
ご当地自慢のギフトビジネスによるインバウン観 	  光の促進と地域創生の持続可
能性 	  

	  

	  

概要：日本のインバウンド観光産業は 2011年か
ら 2015年の間に 33％の割合で成長している。イ
ンバウンド観光産業の成長は東京、大阪、札幌、

京都といった主要な都市が中心となっている。一

方で日本は高齢化や人口減少といった問題にも直

面しており、とりわけ日本の地方において顕著で

ある。その結果、日本は地方の共同体と先祖から

受け継いできた遺産や文化を持続するという課題

に直面している。これらの事実を受けて、我々が

目標とすることはインバウンド観光産業を道具と

して、地域の遺産や地方の経済を持続・発展させ

ることである。このプロジェクトは次のことを目

的とする。1)	  	  関西地方の地方において観光産業の
ポテンシャルと社会ニーズの優先順位を決定する。

2)	  ソーシャル・エンタープライズのスタートアッ
プ（MY	  HIKARI	  JAPAN）を設立し、英語を母語とす
る外国人に向けて、対象となる地方をプロモーシ

ョンしてインバウンド観光を増加させる。	  

	  

1.はじめに 	  

1.1国内インバウンド観光産業 	  の見通し 	  

2016年に日本を訪れる観光客の数は過去最大の
2000万人となった。2016年において観光業から
得られた収支の合計は 8兆円であり、その年の建
設業の生産額とほぼ同等であった。	  

	  

訪日外国人の訪問先トップ１０は日本の大都市で

あり、東京や千葉、大阪、札幌、京都などである。

2015年において、訪日外国人の消費金額はは 2兆
4千億円（クレジットカードベース）である。	  

	  

	  

	  

表 1.1	  訪問目的地の Top	  10	  (外国人訪問のみ)	 
2015(RESAS)	  

ラ

ン

ク  

都道

府県  
人口  
(千人) 

訪問し

た外国

人観光

客数	 

（千

人）  

外国人

観光客

の消費

額（ク

レジッ

トカー

ド）	 

（10億
円）  

1	 東京	 13,636	 10275	 1,290	 

2	 千葉	 6,240	 8768	 28	 

3	 大阪	 8,838	 7168	 380	 

4	 京都	 2,606	 4818	 92	 

5	 神奈川	 9,146	 2237	 37	 

6	 愛知	 7,507	 1941	 53	 

7	 福岡	 5,107	 1877	 93	 

8	 北海道	 5,352	 1597	 146	 

9	 兵庫	 5,520	 1292	 30	 

10	 山梨	 830	 1253	 6	 

	  

	  

1.2	  地方の高齢化及び人口減少 	  

2007年に起こった北海道夕張市の財政破綻は人口
減少による地方衰退の象徴である。現在、日本国

内では 300もの日本の市町村（そのほとんどが地
方）が夕張市同様、深刻な地方衰退の問題を抱え

ており、高齢化及び人口減少が進んでいる。総務

省の国勢調査報告によると、すべての日本の市町

村の 98％が 2050年には 2010年の人口と比較して
人口減少する。また、国連によると、日本は 2050
年までに現在の人口の半分になるという。	  

これらの数字から、日本の地方都市は持続的な経

済が必要であり、かつ財産や文化を維持していく

需要が示唆される。	  

	  



2.プロジェクトのねらい 	  

デジタルマーケティングに基づく革新的なビジ

ネスモデルを作り、地方部へインバウンド観光を

促進すること、地方の経済や遺産を持続的な発展

の可能性を模索することである。	  

	  

2.1	  地方でのインバウンド観光事業の潜在可能
性 	  

	  

日本開発銀行（DBJ）のアジア地域の外国人観光
客を対象にした調査によると、彼らの 95％が地方
を観光することに関心を示している。それゆえ、

DBJは PRの仕方次第では地方への訪問を増加して
いく余地は十分にあると分析している。	  

	  

表	  2.1.1	  アジア人観光客が地方において体験して
みたいことトップ 5	  

ランク	 体験	 %	 

1	 自然観光地を訪れる	 62.7	 

2	 温泉を楽しむ	 60.6	 

3	 
歴史的な街並みを楽

しむ	 
58.2	 

4	 郷土料理を食べる	 56.6	 

5	 
寺や神社、遺跡など

を訪れる	 
54.8	 

	  

2.2	  訪日外国人観光客が抱える問題/障壁 	  

日本におけるインバウンド観光は増加しているが、

日本は依然として世界においてインバウンド観光

のトップ 10にはランクインはしていない。しか
し一方で世界経済フォーラム（WEF）が提示した
旅行・観光競争力指標（TTCI）によれば、2016年
に日本は世界のトップ 4に位置付けられている。	  

表 2.2.1	  世界のインバウンド観光トップ 5	 
（2015）	  

ランク	 国	 訪問者の数	 

1	 フランス	 8 千 4 百万	 

2	 アメリカ	 7 千 8 百万	 

3	 スペイン	 6 千 8 百万	 

4	 中国	 5 千 7 百万	 

5	 イタリア	 5 千万	 

	  

