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１．１．１．１．国連本部国連本部国連本部国連本部    

 【訪問日時】 

平成２８年５月５日（木） １０：３０～１１：３０ 

 【訪問場所】 

  アメリカ合衆国 ニューヨーク 国連本部 

 【対 応 者】 

国連事務次長（兼）軍縮問題担当上級代表代行 キム・ウォンス氏 

 【調査目的】 

核兵器廃絶を含めた軍縮問題への取り組みと課題、広島の果たすべき役割について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜キム事務次長と視察団＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜軍縮問題について意見交換＞ 

【視察要旨】 

  冒頭、キム・ウォンス事務次長より、昨年８月に広島訪問をしたこと、そして国連軍

縮部の目指している方向すなわち核軍縮や核不拡散といったゴールと広島が目指すゴー

ルは共有されていると、広島に対する親近感と視察団への歓迎の言葉をいただいた。 

  続いて、スイスのジュネーブにある、国連欧州本部軍縮作業部会を松井広島市長が訪

問し、被爆したイチョウの種から育てられた苗木を寄贈したことに感謝の意を伝えられ、

国連事務総長が本年 10 月にジュネーブを訪問した際、植樹する予定であるとの報告を受

けた。 

  ここで視察団より、国連における議論の結果については、マスコミ報道等で知ること

ができるが、議論の過程における情報は少ないという所感を伝えたところ、議論のスケ

ジュールについて概要説明を受けた。核兵器廃絶をはじめとする各作業部会での議論は、

現在、ジュネーブ国連欧州本部にて行われており、今年の８月の会合をもって報告書を

取りまとめ、その後、10 月より、ニューヨーク国連本部において本格的な議論が開始さ

れるスケジュールとなっているとのことであった。 

スケジュールに関する説明の中で、事務次長は、それぞれの国の立場が違う為、必ず

しも建設的な、また実効性を伴う前進がみられないもどかしさもにじませ、特にアメリ
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カとロシア間における交渉においては、様々な問題に直面していることを認められた。

