理）
と交流事業のための戦略的提携を結び、
コンテンツや体験の向上を図る
（これにはスポンサー
シップと信頼性向上という付加価値もある）。
• 名所でさらに消費を促進するにはどうすべきかを検討する。
期待される効果
• 観光客の満足度、価値認識、および観光名所や交通機関での収益が向上する。
• 観光客が容易に旅行の内容をさらに充実したものにできる。
実施しない場合のリスク
計画された収益目標は達成されず、観光客の再訪率は停滞または低下する。
提言の実行者（提案）
主体者: 山形市は、新たに設立された「マーケティング組織」を、DMC
（おもてなし山形株式会社）、名所事業や交通機関の主体者と連携し
て利用する必要がある。
利害関係者:
• 山形市長
• 山形市商工観光部
• 山形県、やまがた観光情報センター
• 山形県、インバウンド・国際交流推進課（国際交流室）
• 仙台市文化観光局、局長
• 各地区（出羽、山寺など）の観光協会
• おもてなし山形株式会社
• グリーン・ツーリズム推進協議会

提言実行に必要な資源（推奨）
•
•
•
•

最高マーケティング責任者
マーケティング専門家（ストーリー作成）
マーケティング資産の専門家
ツアーの内容と体験を検証するその言語を話す支援者

コスト: 中 - 資産の作成用

IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ
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提言 3.1: 体験型ツアーの構築
依存性

実行計画

• 対象となる観光客のセグメントに応じたマーケティングを完了さ
せる必要がある。
• 観光名所の事業者と交通機関の運営会社は、パッケージを特定
して作成するために連携する必要がある。

2018年
• 対象となる観光客のセグメント化
• 地元住民の助けを借りて、対象セグメントの関心を引く
「ストーリー」の作成
• デジタル・ヤマガタのリソースとサービスを使用して、
「ストーリー」を体験
の一部として宣伝
2018年以降
• 「体験ストーリー」の有効性の見直し
• 対象となる観光客に最適な体験型旅行ツアーの見直し

優先度
高

次の図は、
スピリチュアルなテーマに沿って計画された体験型ツアー
の例である。山形の観光名所のいくつかを1つの体験型旅行ツアーに
組み込むことで、観光客がそれぞれを体験するときのひとつの流れ
が生まれる
（このようにしない場合にはバラバラな体験にしかならな
かった）。残りの提言で示されているように、デジタル支援や技術支援
による体験の実現により、各名所を単一の総合的なテーマの体験へ
とまとめた理由がさらに強化される。
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体験型ツアー

出羽三山、
スピリチュアルな体験の例

1

2
8:30
豪華バスによる
ピックアップ

10:00
神社の玄関口で
ある鳥居に到着

4


五重の塔

3
13:30
山伏によるガイド
付きツアー


参拝の前に
手を清める

12:30
山伏の精進料理
（ベジタリアン料
理）にトライ

5

鏡池

図9


神社まで
の石段


出羽三山神社

7
16:30
銀山温泉町、温泉

19:30
バスを下車
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提言 3.2: 体験型ツアーの認知醸成
市は、すべて山形ブランドに基づくさまざまな観光スポット、名所、発見を含む、テーマ別の体験型ツアーをプロモーションする必要がある。
範囲と期待される結果
範囲
• ツアー・ガイドとアンバサダー（観光ボランティア）を養成して、
日本語以外のスキルを身につけてもらうと共に、印刷またはデジタルによる販促物も
日本語以外の言語で正確に表記する。
• TripAdvisorなどの旅行サイトで山形市の体験型ツアーのプロモーションを行う。
• 体験型ツアーの具現ができるグループと連携する。例えば、健康と福祉に関する体験型ツアーの場合、大学、病院、温泉、旅館、およびスポーツ競技
などの利益団体に意見を求め、協力することができる。
• イベント主催者、旅行業アドバイザー、および紀行作家など国際関係の専門家およびアドバイザーに、
ワーキング・ホリデーや文化交流プログラム
を提供して、山形の観光関係の組織・団体が観光業に関して地元以外の視点を持てるようにする。
• 経緯度位置情報を使用して体験型ツアーのためのサービスおよびアプリを作成する。ツアーのさまざまな要素を通して、
ウォーキング、
ランニング、
サイクリング、
ドライブ、
または公共交通機関の使用を体験したいと望んでいる観光客に、そのような体験を提供する。例えば、www.strava.com、
歴史的な山道の印刷された地図、山形ツアー・クイズ、ロイヤルティー・プログラムなどがある。
• 体験型ツアーとその対象となる観光客セグメントの特徴を使用して体験ストーリーを作成し、マーケティング、
ソーシャル・ネットワーク、およびテク
ノロジーを使用してどのように山形を宣伝できるかを示す。
期待される効果
• 山形の宿泊旅行者数の大幅な増加
• 観光地、交通機関、
レストラン、土産物店などの利害関係者の利益が最大限に高まる
• 山形の魅力を最大限に引き出し、紹介することによって観光客数が増加する
実施しない場合のリスク
• 山形は東北地方の観光客ランキングで下位にとどまる
• 山形への観光客数は減少の一途をたどる
提言の実行者（提案）

提言実行に必要な資源（推奨）

所有者: 山形市産業観光振興課

•
•
•
•

利害関係者:
• 山形市長
• 山形県、観光物産協会
• 山形県、インバウンド・国際交流推進課
• 仙台市文化観光局、理事
• 東北観光推進機構
• 交通会社（バス、
タクシー、
自転車など）
• 各地の観光協会（山形、山寺、蔵王など）
• おもてなし山形株式会社

最高マーケティング責任者
マーケティング専門家（販促、デジタル・マーケティング）
地元/国際旅行代理店
ソーシャル・メディアおよびデジタル・ヤマガタで情報を発信する地元の観
光ボランティア

推定されるコスト: 中程度
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提言 3.2:体験型ツアーの認知
依存性

実行計画

• セグメント化の対象となる市場
• デジタル・ヤマガタとアンバサダーの準備態勢
• 各アセットの準備態勢（レストラン、
ガイド、ホテルなど）

2018年
• 対象となる観光客のセグメント化を実施し、好みを分析する
• 具体的に実行すべきことを特定し、戦略を実行する
2018年以降
• 活動の投資利益率（ROI）の効果を調査および確認する
• 戦術を対象となる観光客に合わせて修正する

優先度
高

重点分野 4 – 情報の提供

観光客が旅行中に助けを必要とするのは無理もないことである。
SCCチームの調査によると、外国人にとって山形で観光名所を調べ、
訪れるだけでも大変なことである。そして時には、山形が提供してく
れるはずの素晴らしいものを探してその地域を歩き回るだけでも大
変であることがある。
観光目的に応じたアシスタンス、情報、
アドバイス、そして動機付けを
提供することで観光客の期待に応えることができれば、山形は国内の
デジタル・ツーリズムをリードしていくことができる。
「デジタル化」の
際は、すべての利害関係者のために、旅という枠で多くの要素を検討
する必要がある。
また、データ・プラットフォームとすべてのサービス
を一度に開発しようとすることは賢明ではない。むしろ、最初にいくつ
かの基本ルールを設定することは、デジタル環境におけるプロバイダ
ーと加入者という収益構造の創出を促進するため、長い目で見て有
益である。図10は、東北地方の山形という観点からのデジタル・ツーリ
ズムの主要な側面の一部を示している。
第一に、
システム全体が、観光客自身がより深く関心を持つための、つ
まりより深く関わり合うための原動力となることが重要である。受けた
手助け、情報、動機付け、認知、
コントロール、関係者や関係団体との
対話など、
さまざまな方法で観光客はその土地に魅了される。
これな
くしては、デジタル・ツーリズム・プラットフォームを構築する意味がな
い。一方、その土地との繋がりが強くなるもう一方の側面として、観光
客も情報の提供者となることができる。
これはいわゆる
「SNSなどでの
共有と入手による認知」
と呼ばれるものである。

ユーザーが生み出すコンテンツ（レビュー、写真、投稿、ビデオ、ヒン
ト、裏技など）の収集は、
コンテンツを増強するための優れた方法であ
る。デジタル・プラットフォームは地域に関係なく、24時間365日利用
可能であり、多様な用途のためにさまざまな関係者が使用できる。位
置情報、
タグ付け、解説などの情報を使用することで、情報を分類、検
索、およびソートすることができる。
また、適切な対象に対して、適切な
タイミング、場所、名所の解説の情報を提供するシステムを実現する
ものとなる。収益構造内の利害関係者にとっての主な利点は、重要な
アクティビティーや指標に対する可視性を共有できることである。
これ
によって、観光客と観光業者は、
タイムリーな情報に基づいて適切な
決定を行えるようになる。結果として、共通のシステムを介した制限さ
れることのないデータ・フローが実現し、すべての関係者にとって測定
と監視がはるかに容易になる。
SCCチームは、山形の観光情報がインバウンド観光客に対してイン
ターネット上でどのように表示されているかについての調査を実施
した。その結果、旅行フォーラム、TripAdvisorのような旅行予約/検索
サイト、
またはソーシャル・ネットワーキング・サイト上でも、
ごくわず
かな情報しか見つからないことが判明した。Google検索でさえ、山形
および東北地方について、断片化され限定された結果しか返さなか
った。
インターネット上での山形の存在感を高め、
より魅力的な観光地とする
ために、SCCチームは、山形市が以下のアクティビティーのいずれか、
またはすべてを実施することによって日本のデジタル・ツーリズムをリ
ードする都市/県/地方となる必要があると確信している。
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観光客
を魅了
アンバサダー

評価・監視


オープン・
データの整備

山形の魅力

デジタル・ヤマガタ
セグメントに合っ
たコンテンツ

宿泊施設
（ホテル、旅館等）

位置情報の認識
ユーザーが
作成するコ
ンテンツ

図 10

国際的な
注目度

31

32

山形市レポート

A. より多くのオープン・データを展開1

•

データ・プールの作成

オープン・データ形式および観光名所とアクティビティーに関する戦略
を活用して、データ・サーバーを作成することが大いに推奨される。
ま
た、観光客が旅行を調査、計画、実行して楽しむために使用できる情報
が、
日々の観光客向けデータ収集網の一部となる必要がある。オープ
ン・データ・ガイドで5段階の星印で定義されるデータの項目でいうとこ
ろの、3つ星以上のデータが、山形がまず管理すべき項目となる。3つ星
以上のデータを利用できるようにすることで、
より機械判読に適した形
式となり、
アプリケーションによって容易に再利用できるようになる。
4つ星または5つ星のデータはさらに優れているが、取り込み、集約、
保存、および最新情報の維持という点で負担も大きくなる。

データに経度と緯度の情報を含める

観光業のオープン・データの場合、可能な限り、データに経度と緯度の
情報を含めることを強く推奨する。ある地域への旅行前、旅行中、およ
び旅行後の観光客のアクティビティーをサポートおよびガイドするため
に、経緯度位置情報に基づいたアプリケーションとサービスを開発する
上でこの種の情報は非常に有用である。

