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2 １

「明日の日本を支える観光ビジョン」の目標、視点、改革

●政府は、「観光は我が国の成長戦略の大きな柱の一つであり、地方創生への切り札、更にはＧＤＰ６００兆円
に向けた成長エンジンである」との認識の下、『明日の日本を支える観光ビジョン』 （2016年３月３０日、総理議長の

会議にて決定）にて野心的な目標を設定。

目
標

３
つ
の
視
点
と
１
０
の
改
革

（出典）観光庁、JNTOウェブサイト
※外国人リピーター数について

は、訪日外国人旅行者数に、訪日
外国人消費動向調査による２回目
以降の訪日割合を乗じて算出した
推計値。

2018年実績 2019年実績

3,119万人 3,188万人

4.5兆円 4.8兆円

3,636万人泊 4,309万人泊

1,938万人 2,047万人

20.5兆円 21.9兆円



「明日の日本を支える観光ビジョン」外務省の役割

●在外公館において、『準備段階から関係省庁や関係機関と連携しつつ、日本の魅力を広く世界に届け、欧米豪
及び大口新興国マーケット、若年層、富裕層を主なターゲットに親日層を開拓』。

●在外公館等のＳＮＳを活用し、海外メディアでの日本事情に関する報道や放映・配信を効果的に拡散する。
●ビザ緩和を戦略的に実施。 （『明日の日本を支える観光ビジョン』より）

【在外公館の活動の一環】

観光促進を文化、スポーツ交流と一体として在外公館のトップ・プライオリティに
在外公館が実施するレセプション等で、ポスター掲示、資料配布、ビデオ放映する等情報提供を強化。

【日本の多様な魅力を発信】

現地行事への乗り込み
在外公館主催のイベントのみならず、現地で開催される大規模イベントに参加し、集客力、効果を増幅。
日本に行けば本物に「触れられる」「買える」「体験できる」ことを発信。

【地方の魅力を発信】

海外においてもオールジャパンで取り組む
訪日に直結させるため、他省庁、国際交流基金、ＪＮＴＯ、ＪＩＣＡ、ＪＥＴＲＯ、ＣＬＡＩＲ等と連携強化。民間企業の活動
と積極的に連携し、情報発信を拡充。

●在外公館のコミットメント

●外務省のコミットメント

２０３０年を見据え、文化、和食、スポーツ発信を強化
２

現時点での重点的な取組



ビザの戦略的緩和

３

◆中国（2009年に北京、上海、広州の3公館に個人観光査証を導入。2010年に個人査証の発給対象を全国に拡大以降、段階的な

ビザ緩和を実施。）

一部大学生等の個人観光一次ビザ申請手続簡素化の対象校拡大（75校から1243校に拡大）

数次ビザの発給対象者の拡大（過去３年に２回以上の訪日歴に対し、経済力証明書の提出を免除）

◆インド（2014年に数次ビザ導入以降、段階的なビザ緩和を実施。）

数次ビザ申請手続きの簡素化 （原則として納税証明書のみで渡航し弁能力を証明）

数次ビザの発給対象者の拡大（過去３年間に２回以上の訪日歴を有する者に対し数次ビザを発給）

◆ロシア（2017年に数次ビザ導入を含むビザ緩和を開始。）

８項目の「協力プラン」に関与するロシア企業等の常勤者等に対する数次ビザの導入
大学生等の対する一次ビザ申請手続の簡素化

◆コロンビア
数次ビザの導入（90日、３年）、商用目的、文化人・知識人向け数次ビザの緩和

◆カタール
数次ビザの緩和（90日、5年）、商用目的、文化人・知識人向け数次ビザの緩和

◆ラオス
商用目的、文化人・知識人向け数次ビザの緩和

２０１９年に実施したビザ緩和

2019年の訪日客数は、全体で3,188万人、うち、ビザ緩和の重点国である中国：
959万人（前年比14.5％増）、インド：18万人（前年比14.2％増）、ロシア：12万人
（前年比26.6％増）、フィリピン：61万人（前年比21.7％増）、ベトナム：50万人（前年
比27.3％増）と過去最高を記録。



