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日本博を契機とした観光コンテンツの拡充

文化資源を活用したインバウンドのための環境整備

文化財・博物館等のインバウンド対応Living History
（生きた歴史体感プログラム）
文化財に新たな付加価値を付与し、より魅力的な
ものとするための取組(Living History)を支援
することなどにより、文化財のインバウンド活用による
地域活性化の好循環を創出

・訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を
向上させるため、文化財の多言語解説を整備
・地方の博物館・美術館におけるキャッシュレス化・チケ

ットレス化を進めるとともに、夜間・早朝開館にあわせ
たコンテンツの造成を支援

（夜間開館とあわせた
コンテンツの造成）

（地方博物館等における
キャッシュレス化・チケットレス化）

（二条城の寛永行幸の時代に
実施された茶会を再現）

日本文化の魅力発信
日本の歴史・文化・芸術の魅力を先端技術(AR・高精細画像等)も
駆使しながら、主要空港で発信

【目指す姿】

・観光客の滞在期間
長期化＆リピーター増

・地域活性化
・特別料金の徴収等

（火焔型土器を使った調理など
縄文時代の生活を実際に体験）

（史跡における当時の様子を
ARを活用して体験）

【目指す姿】 観光客数増
・観光客の満足度向上

文化財の
付加価値を

高める

増えた収益を
文化財に再投資

好循環の
創出

・観光客の滞在期間
長期化＆リピーター増

・地域活性化
・特別料金の徴収等

ARを活用した歴史資料体験作品

ロビーにおける高精細映像の展示
（仙台空港）

屏風型高精細画像の展示
（羽田空港）

アイヌ文化をテーマとした演出
（新千歳空港）

空港等における文化財の魅力発信

ＪＮＴＯサイトから文化財情報を一元的に発信

① 動画のほか、AR等の先進的なコンテンツを掲載
② コンテンツの二次利用等を原則として可能とする
③ 外国人目線での多様なコンテンツを掲載

（2次元コードから、多言語解説に
よる音声が読み上げられる）

旅前・旅後の情報発信

令和２年度予算額 98.4億円

日本博の開催を契機として、これまでにない形で文化資源を活用したｲﾝﾊ゙ ｳﾝﾄ゙ 向け
の観光ｺﾝﾃﾝﾂを全国各地で創出し、訪日外国人の地方誘客・消費拡大を促進
○歌舞伎、能狂言、文楽、日本舞踊、琉球舞踊などの
ダイジェスト版を多言語で公演、訪日外国人向け体
験プログラムの創出

○我が国が誇る縄文から現代までの
文化資源を多言語で集中展示

国宝＜火焔型土器＞（十日町市博物館蔵）

多言語解説による「ハンズオン甲冑」の展示（東京国立博物館）

「日本博」2020オープニング・セレモニー記念公演イメージ

○文化庁、国立博物館等が所蔵する
地域ゆかりの文化財を各地方で展示

地方博物館

文化庁・国立
館・三の丸尚蔵
館・有名美術館
等から地域ゆ
かりの文化資
産を貸与

地域の歴史文化の
魅力的な展示

45.3億円 16.6億円

18.0億円
18.5億円



・市町村又は都道府県が単独で又は共
同して組織する協議会において、文化
観光拠点施設を中核とした地域におけ
る文化観光の総合的かつ一体的な推
進に関する計画（地域計画）を作成し、
自治体・文化観光拠点施設の設置者・
文化観光推進事業者が共同して、主
務大臣の認定を申請。

法律上の特例措置
・共通乗車船券、道路運送法、海上運送法に関する特例措置
・文化財の登録の提案に関する特例措置
・国・地方公共団体・国立博物館等による助言、
・（独）国際観光振興機構（JNTO）による海外宣伝
・国等所有の文化資源の文化観光拠点施設での公開への協力等