山形市は（市がすでに所有しているデータ以外に）
データを生成する
必要はない。
その代わりに、
データを使用する開発者/使用者のために
データとアプリケーションを開発する協力者に対して、広く採用される
オープン・データのガイドラインを作成することに集中すべきである。
• オープン・データ・コンテンツを作成する際、
クリエイティブ・コモン
ズ表示4.0国際（CC-BY 4.0）
として著作権を使用する。
• 協力者は、
日本語以外の言語でもオープン・データ・エントリを作
成することが推奨される。
これにより、
日本語以外の言語を使うコミ
ュニティーにサービスを提供するアプリケーションにもデータが使
用されることが可能となる。
• UTF-8 エンコーディングでデータを作成し、
そのデータを利用する
どの言語やアプリケーションによってもデータが文字化けせず表
示できるようにする。そうすることで特定の文字を各言語のコード
に変換する事なく、問題なく国際化できるようになる。

B. データ・リポジトリ
•

•

ユーザーが簡単に検索して見つけられるように、データ・カタログ
化や少なくとも構造化階層にすることによってデータを保存する事
が推奨される
サーバー上にオープン・データの使用に関する適切な
免責事項が記載されているなら、
データ・リポジトリとして 
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/opendeta/
を使用することでも十分である

C. ユーザー作成コンテンツ
•

静岡県は、地図アプリケーションに適用する経緯度位置
情報を備えたユーザー作成の写真コンテンツである
http://fugaku3776.okfn.jp/を利用している。
これはユーザー作成コ
ンテンツをどのようにアプリで使用できるかを示す好例である。

•

プロジェクト中、SCCチームはデモとしてオープン・データ
（https://
yamagata-scc.mybluemix.net/）を使用した小さなサンプル・アプリ
ケーションを作成した。
このアプリケーションではオープン・データ
を使用し、山形市のオープン・データ・プロジェクトによって提供さ
れた経緯度位置情報によるデータと、SCCチームが訪ねた観光名
所についてSCCチーム・ユーザーが作成したコンテンツが一部含
まれている
（山形市のオープン・データは市のホームページから利
用可能）。
SCCチームは、山形のアンバサダー（観光ボランティア）が、
ソーシ
ャル・メディアで#Yamagataのようなハッシュ・タグを使った説明付
きの写真を投稿することで、ユーザー作成コンテンツを提供する
協力者としての明確な役割を持つようにすることを推奨する。

D. 自由なデータ・アクセスを可能にする
•
•

山形市のデータ・リポジトリからデータを再利用できるよう、すべて
の開発者へのデータ・アクセスを可能にする
協力者はCC BY 4.0のライセンスでデータをアップロードして他者
が再利用できるようにする

E. コミュニティーを立ち上げる
•

•

•

•

IT、
ソーシャル・メディア、
またはブログに精通したコミュニティーを
立ち上げ、山形とその観光名所のプロモーションを支援できるよう
にする
ハッカソン・イベントを企画して、オープン・データまたは山形市/協
力者によって作成されたデータを使用して観光のアイデアやアプ
リを作成する
観光客のガイドに役立ち、山形市が効果的にアクセス・ログを収集
して山形または東北地方に滞在中の観光客の属性とアクティビテ
ィーを分析できるようにするアプリを開発するよう、
コミュニティー
に奨励する
例えば観光客が多く訪れる山形のドキュメンタリー映画祭におい
て、関係者のためのコミュニティーを立ち上げ、オンラインおよび
アプリで見ることができる山形の観光プロモーション映画を制作
するよう推奨する

F. 協力者
•

コミュニティーおよび市のアンバサダー（観光ボランティア）はデー
タ・リポジトリとアプリを作成できるが、山形市もイベントを組織し
てデータ・リポジトリ環境をセットアップする必要がある

G. 加入者
•

加入者は観光客と旅行代理店、DMC、民間企業、および山形と東北
地方への見込み観光客である

1. オープン・データ・ガイド改訂版。2. http://www.vled.or.jp/news/1507/150730_001192.php
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提言 4.1: デジタル・ヤマガタ の開発
山形は、デジタル観光における日本の先進都市となるべきである。
範囲と期待される効果
範囲
データとテクノロジー
• 山形および東北の名所、宿泊施設、インフラの、単一の地理位置情報対応のデータベースを定義しホストする。
• 東北地方全体で使用されるコンテンツのWORM（書き込みは一回限り、読み取りは何度でも可能）文化（Yamapedia）を育成する。
• デジタル・ヤマガタを集約するために、観光名所と情報が不足している地域のオープン・データを増強し、公開する。
• 観光予約およびプロモーション用のデータベースに デジタル・ヤマガタ を統合する。
• データが双方向に流れ、分析が行えるようにする。例: 観光名所でのQRキャンペーン・コードの使用。
コミュニティー
• オープン・データの使用による観光名所のデジタル化を促す作業チームを作るとともに、オープン・データのタグ付け構造を作成して、デジタル化さ
れた名所に適用する。
これにより、ある特定のセグメントの観光客は、興味のある一連のアクティビティーをまとめて見ることができる
（例: すべての
スピリチュアルな名所を巡る実際の旅程を提案することができる）。
• 東北の全宿泊施設と名所スポットの宣伝、検索、予約を行うための、持続可能で広く採用される単一のシステム/データ・アーキテクチャーの使用を
促進する。
• ユーザーに対してデータを提供したり、協力者向けのサービスを提供するコミュニティーが形成される。
協力者
• ユーザー作成コンテンツの促進、推奨、集約（例: 手始めに各市職員は、写真やストーリー、他のリソースとのリンクを集約できるような、山形県内の
10 のことを考え、その文化を推進する）
• ユーザー生成コンテンツを提供する観光客、名所責任者/スタッフ、山形市民の枠組みを作成（地元の歴史の特集、私の村・家族・畑のプロモート）
デジタル戦略の推進
• 観光名所および情報が不足している地域でのオープン・データの使用（情報へのアクセスを促進する経緯度情報付きデータの提供）
• 「体験型ツアー」構築アプリおよびサービスの促進とサポート
• ユーザーと協力者のサービスで表示されるデータを、インテリジェンスと意思決定の支援で強化
• 双方向のデータ・フローとデータのやり取りのために、
コミュニティーとエンド・ユーザーの参加を促進
• インターネットを利用したデジタル観光（開発およびアプリ）に関連した起業の奨励
• 例えば、山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映可能な作品の出展者として、山形県や東北地方全域の地元のドキュメンタリー映画制作産業への
出資。それを公開して、購入、
レンタルで視聴できるようにするとともに、IDFFアーカイブ内の山形/東北ドキュメンタリー・コレクションからも利用で
きるようにする
• 観光アプリの作成を促進しサポートするハッカソン・イベントの開催
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提言 4.1: デジタル・ヤマガタ の開発
範囲と期待される効果
期待される効果
データとテクノロジー
• 山形市が開発コストをかけなくても、文化と観光関連のオープン・データにより、多くの民間企業や個人がアプリ作成に惹きつけられる。
• オープン・データは、TripAdvisorまたはSNS統合などのWebサイトに簡単に乗せられる。
• 観光名所でのQRコードを使用した双方向キャンペーンにより、市が観光客の属性や行動を収集し、理解できるようになる。
• 双方向データ・フローにより、
コミュニティーとエンド・ユーザーはコンテンツを収集できる。
実施しない場合のリスク
「ビジネスが観光に依存している場合、デジタル化された情報によるネットPRなしでは、ほとんど人に認知されないだろう」2
市は、オープン・データを使用した地域経済を再生させる機会を失う可能性がある。新しいビジネス機会や構想を生む可能性のある他の地方自治体の
観光統計に含まれない場合もある。山形のオープン・データなしでは、新しい投機的事業や仕事が生まれない。インバウンド観光客とフィードバックの
データ収集や追跡も行われない。
提言の実行者（提案）

提言実行に必要な資源（推奨）

主体者: 山形市職員（観光部または広報課）

人
• 山形市民

利害関係者:
• 山形市職員（観光部および広報課、ならびに情報企画課）
• ホテル、店、観光名所のオープン・データを統一フォーマットで
編成・取得するDMC
• 民間企業のオーナー（ホテル、店など）
• 観光名所
• 山形市アンバサダー（観光ボランティア）

テクノロジー
• 複雑なテクノロジーは不要。データ・フォーマットの基本知識のみ
• コンテンツを山形市のポータル・サイトにアップロードする
• YouTubeチャネルなどのビデオ・ライブラリー
出資
• データの保守と集約に人員が必要
• ハッカソンなどのイベントを推進する。オープン・データ要件を満たすよう
に Webページをセットアップする
（例: 山形市、山形県、山形観光協会、民間
企業からのイベントへの出資）
見込まれるコスト: 中
ホスティング環境がすでに存在している場合、それらを使用する。ユーザーや
コミュニティーが作成したコンテンツを受け入れるプログラムを開発し、それ
らをデータベースに保管する。
コストは、環境によって異なる
（テナント・タイ
プのクラウド環境は、オンプレミス環境と比較してコストが低く、
より拡張可能
である）。

2. www.sequence.co.uk/insights/the-future-of-digital-tourism
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提言 4.1: デジタル・ヤマガタ の開発
依存性

実行計画

この提言は、
「4.2 デジタルを駆使する観光客のサポート」の提言の
前提条件である。

2018-2019年
• コンテンツをホストし、オープン・データとユーザーの行動を収集するため
に、デジタル・ヤマガタの環境を設計および開発する。
• 山形市ホームページの文化/観光セクションで、オープン・データを拡張・
強化する
（情報ソース: ホテル、店、旅館、名所、歴史スポット、交通会社）。
• 良い規則慣行に従ってオープン・データを維持するように人材を育成する。
• 一連のオープン・データ・イベントを開催し、オープン・データ・チャレンジ
に参加するコミュニティーを構築する。
• 観光アプリの開発をコミュニティーに奨励し、デジタル・ヤマガタでそれら
のアプリを使用できるようにする。
• 開発者コミュニティーと観光客の両方にデジタル・ヤマガタをプロモート
する。
• 調査とキャンペーンを介してアプリ・ユーザーを継続調査し、ユーザー属性
を収集することによって、ユーザーの追跡調査を実施する。
2020年以降
• 継続的にイベントを開催して、オープン・データを増加させ、更新する
（可能
な場合は複数言語を使用するようにする）。
• 感想やデータを収集し、観光統計を分析する。
さらに、再利用するために、
オープン・データとしてそれを公開する。

優先度
高

山形市民は、地元の素晴らしい情報源であるとともに、歴史を守り続
ける管理者でもある。思い出に残る観光地で得たストーリーは、記憶
に残すだけではもったいない。デジタル化をして活用をすることによ
り、山形は市民の協力を得て、地理、文化、歴史に対するその魅力的
な視点を活かすことができる。
これらのストーリーの集約により、観光
地、名所、それらにたどり着くまでの道中でさえ、旅行のテーマやその
詳細、背景についての関連情報が作成される。
これらを状況に応じて
慎重に公開することで、山形および東北を訪れる人にとって特別な、
広い情報にあふれた、幅広い視点を生み出すことが可能になる。英国
では、人々の感じ方と場所を理解し保持するための長期的なプロジェ
クトThe Listening Projectが行われている。3地域のドキュメンタリー
映画祭について上記の提言で述べたように、写真、ビデオ、ヒント、そ
3. www.bbc.co.uk/programmes/b01cqx3b
4. https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/support-business/digital_en

