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第１回上質なインバウンド観光サービス創出に向けた観光戦略検討委員会 

  

日時：令和 2 年 10 月 5 日（月）13：00～15：00  

場所：中央合同庁舎第４号館 1F 

 

議事要旨 

 

（有識者委員） 

梅澤座長、アトキンソン委員、阿部委員、髙野委員、近衞委員、鈴木委員、田

中委員、松嶋委員、矢ケ崎委員、山田委員、涌井委員、渡部委員、松山委員 

 

1. 開会 

（金子国際観光部長の挨拶） 

蒲生長官にかわり挨拶申し上げる。第１回「上質なインバウンド観光サービス創出

に向けた観光戦略検討委員会」に出席賜り厚く御礼申し上げる。新型コロナウイルス

により大きな打撃を受けている観光産業だが、観光庁としては、安全・安心に旅行で

きる環境整備とともに、国内需要を喚起する GoTo トラベル事業に取り組んでいると

ころ。世界的な感染収束の状況を見極めつつ訪日プロモーションにも取り組んでま

いる。菅内閣発足にあたり、ポストコロナ時代においても訪日観光客 6000 万人を堅

持し、観光振興を通じた地域の活性化を進めるよう当庁にも指示があったところ。こ

の指示を踏まえ、訪日旅行者の長期滞在と消費拡大に向け、我が国が誘致しきれてい

ない富裕層など上質な観光サービスを求め、相応な対価を支払っていただける旅行

者の訪日滞在の促進をはかる。これまでのインバウンド促進施策は成果を挙げつつ

あるが、上質な観光サービスの実現に向け、更なる旅行者ニーズを踏まえブラッシュ

アップする必要がある。本委員会には上質な観光サービスを熟知し、様々な角度から

関わっておられる委員の方に集まっていただいている。是非、忌憚なく意見を賜りた

い。観光庁としてもいただいた意見を踏まえながら、上質な観光体験を実現するため

の取組を関係省庁、企業と連携して推進してまいりたい。 

 

（座長選任・座長あいさつ） 

    梅澤委員が座長に就任 

自己紹介として現在の３つの仕事を紹介する。１つ目は世界 40 か国で展開する AT

カーニーというコンサルティング会社で、消費財・消費サービスを中心に手掛けてき

た。２つ目は、CIC ジャパンであり、先週国内最大規模のスタートアップ集積拠点を
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虎ノ門に立ち上げた。将来的にはトラベルテック、インバウンド観光のクラスターを

作ろうと思っているので、今後皆様にはご教示いただきたい。３つ目は一般社団法人

ナイトタイムエコノミー推進協議会。日本各地の夜間×文化、夜間×自然のプロジェ

クトの支援している。今年は東京以外の３１案件で、地方部で宿泊する理由となる体

験プログラムを設計し運営のお手伝いをしている。 

今後は、活発な意見が出るようダイナミックなファシリテーションを心がけたい。 

 

2. 議事 

（1）検討の趣旨、日本政府観光局（JNTO）における取組について 

（資料１を観光庁より、検討会の趣旨および委員会の進め方について説明） 

 

（資料 2 を観光庁より、世界および訪日富裕旅行市場と上質な宿泊施設の整備による地方

誘客の必要性について説明） 

 

（資料 3 を(独)国際観光振興機構（JNTO）より、富裕旅行者の特徴、JNTO による富裕層事

業、コンテンツ・受け入れ体制に関する課題について説明） 

 

〇Classic Luxury と All Luxury、Modern Luxury と Selective Luxury はほぼ重なるも

のか。また、富裕層インバウンド観光市場 5500 億円のうち Classic Luxury と Modern 

Luxury の内訳は算出しているか。 

 ほぼ重なるものである。内訳は算出されていない。 

〇内訳は今年度の観光庁調査において算出するのか。 

 これから留意して進めてまいる。 

 

（資料 4 を観光庁より、JNTO 富裕旅行市場調査結果から、上質なインバウンド観光サービ

ス創出に向けた我が国の強み・課題について説明） 

 

〇観光庁資料の課題につき、優先順位が上下逆ではないか。５番目を１番上に持ってい

くべき。泊まる場所がなければそれ以外のコンテンツを作っても無駄である。その他

もすべて上下逆の優先順位ではないか。 

 