４

在外公館では合計2400件の訪日観光促進に資する事業を実施（令和元年度）

677

347

300

558

177220

121

全世界で約2,400件
（令和元年度分（令和２年３月集計））

（平成30年度：約２,３００件）

地域別観光関連事業実施数

日本の多様な魅力の対外発信



５

大規模な日本文化紹介・交流事業により、日本の多様な魅力を丸ごと発信し、訪日を促す。

フランスにおける「ジャポニスム2018」に
続き、日本文化を海外に発信する取組とし
て、米国において「Japan 2019」を実施。公
式企画の８件（展覧会３件、舞台公演５件）
に加え、官民の幅広いイニシアチブによる
138件を参加企画として認定し、多種多様
な事業を展開した。公式企画では合計43
万５千人を動員し、参加企画と合わせ総計
129万人以上の来場者を記録。関連報道も
900件を超えた。全米で日本文化に対する
理解と関心の裾野を広げた。

◆東南アジア
「響きあうアジア2019」

（平成31年３月～令和元年12月）

１ 日本文化を丸ごと発信（１）

日本と東南アジアの文化交流事業を
幅広く紹介する祭典として「響きあうアジ
ア2019」を開催。主たる24件の事業だけ
でも約２万人を動員。海外では東南アジ
アの３都市（ジャカルタ、ハノイ、バンコ
ク）を中心に実施し、日本と東南アジアの
歌手による音楽祭「ASEAN-Japan Music
Festival 2019」、日本と東南アジアのスト
リ ー ト ダ ン サ ー に よ る ダ ン ス 公 演
「DANCE DANCE ASIA」、日本・東南アジ
ア選抜の若手選手によるサッカー国際
親善試合等を実施した。

◆米国
「Japan 2019」

（平成31年３月～令和元年12月）

平成28年12月の日露首脳会談の際に人
的交流の拡大策の一つとして発表された
「ロシアにおける日本年」「日本におけるロ
シア年」を2018年から2019年にかけて開催。
「ロシアにおける日本年」では600件以上の
行事が実施され、160万人以上が参加。多
岐にわたる分野で日本の魅力を紹介する
行事がロシア各地で行われた。また、この
ダイナミズムを維持・発展させ、地方まで交流
の裾野を広げるため、 2020年及び2021年を
「日露地域交流年」とすることで一致した。

◆ロシア
「ロシアにおける日本年」

（平成30年～令和元年６月）
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１ 日本文化を丸ごと発信（２）

◆ロンドン（英国）
ジャパン・ハウス ロンドン
アイヌ文化の魅力発信
（令和２年１月～２月）

◆ロサンゼルス（米国）
ジャパン・ハウス ロサンゼルス

「BAKERU：Transforming Spirits」展
（令和元年７月～10月）

◆サンパウロ（ブラジル）
ジャパン・ハウス サンパウロ
「NIPPONのCRAFT47人」展

（令和元年４月～７月）

ショッピングモールや美術館等が建ち並
ぶエリアに所在するジャパン・ハウス サン
パウロにて、47都道府県からの伝統工芸
品を展示した「NIPPONのCRAFT47人」展
を開催。各地の歴史・気候風土とものづくり
の密接な関わり、伝統的な技術や素材へ
のこだわり等が表現された作品の展示を
通じ、各都道府県が持つ魅力を紹介した。
さらに同展に連動して、現地県人会の協力
を得て各都道府県に焦点を当てたセミナー
を実施。

文化的・商業的な活気のあるケンジント
ン地区に所在するジャパン・ハウス ロンド
ンにて、北海道庁との共催でアイヌ文化を
紹介するイベントを開催。北海道白老の
「ウポポイ（民族共生象徴空間）」開館を控
え、アイヌの文様・刺繍をテーマとする講演
会、刺繍体験、音楽ライブ、演奏体験、工
芸品の展示・販売、「エント茶」の試飲、北
海道観光案内等を通じてアイヌ文化の魅
力を発信した。

