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はじめに
近畿経済産業局では、観光関連事業者等を対象として、プロモーション動画等を自ら作成し、SNS を
活用して効果的に発信することで､地域の魅力を伝え、「行ってみたい！」「この商品・サービスが欲しい！」
「この体験がしたい！」という行動へつなげていくための連続講座「動画×SNS 観光プロモーション研究会」
を５回シリーズで開催しました。
本アドバイス集では、研究会の内容を紹介し、自ら動画を作成し SNS で発信する手法・ノウハウや、観
光関連事業者として知っておくべき知識について取りまとめました。
動画や SNS を活用し、効果的な観光等のプロモーションを進めるための、実践のヒント・アドバイスとなれ
ば幸いです。
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をいただきました。心より感謝を申し上げます。
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第１部 動画、SNS を活用した観光プロモーション実践のヒント

０．実践のプロセスとヒントの読み方
動画、SNS を活用した観光プロモーションを実践する際、そのプロセスにおいて様々なポイントがあります。
次頁以降に、そのポイントについて解説します。
１．誰に向けて動画×SNS を発信するか、ターゲットを設定しよう︕

投稿に向けた

□ 「観光プロモーション宣言」を整理してみる

準備
２．動画×SNS マーケティングのポイントを理解し、
ターゲットに向けて発信したい映像イメージを検討しよう︕
□ 旅行者の行動パターンに沿った５つの情報発信のステップを
念頭に置き、プロモーションを設計する
□ SNS 各種の特徴を理解し、発信したい内容・ターゲットに適した SNS を選ぶ
□ ターゲットに向けて発信する動画の内容を検討する

撮影・投稿

３．スマートフォンで、動画や写真を撮影・編集し、投稿してみよう︕
□ 投稿する動画の撮影・製作時に気を付けるべきポイントに配慮する
□ スマートフォン撮影の基本ルールを守り、撮影する
□ 実際に撮影・編集し、SNS にアップロードしてみる

効果検証

４．実践をもとに、成功・失敗のポイントを考えてみよう︕
□ 投稿について、「成果・結果」と「なぜそうなったのか」を
洗い出し、効果検証してみる

（撮影・投稿、効果検証の各段階）
５．知的財産権について、基本を知っておこう︕

改善、

□ 知的財産権全般について

次の投稿へ

□ 商標について
□ 著作権、肖像権、パブリシティ権について
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１．誰に向けて動画×SNS を発信するか、ターゲットを設定しよう！
効果的な観光プロモーションを目指し、動画を撮影し、SNS で情報発信を進めていく上では、まずは「誰に
向けて、どんな情報を発信することで、プロモーションを図りたいのか」を整理し、関係者間で共有することが重
要です。

「観光プロモーション宣言」を検討・整理する
研究会では、５つの項目により構成される「私たちが発信したい観光プロモーション宣言」を、一番最初に
検討することで、動画×SNS を活用した観光プロモーションのゴールのイメージを整理・共有しました。
以下の例にならい、次頁のフォーマットに記入してみてください。
５つの項目

発信したい
ターゲット
撮影投稿
するもの

私たちは、
大阪に訪問の予定があり、夜間（18～22 時）に予定が
に対し、

ない韓国、台湾の 20～30 代の女性。
〝旅マエ〟検索で、情報を把握してもらう。
スタッフの自撮りによる、スタッフとお客様が楽しそうにしてい
る様子。スタッフの自撮りによる大阪紹介

を撮影・投稿し、

（大阪城、インスタ映え、海遊館、など）

伝えたい
メッセージ

大阪での楽しそうな時間の過ごし方や、「そこに行けば楽しそ

提供する
価値

「大阪に行ってあの人に会ったら楽しそう」という信頼感・安心

目指すべき
姿

う」と思ってもらうこと
感。SNS 等への書き込みなどもすぐ行いたい

を伝えていくことで、
という価値を提供し、
という行動をとってもらえるよう､

スタッフを名指しで会いに来る

プロモーション活動を行います。

【事例提供】
大阪市内の繁華街・道頓堀界隈を毎日 4 回案内する
英語ガイドツアー「JAPAN NIGHT WALK TOUR」
（https://nightwalk.jp/）

株式会社インプリージョン 代表取締役

小田切 聡 氏

観光プロデュースや地域プロモーションを行う旅行事業者。
大手旅行会社向けの関西の着地型旅行商品の開発や、
大阪府下の自治体における訪日外国人観光客向け
着地型体験観光の開発・提供を実施。
研究会においてアドバイザー、講師を務めた。
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※こちらのフォーマットをご自由にご利用ください。

私たちが発信したい観光プロモーション宣言
（宣言者）

（発信したいターゲット：国籍･地域、性別・年齢、職業、家族構成、消費額、関心あること）

私たちは、

に対し、

（撮影投稿するもの：地域の資源や魅力を、どんな趣向で見せていくのか）

を撮影・投稿し、
（伝えたいメッセージ：見せる地域資源・魅力のテーマ、タイトル）※自社のみの宣伝はダメ※

を伝えていくことで、
（提供する価値：○○を体験したい、○○を購入したい、○○をこの目で見たい、子どもに○○させたい）

という価値を提供し、
（目指すべき姿：ターゲットが実践すること）

という行動をとってもらえるよう、
プロモーション活動を行います。
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２．動画×SNS マーケティングのポイントを理解し、
ターゲットに向けて発信したい映像イメージを検討しよう！
ターゲットに向けて発信したい映像等を検討するには、動画×SNS マーケティングにおけるいくつかのポイント
を理解しておくことが重要です。

旅行者の行動パターンに沿った５つのステップ
訪日外国人を例にとると、以下のように、旅行前から旅行後における５つの行動パターンに沿って、様々な
形で旅行に関する情報の入手や発信を行います。これらの情報発信のステップを念頭に置き、動画や SNS
を活用したプロモーションを設計することが望ましいでしょう。

渡航前“旅マエ”

旅行中・旅行先“旅ナカ”

①情報収集

②情報検索

スマートフォンやパソ
コンで検索して行き
先を決める

“旅ナカ”の行程を
決めずに来日する
人も多い

③アクション

(観光/飲食/買い物)
体験を満足してもらい
その記憶・記録を残し
てもらう

帰国後“旅アト”

④SNS 投稿

⑤SNS 投稿

SNS でシェアして
もらい、口コミを広
げていく

旅行後も
口コミ役を
担ってもらう

（第 2 回研究会・(株)BEYOND 道越万由子氏の資料より引用し、講演内容等を一部加筆）

各種 SNS の特徴
SNS には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。
SNS 各種の特徴を理解した上で、プロモーション宣言に適した SNS を選ぶようにしましょう。
Facebook 全世界で利用者 16 億 5000 万人。世界で最も多くの登録者数を誇る。
アクティブユーザーの質が高く、拡散性も高い。
⇒但し、若年層のリーチが弱い。
Instagra
m