〇課題に挙げられていないのは、面を作ることができていないこと。宿泊施設は大事だ

が、この状況下で進めるのは厳しい。それをカバーできるのはヒト。観光産業以外の

人も含めて面を作っていくことをしないとどんな強みも活かせない。DMO に限らず

地域のリーダーを作り育てていく。そのために企業に人材育成の必要性を理解して

いただく必要もある。規制緩和も必要かもしれない。 
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また、富裕層を定義したことには意味があるが、国だけでなく地域にとっても「どう

いう人が何泊すればどれだけ効果があるのか」を計算する方法を明示してあげない

といけない。 

 ２点目について、デスティネーションごとにターゲットとすべき層も違い、できる

体験の幅も異なり、最適な泊数も内容も異なるため、結果的にデスティネーション

ごとに、どのくらいの観光収入をどの人からもらうのか、個別に考えるためのモデ

ルケースを作る必要があるという話か。また、規制緩和は具体的にどういうことか。 

 国としての目標を作るのはよいが、地域がそれぞれの目標を作るための計算の考

え方を伝える必要があるのではないか。規制緩和について具体的には、行政なしに

民間だけで地域おこしがしにくいというケースがあるようで詳しくは今後調べる。 

 

〇トラベルデザイナーとして海外の商談会に招致されることが多く、コロナ前までは、

平均月２回ほど海外商談会でバイヤー、サプライヤーともに意見交換する機会が多

いため、この分野でも貢献したい。JNTO の対外プロモーションにより、日本は魅力

的な旅行先として周知され評判も良いものの、Japan Luxury Showcase やファムト

リップで積極的に紹介されたコンテンツ(瑞風など)には、規定ルールとして予約が１

カ月前でないと取れない、予約方法も分かりにくいと多々苦情がある。サプライヤー

もインバウンドをターゲットにして商品を紹介するなら富裕層向けの窓口を作るべ

きではないか。また、地方自治体や観光局の方から DMO 事業などで予算、人材を使

ってファムトリップを開催、商品やプログラム体験を提供しても、受託事業者が目利

きになっておらず催行するだけが目的で、ビジネス動線を整理していないので実際

には旅行者が入ってこない実態があり、投資に対して身になっていないと相談が多

い。市場を理解していない事業者が受注する事例が多く、事業者、審査側もさらに精

査して本来の事業者を選択、出来ないのであれば専門家がアドバイスする必要があ

るのではないか。 

 受託者事業者が、いい提案書を作るだけで、持続性ある事業を組み立てる努力を

していないということだろう。 

 

〇アート＆カルチャーの注目が高まっているとのことだが、自分自身が伝統文化の継

承者であり問題意識を持っている。現状、伝統文化関係者は大変苦しんでいる。ブラ

ンディングの象徴的な部分はアート＆カルチャーであるが、一般レベルでは理解さ

れておらず、支援が行き届いていない。日本伝統文化に対する追い風をどう支援に結

び付けるか、国全体で見る目を変えていただかないといけない。 

 文化財全体で保存から活用へという流れがあるが、活用によって対価を一番支

払うのは富裕層であり、お金になる文化の活用の仕方をこの場で議論できれば

前につながるだろう。 
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〇これまで日本の観光は薄利多売に走りすぎていたが、今後は限られた数から順次旅

行客が戻る状況下、富裕層の誘客を考えるのは良いタイミング。富裕層向けのサービ

スに慣れていないところを鍛えていく必要がある。富裕層の知的好奇心・探求心に応

えられるような、幅広い分野で高い専門性を備えて説明できる人、本人が伝えられな

くても翻訳して伝えていく人材が必要。海外にアクセスできない魅力ある産業の人

にも注力しうまくマッチングできたらよいのではないか。 

 