予算上の措置
○博物館等を中核とした文化クラスター推進事業
・令和２年度予算額： 1,490百万円（新規）
・積算件数：２５件（1件５千万円）
・補助率：予算の範囲内で補助対象経費の２／３
・国の認定を受けた事業に係る地方負担分は特別交付税措置

（各計画において行われる事業のイメージ）
①文化資源の魅力増進
・地域の文化資源の調査研究 ・資料・コレクションのデータベース化
・鑑賞しやすい展示改修 ・専門人材確保
②理解を深めるのに資する取組
・展示品のわかりやすい解説紹介 ・多言語アプリ、オーディオガイド
・VR・AR等の体験型コンテンツ ・ガイドツアー事業 ・専門人材確保
③利便の増進
・地域内の周遊バス借上 ・キャッシュレス、Wi-Fi整備
・バリアフリー整備（スロープ等） ・館内案内の多言語化
④物品の販売提供、他施設との連携
⑤国内外への宣伝

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の概要

趣 旨
文化・観光の振興、地域の活性化には、文化についての理解を深める機会の拡大及びこれによる国内外からの観光旅客の来訪促進が重要。

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、主務大臣（文部科学大臣・国土交通大臣）による基本方針の策定、拠点計
画・地域計画の認定、これらの計画に基づく事業に対する特別の措置等を講ずる。

申請 認定

主務大臣 基本方針
申請 認定

共同
自
治
体
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協議会

自治体への
意見聴取

①拠点計画

・文化資源保存活用施設の設置
者は、文化観光推進事業者と共
同して文化観光拠点施設として
の機能強化に関する計画（拠点
計画）を作成し、主務大臣の認
定を申請。
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②地域計画

文化資源保存活用施設：博物館、美術館、社寺、城郭等
文化観光推進事業者： 観光地域づくり法人（ＤMO）、観光協会、旅行会社等

文化観光拠点施設：文化資源保存活用施設が、文化観光推進事業者と連携し、
文化についての理解を深めるための解説紹介を行う

※施行期日：令和２年５月１日

法案のスキーム 認定による国等の支援
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文化観光推進法 認定計画（10計画） R2年8月時点

背
景

①横手市増田まんが美術館を中核とした地域資産活用地域計画
地方公共団体：横手市
中核とする文化観光拠点施設（設置者）：
横手市増田まんが美術館（横手市）
文化観光推進事業者：
（一財）横手市増田まんが美術財団、(一社）横手市観光推進機
構、横手市地域資産活用推進事業協議会

背
景

②群馬県立歴史博物館イノベーション文化観光拠点計画
文化資源保存活用施設（設置者）：群馬県立歴史博物館（群馬県）
文化観光推進事業者：（公財）群馬県観光物産国際協会

群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実行委員会

背
景

③天王洲アートシティ創造推進施設
「TERRADA ART MUSEUM（仮称）」拠点計画

文化資源保存活用施設（設置者）：
TERRADA ART MUSEUM（仮称）（寺田倉庫株式会社）
文化観光推進事業者：
（一社）天王洲・キャナルサイド活性化協会、エクスペリサス㈱、㈱MATCHA

背
景

⑥特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡を中核とする地域文化観光推進地域計画
地方公共団体：福井県、福井市
中核とする文化観光拠点施設（設置者）：
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館（福井県）、特別史跡一乗谷朝倉氏遺
跡（福井市）
文化観光推進事業者：
一乗谷朝倉氏遺跡活用推進協議会、（公社）福井県観光連盟

背
景

④山梨県文化観光推進地域計画
地方公共団体：山梨県
中核とする文化観光拠点施設（設置者）：
山梨県立美術館（山梨県）、平山郁夫シルクロード美術館（（公財）
平山郁夫シルクロード美術館）、中村キース・へリング美術館（株式会社
アルテミス）、清春芸術村（（公財）清春白樺美術館）
文化観光推進事業者：
（一社）八ヶ岳ツーリズムマネジメント、（公財）やまなし観光推進機構