写真共有・加工に特化した SNS。

Twitter

140 文字以内の短文「ツイート」の投稿を共有するサービス。

利用者 4 億人超で、女性のユーザーが多い。
⇒但し、広告は嫌われるので、業界が限られる。
10～20 代前半の若者に人気が高い。
⇒但し、炎上のリスクが高い。

LINE

全世界で利用者 2 億 1500 万人。
無料で音声通話ができ、違うキャリアでも無料でメッセージの送受信ができる。
⇒但し、チャットアプリなので、新規ユーザーに対しての情報発信がしにくい。

その他

微博(ウェイボー)︓中国版 Twitter。利用者約 6.5 億人。
WeChat︓中国最大の SNS。利用者数約 11.2 億人。
カカオトーク︓韓国で圧倒的利用者数と人気を誇るチャットアプリ。
WhatsApp︓全世界で利用者 10 億人以上の世界最大のチャットアプリ。欧米圏で人気。
Viber︓利用者 7.６億人のチャットアプリ。ヨーロッパ、中東･アジア･中南米などで人気。

（第 2 回研究会・(株)BEYOND 道越万由子氏の資料より引用し、講演内容等を一部加筆）
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SNS を活用する際の６大ポイント
SNS を見た人が、「行ってみたい︕」「この商品・サービスが欲しい︕」「この体験がしたい︕」と行動してもら
うためには、次のポイントをしっかりと押さえて取り組むことが必要です。

「細かくターゲティングした情報発信」

プロモーションの対象を細かくターゲティングして、情報発信する

「ターゲットの目線に合わせたコンテンツづくり」

旅行者には、日頃から目にしている風景や暮らし、伝統文化、食べ物が受けることもある

「リアル感とひと気のある記事を」

美味しそうな動画や躍動感、人が紹介しているような演出など

「丁寧で誠実、密なコミュニケーション対応が重要！」

メッセージやコメントをうまく利用すれば、ユーザーのリアルな反応もあり、コミュニケーションにつながる

「動画の活用」

動画は伝わる情報量も多く、拡散されやすい

「SNS 映え・口コミしてもらえる仕掛けづくり」

旅アトに口コミを生みだしてもらうと、長期的なリピーターを増やすことにつながる

（第 2 回研究会・(株)BEYOND 道越万由子氏の資料より引用し、講演内容等を一部加筆）

ターゲットに向けて発信する内容の検討
動画等を｢撮影・投稿する内容｣は、｢ターゲット｣に伝えたい[メッセージ｣にあわせて変えていきます。さらに、
それらを発信する上で適切な｢SNS 媒体｣を選択し、投稿するのが効果的です。
以下の事例のように、これらの内容を検討・整理してみましょう。

【事例】
台湾からのインバウンドをターゲットとした阪神電車のプロモーションビデ
オ｢阪神電車で行こうよ｣。総視聴回数は 25 万回を超える。
（https://www.youtube.com/watch?v=bt38lSH4OeM）

製作者（プロフィール等はｐ.17 参照）
株式会社阪神コンテンツリンク メディア事業部
インバウンド事業グループ プロデューサー

中林 拓也 氏

撮影・投稿する 日本好きで有名な台湾人の人気シンガーソングライター・Sandy が、テンポよい音楽に乗せて、実
内容
際に体験した「阪神沿線での体験の楽しさ」を紹介。
視聴者に追体験してもらい、「大阪に来たら、阪神電車に乗って、台湾ではできない楽しい体験を
しに行こう︕」というメッセージを伝える。
ターゲットに
伝えたい
メッセージ

・日本好きの台湾人シンガーソングライターSandy が、阪神電車に乗って、道頓堀のクルージングや
神戸の夜景、人気の神戸牛、灘の日本酒、野球の聖地甲子園、尼崎の巫女体験、六甲山で
雪遊びなど、盛り沢山で「台湾では楽しめない体験」な旅を楽しんでいます。
・大阪へ行ったら、Sandy みたいに阪神電車でいつもと一味違う旅にでかけよう︕

使用する
YouTube、Facebook（Sandy 公式）︓Sandy ファンに直接アプローチを図る。
SNS 等媒体と Facebook（阪急阪神グループ公式） ︓動画掲載を通して、関西への旅行経験が数回ある
その理由
台湾人 FIT へのアプローチを図る。
台湾では Facebook の利用者が多い。
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３．スマートフォンで、動画や写真を撮影し、投稿してみよう！
SNS に投稿する動画の撮影・編集時に気を付けるべきポイント
SNS に投稿する動画を撮影・編集する前に以下の点に配慮し、準備を進めていくのが望ましいでしょう。

｢投稿する SNS を決める｣

被写体と見せ方に最適な SNS を選ぶ

｢タイトルをつける｣

「何を、どのように見せるのか」が分かりやすいタイトルを考える

｢時間尺と情報量を絞る｣

一つの動画で伝えたい内容を整理する

｢テキストは最小限に｣

動画とテキストの役割分担を考えておく

｢目線をつける｣

「誰目線の映像か」を決めて、リアル感を演出する

｢音は重要｣

見せたいものに伴う音、インタビューの声、BGM などに配慮する

｢光・ライティング｣

対象物を効果的に見せるため、順光・逆光、光量は十分かなどを確認する

（第 3 回研究会・(株)阪神コンテンツリンク 中林拓也氏の資料より引用し、講演内容等を一部加筆）

スマートフォン撮影の基本ルール
より良い動画等撮影のためには、スマートフォン撮影の基本ルールは重要です。

｢画面の向き」（縦 or 横）

投稿する SNS（Facebook は横長、Instagram は正方形に近い形）や被写体によって変える

｢縦揺れ・横揺れを防ぐ持ち方」

手ブレ防止のため、画面の底辺と側面の双方、そして裏側に指を添えるように両手で持つ

｢被写体に動きがあるときはなるべく動かない。被写体に動きがないときはカメラが動く｣
被写体を際立たせるため、撮影者は被写体の動きと反対の動き方をする

（第 3 回研究会・(株)阪神コンテンツリンク 中林拓也氏の資料より引用し、講演内容等を一部加筆）

スマートフォンで実際に撮影・編集し、アップロードする
観光プロモーションにおける動画は、現場での体験など動きのあるものが有効です。
以下の手順で、PR したい商品やモノ・コトを対象に現場感・躍動感のある被写体を、スマートフォンで 15 秒
～1 分程度の動画を撮影・編集し、SNS にアップロードしてみましょう。

１．考える

アップロードしたい動画はどんなものなのか、イメージをつくる

◇何をどう見せたいか（どのように見せると興味をもってもらえるか）
→ タイトルをつける
◇どの SNS に、どのように投稿するか

２．撮影

撮影・編集時に気を付けるべきポイント、撮影の基本ルールに配慮する

３．編集

無料動画編集ソフト（各種、ウェブ上でダウンロードできる）を用いて編集

４．アップロード 完成したものを選んだ SNS にアップロードする
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４．実践をもとに、成功・失敗のポイントを考えてみよう！
動画や SNS によるプロフィールを効果的に進めていく上では、投稿してきたものがどんな成果や結果をもた
らしているのか、効果検証を行い、ブラッシュアップしていくことが重要です。
それぞれの投稿について、「成果・結果」と「なぜそうなったのか」を洗い出し、ご自身の成功・失敗のポイント
を検討し、次の投稿に生かしましょう。