の他の地域で語り継がれる内容は、観光客を支援するだけでなく、お
そらくそれ以上に大切なことだが、市民の声として公的な記録となる。
上手に、そして慎重に進めていけば、
このプロジェクトで山形がデジタ
ル市民の先進事例となるだろう。
世界中にはデジタル観光の多くのプロジェクト事例があり、読者が興
味を持つ可能性があるものは、EUのものである。4このようなサイトを
閲覧して、他の国々や観光地がどのように観光客をデジタル環境の中
心に置いているかを確認することをお勧めする。
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提言 4.2: デジタル観光客のサポート
山形市は、山形への観光客に情報提供やサポートの提供に率先して着手する必要がある。
範囲と期待される効果
範囲
準備
• デジタル・ヤマガタのデータを使用して、山形の観光名所と宿泊施設を大手オンライン・サービスを介してプロモートすることにより、外国人観光客の旅行
プランを支援する。
• 「Help me / Prepare to visit Yamagata」
システムを作成する
（例えば、オンラインで航空券の予約をした際に、
「飛行機の予約が完了しました。次はどうし
ますか?」
と続けて旅行の予約ができるようにする）。
• WiFiおよび携帯ネットワーク・アクセスによる東北地方全体のマップを作成し、観光客が観光名所で接続できるようにする。
支援
• インバウンド観光客はスマートフォンおよび Google翻訳を利用すると予想される。そのため、名所や情報が不足している地域を経緯度位置情報とその場
所の解説を対応させ、Google翻訳可能にする。看板、
メニュー、文化的に重要な説明を、見つけやすくして、Google翻訳を介して読むことができるフォント
にする
（デフォルトの支援機能としてGoogle翻訳を推奨する）。
• 経緯度位置情報への対応を介して支援する
（例: 訪問中に使用するOne Button Yamagata HELP MEアプリを作成する
（ボタンを１つクリックすれば、支
援が得られるアプリのようなもの）。複数言語による経緯度位置情報、オープン・データ、チャット・ボット、
ガイドといったさまざまな手段の活用のために使
用する）。
• 観光客が個人で使用する、名所ベースの、オープン・データを元にした名所ガイドを作成する
（インフラに保存するためにスマートフォンで提供）。
• QRコードを一時データ・サーフェシング・メカニズムとして使用する。
• 調査や操作上の問い合わせに対処するために、AIスピーカーを観光客が宿泊する部屋に設置する。
配信
• 学生および地元の利益団体との協業とハッカソンを通じて、モバイル・アプリとデジタル・サービスの開発を促進する。
• 開発されたものはすべて、応答型の設計によってフォローするべきである
（または少なくとも、モバイル向けに最適化する）。
期待される効果
• 観光客向けの新しい双方向サービスの作成（例:（複数言語チャット・ボットと予測パラリティクスを使用した）名所訪問前や訪問中に使用するYamagata
HELP MEアプリ）。
• 双方向アプリは、観光客の属性や行動データを収集するだけでなく、支援も提供できる。
• 現時点で情報が不足している
「ホットスポット」についての情報を、経緯度位置情報やその場所の解説と一緒に収集する。
• 情報の共有やSNSを介した観光客の活動や無料プロモーションを増やすことで満足度を高める。
• 主要な旅行オンライン・サービスで山形を宣伝することで、山形の観光名所の知名度や認知度を高め、
より長期間の滞在を促すことができる。
• 観光客は、Yamagata HELP MEアプリを使用して、
より快適で満足度の高い体験をする。
• 観光客は、無料WiFiを使用してQRコードをスキャンすることにより、名所にある無料ガイドを使用して知識を深めることができる。
これにより、大規模イン
フラ・コストが不要となる。市は、
アプリを作成する必要はなく、オープン・データの提供のみ必要となる。双方向アプリケーションの使用により、観光客の
属性や行動も収集できる
（例えば、最も人気のあるスポットやアイテムは何かを、国籍や年齢層のセグメント別に分析できる）。
• ウェブサイトは、
レスポンシブ・デザインを使用する事で、Webコンテンツをあらゆるデバイスのウェブ・ブラウザーで見やすく表示することができ、
アクセ
スが増加する。
• 観光客は、チャット・ボットで問い合わせに対して24時間365日回答を得ることができる。
実施しない場合のリスク
• 観光客がストレスを感じる。
• 観光客が落胆し、ネガティブな口コミが広がる。
• 観光客が訪問中の滞在を延ばす、訪問箇所を増やす、
または再び山形を訪れる、
といった機会を失う。
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提言 4.2: デジタルを駆使する観光客のサポート
提言の実行者（提案）

実行のために必要な資源（推奨）

主体者: 最高マーケティング責任者または市職員（観光課または広
報課）

人
•
•
•
•

利害関係者:
• ホテル、店、観光名所のオープン・データを統一フォーマットで取得
するDMC
• 民間企業のオーナー（ホテルや店のオーナーなど）
• 観光名所

ソーシャル・アプリケーションの専門家および設計者
コンテンツを検証する山形市民や名所のスタッフ
山形に関するコンテンツの使用を推進するマーケティングの専門家
ヘルプ・デスクの支援者（専任のアンバサダー・チームなど）

テクノロジー
スマートフォン、Webサイト、iOSおよびAndroid用アプリなどの最新のソーシャ
ル関連テクノロジーの使用
資金調達
アプリの作成、マーケティング、開発アプリおよびサービスの保守に必要
コスト: 中

依存性

実行計画

これを実現するには、
「提言 4.1: デジタル・ヤマガタ」が必要となる。

2018年
• モバイル・アプリやWebサイトの設計準備、データへのリンクの作成
• HELP MEアプリ/サービスの試作と試用
• 初期バージョンの立ち上げ
• アプリ、Webサイト、サービスのインバウンド観光客へのマーケティング
2019年
• 公式アプリの使用開始
• アプリのデータと使用量の収集・分析
• アプリの拡張機能の評価、拡張機能の開発計画
2020年以降
• マーケティングとターゲット・セグメント化の次の見直しの際に収集データを
利用
• アプリの拡張と微調整
• さらなるマーケティングの実施

優先度
高
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提言 4.3: 評価 / チェック / 改善の実行
市は、デジタル観光の文化を推進するとともに、観光関連アクティビティーの動きと傾向を測定してレポートする共有アプローチを推進する必要がある。
範囲と期待される効果
範囲
• 明確で積極的な目標（短期と長期の両方）を設定し、それらを公開する。
• データに基づいて観光の評価判断を行う。
• データ収集とモニタリングのために観光客を追跡することの有益性を公表し、法に則っていると明確にして、促進する。
• 観光指標を定義し、すべての関係者がデータを提供し結果の統計を受け取るための方法の概略を示す。
• 観光客の調査とそのデータ収集方法を向上させる。可能な限りデジタル・データを使用する
（例: ホテル、空港、名所でインバウンド観光客をカウントでき
るようにする）。
• 継続的に進捗をチェックし、データに基づいてプログラムとその活動を調整する。
• 可能なすべてのところに予測分析を導入して、組織レベルと個々の観光客レベルの両方について先を見越した意思決定を支援する。
• 目標到達に成功した事は互いに評価し合う。
期待される効果
• 信頼できる情報源を提供する。
• すべての関係者が関与し、進捗を確認できる。
実施しない場合のリスク
• 論拠をもったアクティビティーの評価、観光客に関する洞察の獲得、
うまくいったこと、いかなかったことについての再評価、進捗のチェックを行うことがで
きない。
主体者と利害関係者（提案）

必要なリソース
（推奨）

主体者: 山形市、最高マーケティング責任者

• 最高分析責任者
• PDCA（計画・実行・評価・改善）サイクルの計画、実施の経験があるマーケティ
ング専門家
• デジタル・マーケティングの経験があるマーケティング専門家
• データ分析スキルを持つ分析専門家

利害関係者:
• 山形市長
• 山形市産業・観光関連部署
• 山形県、観光物産協会
• 山形県、インバウンド・国際交流推進課
• 仙台市、文化観光局、上席課長
• 各地の観光協会（出羽、山寺など）
• おもてなし山形株式会社
• グリーン観光社
• その他の観光関係者

コスト: 実施については低、
スキルを持つ人材の雇用については中
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提言 4.3: 評価 / チェック / 改善の実施
依存性

主要マイルストーン、活動、期限

• 目標設定および定期的なそのチェックと評価
• 適切なスキルを備えた人材の採用

2018-2019年
• 最高マーケティング責任者の任命とマーケティング組織設立の準備
• 最高マーケティング責任者の任命と組織の集中化
• 明確な目標の設定と管理システムの確立
• PDCAサイクルの実行
2020年以降
• マーケティング戦略の見直し
• 戦略と実行の追跡と評価

優先度
高

分析を適用することで、山形市では既存のデータを利用して、観光業
において競争優位性をもたらす知見を得ることができる。
これは戦略
的にも必須のことであり、観光データの集中情報源となるスマート・
ツーリズムのプラットフォームの有効化を示唆している。
このプラット
フォームは市と県で活用され、観光でのより良い成果につながるよう
な一歩進んだ事業意思決定を地域の事業や産業で行うのに役立て
ることができる。
スマート・ツーリズムのプラットフォームは、
データを集積した情報ハ
ブとなり、
その情報を分析、マイニング、および入手することで、十分
な情報に基づく意思決定を推進できる。
このプラットフォームは、一貫
性があり、すべてがまとまった、集中的に管理されている最新の観光
に関する情報源で、すべての関係者が利用できるように提供する役
割を果たすので、最高アナリティクス責任者（Chief Analytics Officer,
CAO）
といった分析に責任を持つ人が運営し、管理する必要がある。

CAOは、地域全体の関係者と協力して、改善のために採用する提言を
決定する際に使用する根拠となるデータの特定において山形市を支
援するような、主要な論点を策定する必要がある。CAOと関係者は、
県のニーズに基づいて、
こうした論点を作成する必要がある。
CAOは、
どの観光地、観光名所、祭りによって年間訪問観光客数が最
も増加するかといったことを、県が判断するために役立てられるよう
な分析をする必要がある。CAOといった役割の創出は、
この地域に技
術スキルを呼び込み、
さらには雇用市場の増大、活発化に貢献する
可能性もある。
確実で持続可能なビジネスへの影響を推進するために、市では人
材、
プロセス、テクノロジーの充足と育成を並行して調整する必要が
ある。
これらの重点領域および連携の仕方の詳細については、次ペー
ジの図を参照のこと。
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分析の構築
分析することの
定義と優先順位付け

分析の運用可能化と組み込み
人材

1. ビジネス戦略と高度な分析技能をいずれも持ち合わせる、
スキルを備えた人材
2. プロセス管理、変革管理、およびITの領域の専門家
3. 方向性を定義し、実現可能性を推進するための、
トップからの強力な支援