ハリウッド中心地に所在するジャパン・ハ
ウス ロサンゼルスでは、東北地方の祭り
や伝統芸能をモチーフにした映像インスタ
レーション「BAKERU」展を開催。東北伝来
の郷土芸能を、最新のデジタル技術も駆
使しながらインタラクティブに体験できる空
間を提供。さらに、同展の関連企画として、
東北に伝わる鹿踊の実演や郷土料理・日
本酒を紹介するイベントも実施。

オールジャパンの発信拠点ジャパン・ハウスの活用により、日本の多様な魅力を丸ごと発
信し、訪日を促す。
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２ スポーツ交流を盛り上げる（１）

ﾗｸﾞﾋﾞｰＷ杯2019及び2020年東京大会の日本開催。ｽﾎﾟｰﾂを交流の契機とし、訪日を促す。

◆オーストラリア
ラグビーＷ杯2019／2020年東京大会

記念レセプション（令和元年８月）

2019年ラグビー・ワールドカップ及び開
催まで１年を切った2020年東京大会を記念
して、両大会関係者や主要メディアを大使
公邸に招いてレセプションを実施。両大会
のPR動画放映及びマスコットや写真等を
展示した他、日本全国18カ所にのぼる豪州
関連のホストタウンについても紹介。特に、
豪競泳チームのホストタウンである新潟県
長岡市の協力を得て、同市特産品の日本
酒を公邸料理人による寿司やお好み焼き
等の和食に合わせて提供することにより、
日本の食文化及び地方の魅力も発信した。

◆アルゼンチン
ラグビーＷ杯レセプション

（令和元年６月）

ウェブ・エリス優勝カップの展示の機を捉
え、アルゼンチンラグビー協会との共催に
より、大使公邸にてレセプションを実施。ラ
グビー関係者や旅行代理店関係者等が参
加する中、大会のPR動画上映、パンフレッ
ト配布及び和太鼓ショー等を行った。18以
上のメディアで報道された他、多くの参加
者のSNSからも拡散されたことで、アジア初
で、且つラグビー伝統国以外でも初開催と
なる同大会の日本開催の意義を、文化の
魅力とともに印象付けた。

◆南アフリカ
ラグビーＷ杯広報事業
（令和元年９月～11月）

大使館多目的ホールを活用し、南アフリ
カチームの試合をフォローする形でパブ
リックビューイング（PV）を全８回主催。日
本産酒類及び公邸料理人による和食を提
供しつつ、各回、食・文化情報を織り交ぜ
ながら開催都市とスタジアムを紹介。準決
勝の南ア・日本戦では現地TV局２社がPV
の様子を生中継する等、回を重ねるごとに
注目を集めた。メディアの他、南ア政府、ラ
グビー協会、出場国を中心とした外交団等、
のべ約600名が参加。本大会広報を通じて
「日本のホスピタリティを実感した」等、好
意的反応が多く寄せられた。



８

２ スポーツ交流を盛り上げる（２）

ﾗｸﾞﾋﾞｰＷ杯2019及び2020年東京大会の日本開催。ｽﾎﾟｰﾂを交流の契機とし、訪日を促す。

（注）【】内はスキーム名。

◆ジョージア
Fascinating World of SUMO

（令和元年９月）

◆コロンビア
2020年東京大会広報

（令和元年８月）

大使館、当地スポーツ・アカデミー及び教
育・科学・文化・スポーツ省の共催で、NHK
アナウンサー森田博士氏が映像やグッズ
等を用いて大相撲の見どころや楽しみ方を
講演。ジョージア出身の元力士・黒海関や
現地の相撲団体の協力を得て、相撲の基
本動作や技の実演・体験の機会も設けた。
さらに、複数のテレビ出演や新聞インタ
ビューにより、相撲の魅力を広く発信でき
た。【日本ブランド発信事業】