動画×SNS 投稿の成功例・失敗例
研究会では、過去のプロモーションの成功例、失敗例について話し合ったところ、以下のような共通したポイ
ントが浮かび上がってきました。（○が成功例、×が失敗例）
狙ったターゲットに適した SNS で情報発信する
○ ターゲットを若者に絞って TikTok で配信すると、若者からのアクセスが増えた
○ 一度来た人に LINE で写真を共有することで、リピーターが増えた
× 同じ言葉のハッシュタグを 20 ヶ国でつけて発信したが、集客にはつながらなかった
ハッシュタグなど、言葉や文章にも工夫を凝らす
○ #カメラ好き #自然好き などのハッシュタグをつけてイベント告知すると人が集まった
○ 店のキャッチフレーズになるハッシュタグを必ずつけて投稿している。見る人に店のイメージを植え付けやすくなる
地域の“リアル”を伝えるインフルエンサー等の有効活用
○ フォロワー約 2,000 人の地元の人に人気スイーツを Instagram と Facebook でＰＲしてもらったところ、売上が
30％アップした
○ 市長に Facebook で紹介してもらったことで、Facebook のいいね︕が増えた
× 海外の人気 YouTuber が体験しに来た動画を Instagram に投稿した結果、再生数は伸びたものの、集客には
つながらなかった（YouTuber に興味はあっても旅行には興味がない・できない層であった）
× 東京在住の観光大使が地域について情報発信しているが、地元におらず、かつ発信頻度が低いので、集客等の効
果につながっていない
定期的な更新・SNS ユーザーへの積極的アプローチ
○ 毎日 30 分以上、SNS のチェックや更新をする時間を設ける
○ 興味を持ってくれそうなユーザーに、毎日多くの友達申請をするように決めている
○ SNS で自社の投稿を見つけたら、友達申請をした上でコメントを送るようにしている
× 上司の指示に沿って、その都度 Instagram を投稿。担当者は何を投稿したらよいか分からないので、反応が増
えない
イベントや行事、店の楽しさ・魅力がよくわかる動画等をアップロードする
○ ペアバトル釣り大会の告知を、カップルや親子が楽しんでいる画像と共に PR すると、うまく集客できた
○ スタッフの自撮り動画により「ひと気」のある投稿を継続することで、スタッフに惹かれて訪れる人もでてくるようになった
○ 老舗料亭の PR 動画で、割烹料理そのものの歴史等を紹介すると、予約が増えた
○ 館内の行事について、写真付きで Facebook に案内すると、いいね︕が５割増になった
宣伝の要素が強い投稿は好まれない
× 商品等の宣伝に関する投稿には、他の投稿よりも「いいね︕」の数が減る
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５．知的財産権について、基本を知っておこう！
SNS に投稿する動画や写真などは、作成者以外の人が無断に使用することができないよう、著作権などで
保護されます。また、事業者独自のマークや商品・サービスのネーミングなどについては、商標権などにより保護
されます。これらの基本的なポイントを把握しておきましょう。

知的財産権とは
人間の知的創造活動で生まれたアイデアや創作物には、財産的な価値があります。これらを総称して｢知
的財産｣と呼び、財産として一定の期間、保護する権利を｢知的財産権｣といいます。
このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の４つを総称して｢産業財産権｣といいます。
主な知的財産権

特許権
知的財産権

産業財産権

●発明（技術的アイデアのうち、高度なもの）を保護
●出願日から最長 20 年の保護

（特許法）

●発明（技術的アイデアのうち、物品の構造、形状等に関するもの）を保護
（実用新案法） ●出願日から最長 10 年の保護

実用新案権

意匠権

●意匠（物品の形状、模様、色彩）を保護
●登録日から最長 20 年の保護

商標権

●商標（商品やサービスを他者と区別するための名称やマーク）を保護
●登録日から 10 年の保護（更新可）

著作権

●著作物（思想、感情の創作的な表現）を保護
●著作者の生存年間及びその死後 70 年間の保護

（意匠法）
（商標法）
（著作法）

商標とは
商標権の保護対象となる「商標」とは、「事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)の
ものと区別するために使用するマーク」をいいます。
商標には文字や図形だけではなく、立体的な形状、音、色彩のみなど様々な種類があります。
商標が持つ機能
①いつも同じ生産者、販売者が出している商品・サービスとして認識させる（＝出所表示機能）
②商品やサービスが、いつも一定の質を備えていることを保証する（＝品質保証機能）
③商品･サービスの高感度を向上させるような宣伝広告等に使用し、購入を促進させる（＝広告機能）
商標権の指定商品・指定役務の決定
商標権は､マークと、そのマークを使用する商品・サービスのセットで権利範囲が構成される。出願の際に、指定商品・
指定役務の名称と、商品・役務をカテゴリー分けした「区分」を決める必要がある。
商標権の効力
商標権

＝

マーク（文字・図形等）

＋

使用する商品・サービス
（指定商品・指定役務の名称、区分）

J-Platpat を活用した検索
自社が使用するマーク等による他社の商標権侵害の有無や、商標権の出願・登録状況については、特許庁の特許
情報プラットフォーム「J-Platpat」で簡単に検索することができます。
商標権の効力
特許情報プラットフォーム「J-Platpat」

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
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著作権、肖像権、パブリシティ権
（第 5 回研究会・室谷法律事務所 代表弁護士 室谷光一郎氏の資料より一部引用）

これら３つの権利は、プロモーション動画作成に際して特に注意を払わなければならない権利です。
まず、著作権の保護対象となる「著作物」とは、「思想又は感情を、創作的に表現したものであって、文芸・学
術・美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。
また、著作権の周辺にある権利として、肖像権やパブリシティ権があります。
著作権の概要
● 著作物を創作した時点で発生し、権利を得るための申請や登録は不要
● 原則として、著作者の生存年間及びその死後 70 年間は保護される
● 「著作物」を創作した人が、他人に無断で利用されない権利（許諾権）と、
他人が著作物を利用したときに使用料を請求できる権利（報酬請求権）を持つ
● 著作物を創作した人に、「財産権」と「人格権」が与えられる
・財産権︓複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、
貸与権、翻訳権・翻案権等、二次的著作物※の利用に関する権利
※原著作物をアレンジした著作物
・人格権︓公表権、氏名表示権、同一性保持権