課題の優先順位付け

プロセス

4. 主なプロセスに分析を組み込み、現場にインパクトを与える
5. 分析手法を刷新し実行する、
ガバナンスと統合された運営モデル
6. 継続的な出資のための明確な利益の評価と論証

各イニシアティブの
概念実証
•
•
•
•
•

課題を分析的に定義
データを手作業で統合し変換
分析の概念実証の展開
アド・ホック分析による提言
分析の強化および運用可能化のための
次のステップの定義

テクノロジー

7. 高度な分析資産を開発するためのツールと手法
8. 分析を実行、
自動化、および展開する基盤
9. テクノロジーを拡大して、
より幅広い、全国の分析の収益構造と統合

図 12: 人材、
プロセス、テクノロジー（出所: IBMアナリティクス・センター・オブ・エクセレンス）
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重点分野 5 – 観光インフラ

共通の目標に向かって多様な構成メンバーから成る地域をまとめるこ
とは、困難を伴う。すべての関係者が異なる課題と方法論を抱えている
ので、協力して行動する動機付けがない場合、地域および観光資産に
ついてのまとまった視点を提供することがどんどん難しくなる。残念な
ことに、その結果は観光客が最も痛切に感じとり、時に声高な不満を聞
くことになる。協力することが互いの利益になると合意することが、東
北の活気に満ちた観光業の構築に向けての最初のステップとなる。そ
のためには、共通の目的、目に見えるメリット、および適切な共有構造
が必要となる。
旅行の目的地をどこにするかを決めるのは、決して目新しいトピックで
はないが、かつ簡単にできるものでもない。多くの観光地で、今までに
資源と関連する組織団体をまとめてスケールメリットを活用しようとし
ており、そこから学ぶべきことはたくさんある。さらに、旅行計画とそこ
で何をするかは、旅先の歴史、地理的要件、および観光業の成熟度によ
って大きく左右される。ひとつの観光地の管理プランがあらゆる状況
に合うことはない。SCCチームも、東北地方全体には観光活動に重点

的に取り組む、活動的で有能、意欲的な団体が多数あることは明確に
理解できた。さらに、地域の知名度、資産活用、旅行者支援、および究
極的には経済発展に制約があることも、
また、共通の目標に向かって
連携していないことも理解できた。
組織を説得し、法令を変えるには時間、根気、そして信用が必要とな
る。SCCチームには、山形の市民がこれらの資質を豊富に備えている
ことが明白だった。旅行者に関する多数の問題に対して、今すでにいる
市民や観光関連の職員に現場で短期的な解決を担ってもらえば、長期
的にも、エネルギーの原動力を作り出し、観光を東北地方全体に「密
着」させていくことになる。最も大きな成功を収めている観光地では、
さまざまな方法で地元住民が関与することにより利益を得ている。地
元住民は旅行者の支援と交流の貴重な源であることに加えて、旅行者
がその土地を訪れる最大の理由のひとつでもある。地元の市民は、歴
史へのつながりを留めており、観光旅行をその人ならではの経験とす
ることができる。均質化された世の中で、その人ならではのストーリー
は旅行者自身がみつけ、共有できる、休暇中の最大の贈り物となる。

提言 5.1: 共通の目標に向けての協力
市では、観光事業の方針、
ガイドライン、および基準を定義する必要がある。
また、東北の観光事業コンソーシアムが「インバウンド観光のハブ」の機能を果た
すようにし、仙台市およびその他の地域の市との連携プログラムを開始する必要もある。
範囲と期待される効果
範囲
• 山形市の方針、
ガイドライン、および基準の定義
• 東北の観光事業をインバウンド観光のハブとして推進
• 可視性を高めるためのフィードバック機能の追加
• 都市間を互いに関連付け、調査結果を地図に表示
• 第一線の学識者や市民を巻き込んで観光産業の最大化を支援
• 仙台市の観光局と連携し、定期的に会合を開催
• 観光経済学の成功事例を実施して投資の選択肢の妥当性を示す
• 山形市の4地域との協力
期待される効果
• 山形の観光産業の推進についてのすべての投資および努力が、地元の全住民の目に明らかになる
• 山形市民を巻き込むことで、市が住民の力を借りられる
• 東北のその他の観光地の影響力を活用して、山形に観光客を誘引する
• 山形の観光産業が最新化する
• 定期的に方針、交流、およびイノベーションの見直し、最新化をすることを誓約した組織・団体とコンソーシアムを形成する。
実施しない場合のリスク
海外および国内から山形への観光客が少なくなる

IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ
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提言 5.1: 共通の目標に向けての協力
提言の実行者（提案）

実行に必要な資源（推奨）

主体者: 山形市および地域の産業・観光団体

地元の中小企業の知識と経験を活用して観光産業を支援できる専門家を募集

利害関係者:
• 山形市長
• 山形県、観光物産協会
• 山形県、インバウンド・国際交流推進課
• 仙台市文化観光局、上席課長
• 東北観光推進機構
• 交通会社（バス、
タクシー、
自転車等）
• 各地の観光協会（例: 山形、山寺、蔵王）
• おもてなし山形株式会社
• 交通/土産物店および観光名所

コスト: 低 － 観光促進課の職員数を1名追加

依存性

実行計画

この提言は、計画立案作業全体に関わるので、
「提言 1.1: 観光市場
のセグメント化と数値化」の一部として機能し、観光市場を数値化
する。

2018-2019年
1. 仙台市の代表者と知り合い、定期的なミーティングを計画
2. 予算
• 2018年の観光計画立案のために職員数を1名追加する予算の割り当て
• 山形市民の関与（例: SNSでの発信のためのハッシュ・タグの作成や英
語メニューの提供）のための予算の承認
3. 観光関連のすべてのWebサイトをリスト化し、相互にリンク
• 隣接する市および県に東北観光のWebサイトへのリンクを依頼
• 地域の4つの観光団体と協力
4. 同意が得られ次第、山形観光の計画、方針、およびガイドラインを公表

優先度
中
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提言 5.2: アンバサダー（観光ボランティア）
・プログラムの開発
地域の観光産業を支援する市民による
「草の根」活動の推進を強力に支援する必要がある。
範囲と期待される効果
範囲
• 地元の歴史や専門家の関心事についてのコース、
ワークショップ、およびイベントを実施
• このプログラムによる市民としての誇りと当事者意識の育成
• 市民の強みのパッケージ化（オープン・ソース・データの資料を再利用）
• プログラムの参加率を高めるためのインセンティブ（何らかの見返り）の利用
• 外国語の受け入れ、活用の促進（例:基本フレーズの一覧シート）
• 観光名所の「一般公開日」を使用した、地元意識、積極的な取り組み、および参加意識の促進
• 観光イベントおよび観光名所への地元参加の奨励および後援（例: 地元住民専用の会員制無料パスなど）
• 大学、学校、公務員のアンバサダー（観光ボランティア）
・プログラムを作り、一般市民からの参加も可能にする
期待される効果
• 観光事業への多くの市民の参加
• 観光客および地域資産への感謝の気持ちの拡大
• 観光関連の話題を交換するためのオープン・フォーラムの実施
• 公共の課題に対する投資意識の拡大
• 革新的な解決策を導きだす複数のルート
• 協力とコンセンサス
• 地域経済および日常業務における観光の重要性の認識を拡大し、それにより、山形市民がより親しみをもって関わりを持つような新たな観光事業
プロジェクトの創出
• 観光客の訪問先やそこでの活動についての認識を拡大するチャンス
実施しない場合のリスク
• 市民は傍観し、
自分たちが関わらなくても観光事業の問題が解決されることを期待
• 表面的には公共の問題であることについての当事者意識の欠如
• 観光事業の問題の解決に役立つ画期的な解決策を生み出すチャンスが限られる
• 観光客へのサポートの減少
• 観光客による現地での消費の拡大はなく、再訪も期待できない

IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ
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提言 5.2: アンバサダー（観光ボランティア）
・プログラムの開発
提言の実行者（提案）

実行に必要な資源（推奨）

主体者: 山形市

•
•
•
•
•

山形市民
観光名所スタッフ
交通機関スタッフ
レストランおよびショップのスタッフ
ホスピタリティ
（おもてなし）
・スタッフ

利害関係者:
• 山形市民
• 近隣大学の学部および学生
• 地元の利害関係者グループおよび地域社会
• 観光事業の専門家

コスト: 低

依存性

実行計画

4.1 デジタル・ヤマガタの実施

2018年
• 地域の経済発展には観光事業が極めて重要だと公式に明言
• 作業部会を設立し、
アンバサダー（観光ボランティア）による資源と情報の
拡散方法を確立
• 市民および観光事業関連スタッフがアンバサダー（観光ボランティア）にな
りたがるように動機付ける適切な方法を特定
• アンバサダー（観光ボランティア）
プログラムの開発支援に、専門家とデー
タ収集/配信システムを関与させる
• 事例を参考に、広報誌と成功例の公開事例を準備

優先度
高

「アンバサダー（観光ボランティア）」
という言葉は、受け取る人によっ
てさまざまな意味を持つ。そこで、地元参加および観光客のサポー
トを得るためには、山形市民が観光産業において果たす役割を
定義することが重要である。
アンバサダー・プログラムの事例
については「http://accd.vermont.gov/ambassador」を参照。
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提言 5.3: 山形を旅する際の言葉の壁を取り除く
山形市は、
日本語が通じない観光客が不便、不満を感じる領域について調査し、可能なかぎり解決策を特定/実施する必要がある。
範囲と期待される効果
範囲
• 海外からの観光客が直面する交通手段（公共交通やレンタカーなど）を利用するときに必要な言葉や情報の壁の除去
• 柔軟で調和のとれた移動プランを中心とした体験のパッケージ化の採用の促進
• デジタル・データを使用して観光客の反応を調査し、交通手段の利用について具体的に提案
期待される効果
• 観光客の満足度の向上
• 収入が増加する機会の確保
• 観光客が楽しい旅の経験をソーシャル・メディアで共有したくなる
実施しない場合のリスク
観光客が滞在に満足せず、収入増の機会を喪失する。
提言の実行者（提案）

実行に必要な資源（推奨）

主体者: 山形市、観光局、およびその他の関連組織

人材
交通関係の代表者（鉄道、
タクシー、バス、
レンタカー、
レンタサイクル）

利害関係者:
• 交通会社（航空、バス、鉄道、
タクシーなど）
• ホテルおよび自転車レンタル対応ショップ
• 交通に関する組織

テクノロジー
オンラインでの自己完結型およびインタビュワーによるヒアリング形式
コスト: 低

依存性

実行計画

4.1 デジタル・ヤマガタ

2018年
• 鉄道、バス、
タクシー、
レンタカーといった各種交通手段の核となる会社で
の担当者の特定と関係性の確率
• 旅行前の事前の調査、旅行プランの作成、予約、および現地での市やその
近辺の旅行や探索の実施について、観光客およびその他のスタッフに直
接インタビューを実施。観光客が訪問および宿泊する場所に関連して実施