2020年東京大会の現地ステークホル
ダーとの連帯意識の共有と機運醸成を目
的としたレセプションを開催。東京大会へ
の出場が内定している選手を含む多くの
スポーツ界要人、さらにスペイン政府、メ
ディア、スポンサー企業等の各関係者の
出席を得て、大会の成功に向けた総決起
集会となった。多くのパラ選手も参加。主
要メディアで取り上げられた他、大使館の
ＨＰ及びＳＮＳ等での広報用に、注目選手
が日本へのメッセージを寄せる等、大会の
効果的な事前広報となった。

◆スペイン
2020年東京大会レセプション

（令和元年９月）

日本空手協会コロンビア支部が主催し
た「パンアメリカン・コロンビア空手大会」
の一環として、2020年東京大会広報レセ
プション及び空手デモンストレーションを
実施。現地の要人から一般市民まで幅広
い層を対象に、東京大会にて空手が競技
種目に追加されたことや空手の精神性に
ついて解説し、大会PR動画を活用した広
報を行った。その模様は現地テレビ局に
よって報道され、空手を通じ東京大会に
向けた機運醸成につながった。
【在外公館文化事業】



９

インバウンド観光客の伸びが期待できる国における様々な取組。

３ 伸び代の大きい国への発信

◆インド
「日本酒の夕べ2019」

（令和元年９月）

日本酒の魅力を現地飲食関係者に伝
えるため、大使公邸にて日本酒プロモー
ションイベントを開催。日本から日本酒造
組合中央会の協力で10の蔵元と、社団
法人ミス日本酒の協力でミス日本酒2019
及び日本酒輸出商社が参加し、現地に
おいてはメディアを含め265名が参加した。
試飲会の他、各蔵元と現地のホテル関
係者及び輸入業者とのビジネスマッチン
グを行い、商談が成立した蔵元や協議が
進んだ蔵元が複数見られる等、多数の
報道に加えて輸出や販路の拡大につな
がる成果があった。

◆中国
大使公邸春の交流会

（令和元年５月）

日本食、観光、地方交流、2020年東京
大会を主要テーマとし、大使公邸及び多
目的ホール等にて日本酒・日本食、地方
の魅力を発信するイベントを実施。マグロ
の解体ショー、日本各地の観光名所や特
産品、東京大会「ホストタウン」の紹介等、
試飲・試食も含めた幅広いPR活動を行っ
た。出展企業・団体が各ブースで行った
東京大会を見据えた訪日旅行PRは報道
でも取り上げられ、大会に向けた広報に
繋がった。

◆英国
「日本文化季間」

（平成31年～令和３年）

2017年8月の日英両首脳間の合意に基
づき、2019年ラグビー・ワールドカップと東
京オリンピック・パラリンピック競技大会を
橋渡しする形で、英国において「日本文化
季間」を開催。文化・芸術分野の交流、科
学技術・産業分野におけるイノベーション
まで、今日の日本が有する多面的な魅力
を発信。大英博物館「Ｍａｎｇａ」展（2019年
５月～８月）や約4000名が来場した「石見
神楽英国公演」（2019年９月）の他、日本の
民間から英国全土に５千本以上の桜を日
英友好の象徴として寄贈するプロジェクト
が始動した。



10

文化の力で幅広い層に訴求して訪日を促す。

４ 現代文化から伝統文化まで

◆全世界
日本国際漫画賞

（第13回授賞式は令和２年２月）

日本から世界に広がるマンガ文化を通
じて国際交流と相互理解の和を広げるこ
とを目的に、平成19年に創設された日本
国際漫画賞。受賞者を日本に招へいし、
漫画家との懇談及び関連団体訪問の機
会を提供している。令和元年度の第13回
では、66の国と地域から345作品の応募
があり、最優秀賞1作品（イスラエル）、優
秀賞3作品（タイ、スペイン、ブラジル）、入
賞11作品が選ばれた。初回から令和２年
度の第14回までの応募作品数は延べ
3908件。世界の漫画家らが賞を通じて日
本との繋がりを再認識している。