国連本部としても、有効な打開策が乏しい中、核の非保有国が保有国に対して不満を持

っていることを地道に伝えることが議論を前進させる数少ない手段のようだ。 

  そのような現状の中で、Ｇ７外相会合が広島で開催されたことは、国連本部としても

核軍縮、核不拡散への力強いメッセージが世界に発信されたという意味で、高い評価を

しているとのことであった。 

  一方で、Ｇ７外相会合の成果を受けて、日本で高まるオバマ大統領の広島訪問への期

待、特にニューヨークタイムズやワシントンポストなどアメリカの主要紙においてもこ

れを後押しする社説が掲載されたと日本では大きく報じられたが、そのことへの感想と

核軍縮、核不拡散議論への影響を事務次長に尋ねたところ、事務次長は、オバマ大統領

が伊勢志摩サミットでの来日の機会を利用して広島を訪問するかもしれないとの議論が

あること自体を認識していないとの発言があり、視察団一同大変驚く場面となった。 

  人類史上はじめて核兵器による被爆の惨禍を受けた広島で生活をし、報道に触れてい

る我々にとって、核兵器を使用した当事国のトップが戦後はじめて広島の地に足を踏み

入れるかもしれないという歴史的瞬間に対する期待は当然に大きく、当たり前に相手国

の中でも大きな関心を集め、賛否両論の議論が活発に行われていると確信をしていたが、 

 温度差をまざまざと見せつけられた。 

  この出来事は、大きなインパクトがあったと同時に、我々が当たり前と思っているこ

とが一歩外に出ると全く当たり前ではないという大切な気づきを与えてくれたと感謝し

ている。広島が平和発信という重要な役割を担っているのは揺るぎないことだが、世界

に我々の想いを確実に伝えていくためには、世界が広島をどのように見ているのかを常

に意識する必要があることを学ばせていただいた。 

  ちなみに、オバマ大統領の広島訪問が実現するかどうかに関わらず、被爆者の発する

平和への想いは、世界に対して力強いメッセージであり、核廃絶に向けての大きな推進

力になり得るという意味で、それを世界に伝える責務が国連にもあるし、役割を果たし

ていきたいとの想いも語っていただいた。 

  また、国連が取り組む核軍縮や核不拡散をはじめ、様々な課題に対して、国連や国レ

ベルでの対応だけでは課題克服が不可能であり、自治体や企業からの財源への協力や、

一般の人々も含めた解決策への取り組みが欠かせない為、広島県においても最大限の協

力をして欲しいとの要望を受けた。 

  国同士の交渉では国益も絡みそれぞれの立場が異なる為、核軍縮や核不拡散という当

たり前のテーマですら前進が難しい。一般の人々の地道な活動やよりローカルからの発

信が、多くの人々の意識を変え、大きな流れを生み出し、停滞した取り組みを進むべき

方向に後押ししてくれるのではないかと大きな期待をしているようであった。 

  このような期待に対して、広島が果たすことができる役割は大きいと確信した。 
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２２２２．．．．在ニューヨーク日本国総領事館在ニューヨーク日本国総領事館在ニューヨーク日本国総領事館在ニューヨーク日本国総領事館    

 【訪問日時】 

平成２８年５月５日（木） １２：００～１３：３０ 

 【訪問場所】 

  アメリカ合衆国 ニューヨーク 在ニューヨーク日本国総領事公邸 

 【対 応 者】 

総領事 大使 髙橋礼一郎氏 

経済部 部長 宮長郁夫氏 

経済部 平島伸浩氏 

 【調査目的】 

ニューヨークにおける地域経済概況と観光振興施策について 

 

     ＜髙橋大使と視察団＞ 

 

＜経済概況説明＞ 

【視察要旨】 

   世界経済が混とんとする中、アメリカ経済は、失業率が 5%と低位安定するなど、底堅

い水準での経済動向となっているとの概況説明を受けた。 

   そのような経済状況の中、ニューヨーク州全体で 400社近い日系企業が進出しており、

現地での雇用者数も 34 万 7 千人にのぼるなど、投資・雇用両面において日系企業は地域

経済に対して大きな貢献をしている。ニューヨーク市に限ってみても、トヨタをはじめ

とする 250社近くの日系企業がアメリカでの本社機能を市内に置いている。 

   金融分野については、三菱東京ＵＦＪ、みずほ、三井住友の日本の３大メガバンクの

総資産は、世界最大手 20 行の総資産のうち、12.7%を占めている上、ニューヨーク市内

には政府系金融機関も含め 36行もの日系金融機関が存在するため、世界一の金融街であ

るウォール街においても日系金融機関は大きな存在感を発揮している。 

   ニューヨーク市内を歩いてみても、ニューヨーク市地下鉄では、ウェストチェスター

郡ヨーカーズ市で製造される日本製車両が採用されており、またニューヨーク市のタク

シー（通称イエローキャブ）は日産ＮＶ200 が採用されるなど、随所に日本製品を目に
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することができる。 