⑤徳川美術館の文化観光拠点計画
文化資源保存活用施設（設置者）：
徳川美術館（公益財団法人徳川黎明会徳川美術館）
文化観光推進事業者：
名古屋市観光文化交流局、（公財）名古屋観光コンベンションビューロー、
㈱リクルートライフスタイル

背
景⑧屋根のないミュージアム・堺 地域計画
地方公共団体：堺市
中核とする文化観光拠点施設（設置者）：
堺市博物館（堺市）、さかい利晶の杜（堺市）、堺伝統産業会館（（公財）
堺市産業振興センター）
文化観光推進事業者：（公社）堺観光コンベンション協会

⑦いかす・なら地域計画
地方公共団体：奈良県
中核とする文化観光拠点施設（設置者）：
奈良国立博物館（独立行政法人国立文化財機構奈良国立博物館）、奈良県
立美術館（奈良県）、奈良県立民俗博物館（奈良県）、奈良県立橿原考古
学研究所附属博物館（奈良県）、奈良県立万葉文化館（奈良県）、なら歴
史芸術文化村（奈良県）
文化観光推進事業者：西日本旅客鉄道㈱、近畿日本鉄道㈱、奈良交通㈱、

いかす・なら地域協議会

背
景

⑨大原美術館を中核とした倉敷美観地区の文化・
観光推進拠点計画
文化資源保存活用施設（設置者）：
大原美術館（公益財団法人大原美術館）
文化観光推進事業者：
（公社）倉敷観光コンベンションビューロー、倉敷商
工会議所、語らい座大原本邸

背
景

⑩阿蘇ジオパークの拠点施設を中核とした文化観光の推進
に係る地域計画
地方公共団体：
阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、
西原村、山都町
中核とする文化観光拠点施設（設置者）：
阿蘇火山博物館（公益財団法人阿蘇火山博物館）
文化観光推進事業者：（公財）阿蘇地域振興デザインセンター

拠点計画 地域計画



■補助対象者
拠点計画又は地域計画の策定主体又は実施主体となる者
■補助金額
予算の範囲内で補助対象経費の２／３

令和３年度要求額 3,000百万円

（前年度予算額 1,490百万円）

趣旨

④計画の推進のための支援【拡充】 好事例の収集・分析、専門家の派遣、取組事例の横展開のためのセミナー等を実施。

事業

内容

補助 積算
■積算内訳
①：15,000千円×25箇所＝375,000千円
②③：50,000千円×50箇所＝2,500,000千円
④：125,000千円

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業

地方負担分は特別交付税措置を要望中

文化の振興、観光の振興、地域の活性化の好循環を生み出すことを目的とする「文化観光拠点施設を中核とした地域に
おける文化観光の推進に関する法律」に基づく拠点計画及び地域計画の策定・実施のための事業について支援を行う。

②文化拠点としての機能強
化に資する事業に対する
支援【継続】
※感染症防止対策や最先端
技術を活用した収益力強
化等のコロナ対応を含む。

③地域における文化観光
の総合的かつ一体的な
推進に資する事業に対
する支援【拡充】
※感染症防止対策や最先端
技術を活用した収益力強
化等のコロナ対応を含む。

①計画の策定のための支援【拡充】 データの収集・分析、アンケートの実施、協議会等の開催、実証調査等の経費を支援。



文化資源の高付加価値化促進事業
令和3年度要望額 1,000百万円

( 新 規 )

趣 旨

事 業

内 容

○ウィズコロナ・ポストコロナ時代においては、富裕層など上質な観光サービスを求め、これに相応の対価を支払う旅行者の滞在・消費
の促進を図るための環境整備が急務となっている。

○我が国の文化施設や文化資源は、こうした旅行者に選好されるコンテンツとしてのポテンシャルを有していることを踏まえ、同旅行者
の長期滞在及び消費拡大に向け、文化施設や文化資源の高付加価値化を促進し、「文化振興・観光振興・地域活性化」の好循環を
創出する。