国交樹立100周年を記念し、ワルシャワ
国立劇場において、寺井栄能楽師（観世
流）らによる能公演を開催。現地を御訪問
された秋篠宮皇嗣同妃両殿下がポーラン
ドのアンジェイ・ドゥダ大統領夫妻と共に御
臨席になった。同公演に先立ち、クラクフ
日本美術技術博物館にて同様の公演を開
催した他、現地の劇場や学校等においても
レク・デモも実施し、現地の要人から一般
まで広く能楽に親しんでもらう機会を設け
た。【在外公館文化事業】

◆ポーランド
能公演

（令和元年６月）

◆シカゴ（米国）
アニメ･セントラルにおける日本文化紹介

（令和元年５月）

中西部アニメ促進協会が1998年から毎
年開催している米国中西部最大の日本
アニメ・漫画、ポップ･カルチャーのイベン
ト「アニメ・セントラル」において、会場内に
総領事館ブースを設置。日本国際漫画賞
や訪日観光の広報を行うとともに、鎧・兜
の試着体験や日本映画の上映会を実施。
ポップカルチャーを入り口に日本に関心
を持つ若年層が多い中で、JETプログラ
ムや国費留学生制度、日本語教育等の
説明も行うことで対日関心領域の拡大に
努め、次世代の知日派・親日派形成を目
指した。【在外公館文化事業】

（注）【】内はスキーム名。
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和食及び日本産酒類の魅力を紹介、味覚を通じて親日層を醸成することで訪日を促す。

５ 幅広い和食の魅力を紹介

◆ストラスブール（フランス）
和菓子レクチャー・デモンストレーション

（令和元年７月）

◆ニュージーランド

京料理マスターコース

（令和元年８月～９月）

大使館と現地ル･コルドン･ブルーの共催
により、一般市民及び料理学校関係者を
対象として、文化庁文化交流使の田村圭
吾氏（京料理萬重若主人）による講演、料
理の実演、料理学校学生向けの実技指導
を試食も交えて行った。和食の調理法や技
術、食文化に関わる背景・歴史及び精神性
について活発な質疑応答があった他、料
理の質の高さを絶賛する声が聞かれた。
現地で日本料理店が増え、本格的な和食
に対するニーズが高まっている中で、参加
者に大きなインパクトを与えた。

文化庁文化交流使の清水利仲氏（両口
屋菓匠取締役顧問）が、総領事館公邸に
おいて料理評論家やレストラン・パティシ
エ等、料理業界関係者に和菓子の特徴
や歴史上果たしてきた役割等について紹
介。また、全国和菓子店店長等５名（地元
フランス人１名を含む）とともに、生菓子の
製作技法を実演で披露。試食も交えて和
菓子の魅力を伝えた。原材料の入手方法
や技法を西洋菓子に応用する方法につ
いてのアドバイスを求める等、具体的且
つ積極的な質疑応答が行われた。

◆ナッシュビル（米国）
舞台公演の場を活用した日本酒紹介

（令和元年９月）

舞踏家梅田宏明氏による舞台公演の
場を活用し、食・文化・芸術に高い見識を
持ち、ビジネス、芸術、メディア等の各業
界で活躍する重役・著名人等を招待し、
日本酒紹介を行った。日本酒をより身近
に感じてもらう工夫として、現地酒蔵メー
カー（Proper Sake）が製造した日本酒を
含む７種の日本酒を取り上げ、同メー
カーの社長による日本酒の製造法や楽
しみ方等の講義に加え、公邸料理人によ
る日本酒と相性の良いカナッペと共に日
本酒を賞味してもらった。
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地方公共団体等との連携により、多様で上質な地方の魅力を発信することで訪日を促す。

６ 地方の魅力を発信

◆上海（中国）
山陽山陰ファンミーティング

（令和元年９月）

総領事館多目的ホールで、「山陰・山陽」
エリアの認知度や来訪意欲向上に向けた
ファンミーティングを開催。知名度の高いイ
ンフルエンサーが取材ツアーで実際に巡っ
た観光地の見どころ、楽しみ方を解説し、
旅行会社が関連商を説明、ファンとの意見
交換を行った。会場ではブースも設置し、各
県の食や伝統工芸品、観光スポット等を紹
介。山陰・山陰を巡る縦の観光ルートの回
遊性をアピールし、訪日旅行における次の
観光先として選択してもらえるようPRした。
【地域の魅力発信プロジェクト】