〇不動産協会の構成メンバーは開発事業者が中心でありその立場から発言する。政府

の目標値は人数や額などの量だったが、質に踏み込んだことには意味がある。コロナ

前のオーバーツーリズムは、宿泊施設が一部地域でかなり多く整備されたことが要

因。ただし、富裕層向け宿泊施設が少ないのは、都市によって宿泊施設の整備が１つ

の法律の下に行われており、先に短期的事業性が高く整備しやすい宿泊特化の宿泊

施設が立地してしまうためである。 

 その状態を変えるために何が必要か。 

 都市計画で用途地域を決めるだけでなく、部屋の面積・大きさ・共用部分も含め

て幅広い宿泊施設を整備できる開発指導方針が各都市に整備されていくとよい。

宿泊室数上限を設けるなどすれば、統制がとれた観光地になるのではないか。 

 今後、進め方について具体的なアイデアをご教示願いたい。 

 

〇観光と金融の立場から関わってきた中で３点。旅行者の嗜好の多様化に施設、サービ

スが対応しきれていないところが課題。経営上、数は大事だが単価が高い方がより早

くより質の高い供給になることは明確。２点目は当社による調査結果で、日本は旅行

先として依然人気。コロナが収束した後には、今までもより長く滞在したい人が３割、

多く消費したい人が４割みられ、海外のお客様の期待感は高い。３点目、高い単価を

支払ってもらうという供給サイドからの議論が多いが、何をすれば満足してもらえ

るのかという議論が整理されていない。この委員会を通じて議論できれば。 

 

〇強みであるアート＆カルチャーについて、地域で世界水準の技術を持つアーティス

トは京都にも金沢にも高山にもいる。彼らは世界の富裕層と既に深い関係があり、彼

らと一緒に何かできるとよいのではないか。 

日本における富裕層の取組の歴史は浅い。オーストラリアは 10 年前に次の世界を作

るようなビジネスエリートに来てほしいと言っていた。日本でも、富裕層向けコンテ

ンツを多く仕込んでストックしておく必要がある。５つ星ホテルができても、地域と

つながりが薄く地域としてのサービスレベルが合わないということは実際起こって

いる。地域として取り組むことが大事だ。また、ガイド育成方法は変えていくべき。
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語学だけでなく、教養があり、相手の教養レベルを汲んで組み立てられるガイドが必

要。多様な方を育てる仕組みが必要。最後に、富裕層に来てもらいたいのならば予約

を確実にすることは必須である。 

 

〇鎌倉でハイエンドトラベラー向けにアート体験の提供や、富裕層市場に関する執筆

活動をしている。国が何のためにラグジュアリートラベルに取り組むかという意義

と、そのためのビジョンが必要。ラグジュアリートラベルの推進は、経済効果だけで

なく、世界のトップを日本ファンにするチャンスでもあり、外交的な効果もある。サ

ービスが底上げされ、教育水準も上がるだろう。国力を強化するための効果的な市場

である。そのために短期的にすることと、中長期的に取り組むことを、しっかり整理

して進めるべき。 

実行チームについて、宿泊施設を整備することと同列ですべきは人材育成。情報発

信、人事インフラの整備、コンテンツの磨き上げをすべて同時に進めていくことが必

要。日本は良質なものを安価に提供するのが得意だが、富裕層が日本に来てもお金の

使い道がないのとよく言われる。付加価値をつけるブランディングを同時に進めて

いくべき。 

 

〇JNTO がはじめて富裕層のカテゴリーを提示したことには意味があるが、果たして着

地で 100 万円以上使えば富裕層かというのは議論すべきである。都心型のスイート

に宿泊すれば 1 泊 50~60 万円はする。 

また、富裕層市場に向かってどうサービスを提供するかという議論にとどまってい

るが、日本には既に他国に決して負けない有形資産がある。1934 年に国立公園制度

ができたときに観光地形成の日本人の努力は極めて素晴らしく、この時代の記憶を

取り戻すべき。現在は、つなぎが悪く、富裕層の「驚くようなことを経験したい」と

いうニーズをコーディネートできる人材が不足している。物理的な一気通貫のシス

テムをどう構築するか。人材が極めて厳しいコロナの中、有能な質の高い人材が流出

しており、これに歯止めをかけることは直近で深刻な問題だと感じている。 

 ハイエンドとアッパーミドルのどちらを優先するかについては、今後も議論に

なるだろう。最終的に両方やるべきなのは明らかだが、優先的にどちらをやるの

かは議論をしていくべきだろう。 

 