著作権の周辺にある権利（判例・実務上蓄積されてきた権利）
肖像権
正当な理由なく、人の容貌や姿勢（肖像）を写真や絵画、彫刻に写し取られたり、公表や使
用されたりしない権利。すべての人に認められる。
パブリシティ権
著名人の氏名や肖像により顕著にあらわれる、顧客吸引力といった経済的利益ないし価値を
排他的に支配する権利。
著作権等の侵害の可能性がある事例
＜著作権侵害とされる可能性のある事例＞
・自社の商品をアピールする際に、著名なキャラクターを横に置いている
・観光スポットをアピールする際に、観光客のＴシャツに著名なキャラクターが描かれている
・動画内で、視聴者に聞き取ることが可能な音量で有名な歌手の曲が流れている
＜肖像権侵害とされる可能性のある事例＞
・体験プログラムの参加者が特定できる形で、その体験の動画等を SNS に無断投稿する
＜パブリシティ権侵害とされる可能性のある事例＞
・有名な女優の映画のワンシーンを自社ホームページに無断掲載する

写真の著作物性
写真は著作物性が認められやすく、判例では、以下の創作性により認められてきた傾向にある。
①構図・アングル等の被写体の選択

②シャッターチャンス等の撮影方法の選択

③絞り、アングル等の撮影技法の選択

④現像、トリミング等の撮影後処理に撮影者の個性が表現

「写り込み」の許容範囲について
著作物を意図的に撮影したような「写り込み」に該当する行為にならないよう、注意する。
以下のような「写り込み」著作物については、著作権者の承諾がなくても著作権侵害に該当しない。
①写り込んだ（または入り込んだ）著作物を録画・写真から切り離すことが困難
②写り込んだ（または入り込んだ）著作物が、録画・写真の中で「軽微な部分」であること
③写り込んだ（または入り込んだ）著作物の著作者の利益を不当に害することはないこと
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第２部 「動画×SNS 観光プロモーション研究会」講演抄録
「動画×SNS 観光プロモーション研究会」における講演では、様々な専門家や実践者ならではの工
夫例や苦労話など、大変ためになるお話をしていただきました。
次頁以降に、各講演についてダイジェストで紹介します。
「動画×SNS 観光プロモーション研究会」とは

プロモーション動画等を自ら作成し、SNS を活用して効果的に発信することで､見た人に地域の魅力を伝え、｢行っ

てみたい！｣｢この商品・サービスが欲しい！｣という行動へつなげていくための５回シリーズの連続講座。観光事業関
係者や連携する観光協会、DMO、自治体など、18 組・30 名が参加。

STEP1 誰に見てもらいたいか、プロモーション戦略を見直そう︕
第1回

プロモーション戦略とは何か？（9/17 開催）

◇講演「地域が“魅力”と“稼ぐ力”を手に入れるために不可欠なプロモーション戦略、観光経営の基礎知識」
独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部 新事業創出チーフアドバイザー

刀根 浩志 氏

◇ワークショップ「動画×ＳＮＳを配信したいターゲットを設定しよう！」
株式会社インプリージョン 代表取締役

小田切 聡 氏

STEP2 動画や写真を撮りながら、動画作成や SNS 発信の手法・ノウハウを学ぼう︕
第２回

動画×SNS による観光マーケティングの最前線（10/15 開催）

◇講演「動画×SNS による観光マーケティング最前線」
株式会社 BEYOND 代表取締役

道越 万由子 氏

◇講演「実例に学ぶ！インバウンド向けの動画×SNS プロモーションのポイント」
◇ワークショップ「ターゲットに向けて発信する内容の検討」
株式会社阪神コンテンツリンク メディア事業部 インバウンド事業グループ プロデューサー

第３回

中林 拓也 氏

スマートフォンでの動画や写真の撮影、SNS 配信のコツ（11/19 開催）

◇講演「スマートフォンでの動画等の撮影の基礎知識、参加者の撮影動画へのコメント」
◇演習「スマートフォンで動画を撮影し、編集してみよう！」

株式会社阪神コンテンツリンク メディア事業部 インバウンド事業グループ プロデューサー

中林 拓也 氏

STEP3 成功や失敗のポイント､配慮すべき知的財産を学び、制作した映像を発表しよう︕
第４回

実践者に学ぶ！成功例・失敗例（12/3 開催）

◇講演「成功例・失敗例を交えた動画×SNS プロモーションの紹介」

◇グループ･ディスカッション「実践者への質疑応答、地域をあげて取り組むための課題と解決策の検討」
株式会社淡路島観光ホテル 代表取締役
総本山長谷寺 僧侶

第５回

上村 雄二郎 氏

瀧口 光記 氏

情報発信時に配慮するべき知的財産、映像発表（1/14 開催）

◇講演「情報発信時に配慮するべき知的財産」
室谷総合法律事務所 弁護士

室谷 光一郎 氏

◇動画の発表、講評、相互評価
「動画×SNS 観光プロモーション研究会」 参加者の皆さん
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その１「地域が“魅力”と“稼ぐ力”を手に入れるために不可欠なプロモーション戦略、観光経営の基礎知識」

独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部
新事業創出チーフアドバイザー 刀根 浩志 氏
2003 年観光庁認定「観光カリスマ百選」に認定されるな
ど、地方でのモノと人の往来を活性化させ、地方が自ら再
生するための観光ビジネスの創造を提案している。

売れている着地型観光のポイント︓
着地型観光は、来てもらいたいターゲットが、「物語」「リスペクト」を感じるかがポイント。
私が支援している中で、成功したかどうかという私のモノサシとして、「万泊億円」、すなわち、１つのコンテンツや１
事業者が年間１万人の宿泊を手配し、地域に１億円が落ちているかどうかで、成功かどうかを見ている。日帰りで 1
億円のお金を稼ぎたいのであれば、５倍の５万人が必要となる。
観光とは、まちの誇り・プライドを伝えることであり、温泉に行くだけ、土産物を買うだけでは観光とは言わない。観光
資源は「リスペクト」すべき存在であり、まちの誇りや哲学として伝えていくことは、取組が長続きするし、地元の人にも
好かれる。能や花火といった日本の伝統文化や伝統産業を、まちのプライドとして伝えていくことが必要になってくる。
最近は旅慣れた人が多いため、着地型観光商品のニーズが高い。着地型観光はそのテーマが旅行者の興味・関
心を満たせるかどうかが鍵となる。訪日外国人に目を向けると、年間４千万人が訪れるようになり、日本に来たのは
20 回目、30 回目という外国人も増えてきた。日本通の外国人が多くなり、「都心部には飽きた。本物の日本を知り
たい」という人も増えている。
売れている着地型観光サービスは、「物語がある」「らしさがある」「本物を感じる」という共通点がある。特別につくっ
たものではなく、あるがままを発信できていることが多い。また、四季を通じて旅先らしい新しい提案があり、テーマ性が
あり、それを満たす体験ができる。住民の誇りと心のつながりも感じられる。さらには、暮らすような旅ができる。
食事と同じで、観光サービスの主菜は１つだけでよい。副菜は多くてもよいが、メインディッシュをあれこれ提案されて
も、どれを食べればよいのか困ってしまう。資源をたくさん発掘するのはよいことだが、それを物語にしていかないと旅は完
成しない。
着地型観光サービスは、来てもらいたいターゲットにとって「物語」「リスペクト」を感じるかがポイントになる。