   次に、ニューヨーク総領事館は、訪日観光促進、地方連携支援の取り組みも行ってお

り、地方紹介に係る公邸で開催されたイベントについて説明を受けた。自治体が主催す

る日本酒をはじめとする特産品のプロモーションイベントから日本政府観光局ニューヨ

ーク事務所が主催する訪日観光イベントまで公邸を利用したイベントが頻繁に開催され

ている。地方創生が至上命題になる中で、大使館や領事館といった公邸も日本各地の優

れた特産品を現地でＰＲすることは大きな役割の一つとなっているようで、特に、ニュ

ーヨークでは、日本文化への関心が大変高く、プロモーションに対する手応えも良好と

のことであった。 

ただし、このような取り組みも首長等が一度訪問してＰＲしただけでは、当然に効果

が出るわけではなく、その後の販路拡大や現地のニーズを把握するなどフォローアップ

が極めて重要になるとのことであった。 

   市場としてのニューヨークの特徴は、生き残るための競争が激しく、その意味で厳し

い市場ではあるが、反面、多様な人種を抱え込むアメリカ最大の都市らしく、多様性に

富み、新しい文化や趣向を柔軟に受け入れる土壌があるようである。 

   日本食というと以前は寿司やラーメンが代表的であったが、すでに認知され、人気も

博している。そのような中、新しい基軸が求められており、日本酒はその一つになって

いる。アメリカ人にとって、日本各地にバラエティーに富んだ種類を擁する日本酒は新

鮮で、日本食レストラン以外でも徐々に浸透しつつあるようだ。 

余談になるが、アメリカ西海岸では、年間を通じて牡蠣がとれ、生食で良く食べられ

ている。一方で、カキフライは一般的ではなく、北米産牡蠣は身が薄い為、フライには

向いていないようである。カキフライ用として広島産牡蠣は新たな基軸になり得る可能

性はあるように感じる。 

   また、日本食以外でも食材や包丁などの道具類が一流レストラン等で使われ始めてお

り、アメリカ人が使える日本文化を売り込むチャンスが広がっている。 

   訪日観光については、ニューヨーク市には富裕層が多く、富裕層の中には日本好きも

かなりの数にのぼる。彼らの多くは、一度は訪日したことがあり、東京や京都には既に

行ったことがある。そうしたことから、観光庁も東京から京都までの新幹線沿線、いわ

ゆるゴールデンルートにプラスαとなる場所への訪日観光誘致に力を入れており、“瀬戸

内”は有力なプラスαになり得るとのことである。 

   さらに、アメリカ人は他の人がふれていないものに対する探究心が強く、興味を持っ

た訪問先については、滞在が長くなり、リピート率も高くなる傾向にあるようだ。 

   最後に、広島に対するイメージを尋ねたが、我々が思っているほどには被爆地である

ことなどが一般的に浸透しているわけではなく、日本に比べると一般人が国際ニュース

にあまり関心がない傾向があるようであり、観光誘致戦略もこれを念頭に組み立てて 

ＰＲをする必要があると感じた。 
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３．３．３．３．日本貿易振興機構日本貿易振興機構日本貿易振興機構日本貿易振興機構    ニューヨーク事務所ニューヨーク事務所ニューヨーク事務所ニューヨーク事務所（ＪＥＴＲＯ）（ＪＥＴＲＯ）（ＪＥＴＲＯ）（ＪＥＴＲＯ）    

 【訪問日時】 

平成２８年５月６日（金） １１：００～１２：００ 

 【訪問場所】 

  アメリカ合衆国 ニューヨーク 日本貿易振興機構 ニューヨーク事務所 

 【対 応 者】 

次  長 若松勇氏 

調査担当 前中康志氏 

 【調査目的】 

アメリカ東部地区の経済概況、投資状況について 

 

＜若松次長と視察団＞ 

 