国

積 算
委託費 公募事業 900百万円

45件（1件20百万円）

事務局費用、審査経費等 100百万円

事業者
文化施設・文化資源の設置者・管理者、観光地域

づくり法人（DMO）、自治体、民間事業者等

管
理
運
営
事
務
局

実
施
事
業
者

進捗管理、
コーチング等

調査研究
の委託
（公募）

事業実施
の委託
（公募）

特別な体験の提供城泊の実施

博物館等の文化施設における夜間等の特別解説ツアー等の実施、社寺等の文化資源をユニークべニューとして活用した音楽祭
や芸術祭等の実施といった、上質な文化観光コンテンツの造成等を支援し、文化施設や文化資源の高付加価値化を促進する。

スキーム

夜間等の特別解説ツアー等の実施 文化資源をユニークベニューとして
活用した音楽祭や芸術祭等の実施

<文化施設の高付加価値化> <文化資源の高付加価値化>



ICTを活用した展示事例

【東京国立博物館】 （文化財活用センター）
○「文化財活用センター」が企業と連携し、レプリカや最新映像技術等を活用した体験型プログラムを開発。
東博で、国宝「聖徳太子絵伝」、重要美術品「大井戸茶碗 有楽井戸」等のレプリカや映像を使った体験型展示を実施。

国宝「聖徳太子絵伝」の高精細画像を、大
型の8Kモニターに映し出す。鑑賞者の操
作により、肉眼では見ることのできない絵

の詳細を拡大して鑑賞できる。

○ ８Kで文化財 国宝「聖徳太子絵伝」

大型8Kモニターに高精細画質で
映し出されることで、作品の細
部までじっくり鑑賞できる。
（2019年10月～11月）

○ ８Kモニターを使用した2D3D鑑賞システム８Kモニター
を使用した2D3D鑑賞システムで、作品の細部や通常の展示
では観ることが難しい裏面などをじっくり楽しむことが出
来る。

【国立工芸館】

インタラクティブ鑑賞ウォール ８Ｋインタラクティブミュージアム

・８Kで文化財「ふれる・まわせる名茶碗」(2020年7月～8月)
実物の文化財(「大井戸茶碗 有楽井戸」)そっくりに制作した茶碗型ハンズオンコントロー
ラーを動かし、
8Kモニター上の高精細画像を360度好きな角度から鑑賞できる。

←3つの茶碗を、手と目を使って比較することができる茶碗型コントローラーは、
かたちや重さだけではなく、ざらざら、つるつるといった茶碗の質感も再現されている。



夜間対応の取組事例

○ 国立科学博物館：「恐竜博２０１９」ナイトミュージアム券

夜間に、特別な雰囲気の中で、
「恐竜博士」の解説のもとで見学。
（一般・大学生：2,200円）

○ 東京国立博物館：「奈良大和四寺の御仏」夜間貸切ツアー

旅行会社主催による、閉館後を利用した東博の研究員の講演会付き貸切ツアー

ナイトミュージアム鑑賞風景



多様な来館者の獲得のための取組

○ 国立科学博物館：電子楽器100年展
【開催期間】2019（令和元）年12月3日（火）～12月15日（日）
入場者数：37,635人，イベント参加者：931人
※展示制作・設置、各種イベント費用（約1,650万円）を

公益財団法人かけはし芸術文化振興財団が負担

〇 国立科学博物館：かはくＶＲ
当館の常設展示を高画質画像で撮影。まるで国立科学博物館の中にいるような
３Ⅾビュー＋VR 映像。自宅にいながら鑑賞することが可能（４月24日０時からHPで公

開）

日本館３Dビュー 地球館３Dビュー 日本館ドールハウスビュー



取組事例



2019年度「日本博」プロジェクトの実績①

日本文化体験「日本のよろい！」(主催・共催型)