ツーリズムプランナーの基本︓
観光プログラムの脚本家、演出家として、ターゲットに向けて観光商品を作っていくことが重要。
ツーリズムプランナーは脚本家である。資源探しではなく、脚本を書けるかどうか、さらには脚本に沿って演出できる
かどうかが重要だ。
また、観光客が主役となり、「語れる価値」をおみやげにしてもらい、旅行後に情報発信してもらうことで地域を詳し
く語ってもらうことも重要だ。旅人は、表現がわかりにくい商品や物語には関心を持たない。お客さんに伝わらなければ
興味・関心を持たないので、十分注意していただきたい。
また、プランナーには断る勇気も必要だ。「こんな人には来てほしいが、こんな人は来てほしくない」という強い意志も
必要である。
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プロモーションは、狙った人に伝え、届けることである。広く宣伝するのはプロモーションとは言わない。市場を細分化
し、優先順位の高い順にアプローチをかけていくことが、費用をかけずに成功する秘訣である。「今だけ、ここだけ、あな
ただけ」というコンセプトの観光商品づくりが重要だ。

デジタル・アナログを縦横無尽に行き来する消費者︓
ターゲットに向けて、デジタルとアナログの融合バランスを検討することが、プロモーション推進の突破口に。
顧客は一番のメディアである。顧客が満足しないと、次の顧客にも伝わらない。
ガイドやカウンター業務の人には、別れ際に「次はいつ、○○をしにきてくださいね」とぜひ言ってもらいたい。お客さん
は帰る瞬間が最も感動しているので、そこで「また来てください」と言われると、来る可能性が高い。後からＤＭを送っ
ても意味がない。帰りがけにどうつかまえるかが、プロモーションの大きなカギとなる。
今は、年齢を問わず、消費者はデジタルとアナログを縦横無尽に行き来する。新聞も見れば、テレビも見て、ネット
も見る。それを前提に考えていただきたい。
例えば、自分の国で日本のきれいな観光ポスターを見た外国人が、日本に好印象を感じたのならば、インターネッ
トで検索する。来日すれば、ツアーにも参加するし、道の駅にも寄るし、ホテルのテレビも見る。「観光」情報の欲しい
人は、デジタル・アナログ双方をクロスしながら情報入手するものと理解してほしい。狙っているターゲットはどうやって情
報をクロスしていくのかを考えて、その考えを元にプロモーションを実行すると、ロスなくお客さまに情報が届くことになるだ
ろう。
さらに経験を積めば、“旅マエ”（＝旅行の準備期間）に知る情報と、“旅ナカ”（＝旅の途中）で知る情報、
“旅アト”（＝帰った後）の３つのフェーズに分類し、それぞれの段階で「また行きたい」と思ってもらえる情報から、狙う
ターゲットを考えていくことになる。ターゲットごとに、このフェーズを考えて作戦を練っていく。ちなみに、“旅マエ”は最低で
も２ヶ月前を想定するのが良い。
メディアミックスを単発で行うのは難しい。狙うターゲットにより特性は異なるが、デジタルとアナログの融合こそがプロモ
ーション推進の突破口である。そのため、デジタルとアナログの融合をどんなバランスで進めていくかについても、ターゲット
を絞ってから決めるのが望ましい。

成功するまち、失敗するまち︓
成功するまちは担い手づくりとブランド化を繰り返し行い、まち全体のブランド価値を上げている。
地域観光の課題は、関係者をまき込めないことと、データ収集を外部に任せきりであること、民間手法の導入が不
十分であることの３点があげられる。これらの課題は、理念がないことや、ビジネスの視点がないこと、まち全体を観光
で経営しようという概念がないことが原因だと言えるだろう。
失敗するまちは、組織づくりから始め、成功するまちは事業から始める。失敗するまちは、先に組織をつくり、本来は
必要ではないかもしれない人も含めてメンバーに加えてしまう。一方、成功するまちは事業から始めて、メンバーが必
要になれば行政に声をかける。
また、成功するまちは、顧客の満足から逆算したプロモーションや商品づくりを行い、それより前に地元住民の満足
度を満たすことを最優先にしている。
そして、成功するまちは担い手づくりとブランド化を繰り返し行い、まち全体のブランド価値の向上を実現させている。
そこを目標にしないと、何事も始まらない。そして、観光振興ではなく観光経営を目指し、取組における PDCA を回し
ていってほしい。

第 1 回「動画×SNS 観光プロモーション研究会」（9/17）
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その２「動画×SNS による観光マーケティング最前線」
株式会社 BEYOND
代表取締役 道越 万由子 氏
IT 業界での WEB マーケティング、PR プランナー、EC コン
サルタント等を経て、現在はインバウンドプロモーション・地
方創生プロデューサーとしてアドバイスからプロモーションの
運営まで一括して実施。観光庁 広域周遊観光登録専門
家、いばらき広報戦略アドバイザーも務めている。

モノ消費から、コト消費、テーマ別観光へ︓魅力的な体験コンテンツが、これからの観光都市には重要。
折角、観光客が来てくれても地域にお金が落ちないと意味がない。例えば、関西にはいろんな観光都市があるが、
観光客の多くは、夜は大阪や京都で宿泊や食事をしているのではないだろうか。大阪や京都以外にも美味しい店や
ホテルはある。来てもらって１日滞在してもらうためには体験コンテンツが必要で、体験コンテンツを磨き上げて発信す
ることが、これからの観光都市には重要だろう。
最近では、外国人観光客の間でも、日本の地域や日常、そこでしかできないことを体験したいという「コト消費」ニ
ーズが増えている。例えば、ヨーロッパ系は、日本の歴史や伝統文化をリスペクトし、歴史を事前に勉強してから、日
本文化を体験したいという意識で来日する人が増えている。
これからは｢テーマ型観光｣が重宝される。テーマを決めて地域の情報を発信していくと、徐々に地域内の魅力的な
コンテンツが増えていく。その次には、面的に地域を回ってもらうことが重要になる。