＜経済概況、投資状況説明＞ 

【視察要旨】 

   アメリカの経済概況の説明に入るにあたり、冒頭、アメリカの人口動態について説明

を受けた。アメリカの人口は、現在３億２千万人となっており、毎年１％ずつ人口増加

が見込まれ、2060 年には４億人を突破する予想となっている。人口増加の一方で、高齢

化も着実に進展しているが、現在の高齢化率は 15％となっており、2030 年頃に 20％を

突破する見込みである。しかし、日本の高齢化率が既に 20％を超えていることを考える

とまだまだ若い国と言える。 

   また、先進国の中でも将来推計人口トレンドの伸び率は突出しており、成熟した経済

を持ちつつ人口増加が見込まれるということで、市場としての魅力が再評価され、日本

企業経営者のアメリカ経済に向けられる視線も熱いものになっているとのことである。 

   人口増加の要因は、毎年 100万人規模の移民流入であることは広く知られているが、

最近の動向ではヒスパニック系、特にメキシコからの移民が 13％を占め、人口構造上も

急激に存在感を発揮してきている。現時点でのヒスパニック系人口は、アメリカ人口の

20％程度だが、2060 年には 30％を超えるほどの勢いで増えている。 

このことは、アメリカ経済における消費動向が変化する可能性があることを示唆して



6 

いる。現在は、白人が約 60～70％を占めており、彼らにどのように受け入れられるかが

マーケットにおける大きな課題となるが、2060 年には 40％ほどに後退すると予測され、

ヒスパニック系をはじめとする層に受け入れられなければビジネスとしては成功しない

可能性が極めて高くなる。 

地域によっても人種や文化が異なっており、ニューヨークにおいても地区によってそ

の傾向は顕著に表れる。例えば、ニューヨークではラーメンが大変流行っているが、そ

の行列に並んでいるのは白人かアジア系の人々で、ヒスパニック系はほとんど並んでい

ないそうである。これは、ヒスパニック系の人々はほとんど外食をしない文化があり、

どんなに美味しいラーメンを提供してもヒスパニック系の人々が多く居住する地域では

ビジネスとして成り立たないことを意味する。 

このように、アメリカ国内では既に、ターゲットとする人種を絞り込み、訴えたい層

の文化や特性を良く理解した上で、広告戦略を行う、キャンペーン活動を行うというこ

とが求められているようである。このことは、ほぼ単一民族で構成される日本と大きく

異なる点で、広島の企業がアメリカ進出を考える際に、重要なポイントとなる。 

一方で、日本においても世代間の特徴というのはマーケティングで重要視されるが、

アメリカにおいても同じことが言えるようである。以前は、1946～1964年までのベビー

ブーム世代が主要世代であったが、現在は、1977～1994年のミレニアル世代が社会の主

役になっている。この世代の特徴は、不安定な情勢の中で育った世代であり、堅実な消

費行動を取る傾向にある。また、新たな価値観を生み出すような企業や人物、製品への

憧れも強い。日本の同世代にも共通しそうだが、日本の同世代は将来にどちらかという

と悲観的であるが、アメリカのこの世代は、親よりも同等以上の暮らしができると 90％

近くの人たちが答えており、将来への展望が楽観的であることが特徴と言える。 

   次にアメリカ経済の実情について説明を受けた。2016年第一四半期の実質 GDP成長率

は 0.5％とあまり好調とは言えない。これは、設備投資の大幅減少や在庫調整によるマ

イナス要因が大きく足を引っ張っている。その原因は原油価格の下落にあり、採算が取

れない為、ピーク時の 1/3程度まで一気に設備投資等が減少していることが大きく影響

している。しかしながら、資源業界に関係のない分野においては、堅調に経済活動が推

移しており、アメリカ経済が底堅いと言われる要因はここにあるようである。 

   アメリカ経済全体としては底堅い状況だが、アメリカ全土は大変広く、当然のことな

がら州によって経済の好不調が分かれている。最近のトレンドでは、カリフォルニア州

をはじめとする西部地域に製造業などの拠点が移る傾向にあるようだ。では、北部は全

く厳しいかと言うと、例えばデトロイトは、以前は自動車の製造拠点として栄えたが、

現在は、自動車メーカーの開発拠点としての地位を固めており、自動車業界のトレンド

を掴むためには、デトロイトはアンテナを張っている必要がある街になっているそうで、

事実トヨタも開発拠点を置いているようである。このように、日本や広島の企業がアメ

リカ進出を考える場合、製造拠点とするのか、開発拠点とするのかなど、目的に応じて
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進出するべき場所を検討する必要がある。 