◆ワシントンＤＣ（米国）
倉敷デニム展／デニム・ワークショップ

（令和元年３月～６月）

日米友好・親善を象徴する祭典「全米
桜祭り」の機をとらえ、西日本豪雨の被
災地となった岡山県倉敷市の特産であ
る藍染めやジーンズを紹介。同市のジー
ンズ専門家によるレクチャー及びワーク
ショップの他、デニムにまつわる英語落
語、日本のジーンズ産業を取り上げたド
キュメンタリー映画の上映等、複数の広
報企画を行った。併せて倉敷市内の酒
蔵が製造した様々な日本酒を提供し、好
評を得た。【在外公館文化事業等】

◆ロンドン（英国）
MIYAGI – a Passage to Tohoku

（令和２年１月）

JNTO及びJETRO等との共催により、大
使館ボールルームにて、日本酒の魅力を
広め、宮城を訪れる外国人観光客を増や
すことを目的として、宮城にある５つの酒蔵
を主にしたセミナー・レセプションを開催。
現地の旅行メディアや旅行代理店の日本
向け商品企画立案担当等約100人が参加
した。日本酒テイスティングに加え、焼きガ
キや寿司とのマリアージュ等を提供。新幹
線で最速90分という東京から宮城までのア
クセス情報についても説明した。

（注）【】内はスキーム名。



13

７ 自然災害等による風評被害への対応

様々な機会を活用し、被災地を中心とした各地の魅力を発信することで訪日を促す。

◆中、星、比、露、蘭
福島復興記者グループ招へい

（令和元年11月）

◆全世界
◇天皇誕生日祝賀レセプションにおける

訪日観光ブースの設置
◇外務省・在外公館のSNSを通じた発信

◇ほぼ全ての在外公館で開催される天皇
誕生日祝賀レセプションにおいて、多くの公
館がJNTOや地方自治体、民間企業と協力
しつつ、訪日観光ブースの設置や観光PR
動画の放映等を実施。

◇令和元年の台風19号及び21号時には、
外務省ＳＮＳスポーツアカウント（Twitter）に
て、ラグビーＷ杯公式アカウントを引用しつ
つ、被災地に滞在中の海外チームによるボ
ランティア活動に対して謝意を表明し、併せ
て各地の状況を発信。全世界の在外公館
SNSでもシェアやリツイートし拡散した。

東日本大震災からの復興の進捗や、福
島県産農水産物の安全性に関する取材機
会を提供すべく、日本産食品輸入規制が
残る中、星、比、露、蘭から記者を招へい。
菅家一郎復興副大臣、福島県庁、福島県
農業総合センター（放射線検査）、相馬双
葉漁業協同組合、相馬市内小学校、廃炉
資料館等への取材機会を設けた結果、福
島の食の安全について科学的根拠ととも
に報じられた他、風評被害対策に留まらな
い福島の魅力を伝える記事が掲載された
（比は令和２年１月輸入規制措置撤廃を決
定）。【報道関係者招へい】

◆東京
外務大臣及び岩手県知事共催レセプション

（令和２年２月）

外務省飯倉公館にて「外務大臣及び岩
手県知事共催レセプション」を実施し、駐
日外交団、駐日商工会議所、企業関係
者他約250名が参加。東日本大震災から
の復興や2020年東京大会ホストタウン交
流の取組を紹介しつつ、岩手県の観光、
食品、伝統的工芸品の魅力を紹介する
様々なブースを設け、ステージではさ
んさ踊りのパフォーマンスを行う等、
岩手県の多様な魅力をアピールした。
【地方創生支援飯倉公館活用対外発信
事業】

比参加記者執
筆の「インクワ
イアラー」紙記
事の一部。同
記者は在フィリ
ピン大使館と共
催で福島で撮
影した写真に
自作の俳句を
付した写真展も
２回開催。

（注）【】内はスキーム名。