優先度
低
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SCCチームは、山形市が市および周辺地域において観光客の移動を
容易にするようなサービスや手法を作り出せると確信している。それ
は、周辺地域に関しての十分な知識を得ている観光者は、
より幅広く
行動する傾向があるのに対し、知識が少ない観光客は市内部に留ま
ったり、あらかじめ決まった交通手段で特定の予定地に向かうのみと
なる、
と想定するからである。海外からの観光客に、いろいろなことを
簡単に紹介、案内できるツールを提供することで、
リアルな山形市、
県、および地域に出会うことが確実にできると考える。

テクノロジーは、複数の情報源からデータを得ることで、旅行をすると
きに直面する障壁を取り除いたり、一方旅行のテーマや体験型ツア
ーの内容の充実化のいずれにも使用することができる。低コストのモ
バイル・アプローチの好例は、オーストラリアのシドニーにおける自
転車ツアーの無料アプリである。
このアプリにより、
シドニーを巡る上
で分からないことが少なくなり、経緯度位置情報をもとにして居場所
を認識することにより、深い旅行体験が提供される。
これにより観光
客に自己充足感と安全がもたらされ、ツアーへの参加が大幅に促進
される
（www.therocks.com/things-to-do/sydney-bike-tours/）。

提言 5.4: 観光名所の見直しと活性化
市では、率直な観光客の視点で、観光名所、総合的な旅行体験および旅行地を視察、確認し、人気があり高く評価されている他の観光地と比較する必
要がある。
範囲と期待される効果
範囲
• 観光名所の観光客の増加
• 現地および設備を利用する観光客と、観光関連の知識および意識の構築
• 観光名所および周辺の美化（蔵王、山寺）
• プロ写真家の手を借りてwebサイトの見直し、改善点の提案を得る
• 観光名所および開催地でよりインタラクティブ性が高く、体験重視のイベントを実施する
• 開催地でのさらなる売り上げの機会の増加（土産物や体験型ツアーの他の観光名所のチケットとの合わせ発行や共同販売促進）
• テーマに沿ってストーリーを語る機会を作り、観光名所と開催地をうまく関連付ける
• 観光客の知識、体験、経験といったものをカタログ化し、デジタル・コンテンツの品揃えを増やす
期待される効果
• 観光客のリピート回数増加
• 口コミによるマーケティングの増加
実施しない場合のリスク
• 観光名所への入場者および設備利用が減少する
• 好意的な評判が損なわれる
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提言 5.4: 観光名所の見直しと活性化
提言の実行者（提案）

実行に必要な資源（推奨）

主体者: 山形市

コスト: 高

利害関係者:
• 観光名所の所有者
• 施設の管理組織
• 旅行目的地の観光事業団体
依存性

実行計画

なし

2018 年
資産を見直して、最新化、刷新、および設備追加の優先順位リストについて合意

優先度
中

IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ
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5. まとめ
日本は観光事業の成長についての積極的な目標を設定している。
こ
れを背景に、山形市はIBMの社会貢献活動であるスマーター・シティ
ーズ・チャレンジに応募をし、対象都市として選定された。観光事業は
人口減少に直面する地域全体に経済発展をもたらす方法であるから
だ。ただし、山形市、山形市民、および各観光事業団体は、山形の観光
名所や設備が海外からの観光客に対して十分な魅力を備えていると
いう自信を持っていない。
さらに、山形県内で観光産業が今以上に発
展する可能性が十分にあるとしても、山形市にはどこから手を付けて
よいかという明確な道筋が見えていない。そのため、山形市は市の観
光産業の状態について、新鮮で率直な目での調査、検証、提言をIBM
に依頼した。
SCCチームは、
この地域を訪れたことのない日本人3名と、米国およ
び英国出身の外国人3名で構成された。
この全員が、山形市が宣伝し
たいと望む同地域の強みとなる観光名所を訪問、
アクティビティーを
体験し、
できるだけ多くの関係者から話を聞いた。調査の結果、
メン
バー全員が、山形には、観光事業を拡大する莫大な可能性があると
確信した。
この地域の観光客向けの強みと全体感は、経験豊かな日本
人観光客にとってさえも、一味違う、
ワクワクして思い出に残るような
何かを確かに提供していた。

SCCが推奨する主要な行動:

価値が高く、大きな成長が見込める観光客グループの特定

緊急の優先事項として、価値が高く、大きな成長が見込める観光客グ
ループを特定し、セグメント化するための調査を実施する必要があ
る。特定できたら、対象とするセグメントについて明確に定義し、記述
して、公開する必要がある。

山形ブランドの創造

対象とするマーケットを念頭に置いて、強力なブランディングおよび
マーケティングの実行プログラムを作成し、潜在的な観光客グループ
と、観光名所や体験とを一致させる必要がある。

体験テーマの定義

山形には観光事業のチャンスが多数あることが明確だった。定義可能
なテーマがすべての観光名所で一貫して行き渡っており、
これらは個
別の観光名所というよりも体験として売り出される必要がある。観光
名所と旅行計画は、
ターゲット・セグメントを惹きつけるテーマに沿っ
てパッケージ・ツアー化する必要がある。観光客は、一つの旅行目的地
でのまとまりを求めているので、パッケージ・ツアー化は旅行計画の
各ステップを結ぶ金の糸を強化するのに役立ち、観光客の活動を体
験として形づくる。

観光地の説明は必ず、各体験型ツアーに結び付けて語られるようにす
る。例えば、山形の日本酒蔵元ツアーでは、
日本酒の歴史、
日本文化に
おける日本酒の重要性、および山形の日本酒の独自性についての説明
を伝える。霞城公園では、
そこで暮らしていた侍の生活がどのようなも
のであったかや、彼らが日本の歴史の中で果たしてきた役割について
の説明を伝える。観光名所の魅力を賢く使って、関連のある興味深い
説明を伝え、複数の対象マーケットに対応することで、観光客は体
験の中に「自分だけの旅行体験記」
を容易に紡ぎだすことができる。
彼ら彼女らの旅行体験記は、他者と共有される可能性がさらに高まる。

説明や情報をデジタルで入手可能に

旅行目的地としての山形の国際的認知度は非常に低い。観光地や観
光名所に関する説明や情報は、デジタルで入手できるようにする必
要がある。市がSNSやインターネットを通じて潜在的な観光客に幅広
くリーチするために、協力者が提供するデジタル・コンテンツを保存
して、あらゆる観光向けサービスやアプリケーションで利用できるよ
うにする。

デジタル・ヤマガタの実装

日本が国際観光事業を望み、政府が観光事業開発の活動を後押し
するということは、山形がこの機会を活用できるということだ。山形に
は、デジタル観光事業の国内リーダーになるチャンスがある。戦略の
検証、活動の評価と改善、および観光事業の新商品のテストでは、デ
ータがかぎとなる。デジタル・ヤマガタは、山形を売り出し、言語や旅
行の障壁を低減するために実装されなければならない。期待される
新しいサービスや解決策を、各観光客が必要とするまさにその場で、
手のひらの携帯電話上に提供することも必要だ。
また、デジタル・ヤ
マガタは観光客のデータを収集して、文化的および地理的な重要性
の高い情報の宝庫となる基盤にもなる。

協力の拡大

SCCでは、著しい成長の原動力となる観光事業における協力の重要
性を強調した。山形県と東北地域は、ほぼすべての海外からの観光客
にとって、今は一番に訪れたいと思う観光地ではないということを認
識することが、観光事業団体間の共通理解の最初のステップである。

地元住民の参加

SCCチームでは、山形市民が地元や地域行政の観光事業への努力を
支援するだけではなく、地域で積極的に関与するアンバサダー（観光
ボランティア）
として、地域の観光事業の成功にどれほど重要な役目
を果たしているかを確認した。観光事業は山形市民にかかっている。
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Bio

Motivations:

Linda is a Digital Marketing executive who takes
six personal trips a year for family visits and
holiday vacations. She and her husband are still
working but plan to retire in two years and will
have more time for travel. They have a “bucket
list” of places they would like to visit and take a
major vacation every two years. They really
enjoy traveling internationally and many times
travel with friends. They never use travel
agencies preferring to do all their research and
booking on-line.

Price
Comfort
Convenience
Speed
Experience

Likes when traveling

Yelp: https://www.yelp.com/

Outdoors: hiking, biking, beaches, skiing. Golf
Food: regional menu, fine dining, healthily
Culture: learn about history and traditions,
museums, fine art, theater

AARP: http://travel.aarp.org/

Goals when booking travel:

Get inspiration for trips from

To spend less time booking travel
To narrow options quickly

Friends
Facebook posts
Newspaper, Magazine and newsletter travel
stories

リンダ・ブラウン
大手グローバル企
業の役員
"We're planning a trip to Japan and wish
to discover the best area to visit, one that
provides a rich cultural experience,
fabulous scenery and opportunities to
taste local cuisine."

AGE
GENDER
WORK
FAMILY
LOCATION
EDUCATION

60
Female
Digital marketing executive
Married, no children
Greater New York City area
College graduate

年齢：60歳
居住地：ニューヨーク市近郊
Brands used in research:
月収：12,000ドル
TripAdvisor: https://www.tripadvisor.com/

事前調査

Frustrations:
Too much time spent booking - she's busy!

Adventurous
Limited time

Digital savvy and gets frustrated easily.
AARPの旅行雑誌で出羽三山
Digital savvy
Lack of or confusing information.
と山形市に関する記事を見つ
Curious
けた。その内容は、北日本の文
化、料理、景色を探訪したいと
いう私の欲求に応えるものだ
った。

多くの情報と写真に接して、
山形の観光名所すべてに魅
了されるようになった。

TripAdvisorのユーザー・コメ
ントは好意的だったが、出羽
三山と山形市に関するコメン
トは少なかった。

配偶者の有無：既婚
子供：なし
仕事：ITマーケティング

学歴：大卒
休暇：冒険心を満たし、
異文化に触れる旅行

Lonely Planet: https://www.lonelyplanet.com/
Expedia: https://www.expedia.com.my/
KAYAK: https://www.kayak.com/mobile

計画

山形の観光サイトは簡単に
見つかり、すべてのツアーが
レイアウトされて分かりやす
かった。
宿泊施設にはいくつかの選
択肢があり、
自分のニーズに
合うものが見つかった。
観光客の評価やレビューがた
くさん見つかり、旅行計画を立
てるのに役立った。

すべての情報がよくまとまっ
ていたので、サイトからサイ
トへと何度も移動して時間
がかかるということはなかっ
た。
自分のニーズに合う、お
得なツアーが見つかった。
その日その日で異なる場所
へ日帰りで行けるように、中
心部の宿泊施設を選択する
ことができ、観光客の体験レ
ビューを参考にして、ある温
泉旅館に決めた。私にとって
も新しいことだ。