   また、今後のアメリカ進出を考える上で、大きなポイントとなり得るのが物流である。

これまでは、アジア等からの輸入品は、西海岸で荷降ろしされ、トラックもしくは鉄道

で東に向かう流れであったが、本年中にはパナマ運河の拡張工事が終了し、パナマ運河

経由で大型輸送船が直接東海岸の港湾に到着する可能性があり、物流の流れを考慮に入

れた拠点選定も重要になってくる。 

   最後に、ニューヨークを含めたアメリカ北東部の概況について説明を受けた。この地

域は、アメリカの実質ＧＤＰの約 24％を占めており、依然としてアメリカ経済の中心で

ある。そして、所得の高い富裕層が大変多いことも特徴の一つであり、日本酒など高価

な商品でも売れやすい環境にある。 

   ニューヨークの金融街は、リーマンショック後、金融会社が撤退した空き部屋にＩＴ

関連の企業が数多く入居し、投資家もすぐそばにいることから、ＩＴ産業が盛んになり

つつある。ボストンは、有名大学が数多くある街であるが、特にライフサイエンスの分

野が強い。なぜならば、ハーバード大学などに世界から医療を学びに留学生が集まり、

研修の際、ボストン周辺の病院で医療機器を使う。そうすると自分の国に帰った際、や

はり使い慣れた機器を導入する。つまり、ボストンで医療機器等の医療関連製品で成功

すると世界に市場を拡販できるため、そのような企業が集積するという好循環となって

いるようである。広島県も医療機器の分野に大変力を入れていることから、このことは

大いに参考にするべき事実である。 

   上記にあるようにニューヨークは富裕層が多く、外食産業やサービス産業にとって大

きなチャンスがある街だが、日本におけるサービス形態をそのまま移せば成功するとは

限らない。例えば、大戸屋という日本の和食チェーン店は、国内においては家族連れや

ビジネスマンが手ごろに食事を楽しむ店舗だが、アメリカでは和食は高級で特別なイメ

ージが求められるため、日本の店舗とは違い、高級感を出した店舗と価格帯でニューヨ

ークでも行列ができるほどの人気を博している。さらに面白い例として、おにぎりが挙

げられる。ある集まりで各国のファーストフードを持ち寄る企画があり、日本人がおに

ぎりを持って行ったところ、誰も手をつけなかったそうである。原因はおにぎりに巻い

てある海苔だったそうで、海苔がたべられないのではなく、見た目がマジックで塗った

ようで気持ち悪いという理由である。カリフォルニアロールのようにご飯の中に海苔を

包んでしまえば、アメリカ人はおにぎりを喜んで食べる。日本人では考えられないよう

な感覚の違いがあることを認識しておかなければならない。 

   このようなことから、ニューヨークをはじめアメリカ市場で成功するためには、短期

間での取り組みでは難しく、長期的な視野に立ち、トライアンドエラーを繰り返しなが

ら市場のニーズを掴んで行くことが重要であると若松次長、前中調査員ともに口を揃え

て強調された。自治体が開催する展示会なども、一度開催して手応えがないからやめて

しまうのではなく、粘り強く続けることが一つのヒントとなるのではないだろうか。 
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４．一般財団法人４．一般財団法人４．一般財団法人４．一般財団法人    自治体国際化協会自治体国際化協会自治体国際化協会自治体国際化協会    ニューヨーク事務所ニューヨーク事務所ニューヨーク事務所ニューヨーク事務所（クレア）（クレア）（クレア）（クレア）    

 【訪問日時】 

平成２８年５月６日（金）１４：００～１５：００ 

 【訪問場所】 

  アメリカ合衆国 ニューヨーク 一般財団法人 自治体国際化協会 ニューヨーク事務所 

 【対 応 者】 

所  長  立田 康男氏 

上席調査役 福冨 茂 氏 

所長補佐  建道 文子氏 

 【調査目的】 

地域産品紹介や観光ＰＲ手法と支援策について 

 

    ＜立田所長と視察団＞ 

 

＜事業概要等説明＞ 

【視察要旨】 

  冒頭、自治体国際化協会（以下クレア）の事業概要について説明を受けた。 

クレアは、地方自治体の共同組織として設立されており、ニューヨーク事務所の職員

も東京都や宮城県といった都道府県から、広島市や松江市といった都市に至るまで計 13

人の職員が派遣されている（総務省、警視庁も含む。）。 

クレアの役割としては、下記の通り、日本の地方自治体を対象とする事業と、北米の

地方政府関係者等を対象とする事業とに大きく分けることができる。 

①日本の地方自治体を対象とする事業 

 ・地方自治体等が北米で実施する活動の支援 

 ・北米の地方行政等に関する調査研究及び情報提供 

 ・地域の国際化に対応できる人材育成 

②北米の地方政府関係者等を対象とする事業 

   ・北米の地方行政関係者等との連携強化、情報交換 

   ・日本、北米の地域間交流の促進 
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   ・ＪＥＴＡＡ（ＪＥＴプログラム経験者の会）との連携強化、支援 

    （ＪＥＴプログラムとは、語学指導等を行う外国青年招致事業（The Japan Exchange 

and Teaching Programme）のことで、海外の青年を日本に招致し、地方自治体や小

中学校等で外国語教育に携わってもらう国際人的交流プログラム。ＪＥＴＡＡは、

ＪＥＴプログラムを経験した所謂ＯＢ会組織のこと。） 

   