効果的な SNS 利用策︓狙ったターゲットに情報配信するターゲティング広告のツールとして活用できる。
日本国内の自治体や企業が利用している SNS は、Facebook、Instagram、Twitter、LINE の４つが主流
で、特に Facebook や Instagram の利用率が高い。世界で最も使われているのは Facebook で、海外のサイト
や SNS が見られないように閲覧制限されている中国を除くと圧倒的なシェアを誇る。
Facebook と Instagram を比較すると、Facebook は国内では 40 代以上の人やビジネスでの利用層が伸び
ている。一方、Instagram は 10～30 代の女性に浸透し、趣味やお洒落、憧れの人などプライベートな情報を見る
人が多く、２つの SNS で使う層がはっきり分かれている。
全世界のユーザーのウェブ上の行動パターンと、スマートフォンの GPS や Wi-Fi で位置情報を取得することで、ウェ
ブ上とリアルの行動パターンをビッグデータとして収集し、AI が毎日精査して広告として還元しているのがターゲティング
広告である。
Facebook 社のターゲティング広告は、今いる場所、住んでいる場所、年齢、性別、趣味趣向、子供の年齢、最
近見たページ、最近ダウンロードしたアプリ、ライフステージなど 2,000 以上で、かけ合わせると６兆通り以上にもなる。
Instagram 社は Facebook 社の傘下にあるので、Facebook 社のターゲティング広告を使うと、Instagram にも
配信できる。
ターゲティング広告で、ターゲットとして狙った人へ“旅マエ”や“旅ナカ”においてピンポイントに情報配信することができ
る。例えば、台北在住で、よく海外旅行に行く、関西空港のページを最近見た年収の高い富裕層に向かって、和歌
山のツアー情報を送ることができる。あるいは、いま京都市内にいる英語を使う外国人旅行客だけに、「明日この店に
来ませんか？」と大阪の店のクーポンを送ることもできる。
この場合、何となく欧米の人に、台湾の人に、というターゲット設定では、狙いたいターゲットにはうまくメッセージが刺
さらない。「この国のこういう人に、このコンテンツや情報は刺さったのか︖」を追求しながら、マーケティングデータを蓄積
していくことを心掛けてほしい。
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SNS を活用する際の集客の６大ポイント︓
狙ったターゲットへ情報発信し、丁寧なコミュニケーションを取ることで、ファン作り・購入に繋げていく。
SNS を活用する際の集客のポイントの１つ目は、細かくターゲティングした情報発信である。ターゲットがしっかり設
定できていないと、効果を出す前にぶれてしまったり、メッセージが刺さらなかったりするので、一人に決めるくらい細かく
ターゲティングをして、そこに向かって情報やコンテンツ、メッセージを考えて発信していくことが重要だ。
２つ目は、ターゲットの目線に合わせたコンテンツづくりである。「私たちのと
ころには何もないから、受けるコンテンツを作ることはできない」とよく言われ
る。しかし、外の人には、地元では日頃から目にしている風景や伝統文化、
食べ物が受けることが多いので、旅人目線、外国人目線でそれらを見直
し、加工、ブラッシュアップしていくことが必要だ。
３つ目は、広告っぽいものではなく、リアルさを追求した美味しそうな動画
や躍動感、または商品だけではなく、人が紹介しているような「ひと気」のある
演出が重要だ。特に、「ひと気」のある記事にはリアクションが多く、登場する
人のファンから地域のファンへと発展することも多い。
４つ目は、SNS にユーザーが反応し、メッセージやコメントで会話できるこ
とをうまく利用すればユーザーのリアルな反応も見られるので、密なコミュニケ
ーションを作り出すことができる。
５つ目は、動画の活用である。今やスマートフォンでも綺麗に動画を撮ら
れるようになったので、動画コンテンツの活用がますます期待される。動画は
伝わる情報量も多く拡散されやすい傾向にあるので、スマートフォンで撮った
動画を編集することに、気楽にチャレンジしていただきたい。

「ひと気」のある広告の一例。
(株)BEYOND が運営する
「NIHONBASHI Marche」Ｆａｃｅｂｏｏｋより。

６つ目は、旅行者に来てもらってからいかに投稿してもらえるか、いかに周りの人に口コミをしてもらえるかという、仕
掛けづくりである。“旅アト”の口コミをどう生んでいくかが、長期的なリピーターを増やしていくには重要となる。

SNS 映えする仕掛けづくり︓“旅アト”に情報発信してもらい、シェアしてもらうための仕掛けづくりが重要。
“旅マエ”や“旅ナカ”の情報発信はもちろん重要であるが、来てもらってから満足させて、それをシェアしてもらうための
仕掛けづくりも、長期的な顧客を増やしていくための重要なポイントである。
旅行者を満足させなければ SNS でネガティブな口コミが広がってしまうし、落胆させることもある。きちんと真実を伝
えられるよう、口コミをしてもらえる仕掛けを現場の方と考えるようにしてほしい。
例えば、外国人旅行者は絶景の写真を撮って SNS に上げたい人が多いので、お勧めの撮影スポットを PR するの
は有効だ。撮影スポットにカメラのマークの看板を立てて、ホームページや SNS で「こんな写真が撮れます」と発信して
いくなど、丁寧な対応が重要だ。写真を撮って投稿してもらうことは重要だ。旅で思い出に残るのは現地の人とのふれ
あいである。接客をして仲良くなったら写真を撮ってあげたり、一緒に写真を撮ったりするよう、心掛けてほしい。
例えば、お店や現場であれば、テーブルの上に、「その場で SNS の友だちを申請したり、情報をシェアしたりしてくれ
たら、5％割引やビール一杯無料︕」といった特典を記載した広告を載せておくと、外国人の方は必ず情報をシェアし
てもらえる。
今や検索サーチで行きたいところを探すのよりも、Facebook や Instagram で探す人の方が若い人も海外の人
も多くなっている。SNS で見た人の印象に残り、さらに SNS 上に自分たちのコンテンツを上げてもらうことが重要だ。皆
さんにはその段階まで考えて情報発信を企画し、実践してほしい。

第 2 回「動画×SNS 観光プロモーション研究会」（10/15）
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その３「実例に学ぶ！インバウンド向け動画×SNS プロモーション」「スマートフォンでの動画等の撮影の基礎知識」

株式会社阪神コンテンツリンク
メディア事業部 インバウンド事業グループ
プロデューサー 中林 拓也 氏
映像制作会社で国内外に向けた TV 番組や自治体・企
業・教育機関の動画コンテンツの企画・制作・プロモーショ
ンに長年携わり、映像制作、ウェブ・SNS を用いたコンテン
ツセミナーの講師等を務めてきた。現在、阪急阪神ホール
ディングスグループのインバウンド PR 全般のプロデューサ
ーを担当している。

SNS における動画の主な役割︓「他のユーザーがシェアする素材」として考える。
SNS における動画の役割の中でも、「他のユーザーがシェアするための素材」であることは、特に重要だ。ユーザー間
のコミュニケーションを促進できるようなコンテンツが理想であり、その時しかない、その人にしかできない、その場でしか撮
れない動画は素材として価値があり、多くの人がシェアをし、時には SNS を飛び越えてマスメディアが拾ってくれることも
ある。
例えば、2018 年に大阪へ上陸した台風の TV 等での映像は、一般視聴者が Twitter や Facebook で投稿し
たコンテンツがほとんどであった。動画を撮る上では、マスメディアに拾ってもらうための素材と考えることも有効だ。また、
紅葉など季節感のある動画は毎年使えるので、一度撮っておけば、翌年の紅葉を楽しむイベントのプロモーションに使
うこともできる。
動画を作る上での重要な要素として、「自分自身が伝えたいという思い」がある。それだけでは一方的なので加えて、
「見てもらいたいターゲットに近い人が、その動画を見てどう感じるか」という客観的な視点でのニーズの有無を確認す
る事が重要であり、これら２つを天秤にかけながら動画制作を進める必要がある。そして、自分自身の体験に置き換
えて想像できるような「リアルさ」が伝わる動画になるよう心掛けて作るのが良いだろう。