表 2.2.2	  WEFの TTCIにおける TOP5	 （2017）	  

ランク	 国	 指標スコア	 

1	 スペイン	 5.43	 

2	 フランス	 5.32	 

3	 ドイツ	 5.28	 

4	 日本	 5.26	 

5	 アメリカ	 5.20	 

	  

	  

これらの 2つの表を比べてみると、日本の旅行・
観光競争力と実際のインバウンドの差を見ること

ができる。この理由を調べることで、我々は日本

に訪問する外国人観光客が抱える問や障壁を読み

取ることができると考えた。我々はそこで日経 MJ

様による調査を利用した。	  

	  

表 2.2.3	  日本に訪問する外国人が直面する問題/障
壁	  トップ 5	  

ラン

ク  障壁  

1 外国語サービスが少ない 

2 無料Wi-Fiの整備が遅れてい
る 

3 飲食店の食券システムがわか

らない 

4 飲食店で食べ方を教えてくれ

ない 

5 現金しか使えない 
http://style.nikkei.com/article/DGXZZO66730540T10C
14A2000000?channel=DF130120166014&style=1	  



インバウンド観光を促進するために、これらの障

壁に対する解決方法を我々のビジネスモデルに組

み込もうと考える。	  

	  

	  

3.	  プロジェクトの対象地域 	  

関西地域に限定し具体的には大阪、京都、奈良と

する。対象者は英語で最低限の意思疎通ができる

訪日外国人観光客とする。	  

	  

4.	  実施方法 	  

主な実施方法は以下のとおり。	  

1)	 関西の市町村でインバウンド観光の潜在・顕
在的な需要がある市町村を具体的に特定する。	  

	  2)	 1)で特定した地域で本プロジェクトのビジネ
スモデルを具体的に構築し事業を試行する。	  

3）1）2）を結果を分析・検証し、課題を明らか
にし事業改善を検討する。	  

	  

4.1	  対象地域の具体的な特定化 	  

関西の市町村のうち、どの市町村を観光促進する

かを特定するために、我々は世界経済フォーラム

（WEF）で使用されている旅行・観光競争力指標
（TTCI）を一部分適応する。時間制限と経済的制
限から我々は TTCI のうちの 47 指標のみを用いる。
すべての指標は 1-‐7の評価に変換し、以下の数式
に用いる	  (WEFの TTCIを参考)	  

図 4.1.1	  高評価が好影響を意味する場合の変換式
（評価値は 1－7）	  

	  

	  

図 4.1.2	  高評価が悪影響を意味する場合の変換式
（評価値は 1－7）	  

	  

（CS	  =	  Country	  Score.、LS	  =	  The	  lowest	  scores	  of	  the	  overall	  sample、
HS	  =	  The	  highest	  scores	  of	  the	  overall	  sample）	  

さらに、地方政府の負債、人口変動率、過去の自

然災害などの社会的ニーズ指標を用いて観光業開

発の需要の大きさを計算する。	  

すべてのデータを 1から 7のスケールに変換した
後、最終スコアを得るために、観光潜在性スコア

と社会的ニーズスコアを追加します。	  最も高い得
点を有する地方都市は、本プロジェクトのインバ

ウンド観光を促進するための優先地域または対象

地域とする。	  

	  

4.2	  特定化された地域でのビジネスモデル立上
げ 	  -‐	  MY	  HIKARI	  JAPAN	  

私たちのプロジェクトは、1）フリーミアムビジ
ネスモデル、2）サブスクリプションビジネスモ
デル、3）電子書籍ビジネスモデルの 3つのビジ
ネスモデルを関西地域の地方部でインバウンド観

光を促進するために活用する。	  

	  

表 4.2.1	  ソーシャルエンタープライズ・スタート
アップの主な活動	 MY	  HIKARI	  JAPAN	  

	  

フリーミアム

ビジネスモデ

ル  

サブスクリ

プションビ

ジネスモデ

ル  

電子書籍ビジ

ネスモデル  

マンガと日本

を紹介するブ

ログ記事 

お土産箱：日

本の地方の食

品と商品 

旅程表と旅行ガ

イドを電子書籍

で販売 
	  

	  

上の図からわかるように、私たちのプロジェクト

はデジタルマーケティングとデジタル空間を大い



に活用し、関西の農村の観光を促進することであ

る。	  

	  

また、関西地区を訪問する外国人観光客や地元企

業のニーズに合わせて企画することも目的の一つ

であり、	  我々は外国人観光客に十分興味深い旅行
情報を提供し、関西の地方文化を「前体験する」

ことができるよう考えている。	  

	  

外国人観光客「日本の地方を旅行したいけれど、

どこに行って何ができるかがよくわからない。日

本語も話せず、迷子になるのが怖い。また現地の

食べ物や商品が好きになるかもよくわからない」	  

地元企業「もっとたくさんの観光客が欲しい！ど

うやったら私たちの町にきてくれるだろうか？海

外市場にどうやってアプローチすればいいかわか

らない！私たちの町に外国人観光客が来て私たち

の文化と伝統を知ってほしい」	  

	  

表 4.2.2	  MY	  HIKARI	  JAPAN	  の 4Ps	  

製品  (a)  マンガとブログ記事（フリーミア
ムビジネスモデル） 
(b) お土産箱（サブスクリプションビ
ジネスモデル)  
(c) アニメ旅行ガイドと旅行計画 (電子
書籍ビジネスモデル) 

価格  (a) 無料 
(b)目標利益率 80%, $19.99/ box 
(c)目標利益率 50%, $1.99/ digital copy 

場所  ウェブサイト (www.my-hikari.com), 
Google Books, iTunes, Amazon 

販売促

進  
デジタルマーケティング (SNS, 
content marketing, etc.) 