上記のように日本の自治体と北米の自治体との交流や連携を促すことが大きな役割で 

  ある。中でも、ＪＥＴＡＡとの連携強化はＪＥＴＲＯやＪＮＴＯにない特徴的な取り組 

みで、日本の地方自治体や企業が北米での活動をする際、ＪＥＴＡＡとの連携は大変心 

強いパートナーとなり得る。なぜならば、ＪＥＴプログラム経験者は世界に約６万人と 

なっており、そのうち４万人近くがアメリカ、カナダの出身者で、彼らは日本が好きで 

ＪＥＴプログラムに応募し、日本での生活を経験した人たちだからである。 

 なお、地方自治体にとって、クレアは地方自治体職員が駐在する共同組織であること 

から、海外活動を行う際の窓口として相談しやすい組織でもある。 

   続いて、日本の地方自治体の北米での経済活動事例の紹介説明を受けた。地方自治体 

  が経済活動を行う際、そのＰＲ手法には大きく３つの方法がある。１つ目は、北米の日 

系スーパーやホテルの一角を利用した販売促進イベント、２つ目は、旅行博覧会やイベ 

ント会場でのブースを利用したＰＲ、３つ目は、常設展示コーナーでの販売やＰＲ、以 

上である。常設コーナーとしては、新潟県がニューヨークのマンハッタンに日本酒及び 

県産品の販路拡大とＰＲを目的に開設をしているようである。 

 また、成功事例としては、堺市の取り組みが挙げられる。伝統産業である「堺打刃物」、 

つまり包丁をＰＲする為のブースをフードサービスショーなどに設け、市場開拓を行っ 

てきたが、当初は日本食レストランをターゲットにしていたものが、日本食以外の料理 

人にも評判が高まり、彼らの口コミで一般の富裕層にまで高い支持を得て購買されるほ 

どの成功を収めているそうである。この堺市の取り組みは、10 年前から行われているそ 

うで、長年の取り組みが販売会社を現地に設立するまでの成果を生んだという意味で、 

大いに参考にするべき事例である。 

   事例の中で、ニューヨークのグランドセントラル駅で開催されたジャパンウィークと 

いう大きなイベントにおいて、東京都が独自のブースを設けて観光情報のＰＲをしたと 

あり、このイベントは現地でも大変注目を集める大イベントとのことである。このよう 

な、現地でも注目を集めるイベント情報はどのような形で地方自治体に発信されるのか 

を伺った。東京都の場合は、都から委託を受けた観光ＰＲエージェントがジャパンウィ 

ークの情報をキャッチし、都の産業労働局観光部からクレアニューヨーク事務所に確認 

の問い合わせがあり、イベントへの参加となったようである。 

自治体側へ情報がどのようにつながるかは様々なケースがあるが、基本的には、クレ 

ア本部から各地方自治体の国際交流関係の部署にイベントの開催情報などが発信される 
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そうである。つまり、情報をキャッチした国際交流関係部署が、観光イベントであれば 

観光関連部署へ、物産展等の情報であれば産業関連部署への連絡が密にとれていなけれ 

ば、せっかくの情報も有効に生かされない。広島県においても横の連携についてチェッ 

クの必要がある。 

 この他にも、地方自治体の様々な経済活動についての事例を伺ったが、重要なポイン 

トとしては、どのように情報をキャッチするか、取り組みを粘り強く継続できるかどう 

か、そして商品やサービスの供給体制を構築できるかどうかが鍵になるとのことであっ 

た。ニューヨークは富裕層も多く、彼らの消費力は非常に力強いため、ビジネスチャン 

スは大いにありそうである。 
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５．５．５．５．独立行政法人独立行政法人独立行政法人独立行政法人    国際観光振興機構国際観光振興機構国際観光振興機構国際観光振興機構    ニューヨーク事務所（ＪＮＴＯ）ニューヨーク事務所（ＪＮＴＯ）ニューヨーク事務所（ＪＮＴＯ）ニューヨーク事務所（ＪＮＴＯ）    