東京国立博物館／令和元年7月17日（水）～9月23日（月）
主催：東京国立博物館、文化庁、日本芸術文化振興会

日本の甲冑を皮革・漆等の自然素材などで再現した「甲冑製作技術」、
「ハンズオン甲冑」、「甲冑のレプリカ着用体験」を安土桃山時代の本物
と併せて展示しました。サポートスタッフの配置や、日英中韓4か国語表記
により、訪日観光客にも日本文化を楽しめる企画を実施しました。

ハンズオン甲冑

《アンケートからの抜粋》
・ヨーロッパの、少なくとも標準的な鎧はもっと地味です。

ただ仕事をするためだけに作られていて。日本のよろいは
本物の芸術といった性質が強いですね。それが両者の違い
だと思います。これを着けるのも、芸術だと思いますね！
(ドイツ・30代・男性・旅行者)

・素晴らしいと思いました。さまざまな種類の鎧がどのように
組み立てられているのか、どのように異なる板を組み合わせ
ているのかを見ることができて本当に興味深かったです。
それに、それぞれの鎧に取り付けられている多様な飾りも。
(アメリカ・30代・男性・旅行者)

日本芸術文化振興会 国立能楽堂／令和元年5月29日（水）、10月31日（木）
主催：日本芸術文化振興会

外国人のための能楽鑑賞教室
DiscoverNOH＆KYOGEN (参画型)

「外国人のための能楽鑑賞教室 DiscoverNOH＆KYOGEN」は伝統的な舞台芸術
である能と狂言を、英語による解説を交えながらコンパクトに上演しました。
多言語化されたパンフレットや字幕による解説を用意したことで、さらなる訪日外
国人の誘客を図りました。また、外国人向けに、大鼓・小鼓の演奏体験や、衣裳の
着用が体験できるワークショップも実施しました。

ワークショップの様子

《アンケートからの抜粋》

・能楽師の皆様の渾身の取組に感銘を受け、
公演を心から楽しみました。能と狂言の
文化は、古い一方で実に壮観です。

・多くの視野を開いてくれ思いついたことの
ないアイディアをもらいました。
最高の日本文化遺産の一つを観劇する機会
をいただいたことに感謝します。
またの観劇の機会を望んでいます。このよ
うな良い取組をぜひ続けてください。 1

総入館者数
１１２，１５０名

うち外国人来館者数
３９，６４１名
総入館者に占める割合
３５．４％

来場者数：２公演 1,163人（うち約６割が外国人）



《関係者の声》

【伊勢原公演（小田急電鉄 担当者）】
・芸団協、神社、行政など、異業種が一丸と

なって作り上げた、初めての企画です。お
客様から「(略)こんなに面白い文化がある
とは知らなかった」というお声をいただき
ました。

【高山公演（行政 担当者）】
・子供たちも一緒に練習したりすることによ

って感化された。(略)外国人にも多く
知ってもらえる機会となるとありがたい。

2019年度「日本博」プロジェクトの実績②

日本遺産を活かした伝統芸能ライブ「NOBODY KNOWS」プロジェクト

―日本の自然と祈り、自然と技―（主催・共催型）
岐阜県高山市、富山県南砺市、岡山県倉敷市、神奈川県伊勢原市、

山形県鶴岡市、大分県豊後高田市／令和元年9月～ 11月
主催：公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、文化庁、日本芸術文化振興会、ほか

全国の日本遺産における伝統建築や史跡等を舞台に、地域の歴史的背景から伝承
されてきた“自然と祈り”または“自然と技”を切り口に、バイリンガル対応のトーク
や芸能などを通して地域の日本遺産を構成する文化芸術を取り上げる、これまで
にない「タイムトリップ型」の伝統文化ライブを開催しました。

伊勢原市・大山阿夫利神社 高山市・日下部民藝館

2

特別展「流転100年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美」開催記念
十二単お服上げの再現ー現代につながる王朝の美（主催・共催型）