〇商談会に参加すると、想定以上に口コミの力は強いと実感する。コロナの状況下、デ

ジタルでも発信していくということが今後より大事になっていると感じている。

Selective Luxury の台頭はデジタルリテラシーの高い方々が富裕層に含まれるとい

うことだろう。ハコとしてのホテルは大事だがヒトが重要である。 

スイートルームが足りない点は、課題と認識している。欧米からのリクエストはとて
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も多い。 

 

 

（2）上質な宿泊施設の誘致について 

（資料１に基づき、観光庁より、上質な観光地整備実行チームの趣旨・実施内容について説

明） 

 

 (資料 5 に基づき、観光庁より上質な宿泊施設の整備状況と支援具体策について説明) 

 

（資料 6 に基づき、環境省より、国立公園満喫プロジェクトほか上質なサービスを求める

旅行者の誘客に向けた具体的取組について説明） 

 

（資料 7 に基づき、京都市より、京都市の上質な宿泊施設の誘致の取組とその効果につい

て説明） 

 

〇宿泊施設の誘致においては地域との調和が重要とのお話。京都では低単価の旅行客

によるオーバーツーリズム問題で、地域との軋轢が生じていたと理解しているが、高

単価の宿泊施設にも理解が得られないことはあるか。 

 「京都らしい宿泊施設表彰」を受賞したリッツカールトンのように、清掃活動や

美術活動など意識の高い取り組みをしている施設もある。資料の説明における

「地域との調和」は、観光施設と施設の調和という一般論であった。 

〇高級ホテルが開業し、京都における顧客あたりの観光収入はどう変化したか。 

 総額で平成 20 年 6525 億円だったものが、令和元年で 1 兆 2367 億円となった。

単価については過去３年間では大きな変化は見られない。 

〇今後の建設計画についてコロナの影響はあるか。 

 建設計画が止まった案件は聞いていないが、開業時期が後ろ倒しになったケー

スはみられる。 

 

〇観光産業課によるソフト面・資金面の支援について、現在の対象案件数は？ 

 令和元年度補正予算時点でこれから融資を行うものは、DBJ・沖縄公庫で１件ず

つある。 

〇これから対象になりそうなものは。 

 現状では承知していない。 

 

〇インバウンドについては平面的な量だけの議論は危険であり、どのくらいの消費が

行われたかという体積の議論を重視すべき。国立公園は自然の弁護者として管理を
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してきたが、体制と体質が変わり、法律上不可能であった廃屋の撤去、分譲型ホテル

の導入も規制緩和の上クリアしてきた。地方分散し、経済的な便益を分かち合うこと

が重要。富裕層というカテゴリーも多様であり、ハイエンドの行動パターンはそれぞ

れに違うのでその点について議論が必要。 

 富裕層の誘客数ではなく、トータルでの消費額を考えることが重要ということ、

また、客単価も行動形態も異なるのでセグメンテ―ションをして実態に即した

議論をするということか。 

 そのとおりである。 

 

〇京都市では、コロナ禍においても伝統工芸等に対していち早く対策をされてきた。こ

れによって見えたものはあったのか。 

 伝統産業、伝統文化を守っていくべきという考えで、守るべきところにお金を出

してきた。 

 

〇地方で宿泊施設を作るには、投資額含めて慎重な議論が必要。既に地方には強羅花壇、

かよう亭、坐忘林のように富裕層を受け入れるノウハウを持っている宿がある。そう

いった個性も展開しながら大きな箱もランドマーク的に誘致することが大事。日本

の宿もグレードアップすべきである。 

 

〇都市型の施設とリゾート地観光地の状況はかなり違う。東京は都市の再開発を活用

しながら整備されたホテルが多い。それ以外では、京都・大阪市・那覇市・福岡市の

ように限られた整備しかない。それ以外については難しい状況である。営業利益が都

市間で格差が出てきている。リゾート地で考えれば、国立公園の活用は非常に大事な

手段であり、開発の一種であるのでそれが規制緩和されたことは開発面で大きい。地

方の国定公園まで含めて活用できれば可能性が広がるだろう。 

 ファイナンサ―のお立場からいかがか。 

 場所、ニーズによりファイナンスの付け方は異なり、一緒に議論できないという

のが１つの感想。持続性がないと途中で経営が放棄されることもあるため、経営

的に成り立つ条件をタイプ別にしっかり見るべき。持続できる事業の仕組みを

整える必要がある。現在の状況ではハイエンド事業者も積極的な進出は難しい

が、今議論しておくことは重要。 

 