 【訪問日時】 

平成２８年５月６日（金）１６：００～１７：００ 

 【訪問場所】 

  アメリカ合衆国 ニューヨーク 独立行政法人 国際観光振興機構 ニューヨーク事務所 

 【対 応 者】 

所 長 岩田 賢氏 

 【調査目的】 

アメリカ東部地域からの外国人観光客の来日促進活動の取組について 

 

＜岩田所長と視察団＞ 

 

＜インバウンド施策について意見交換＞ 

【視察要旨】 

冒頭、独立行政法人 国際観光振興機構（以下ＪＮＴＯ）の事業概要について説明を受 

けた。 

ＪＮＴＯは、日本のインバウンド旅行市場を拡大することを通じて、国民経済の発展、 

地域活性化、国際的な相互理解の促進、日本のブランド力向上、これらを実現すること 

により、未来の日本をより豊かに、元気に、明るくすることを目指している。 

所管は観光庁となっており、類似の機関としてＪＥＴＲＯがあるが、ＪＥＴＲＯの目 

的は、国の貿易や対日投資などであるのに対し、ＪＮＴＯの目的は、人の輸入による外

貨獲得、すなわち人的交流を通じた経済活動支援である。 

人員規模は国内外含め約 150名で、国内各県に拠点を構えるＪＥＴＲＯの 1/6程の組

織であり、本部は有楽町の交通会館にある。海外拠点としては、世界 14都市に事務所を

持ち、海外の現地目線に立ったプロモーションやマーケティングを行っている。 

アメリカの西側はロサンゼルス、東側はニューヨークに事務所が設置されている。中

南米も管轄しており、メキシコはロサンゼルス事務所、メキシコ以外の中南米はニュー

ヨーク事務所が管轄している。 

ＪＮＴＯの具体的な活動としては、外国人の訪日旅行促進に向けた事業があり、昨 
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年９月に安倍総理が訪米してニューヨークで開催した訪日セミナーをはじめ、海外現地 