満喫

共有

到着したら、デジタル・ヤマガタ
の観光客用アプリで交通、観光
名所、オプショナル・ツアーにつ
いて費用を含めた情報が得られ
ることが分かった。

レストランでの食事中や観光
名所の訪問中に、Instagramや
Facebookにたくさんの写真を
投稿し、友人たちに体験を伝
えた。

観光名所にいる間も、デジタ
ル・ヤマガタのアプリを使っ
て、歴史についての情報や翻
訳オプションを利用できた。

多数の観光名所でQRコードを
使用して、寺や神社の歴史的背
景を自分たちの旅行ブログで
共有した。

地元のイベント情報にアク
セスして予約を入れること
ができた。

体験を旅行者と共有したい
と思い、TripAdvisorやLonely
Planetのような旅行サイトを
利用してフィードバックを投
稿した。

レストランを探し、予約を入れ
て、
メニューを翻訳できた。

アプリを使用して、翌日の旅行
計画を立て、ツアーを予約で
きた。

各段階をまたいで観光客の行動と感想をチェックし、継続的に旅行体験を高めてもらうようにする
図 13
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まとめ

旅行計画作りは現在、10年前とはまったく違ったものとなっている。現
在、観光客は、休暇に訪れる旅行の行き先を選択し終わるまで、いず
れかの国や都市のマーケティングおよびプランニング・チームの見え
ざる見込み客なのだ。
より複雑なニーズとより多くのストレスを抱え
た消費者と、
この数年で文字通り爆発的に増加したメディアの選択肢
が組み合わされて、観光事業のマーケティング環境は非常に難しい
ものとなっている。SCCチームの山形市の訪問中およびその後の調
査での主な発見は、デジタル観光事業プラットフォームの実現の重要
性である。現在の旅行産業では、
これが単体で最も重要な要素であ
り、山形市のマーケットにおける差別化の鍵となりうるとSCCチーム
が確信するものである。
図13ではリンダ・ブラウンの旅を振り返り、
「将来の旅のジャーニー・
マップ」を描いている。
このマップを見ると、提言の実施が成功した暁
には、山形市の究極の旅行体験がどのようなものになるかが分かる。
SCCチームの提言は1年では実現できない。そこで、期待される効果
や予算は、複数年にわたって取り組みを繰り返し、戦略が実現される
ように設定する必要がある。SCCチームは、山形市が、持てる宝を宣
伝し、
より多くの海外からの観光客が市での体験を満喫して共有する
ことで、利益を享受できるということを信じている。
これにより、山形
市は国際旅行業界での地位を獲得し、山形市とその事業、そして何よ
りも山形市民の自信を育てることになる。
IBM SCCチームの提言を、すでに現在進行中のプロジェクトと組み合
わせて実施することは、山形市および山形県が、顧客中心マーケティ
ングおよびデータに基づいた見識に導かれた、観光客のためのデジ
タルによる関係性確立基盤を実現するために役立つであろう。
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6. 付録
付録A: 謝意
名前および役職（称略、
インタビュー当時）

組織（インタビュー当時）

佐藤 孝弘、市長

山形市

松田 和巳、商工観光部、部長

山形市

鈴木 悦子、商工観光部観光物産課、課長

山形市

青木 哲志、商工観光部観光物産課、課長補佐

山形市

佐藤 哲也、商工観光部観光物産課、主幹

山形市

熊坂 望、商工観光部観光物産課、主任

山形市

高野 奈里紗、商工観光部観光物産課、主任

山形市

八鍬 創太、商工観光部観光物産課、主事

山形市

斉藤 隆秀、取締役

おもてなし山形株式会社

中原 悠佑

おもてなし山形株式会社

平井 康博、会長

公益社団法人 山形県観光物産協会

斎藤 直樹、観光文化スポーツ部観光立県推進課、課長

山形県

安孫子 善浩、観光文化スポーツ部 インバウンド国際交流課、課長

山形県

髙橋 茂、専務取締役 グループ事業部長

株式会社ヤマコー

後藤 俊樹、
グループ事業部 経営管理課長

株式会社ヤマコー

清原 正田、山寺住職、山寺観光協会長

山寺観光協会

高橋 良

平清水焼き

高橋 正

平清水焼き

千葉 尚美

平清水焼き

吉住 登志喜、室長 禰宜（ねぎ）

出羽神社、
月山神社、湯殿山神社、出羽三山神社

馬場 誠、代表取締役社長 観光プロデューサー、
ファシリテーター

株式会社アイサイト

大沼 豊、主任

蔵王温泉観光協会

長谷川 正芳、代表取締役 専務

株式会社山形県観光物産会館（ぐっと山形）

沼澤 由乃、高校生

地元の高等学校

海谷 麻尋、高校生

地元の高等学校

高梨 風子、高校生

地元の高等学校
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名前および役職（称略、
インタビュー当時）

組織（インタビュー当時）

大久保 義彦、理事長

認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭

高橋 卓也、事務局長

認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭

藤岡 朝子、理事

認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭

横尾 千代

梅ヶ枝清水

安部 里美、若女将

大平温泉 滝見屋旅館

青山 真、観光課観光推進係長

上山市

石井 隆、事務局長

公益財団法人 上山城郷土資料館

尾原 儀助、代表取締役

男山酒造株式会社

丹羽 英夫、取締役工場業

男山酒造株式会社

佐藤 慎太郎、常務取締役（八代目）

佐藤屋

佐藤さやか、学生

東北芸術工科大学

川合 佑汰、学生

東北芸術工科大学

柿﨑 遥佳、学生

東北芸術工科大学

柳津 英敬、文化観光局観光交流部長

仙台市

櫻井 亮太郎、代表取締役

株式会社 ライフブリッジ

鈴木 陽子、次長

仙台ターミナルビル株式会社、ホテルメトロポリタン山形

齋藤 和人、代表理事

特定非営利活動法人 山形の公益活動を応援する会

吉田 昌永、代表取締役専務

吉田畜産株式会社

原 美由紀、通訳

日本コンベンションサービス株式会社

美好 ケイ、通訳

日本コンベンションサービス株式会社

鈴木 一秀、
コーディネーター

Pyxera International

Kate Goltseva、Visual Design

IBM US

荒川 朋美、取締役執行役員-デジタル･セールス事業担当

日本アイ・ビー・エム株式会社

鶴岡 龍平、デジタル・セールス事業 東日本事業部 東北支店 支店長

日本アイ・ビー・エム株式会社

佐藤 俊哉、デジタル・セールス事業 東日本事業部 東北支店

日本アイ・ビー・エム株式会社

後藤 浩幸、郵政グループ営業部 担当部長

日本アイ・ビー・エム株式会社
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付録B: メンバー紹介
池田 恵美子（いけだ えみこ）

日本アイ・ビー・エム株式会社システムズ・ハ
ードウェア事業本部理事 - OIOソリューション
ズ事業部長

日本におけるシステム・ハードウェア・オープン・インフラストラクチャ
ー・オファリング (OIO) ソリューション部門を担当する理事です。旅行業
および運輸業において IBM のお客様と 20 年以上、専門知識を生かし
て業務を行ってきました。現在、業界をリードする IBM のインフラスト
ラクチャーとハイブリッド・クラウドのソリューションの販売を促進する
ために、直接また販売チャネルにおいて、担当する営業チームに活力を
与え、チームを牽引する役割を担っています。彼女の主要な業績の ひと
つとして、さらにお客様を中心にしたビジネスを行うために、チャネル・
ルートのビジネスを拡大したことが挙げられます。自身のチームを、情
熱と改革のビジョンを携えて導くことにより、
この分野での変革の推進
役を果たしてきました。
2017 年 5 月以降、
日本 IBM の ウーマンズ・カウンシルのリーダーとし
て、若い女性が長くキャリアを積んでアクティブに仕事に従事できる
ように支援しています。東京在住で 3 人の子どもがおり、仕事と家庭
の両方での課題に挑戦することを楽しんできました。趣味は旅行、読
書、書道です。

Colin Linsky (コリン・リンスキー)

IBM United Kingdom Limited.
ワールドワイド・カスタマー・アナリティクス
博士 - イネーブルメント・リーダー

リンスキーは、IBM のコマース部門内のカスタマー・アナリティクス・
ソリューションのワールドワイド・イネーブルメント・リーダーとしてシ
ニア・レベルで仕事をしています。約 30 年間、分析分野での業務にわ
たり、ほとんどの業界で、そして多くの分析アプリケーションにおいて
経験を積んできました。
また、新規ビジネス開発、マーケティング、製品開発における役割、小
売業界および市場調査業界での専門化も担当してきました。統計学/
データ・マイニング/サーベイ/リサーチ方法論のトレーナーでもありま
す。
また、子どもの遊びに関する本も共同で執筆しています。司法心理
学からごみ収集トラックによって収集されたデータの評価まで、各種
のプロジェクトを実行する独立コンサルタントを長年務めてきました。
信頼できるアドバイザーとして主要なお客様と密接に連携して、業界
に焦点を合わせた分析ソリューションの定義や展開を支援していま
す。優れた会議プレゼンターでもあり、お客様向けの分析トピックに
関するセミナー、
ワークショップ、テクニカル・イネーブルメントを開催
しています。
ウェールズ大学で心理学の学士号を、
クランフィールド大学で応用心
理学の修士号を、
さらにロンドン・メトロポリタン大学で応用心理学の
博士号を取得しました。英国のバースに在住しています。

IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ

Joan Renner (ジョアン・リナー)

IBM Corporation
CHQ マーケティング& コミュニケーションズ.
IBMデジタル
プロダクション・エディター

リナーは、40 年以上にわたる経験からIBM の組織内の仕組みを最も熟
知している一人です。企業広報のシニア・デジタル・マーケティング・マ
ネージャーとして、IBM ブランドのビジョンをすべてのビジネス部門お
よび世界中に伝えるための戦略の策定における重要な役割を果たして
います。現在IBMのホームページのプロダクション・マネージャーとし
て、毎月何百万もの人がアクセスする米国のホームページの設計と実
行を支援しています。
レナーは実質的に、ホームページの戦略、要件、チ
ーム・アーキテクチャーで必要不可欠な役割を果たす、マーケティング
の提唱者であり、中心的人物です。彼女は、新しいインタラクティブなテ
クノロジーの開発と実装において指導的な役割を果たし、IBMのホーム
ページ やブランド別のフィーチャー・ストーリー・マーケティング・コン
テンツのインタラクション率の向上に尽力しています。
夫と米国ニューヨーク州のホワイト・プレインズとモントークで生活して
います。夫妻でゴルフ、
スキー、山ハイキング、旅行を楽しみ、自分たちの
住む地域のコミュニティーで積極的に活動しています。
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Mike Segler (マイク・セグラー)

IBM Corporation
コンシューマー・インダストリー
IBM セールス & ディストリビューション
コカコーラ・カンパニー / システム
クライアント・ディレクター
セグラーは、IBM の主要なお客様企業のための IBM クライアント・デ
ィレクターを務めています。現在の役割においては、
そのアトランタ
に本社を置くお客様と世界中に点在する 250 を超えるお客様サイト
について、販売の遂行とリレーションシップ管理を担当しています。
30 年を超える IBM でのキャリアの中で、セグラーはエンジニアの分
析的な問題解決のアプローチをセールス・リレーションシップ管理術
と統合して、製品設計/開発、複数のクライアント・リレーションシップ・
セールス、地域/グローバル・セールス管理、
さらには業種別のソフト
ウェア・ソリューションなどの多種多様なポストを順調に務めてきまし
た。消費財、小売、旅行/運輸の各業種で幅広い経験を持っています。
フロリダ大学で電機工学の理学士号を、
ノース・フロリダ大学で経営
管理の修士号を取得しました。妻、息子、娘と共に米国ジョージア州マ
リエッタに住んでおり、
ゴルフ、
ウッドクラフト、家の改装、各種アウト
ドア活動を趣味としています。
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白山 英一 (しらやま ひでかず)