YouTube の特性︓他の SNS とは異なる特性、性質が多い。
YouTube は、動画コメント欄でコミュニケーションをしたり、お互いに登録し合ったりすることもできるので、広義では
SNS に入り、世界では、Facebook に次ぐ利用者２位の SNS と言える。
特徴として、他の SNS はユーザー同士の交流が主な目的であるが、YouTube の利用目的は「見ること・見せるこ
とに特化している」点がまずあげられる。
また、「投稿できる画質の設定が多彩」であることもあげられる。低解像度のサイズの軽い動画から、８Ｋまで対応
できるので、今後は高画質のものが増えてくるものと思われる。
また、「LIVE 配信機能が充実」してきた点もあげられる。最近は、イベントを YouTube LIVE を使って配信される
ことが増えてきた。
Google と連携した広告展開ができるなど、「他の SNS やウェブサイトとの親和性が高い」ところも特徴の 1 つであ
る。Twitter 上や Facebook 上でも YouTube 動画を埋め込み掲載することができる。
YouTube 上では、関連する内容の動画と無数のリンクが貼られた状態になっているため、「YouTube に動画をた
くさんあげると、リンク数が増える」ことも特徴としてあげられる。例えば、リンクが貼られている動画の再生が増加すると、
その動画を経由し他の動画を見る人が増えることもある。
そして、「動画コンテンツの保管する場所」としても適している。動画を YouTube にまず掲載しておき、他の SNS に
も掲載したいときにダウンロードして行うことも可能だ。
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動画・SNS のこれから︓
データ送信の高速化、映像の高画質化により、動画はより身近な情報発信ツールになる時代が到来する。
2020 年より、携帯電話やスマートフォン等の通信に用いられる次世代通信規格が 4G から 5G、すなわち「第 5
世代移動通信システム」へと切り替わり、商用化される。これは、動画・SNS を取り巻く環境として２つの点で大きな
変化だといえる。
まず、「高速化」があげられる。より高速なモバイル通信が実現することで、通信の遅延が減少し、通信にかかるコス
ト削減が期待されるため、ビデオ通話など動画でのやり取りが増えることが予測され、文字や画像と同様に、「動画に
よるコミュニケーション」が一般化されていくことが期待できる。
もう１つの点として、「高画質化」があげられる。高速通信は大容量のデータ通信を実現させるため、より高画質な
伝送も可能となる。よって、プロモーション目的だけでなく、技能継承や医療技術、旅行情報など、より実用的な映像
コンテンツの普及が予測されるため、動画が「情報伝達ツール」として当たり前のものになる時代が到来するものとも期
待できる。

スマートフォンでの動画撮影が得意な点・苦手な点：得意な点・苦手な点を意識し活用するのが望ましい。
スマートフォンの動画撮影には得意な点と苦手な点があり、それらを意識し活用するのが望ましい。
まず、得意な点としては、撮ってすぐに SNS へアップロードできることや、簡単に編集できること、臨場感あふれる映
像が撮影できることがあげられる。美麗な映像でなくとも動画を通じてリアルな「空気感・情報」を見る人へ伝えること
で、「誘客や商品購入などにつなげる」ことはできると言えるだろう。一方、ボケ味のある印象的な映像や手ブレのない
安定した映像、動きの激しいものを追う映像、フレーム単位の細かな編集などはあまり得意ではない。

スマートフォン撮影の‘＋α’テクニック、表現ツール：様々なテクニックやツールで効果的な撮影が可能。
スマートフォン撮影における簡易ライティングとして、安価な LED ライティングのほか、スマートフォン自体のライト機能
を活用するだけでも、効果的な撮影が可能である。
また、簡易音声収録としても、安価なスマートフォン用マイクのほか、スマートフォン自体の録音機能が活用できる。
また、著作権フリーの楽曲が web 上にはたくさんあるので、それらを活用し、音楽にバリエーションを持たせることは、動
画の差別化に効果がある。
スマートフォン以外のツールをプラスすると、スマートフォンだけではできない表現を試みるのも可能だ。例えば、景色
や風景への没入感を高め空間のリアリティを向上させる 360 度カメラ、上空からや通常ではいけない場所もダイナミッ
クな映像として撮影できるドローン、まるで体験しているような自分の目線から見た動画が撮影できるアクションカメラな
どが、最近は普及しつつある。この他に、ブレや揺れを抑えてスムーズな撮影を可能にするジンバルや、運動会やイベ
ントなど動くものを捉えるのが得意な家庭用ビデオカメラ、高画質で表現力の高いデジタル一眼カメラも、用途や求め
る表現に合わせて使用するのが良いと考えられる。
Wi-Fi や Bluetooth を使えば、スマートフォンに動画の素材を取り込んで編集できるので、スマートフォン以上の表
現を求めるのであれば、これらでの撮影も積極的に行っていくべきだと考える。

第 2 回「動画×SNS 観光プロモーション研究会」（10/15）
第 3 回「動画×SNS 観光プロモーション研究会」（11/19）

18

その４「成功例・失敗例を交えた動画×SNS プロモーション」

株式会社淡路島観光ホテル

総本山長谷寺 僧侶

代表取締役

奈良県桜井市にある真言宗豊山派の総本山。
Instagram のフォロワー数は 2 万人を超える。瀧口氏
は、「人々と観音様をつなぐメッセンジャーでありた
い」と話し、Instagram の撮影から編集まですべてを
担当している。

上村 雄二郎 氏

兵庫県洲本市の釣り人をターゲットとするホテル。釣り具の
レンタルサービス、プライベート釣り場があり、釣った魚の夕
食での調理や宅急便の手配も行う。あらゆる SNS を活用
し、高頻度に情報発信することで、集客に努めている。

瀧口 光記 氏

自己紹介、動画×SNS プロモーションを実践するようになったきっかけ︓

淡路島観光ホテルならではの売りとして、「釣り」にまつわるサービスの PR を実施。（上村氏）
若い世代も含め、多くの長谷寺に関する情報を見てもらうことを狙い、Instagram に注目。（瀧口氏）