での広告宣伝や旅行博への出展、ウェブやＳＮＳを通じた訪日観光情報の提供、海外の 

旅行会社やメディアを日本へ招聘して訪日観光の魅力を発信してもらう事業など多岐に 

わたっている。 

2015 年のアメリカ市場からの訪日観光客数は、103.32 万人で対前年度比 15.9％もの

増加となっており、今年も３月までの訪日観光客数が、昨年より約 14％増と引き続き高

い伸びを示している。海外からの訪日者全体 1、974 万人のうち約 5.2％、訪日観光客数

第 5 位の市場を占めている。 

アメリカ人の訪日観光客の傾向を見てみると、個人旅行が約９割を占める、７日以上

の長期滞在が多く、訪日時の消費額が増加しているなどの傾向が見られる。主な訪日シ

ーズンは、３月下旬～４月中旬のイースター休暇を中心とした春期休暇、６月～７月の

夏季休暇などの時期となっている。なお、日本は、アメリカ人の主な訪問国としては、

全体の 18位にとどまっているが、人気の訪問地としては、東京や京都を含むゴールデン

ルート、そして広島も人気となっているようである。 

平成 28 年度のＪＮＴＯのプロモーション基本方針は、2015 年の訪日米国人の 100 万

人突破や、アメリカ国内での日本に対する注目度が上がっていることを追い風に、更な

る訪日を促進するため、主な旅行シーズンである桜の季節及び夏季休暇に向けたプロモ

ーションを強化するとともに、ウインタースポーツ層を中心に閑散期である冬期の需要

喚起を行うこととなっている。 

また、2016年３月に関西－ニューヨーク直行便が新規就航したため、関西だけでなく

広島をはじめとする瀬戸内のプロモーションを強化する予定であるとの力強い言葉をい

ただいた。ＪＮＴＯとしても、ゴールデンルートにプラスαできる地域の需要喚起は大

きな課題のようで、広島や瀬戸内はプラスαに十分相応しいとの高い評価であった。 

このように高い評価をいただいたことから、広島をはじめとする瀬戸内各県からＪＮ

ＴＯに対して、個別に情報発信のアプローチや提携依頼があるのかどうか質問をしたと

ころ、残念ながら視察団訪問時点で、具体的なアプローチは一切ないとの回答であった。 

  瀬戸内観光推進連盟も立ち上がった時期でもあり、広島県が主導的にＪＮＴＯと連携し、 

  アメリカをはじめとする北米市場に対して、観光誘致を強化することは、広島県のみな 

らず、瀬戸内全体の利益に大いに貢献すると考える。 

 ちなみに、アメリカ市場において、広島の知名度を尋ねると、東京、京都、富士山と

いったアメリカ人にも大変馴染みの地名の次のグループに属するとの回答であった。ま

た、広島を紹介するパンフレットは、厳島神社を使用したものが多く、厳島神社に対す

る好感度も高いようであるが、一方で、原爆ドームについては、我々が思っているほど

の認知度はないとのことであった。 

 ブロック別外国人宿泊統計によると、関東や近畿地方に宿泊客が集中しており、地方

自治体レベルの努力のみでは限界があるため、ＪＮＴＯによる地方への宿泊客増加支援
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策について、何か具体策があるか尋ねたところ、各自治体からの積極的な取り組みは不

可欠で、自治体、ＪＮＴＯの双方向での協力関係が大切であるとのことであった。 

 それでは、地方自治体の取り組みとしては、どのようなことが考えられるのかについ

て質問したところ、１つ目は、現地メディアへのアプローチ、２つ目は、旅行会社への

アプローチとの回答であった。 

 １つ目の現地メディアへのアプローチについては、現地の有力雑誌に掲載してもらえ

るよう働きかけたり、テレビ局などの撮影クルーなどを呼び寄せて、撮影した映像をメ

ディアで放映してもらうなどの方法である。広島県においても、欧州のメディアを招聘

して、瀬戸内海の観光ルートを巡らせたという事例はあったと記憶しているので、ぜひ

とも北米のメディアにも同様の働きかけを期待したい。 

 ２つ目の旅行会社へのアプローチについては、海外の旅行会社の場合、旅行商品を企

画する人と旅行商品を販売する人が別々のケースが多く、旅行商品を企画するツアーオ

ペレーターにいかに売り込むかが大変重要になるようである。例えば、広島と京都は大

変近い距離にあるが、海外のツアーオペレーターは、そのような知識がないため、京都

を観光ルートに組み込んでも、広島をルートに組み込むとは限らない。つまり、広島の

情報をこのようなツアーオペレーターに積極的に発信し、場合によっては、観光ルート

を組み立てて提案するような取り組みが求められる。このような取り組みで成功を収め

ているのが、徳島県の祖谷渓谷や岐阜県の高山市などである。また、ツアーオペレータ

ーに日本の知識が乏しい場合も多く、その場合、日本の大手旅行代理店からツアーをそ

のまま買ってしまうこともしばしばあるそうで、その意味では、日本国内の大手旅行代

理店との情報交換や情報提供も重要な手段のようである。 

 また、単なる観光地の情報発信だけではなく、食や伝統文化などテーマごとに深掘り

をし、特定の分野への興味を持つ観光客を掴む方法もある。このような市場（スペシャ

ル・インタレスト・ツアー）は、今後需要が伸びる可能性が高く、広島に在住している

外国人に我々が当たり前と思っているが、外国人には魅力的なものなどをアンケート調

査し、その意見を生かすことも重要であると考える。 

さらに、アメリカ人が良く知る地名や小説などになぞらえて、観光地を紹介すること

で、アメリカ人がイメージを連想しやすくする方法も工夫の一つだと伺った。例えば、

数多くの映画や小説に登場し、アメリカ大陸を横断するルート 66は、多くのアメリカ人

に愛され、郷愁漂うイメージだそうだが、このルート 66になぞらえて孫別は、“日本の

ルート 66”というキャッチタイトルをつけ、成功を収めているそうである。 

広島には宮島というキラーコンテンツがあり、地理的な優位性も高く、前述のように

ＪＮＴＯとしても将来性が有望な観光地で、工夫次第で大きな期待ができると考えてい

るようだ。逆に言うと、その潜在能力を十分に生かしきれていないということであり、

ＪＮＴＯ、現地の旅行会社、国内の旅行会社など様々なチャンネルを生かした情報発信

や旅行客誘致に取り組んでいかなければならない。 