日本アイ・ビー・エム株式会社
Watson事業部
テクニカルコンサルタント

白山は、多くの異なるお客様向け、および世界規模のビジネス運用向
けの、全社的なソリューションの開発と提供に関する 27 年の経験が
あります。現在、お客様に Watson Application Programming Interface
(API) を使用したコグニティブ・ソリューションを提供する開発チーム
を率いています。現在の役職に就く前、白山は、IBM Design Lab
Tokyo (IBM Studio) のスタートアップ業務で、
ラボのテクノロジー・マ
ネージャーとしてアジャイルな開発環境の構築を担当し、開発者チー
ムを率いるという重要な役割を果たしました。熟練したアジャイル・
プラクティスの実践者であり、過去にはチームを率いて、
ソフトウェア
開発用のアジャイル開発手法を用いて、短期間に 3 つのセールス・サ
ポート・ツールを提供した経験もあります。
前述の職務に就く前、白山は 13 年間 IBM/CIO Webmaster テクニカ
ル・チームの IBM コーポレート・Webマスターを務め、IBM 公式ポー
タル Web サイト運用ソリューションの開発および提供を担当してい
ました。
山は、オーストラリアのメルボルン大学でコンピューター研究の理学
士号および大学院課程修了証書を取得しました。

髙橋 志津 (たかはししづ)

日本アイ・ビー・エム株式会社
研究開発. THINKLab
部長

髙橋はIBM THINKLab のマネージャーを務めており、
日本 IBM の
Research や開発部門の、先進的ビジネスのパイオニアと共に、科学
やテクノロジーの新境地を切り開いています。
また、外部のお客様へ
の IT サービスの提供、マーケティング戦略、
さらには研究戦略につい
ての幅広い経験があります。IBM に入社して以来、エンジニアとして
製造業部門のお客様との経験を積み上げてきました。マーケティング
分野においては、ハードウェアのマーケティングおよび戦略全体を担
当し、マーケティング・マネージャーとしての知識を活用して、Systems
and Technology Group を仮想化テクノロジーを中心としたソリューシ
ョン・ビジネスに変革する活動を先導しました。
独創性、意欲、そしてリーダーシップという強みを発揮し、技術的な用
語を、市場のお客様や意思決定者の心に響くメッセージ、
テーマ、バリ
ュー・プロポジションに変えて、概念を伝える能力に定評があります。
夫と共に東京に在住しています。
ラグビーとバスケットボールの大フ
ァンで、2019 年に東京、釜石で開催予定のラグビーのワールド・カッ
プを楽しみにしています。

IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ

付録C: 参考およびケース・スタディ

8

人口推計（各月1日現在人口）
月次（2017年9月）
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL38020101.do?_
toGL38020101_&tstatCode=000000090001

9

Tohoku inbound tourism issues (Japanese only)
東北地方における訪日外国人旅行者の受入に関
する課題把握のための調査結果
wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/ks/Tohoku_block/3rd/Tohoku_
block3rd_sankou.pdf

参考資料
1

日本の観光事業レポート
www.mlit.go.jp/common/001141408.pdf

2

日本政府観光局の統計情報
www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/
www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2016.pdf
www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2015.pdf
www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2014.pdf
www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2013.pdf
www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2012.pdf
www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2011.pdf
www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2010.pdf
www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2009.pdf

3

世界各国、地域への外国人観光客数
www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_statistics.html
www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitors_ranking.pdf

10 Number of inbound tourists
訪日外国人旅行者数の推移 東北運輸局資料
www.maff.go.jp/tohoku/kihon/yusyutu/kyougikai/attach/pdf/
index-36.pdf
11 Nights of inbound tourists and utilization by hotel type
都道府県別日本人・外国人延べ宿泊者数
www.mlit.go.jp/common/001204088.xlsx

4

政府統計ポータル・サイトe-Stat
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortalE.do

12 Inbound tourist rate by geography
都道府県別外国人
wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/ks/toukei/toukei/sankou/2-1.kokunaichiribetu.xlsx

5

国籍別船舶入港表、
月次（2017年8月）
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL38020101.do?_
toGL38020101_&tstatCode=000001013145

13 Inbound trend in 2016
2016年のインバウンドの動向 日本政策投資銀行
www.dbj.jp/ja/topics/report/2016/files/0000026298_file3.pdf

6

国籍別航空機入港表、
月次（2017年8月）
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL38020101.do?_
toGL38020101_&tstatCode=000001013146

14 Spending trend by country
訪日外国人の消費動向
www.mlit.go.jp/common/001194022.pdf

7

平成27年国勢調査（地域一覧、大都市圏・都市圏）
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL38020101.do?_
toGL38020101_&tstatCode=000001080615

訪日外国人旅行者の消費動向とニーズについてのまとめ
www.jnto.go.jp/jpn/projects/research_consulting/
cq6g7o0000002hw5-att/project_data.pdf
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重点分野 1

重点分野 3

15 MNI Targeted Media Inc.の旅行産業実情調査書（英文）
www.slideshare.net/MNITargetedMedia/the-mni-targeted-mediainc-2017-travel-factbook

19 Tourism Nova Scotia: 旅行目的地開発: コミュニティー観光事業プ
ランニング・ガイド
（英文）https://tourismns.ca/development/
destination-development

参考資料

16 観光事業の市場のセグメント化（英文）－リサーチ・オンライ
ン－オーストラリア、
ウロンゴン大学、Sara Dolnicar http://ro.uow.
edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1597&context=commpapers
この本の章は、以下の著者および書名で出版されたものであ
る。Dolnicar, S, Market segmentation in tourism, in Woodside, AG and
Martin, D (eds), Tourism Management: Analysis, Behaviour and
Strategy, CAB International, Cambridge, 129-150, 2008

提言 1.1のケース・スタディ

17 米国リッチモンド市のマーケティング計画リッチモン
ド市による新規事業の誘致と経済成長支援戦略（英文）
www.ci.richmond.ca.us/documentcenter/view/27689

参考資料

20 カナダ観光局「Destination Canada」によるシグネチャー・エクスペリ
エンス（注:カナダ観光局が掲げている用語で、カナダならではの体
験の意）を含む体験型ツアーの開発 www.destinationcanada.com/
en/programs
21 国際エコツーリズム協会
www.ecotourism.org/book/ecotourism-definition
22 Cultural HeritageTourism.org（団体名）
http://culturalheritagetourism.org/

提言 3.1のケース・スタディ

© Destination Branding for Small Cities – Second Edition: Baker

23 バルセロナ・シティ・パス
（入場・公共交通機関無料のパス）
www.getyourguide.com/barcelona-l45/barcelona-city-pass-freeentrance-and-free-public-transport-t120229/?referrer_view_
id=988fbc31d105076a7e4376f61c447077&referrer_view_
position=1

小都市のための旅行目的地ブランディング（第2版）Baker著新規情
報:『Destination Branding for Small Cities – Second Edition』
（Bill
Baker著）は、世界中のビジネス・リーダー、
プレース・ブランダー、およ
び専門家の称賛を得ている。都市のブランディングについて啓蒙し、
入手可能な実績のあるツール、テンプレート、およびチェックリストを
提供して、成功する旅行目的地や場所のブランド構築に役立つ。
Amazon.comで全世界向けに販売。

バルセロナは、サグラダ・ファミリア、
グエル公園、
カンプ・ノウ・スタジ
アム、バルセロナ港などの主な観光名所を擁する。バルセロナ・カー
ドを持っていると、公共交通機関による移動が無制限で無料となり、
バルセロナの素晴らしい美術館および70以上の契約施設への無料
入場、そして観光名所、ツアー、エンターテイメント、買い物、食事、お
よびナイトライフでの割引が受けられる。

重点分野 2
参考資料

ケース・スタディ

‘From city marketing to city branding: An interdisciplinary analysis
with reference to Amsterdam, Budapest and Athens’

『都市マーケティングから都市ブランディングまで:アムステルダム、
ブダペスト、およびアテネに関する多分野分析』
（英文）
Kavaratzis, M著 2008年 [S.l.]: 214ページ 科学 › 博士論文
場所のブランディング: ブランド・パーソナリティの概念の
都市への適用
18 European Journal of Marketing 欧州マーケティング・ジャーナル
（英文書籍）www.emeraldinsight.com/doi/
full/10.1108/03090561011062844

このカードでは、素晴らしいバルセロナの観光名所に入場できるだ
けでなく、バルセロナで最も人気のある多数の名所で行列に並ばなく
て済み、
スケジュールを詰め込んだ旅行で貴重な時間を節約できる。
さらに、
このカードには6つの言語の便利なガイドブックが付き、
ガウ
ディのモニュメント、サグラダ・ファミリアやカンプ・ノウなどの契約施
設の概要が掲載されている。
全部合わせて、320ユーロ以上もお得になるとのこと。

IBM スマーター・シティーズ・チャレンジ

提言 3.2のケース・スタディ

24 出典:国連世界観光機関（UNWTO）
www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029
Source: Tourism Authority of Thailand: Annual report 2003,
2004-2012
25 タイのマーケティングのプロモーション
「こんなタイ、知らなかった」
、
タイの観光庁は日本人のマーケテ
ィング専門家を指名して、乃木坂46を登用し、若い日本人男性を
ターゲットにしたキャンペーンを作成
http://nogizaka46.thailandtravel.or.jp/
26 SNS が観光行動に与える大きな影響
www.mlit.go.jp/common/001186627.pdf（日本語、60ページ）

重点分野 4
参考資料

27 将来のデジタル観光事業（英文）www.sequence.co.uk/insights/
the-future-of-digital-tourism

提言 4.1のケース・スタディ

28 ユーザー生成コンテンツを生み出すことを地元住民に奨励した
例として、青森市では写真コンテストを開催し、観光デスティネー
ションとして宣伝した。
その結果、
イベントおよびコンテンツが青
森市への訪問客の増加に役立った。www.city.aomori.aomori.jp/
koho-kocho/shiseijouhou/kouhou/press/h2810/
documents/281020-02.pdf
www.jalan.net/jalan/doc/news/button/0604452202/