京都国立博物館／令和元年11月9日（土）
主催：文化庁、日本芸術文化振興会、京都国立博物館、日本経済新聞社、
学校法人国際文化学園 国際文化理容美容専門学校 衣紋道東京道場

「流転100年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美」展の開催を記念して、「十二
単(※)」のファッションショーを行い、平安時代の貴族女性の姿を舞台上に
再現しました。「十二単」の鮮やかな色の重なり、かすかな衣擦れの音、お
服上げ（着付）の巧みな技術を鑑賞していただきました。

※ 十二単：貴族の除装束の一種の通称。

《アンケートからの抜粋》
・十二単の着付けを見る機会がなかなかないのでとても良い機会でした。

この様な展覧会と関連したイベントがあれば良いと思いました。
・伝統的な装束の美しさ、所作の美しさを見ることが出来て良かった。

ファッションショー：4回公演

来場者数：754人（うち外国人約20人）

《外国人参加者のアンケートから抜粋》

【高山公演】
・このショーが観光客に勧められているの

がとてもいい。トークの内容をもっと理
解できたらなと思った。でも全体を通し
て、すごくよかった。

【鶴岡公演】
・歴史的な場所で文化的なイベントがあっ

て、とてもクリエイティブなツアープラ
ンだと思う。

【豊後高田公演】
・人生にまたとない驚くべき体験。一生忘

れない。
・すべての世代において、このようなこと

をもっとたくさんの人が知って、体験し
てそして感謝すべきと思う。

・国東は美しい自然があり、美しい人々が
いる、魅力的な地域。

鶴岡市・出羽三山神社

倉敷市・箭田大塚古墳



■令和元年度事例

先端技術を活用した日本文化の魅力発信事業

ガイダンスセンターに設置した大型タッチパネル
で、デジタルマップが閲覧できる

AR技術を利用した多言語対応
スマートフォンアプリ

史跡岡城跡のＡＲ技術等を用いた魅力発信事業
＜大分県竹田市＞

AR等の先端技術を用いた多言語対応スマートフォンアプリを開発し、アプリ用
の解説ポイントを城内29か所へ設置。
また、ミュージアム施設内に設置する60インチの大型タッチパネルで、航空

写真・古地図が切り替えながら閲覧できるデジタルマップを制作。
本年4月の竹田市歴史文化館の開館に合わせたコンテンツの公開を予定して
いたが、コロナ禍の影響もあり、これらコンテンツの公開を本年8月以降に延期
することとした。
これらの活用により、平成30年度1,997人であった岡城跡への外国人観光客
数を、令和2年度は2,300人に増加させる目標である。

■令和２年度事例（計画）

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の魅力体感事業
＜「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会＞

高精細複製技術を活用して、一般の立ち入りが禁止されている沖ノ島から出
土した祭祀遺物のレプリカ（銅鏡、鉄剣、馬具等）と現在の姿からは想像すること
が容易ではない古代の古墳（新原・奴山古墳群）の模型を作成し、現在の姿と比
較できる形で展示する。 併せて、古墳が築かれた時代背景を多言語で解説す
るブースを造作する。
これらの活用により、令和元年度に702名程度の外国人観光客数を、令和5年
度には2,000人程度に増加させる目標である。

銅鏡、鉄剣等のレプリカを制作する予定

新原・奴山古墳群の高精細模型を制作する予定 ※イメージ：箸墓古墳の事例
（奈良県桜井市）



ウィズコロナ時代における日本博の新たな取組

≪入場制限下においても多様な配信を試行≫

■動画コンテンツ：自宅で楽しめる「ギャラリートーク」映像コンテンツを
制作・配信。海外向けに英語字幕版も同時配信。
※イギリスのＶ＆Ａ美術館と連携

■動画配信：ニコニコ美術館（放送日：7月20日(月)）
⇒ 来場数 23,365 （7月21日（火）18:00時点）

■テレビ放送：ＮＨＫ Eテレ「日曜美術館 アートシーン」
（放送日：7月19日(日)）

●開催期間：2020年6月30日（火）～8月23日（日）
●実施場所：東京国立博物館（台東区・上野公園）
●主催：東京国立博物館、朝日新聞社、テレビ朝日、文化庁、日本芸術文化振興会