 

 

5.	 これまでの取り組み・将来展望と課題  

5.1 	 大学や国際会議での討論  

アイデア検証とプロトタイプ作成段階の社会起業

のプロジェクトを発表する国際会議が、2017年 6
月 28日から 30日に香港理工大学の Global Youth 

Leadership Institute主催で開催された。世界中の
22大学の学生起業家が 19の社会起業プロジェク
トを発表した。MY HIKARI JAPANは日本から選
ばれた唯一のプロジェクトであり、発表ではプロ

グラム主催者や他の学生起業家から肯定的なコメ

ントを受け、このプロジェクトは潜在性があり、

実行可能なものであると確認できた。 

5.2 課題と解決方法  

京都大学経営管理大学院	 若林教授と、香港理工

大学 Dongmin Chen教授から以下の提言をいただ
いた。我々はそれらの提言に関する解決方法を考

え記述した。 

1.	 インバウンド観光が見込める潜在地域をどの
ように特定するか。（京都大学経営管理大学院	 

若林教授） 

解決方法:	 新しく指標を作り、潜在地域を特定す
る	 (4.1での評価指標)。 

 

2.	 どのようにして差別化するか。ビジネスモデ
ルは簡単に模倣されないか。（京都大学経営管理

大学院	 若林教授） 

解決方法: 地方の地元会社とパートナーシップを
結び、箱のコンテンツの囲い込みを行い、顧客に

とって価値のあるものにすることで差別化を図る。 

 

3. アイデアは面白いが、適用範囲が広いように思
える。もっと小さい場所から効果的に宣伝するこ

とが大切。（香港理工大学	  Dongmin Chen教
授） 

解決方法: 関西の中から特定の一つの市町村（例
えば京都市）に焦点を当ててアイデアをテストす

る。 

 

5.2 プロトタイプ創出と市場の初期反応  

Creation of Prototype and Initial Market 
Response 

プロジェクトの主要な活動は次の 3つである。	  

1）デジタルメディアによる活動	  



2）お土産ビジネス	  

3）電子書籍ビジネス	  

	  

5.2.1	  	 マンガとブログ記事（SNS） 	  

Manga	  and	  Blog	  

我々は関西のブログ記事を定期的に作成し、オー

ディエンスを増やしている。我々のウェブサイト

は	  https://my-‐hikari.com	  にあり、関西の旅行情報
と地元文化を掲載している。関西地方の観光地や

文化を特集して観光客を誘致することを目的とし

た自作の漫画の第一章は 2017年 7月 15日に公開
した。	  

	  

5.2.2	  お土産箱 	  

Souvenir	  Boxes	  

我々は 3つのプロトタイプの箱を作成し、市場を
テストし、ブロガーや購入者からのコメントをい

ただいた。プロトタイプの箱からは、地元食品と

地元製品の両方を箱に入れることに焦点を当てる

と結論付けた。またデザインと雰囲気は日本の伝

統的なスタイルにすることに決定した。	  

	  

5.2.3 アニメ旅行日程表  

Anime Itineraries 

我々は 3つの旅行ガイドと旅程表の電子書籍をつ
くり、京都にある、アニメに登場する実際の場所

を取り上げた。 

 

5.2.4 ウェブ媒体、および現在のオーディエン
スサイズ  

Digital Presence and Current Audience Size 

我々は、2017年 4月にソーシャルメディアアカ
ウント（Facebook, Twitter, Instagram）とウェブ
サイト（https://my-hikari.com）を立ち上げた。
SNSアカウントについては最小限のマーケティン
グ努力と低予算にもかかわらず、着実に成長して

いる。2017年 7月 18日現在、SNSの合計オー

ディエンスは 1575人で我々のウェブサイトの
2017年 4月 1日から 7月 18日までの合計訪問者
は 2411人である。 

 

5.3 今後の展望  

Future	  Actions	  

我々はデジタルマーケティングとソーシャルメデ

ィアマーケティングを活用してオーディエンスを

増加させようと計画している。我々は地方の優先

順位の確認を完了し、それぞれの地方自治体や井

本の観光機関、地元の企業とパートナーシップを

提携したいと考えている。オーディエンスが増加

すると、お土産箱の在庫を確保するためにかなり

の資金が必要となるとも考えている。我々はまた、

関西の地方インバウンド観光を促進するための関

連記事、漫画、旅行ガイド、お土産箱を続けて作

成していく予定である。将来において、十分な資

金と資源があれば、さらにほかの日本の地方都市

にもアプローチすることも考えている。 

 

	  

	  