〇地域に上質のものを作るとなるとパターン分けをしていく必要。パターン分け自体

が戦略になる。どういう切り口で考えるか。国立公園の活用は重要だが、自然だけで

よいのか。例えば大山国立公園については、スピリチュアルな文化的な広がりもある。

パターンに分けて戦略的に重点的に取り組んでいく発想が必要。特に、本物を愛する
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方々にささる本物をカテゴライズし、それらのキャリイングキャパシティを考え、そ

の結果、富裕層の人数・消費額が決まっていくのではないか。ビジネスなので ADR

も考えていく必要がある。 

 

〇来る人が何を望んでいるのかという議論を先に議論しないといけない。現在、スピー

ドと多様性への対応は課題である。加えてプロのネットワークが欠けていること。観

光は誘客と受入れの両方で成り立っているが、受入れのことが考えられてこなかっ

た。旅行者はこれまで以上に多様になる。受け入れ側も多様になるべき。 

地域に対して計算の仕方を教えて、地域が持っているもの、それを誰が欲しがるのか、

という逆の発想が必要。京都は連携の仕方が素晴らしいものの、皆が真似することは

できない。 

富裕層が来て困ることはないというが、実際彼らの要求水準は高く課題も増える。ス

ピードを上げ、多様性を実現する。宿泊施設を作るだけでなく、高級コンドミニアム

に泊まる人も、相手は誰で、来る人は何を求めているのか、それにどこまで応えるつ

もりかまで考えておく必要がある。 

 共通のニーズは必要条件として定義できると思うが、多様性のある趣味・趣向に

応えることが十分条件。十分条件についてどうすれば共通理解を得られるか。多

様性のあるものを片っ端から拾いに行くことを委員会の対象とするのか。実行

チームの主眼は、潜在需要に合わせて適切なキャパシティで適切なスタイルの

ものを、東京・京都以外の地域を中心に作るという認識。その上で、どういう顧

客理解をすればよいのか。 

 ある程度の街での富裕層を受け入れてきた、リムジン会社などにヒアリングす

るのはどうか。思いがけず喜ばれたこと、言われて困ったことなどを聞けば参考

になるのではないか。 

 新しく施設を作るだけでなく、既存施設のレベルアップも対象だと思う。コロナ

は一過性ではなく前の状態に戻ることもない。MICE をすることも難しくなる。

部屋も１つずつ違うような独自性が求められていく中で、上質な宿泊施設を作る

なら、そこに来るお客様の目的に合わせた施設のデザインをする必要。 

リゾート地では、アッパー層を迎えている施設はアジアでは欧米層あるいは欧米

で教育を受けた現地人が作っている。自身がラグジュアリートラベラーであるな

ど、実感している人が関わるべき。ライフスタイルを勉強しないと分からない人

がやる世界ではないのではない。 

 富裕層も多様ではあるが、20 名ほど集まってもらえれば共通理解が得られると

思う。ニーズの十分条件は一人一人で異なる。それをどのように効率的に集約す

るかは事務局と議論したい。 
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〇本日の議論で検討に盛り込むべきは４点。１点目は富裕層観光の意義を明確にする

こと。２点目は、ターゲットをハイエンドかその下の層なのか、あるいは Classic 

Luxury か Modern Luxury のどちらを重点にするか議論が必要。３点目は顧客ニーズ

を、精度を上げて理解をする必要がある。4 点目は、面的な開発は必要だが、宿泊施

設だけでなく、周辺の目的地・コンテンツ、その磨き上げ、動線のつなぎ方、それら

を支える人材などをセットで考えること。面的開発においても宿泊施設の開発にお

いても、地域によってサイズもタイプも異なる。パターン分けをしモデルケースを見

せられれば全国への参考になる。実行チームにおいても典型的なパターンでモデル

ケースを作るための議論ができれば。 

 

3. 閉会 

（金子国際観光部長より挨拶） 

梅澤座長の論点、委員の皆さまからの指摘を踏まえ、関係省庁の皆さまのご協力も得

ながら進めていく。 

 

以上 