特別展「きもの KIMONO」

〈 ＫＩＭＯＮＯ展の映像コンテンツ制作・配信 〉

3

≪現地の取組とオンラインの多様な組み合わせの発信を試行≫

■VRコンテンツ：「NAKED NINJA -Nijo-jo Castle-」を制作
■自宅でＶＲ映像を楽しむ：

「オンラインで二条城に忍び込む！」をコンセプトに、バーチャル二条城へ
潜入し、自宅や海外でも楽しめるＶＲコンテンツを提供し、新しい観光体験を
お届けする。

■現地で楽しむ：
二条城現地では、ディスタンス提灯で地面を花の模様で照らし、光の輪で自

然と来場者同士の距離を保ちながらライトアップされた庭園などを回遊できる

●開催期間：2020年8月8日（土）～30日（日）
●実施場所：元離宮二条城
●主催：株式会社ネイキッド

二条城×ネイキッド 夏季特別ライトアップ2020

VRゴーグル

ディスタンス提灯による回遊

万華鏡をモチーフとした
大きなカレイド花火

〈 バーチャル映像コンテンツの発信 〉

。



令和３年度Living History事業支援イメージ
■Ｌｉｖｉｎｇ Ｈｉｓｔｏｒｙ 促進事業

肥前名護屋城における「黄金の茶室」茶会体験プログラム（仮称）
＜佐賀県＞

名護屋城は、豊臣秀吉による大陸侵攻（文禄・慶長の役、1592-98年）において出兵拠
点として築かれた城郭であり、全国から大名や商人ら20万人を超える人々が集ったとされ
る。当時は茶会などもさかんに行われ、名護屋一帯は桃山文化の中心地でもあった。

本プログラムは、豊臣秀吉が大坂城から名護屋城へ運ばせて茶会を開いたとされる「黄
金の茶室」を制作し、茶室での呈茶を行うことで、名護屋城跡・陣跡の歴史的な価値や、
桃山文化の意義を、来場者が体験的に感じ取ることができるよう実施するものである。

特別史跡 名護屋城跡（本丸大手門跡） 黄金の茶室（過去の特別展での展示風景）

■文化遺産観光拠点充実事業）
江戸庶民の信仰と行楽の地～巨大な木太刀を担いで「大山詣り」～

＜神奈川県伊勢原市＞
平成28年度認定後、インバウンド観光客の玄関口となる駅前の観光案内所をはじめ、
各構成文化財の案内看板の多言語化等の受入れ体制整備を進めてきた。
令和3年度は、受入れ体制の更なる向上と周遊による持続的な誘客を促進するため、案
内看板整備や構成文化財の改修等を実施予定。

日々多神社のＲ元年度設置の眺望板
（Ｒ3年度は案内看板を整備予定）

Ｒ3年度改修予定の
高部屋神社の鳥居

京都と大津を繋ぐ希望の水路 琵琶湖疏水～舟に乗り、歩いて触れる明
治のひととき～＜京都府京都市、滋賀県大津市＞

令和2年度に日本遺産に認定された当地域では、大津閘門を経由して琵琶湖の大津港と
京都市内をつなぐ船便を新たに作ることを検討中であり、令和2年度～令和4年度におい
て、大津閘門を舟が通過できるよう必要な改修等を行う予定。
令和２年度に基本設計を行い、令和3年度より電動化等の改修を予定している。

大津閘門
（閘門とは高低差のある水路に舟を通すための水位
調整用の門であり、当時この大津閘門を境に疏水の
水面の高低差は約1.5メートルあり、日本初のレンガ
造りの本格的閘門として注目を浴びた。）