提言 4.3のケース・スタディ

29 埼玉県観光づくり基本計画
www.pref.saitama.lg.jp/a0806/documents/553208.pdf
30 上記の定期更新レポート
www.pref.saitama.lg.jp/a0806/documents/28kankoujisseki.pdf
31 別府市総合戦略（後期基本計画）
www.city.beppu.oita.jp/pdf/sisei/sougoukeikaku/04-5.pdf
32 仙台市観光統計情報
www.city.sendai.jp/kankokikaku/toukei/toukei.html
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33 京都市の計画
www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_kekka/cmsfiles/
contents/0000173/173939/keikaku.pdf
• 京都市の計画は参考資料となる。
以前の計画を振り返って評価
し、2020年に向けた新しい計画を作成している。
• 52および53ページで定期評価チームについて特に言及。
34 旅行目的地の満足度と認知度（英国政府観光庁提供）
（英文）
www.visitbritain.org/destination-satisfaction-and-perceptions

重点分野 5
参考資料

本レポートの調査中に、旅行目的地のマネジメント計画の適切な立
案に関する引用が目を引いたので、SCCチームでは、その全文をここ
に引用することが役に立つと考えた。
「旅行目的地とは、人々が訪れ、体験したいと望む場所である。それ
は、英国の観光経済で最も重要な部分である。旅行目的地は多様で
あり、州（または国）境や公共部門の管理区域内にきれいに収まると
は限らない。オックスフォードのように、1つの旅行目的地を含むこと
もあれば、
コッツウォルズのように、
自然の地形や非常に有名な景色
によって強く一体化した多数の小規模な旅行目的地を含むこともあ
る。旅行目的地のDMO（デスティネーション・マネジメント・オーガニ
ゼーション）は、ローカル観光事業の発展の要の役割を果たす。」
www.visitbritain.org/destination-management-organisations-england

提言 5.1のケース・スタディ

山形および東北の旅行目的地マネジメントにおいて協力の共通フレ
ームワークを策定する出発点として、多数の計画および参考サイトの
一部を参照。
35 米国ケープ・メイ市観光事業計画（英文）www.capemaycity.com/
documents/Temple_Univ/Temple%20Tourism%20Plan%20
2012%20to%202020.pdf
36 米国チャールストン
（英文）charleston-sc.gov/DocumentCenter/
View/7684
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37 「Visit Britain」Webサイト
（英文）
（国の観光事業について包括的
なアドバイスと情報を提供）www.visitbritain.org/

45 マップ例山形版（日本語）
https://mapandnews-japan.com/yamagata/yamagata/index.html

38 英国西部の観光事業計画（英文）www.n-somerset.gov.uk/
wp-content/uploads/2015/12/PS312b-Martyn-Leisureappendix-B.pdf

46 国土交通省による交通標識ガイドライン
www.mlit.go.jp/common/000059348.pdf

39 英国ブリストル（英文）https://visitbristol.co.uk/destinationbristol
40 英国の旅行目的地マネジメント組織（DMO）
リスト
（英文）www.
visitbritain.org/destination-management-organisations-england
41 海外からの観光客についての理解（英国政府環境庁提供）
（英文）
www.visitbritain.org/understanding-international-visitors
42 観光客の特性と行動（英国政府環境庁提供）
（英文）www.
visitbritain.org/visitor-characteristics-and-behaviour

47 東京都の参照事例
www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/01/DATA/20q1t501.pdf
www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/council/pdf/
meeting_03/panel.pdf
48 金沢のレンタサイクル・マップ www.machi-nori.jp/wp-content/
themes/machinori/common/images/pdf/machinoriEnglishmap.pdf

付録

付録A: 日本政府の観光客改革（2016年3月）－
国土交通省の3年計画
Issued on March 30, 2017

43 ミラノの事例:市内探訪のための交通機関の導入（英文）
www.turismo.milano.it/wps/portal/tur/en/milanopratica/
muoversifacilmente
44 マップ例（東京スカイツリー、英文）https://mapandnews-japan.
com/tokyo/skytree_h_en/index.html

2017年3月30日発行
「明日の日本を支える観光ビジョン」－世界が訪れたくなる日本へ－
「観光先進国」への「3つの視点」
と
「10の改革」
www.mlit.go.jp/common/001126601.pdf
www.mlit.go.jp/common/001126602.pdf
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明日の日本を支える観光ビジョン
世界が訪れたくなる日本へ

2016 年 3 月 30 日発行

これまでの議論を踏まえた課題
•	
我が国の豊富で多様な観光資源を、
誇りを持って磨き上げ、その価値を
日本人にも外国人にも分かりやすく
伝えていくことが必要。

•	
観光の力で、地域の雇用を生み出し、
人を育て、国際競争力のある生産性の
高い観光産業へと変革していくことが
必要。

•	CIQや宿泊施設、通信・交通・決済など、受入
環境整備を早急に進めることが必要。
•	
高齢者や障がい者なども含めた、すべての
旅行者が「旅の喜び」を実感できるような社
会を築いていくことが必要。

「観光先進国」への「3つの視点」
と
「10の改革」
視点 1

視点 2

視点 3

観光資源の魅力を極め、
地方創生の礎に

観光産業を革新し、国際競争力を高め、
我が国の基幹産業に

すべての旅行者が、
ストレスなく快適に
観光を満喫できる環境に

•	「魅力ある公的施設」を、ひろく国民、そして世界
に開放

•	古い規制を見直し、生産性を大切にする観光
産業へ

•	
ソフトインフラを飛躍的に改善し、世界一快適な滞在
を実現

• 赤坂や京都の迎賓館などを大胆に公開・開放

•	60年以上経過した規制・制度の抜本見直し、
トップ
レベルの経営人材育成、民泊ルールの整備、宿泊
業の生産性向上など、総合パッケージで推進・支
援

•	
世界最高水準の技術活用により、出入国審査の風景
を一変

•	あたらしい市場を開拓し、長期滞在と消費拡大を
同時に実現

• キャッシュレス観光を実現

•	「文化財」を、
「保存優先」から観光客目線での「理
解促進」、そして
「活用」へ
•	2020年までに、文化財を核とする観光拠点を全国
で200整備、分かりやすい多言語解説など1000事
業を展開し、集中的に支援強化
•	「国立公園」を、世界水準の「ナショナルパーク」へ
• 2020年を目標に、全国5か所の公園について民間
の力も活かし、体験・活用型の空間へと集中改善

•	欧州・米国・豪州や富裕層などをターゲットにした
プロモーション、戦略的なビザ緩和などを実施
•	MICE誘致・開催の支援体制を抜本的に改善

•	
主な観光地で「景観計画」
をつくり、美しい街並みへ

•	首都圏におけるビジネス・ジェットの受入
環境改善

•	2020年を目途に、原則として全都道府県・全国の
半数の市区町村で「景観計画」を策定

•	疲弊した温泉街や地方都市を、未来発想の経営で
再生・活性化
• 2020年までに、世界水準DMOを全国100形成
•	観光地再生・活性化ファンド、規制緩和などを駆使
し、民間の力を最大限活用した安定的・継続的な「
観光まちづくり」を実現

図 15

• ストレスフリーな通信・交通利用環境を実現

•	
「地方創生回廊」を完備し、全国どこへでも快適な旅
行を実現
• 「ジャパン・レールパス」を訪日後でも購入可能化
•	
新幹線開業やコンセッション空港運営等と連動した、
観光地へのアクセス交通充実の実現
•	
「働きかた」
と
「休みかた」を改革し、躍動感あふれる
社会を実現
• 2020年までに、年次有給休暇取得率70％へ向上
•	
家族が休暇をとりやすい制度の導入、休暇取得の分
散化による観光需要の平準化
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付録B: 訪日外国人観光客の傾向

提言 1.1 の観点から、SCCチームは国内の観光統計を検討し、主要な
ターゲット市場の場所に関する釣り合いの取れた見方と最初の指標
を示した。以下の要約は、観光客の出身国に実質的な傾向があり、そ
のため、各国からの観光客が今後の観光目標を達成できるかどうか
という点で限界があることを示している。

訪日外国人観光客の過去の傾向

過去の傾向の右側の2つのデータ・ポイントは、国の観光推進計画の
下での外国人観光客の目標数に相当する。図16については、過去の
傾向の地域別な分類を確認できる。訪日外国人観光客の最大数は、
日本の近隣国からの観光客である。

49 日本政府観光局による公式の訪日外客統計
www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2016.pdf
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図 16: 訪日外国人観光客の年間合計数
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主要な言語（英語と非英語）
で訪日外国人観光客の総数を分類する
と、非英語圏出身者に大きく偏っていることが分かる
（実際に話され
ている言語は元の数字からは分からないため、従来の一次言語が分
類基準として選択された）。
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図 17: 訪日外国人観光客の総数
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訪日外国人観光客の総数における英語圏からの旅行者の割合を見る
と、英語圏と非英語圏の両方の出身者の数は増加しても、英語圏出身
者は明らかに少数派になっている。一方で非英語圏出身者ははるか
に大きな割合で増加している。そのため、
日本の乗船港に到着する訪
日外国人観光客あたり、英語圏出身者は10人に1人未満となっている
可能性がある。
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図 18: 訪日外国人観光客の年間合計数
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過去5年間のデータでは、すべての観光客セグメントが増大してい
る。全アジア諸国出身者の前年比の変化率は、英語圏出身者を上回
っており、特に2013～15年では顕著である。英語圏出身者の最大の
増加は米国 からの観光客に見られる。
しかし、下の図のアジア出身者
と他の出身者に関する数字には非常に大きな差があることを忘れて
はならない。毎年のアジア諸国からの観光客数には多少の変化があ
るとはいえ、英語圏諸国からの観光客数の変化を上回っている。
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図 19: 訪日外国人観光客の総数における英語圏諸国からの旅行者の割合
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観光客数を1年を通して調べると、全体的にすべてのグループの観光
客数がすべての月で増加している。訪日外国人観光客をもう少し詳し
く分析すると、時期や出身国に基づく潜在的なセグメント化を調査す
るのが有益であることが明らかになる。
アジア諸国からの観光客数
は、他の季節と比べて冬に急速に変化している。一方、
カナダとオース
トラリアは夏の終わりから秋にかけて急上昇している。
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図 20: 年ごとの割合の変化
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SCC チームには潜在的なターゲット・セグメントの徹底的な分析を行
う余裕がなかった。
また、
このレポートでセグメントの内容を定義する
ことは適切ではない。
しかし、大まかな分析から、国内観光の増加をも
たらすのが1つか2つのセグメントだけであると仮定することに注意す
べきなのは言うまでもない。

光客で、
しかも長期滞在し、1 日に多額の出費をする傾向が高い観光客
は、訪日外国人観光客の増加目標を達成するのに十分だという仮定には
異議を唱える必要がある。旅行先としての山形および東北に最高のニュ
ースは、観光資源が非常に柔軟で、豊富な休暇体験を提供するために比
較対照できるということである。SCCチームの予想では、
ターゲット市場
が特定されると、マーケティングと体験型ツアーは比較的シンプルなも
のになり、成功する。

多くのターゲット・セグメントにはさまざまな増加パターンと収益におけ
る差異の可能性があり、誰に焦点を当てるかについて、チーム内にはさ
まざまな強い意見があった。潜在的なターゲット市場として特定するの
は容易であるが、英語圏の観光客、特に北米や英国からの訪日外国人観
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図 21: 訪日外国人観光客数の変化の平均（年間の割合）–2014～2016年の平均
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