■日本遺産（１）

鯖街道の食文化体験を核とした宿泊施設等整備推進事業
＜福井県若狭町＞

■公開活用のためのコンテンツ作成等

若狭町では、令和元年～令和3年度の3か年で熊川宿において、ほぼ中央に位置する
大型商家を活用した体験スペースの整備や空き家を活用し、観光誘致のため、宿泊施設
整備を行っている。令和3年度は、一棟貸し宿泊施設の整備を実施する予定である。

宿泊施設
体験スペース



◆ 文化財多言語解説整備事業 【文化資源活用課】

地域連携型文化財高精細ＭＲ鑑賞コンテンツ化事業（岩手県）
～ 平泉地域を魅力的に解説 ～
案内板とパンフレットに設置したＱＲコードと連携し、ＶＲ技術を活

用したコンテンツに英語、中国語、韓国語による解説を盛り込んだWeb
サイト(VRコンテンツ)を制作

佐渡 佐渡金銀山遺跡等（新潟県）
～ 高精細なＶＲコンテンツ ～

事 例 紹 介

熊野古道 ガイドアプリ整備事業（和歌山県）
○熊野古道を英語で楽しむことができる総合WEB制作。位置情報と連動して

現地においてスマートフォンから多言語による動画等コンテンツを楽しん
でもらうことを想定。

○現地ガイドによる案内動画、360度VR映像等が主なコンテンツプログラム
○アンケートページを実装。満足度やどこが気に入ったのかマーケット調査

を行うことができる。

●動画：現地ガイドによる案内

現地ガイドならではのポイントを
英語（テロップ、 ナレーション）紹介

360度カメラ撮影による各スポットの
動画で、VRゴーグルを使えばその場所に
いるような疑似体験も可能

ヘッドマウントディスプレイから多言語ナレーションによるVR動
画コンテンツ（普段見れない場所の360度映像、空中から
見るVR体験等）を楽しむことができる。これらコンテンツは最
先端の技術を利用して高精細に撮影されたものであり、まる
でそこにいるかのような体験をすることができる。

佐渡金銀山遺跡 （普段立ち入れない場所） 観光案内所等へ設置

かざして社寺の魅力を多言語で解説（宮城県）

対象地に訪れた外国人観光客数が平成30年度の約6,400人から令和元年度には約6,700
人と増加している。継続して観光客の取り込みに努める。（鹽竈神社へのヒアリング）

専用アプリを必要とせず、既存の看板にゴムモールドしたNFCタグ（QRコード）を取
りつけ、スマートフォンをかざすだけで多言語の情報が取得できる。（タグ設置６箇所）

鹽竈神社

拡張３次元VR
マップシステム

対象地域における訪問外国人観光客数が、平成30年度の約60,000人か
ら令和元年度には約71,100人となり誘客が図られている。（情報提供：
自治体、各資産等）

看板への設置（ＱＲコードの貼付
）

Web内に設置したアンケートによる訪問した外国人観光客の満足度調
査においては、令和元年度、当初目標（80%）を上回る（82％）評価を
得ている。

外国人観光客にはVRコンテンツ体験後にアン
ケートを実施し、満足度について確認。令和元年
度は当初目標（90％）を上回る（95％）評価を得
ている。

しおがま



文化観光推進法の認定計画における取組例

・施設の開館時間外を活用
したナイトミュージアムや
専門家による特別ガイドツ
アー等の開発・検討・実証
等。

【奈良県等】

・海外富裕層向けツアーガ
イドの育成とプログラムの
提供。

【（公財）大原美術館等】

・富裕層向けナイトミュージア
ム等の実施を通じた、文化
資源の理解を深める魅力あ
る機会の創出。

【寺田倉庫（株）等】

※写真はイメージ

・ナイトミュージアムとして
通常の開館以外の特別
の機会を提供し、ゆっくり
と文化財を鑑賞する機会
を設けることで、文化財鑑
賞の魅力の増大を図る。

【（公財）徳川美術館】

画像出典：徳川美術館ホームページ