上村氏： 私は 1974 年に東京で生まれました。大学卒業後、大手旅行会社に入社し、その 3 年後の 2000 年に
母の実家である当ホテルに入社。31 歳で社長に就任し、ホテルを継ぐことになりました。
現在、淡路島観光協会の副会長、同洲本地区会会長、全国の旅館ホテルの組合青年部の近畿ブロッ
ク会会長なども務めており、淡路島の観光や旅行業界の発展を日々考えております。
淡路島観光ホテルは「日本一のフィッシングホテル」がキャッチコピーで、強みは釣りです。ホテル敷地内の釣
り場にスタッフが常駐し、お客さんが竿から釣った魚を外すなど、丁寧にレクチャーするので、初心者、女性や子
どもでも、釣りを楽しめます。釣った魚と記念撮影ができますし、魚を夕食に提供するサービスや、魚を下処理
のうえ冷蔵・冷凍し、翌日にお持ち帰りできるサービスも提供しています。また、撮影した写真は SNS やブログ
で配信しています。
バブル崩壊以降、淡路島では、大規模イベントの終了後は団体旅行がなくなり、個人旅行が主流となりま
した。競合ひしめく洲本地区の温泉旅館の中で生き残る術として、いかにリピートしてもらうかが重要になるた
め、淡路島観光ホテルならではの売りが必要だと思い、当ホテルにおける釣りにまつわるサービスのＰＲを
2002 年から始めました。
瀧口氏： 私は仏教系大学を卒業後、長谷寺での２年間の修行を経て、長谷寺で奉職しています。奉職当初の７
年間は本堂で参拝客と接する部署に在籍し、異動して現在は広報を担当しています。
長谷寺の参拝客は全盛期には約 50 万人おられましたが、以降は右肩下がりで、奉職当初は年間 25 万
人を切るような状況になりました。当時の長谷寺は、高速道路や電車に大きな看板を出すほか、ホームペー
ジや Facebook も運営していましたが、担当者の変更が多く、長谷寺の一貫した情報を出せていない状況
が続いていました。
この部署に異動してきて、若い世代やその人たちが連れてくる子どもたちにも楽しめる長谷寺として、次世代
へつなげていくことを考えるようになり、広報担当として Instagram に注目。私自身の趣味の写真を活かせ
るし、しかも費用がかからない。長谷寺の魅力を伝えるのに最良な手段ではないか。Instagram を見た人を
ホームページへ誘導し、長谷寺にまつわるより多くの情報を見てもらおう、という狙いで始めました。
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動画×SNS の取組成果、工夫例︓
Facebook では積極的に友達リクエスト。ハッシュタグ「＃グラマラス・フィッシング」を多用。（上村氏）
Instagram の運営ルールを最初に設定。担当者を固定し、投稿の継続性を持たせる。（瀧口氏）

上村氏： 「日本一のフィッシングホテル」をＰＲするにあたり、まず、ホテルの公式サイト上に釣り情報のページを増設。
独学で学んだり、印刷会社の先輩に使い方を教えてもらったりしながら、少しずつ更新しました。2006 年頃
からブログをスタート。釣り好きとのネットワークが形成され、ネットのプロモーションは有効だと感じました。
2010 年頃から Twitter や Facebook をスタートしました。当時、アカウント所有者は少数派で、感度の
高い人が多く、ネットワークが広がりやすかったと思います。
Facebook では積極的に友達リクエストを行いました。釣り好きの９割はプロフィール画像で魚を手に持って
います。友達が 2,000 人、3,000 人と増えると、釣り好きの友達同士もつながっているので、私宛に釣り好
きからお友達リクエストが来るようになりました。
その後、Instagram や YouTube もスタートさせ、2016 年頃からは Instagram を中心にそれらを連動
しながら運用しています。ブログを見る人は文章を楽しみにされていて、Instagram は写真を見てもらっている
など、SNS ごとの特性を活かして使い分けています。また、ブログだけの時よりも SNS を見てホテルに来られる
人が増えたという手応えもあります。
２年前から、「＃グラマラス・フィッシング」というハッシュタグを、全ての SNS の投稿に付けています。キャンプの
知識がなくても、手ぶらで行って本格的なキャンプの体験ができるという「グランピング」という言葉があります。私
たちも、釣りが初めての方でも、知識がなくても、道具がなくても、手ぶらでホテルにお越しいただければ、本格
的な釣りを楽しむことができる「グラマラス・フィッシング」を提供していることをハッシュタグで示しています。
瀧口氏： 長谷寺では、Instagram の運営ルールを最初に決めました。人が抱いている寺や僧侶のイメージを崩さな
い。そのためにも、食べ物、特に肉食は出さない。生き物も好き嫌いがあるので出さない。また、長谷寺には修
行僧が多く在籍しているので、僧侶を題材にはしないし、プライベート感を出さない。そして、清潔感と言葉遣
いに気を配る。
合わせて、「投稿を５日以上空けない」「週 2 回の投稿」「朝と夕方の時間帯の投稿」「写真を撮って 1 時
間以内の投稿」という投稿にかかるルールも作りました。
私は Instagram の運営を３年間担当しています。担当者を固定することで継続性が保たれたこともあり、
ホームページの閲覧回数は 500 万件を超えました。加えて、Facebook では 8,000 の「いいね︕」を、
Instagram では 2 万 4 千にまでフォロワーが増加しました。
長谷寺に若い人が増えてきて、カメラ女子も増えてきました。Instagram のフォロワーも約６割が女性です。
そして、今年４月からの来山者数が 11 月末時点で 30 万人を突破しています。さらに、テレビ取材を受けた
り、新聞の社説に掲載されたりするなど、メディアに
取り上げられる機会が増えました。また、「長谷寺を
映画のロケ地にしたい」というお声がけもいただきました。

研究会での様子。
小田切聡氏（(株)インプリージョン 代表取締役。P.4 参
照）がファシリテータとなり、鼎談形式で進めていった。

20

投稿事例と、投稿時に気を付けるポイント︓
私自身が楽しいと思うことと、お客様が楽しんでいる姿を撮影。映像のライブ感にこだわる。（上村氏）
長谷寺の四季、祭事について、いろんな撮り方を実践。言葉や文章にも趣向を凝らす。（瀧口氏）
上村氏： SNS にアップロードする映像は、私自身が楽しいと思うことと、
お客様が楽しんでいる姿です。また、ライブ感にこだわり、映像
は原則編集せずに Instagram でアップロードしています。カメ
ラを向けると恥ずかしそうにされる方もいますが、楽しさや嬉しさ
があふれ出ている動画になっているように思います。
また、私自身が釣り好きでもあるので、あえて自分のキャラク
ターを押し出して投稿しています。その結果、「社長にガイドし
てもらうとこんな魚が釣れるのだったら、そのガイド船に乗りたい」
と思ってもらい、皆さんお越しいただいているのだと自負していま
す。

淡路島観光ホテル Instagram における映像の一例。
（https://www.instagram.com/awajitsurijiro/）

瀧口氏： 季節の花を中心とした長谷寺の四季、祭事について、いろんな撮
り方をしています。メインで使用する機材はミラーレスの一眼カメラで
す。また、アクションカメラは定点撮影や、１日の流れを短縮して見
ることができる機能もあるので重宝しています。
言葉や文章にも趣向を凝らしています。日本語は抽象的で短く、
大和言葉を中心とした文章やハッシュタグで、その後に入れる英文
は「紅葉がきれいな時期になりました」などと簡単な文面に止め、日
長谷寺 Instagram における映像の一例で、長谷寺の縁
起絵巻を動画にしたもの。絵巻をアニメーション動画にし
て音声もつけている。
（https://www.instagram.com/hase_dera/
縁起絵巻の動画は以下アドレスなど 4 点。
https://www.instagram.com/p/B0SFTuVlZP0/）

本人向けと外国人向けで文言を変えています。また、ドローンで撮
影した画像（現在休止中）に「#飛行記」とハッシュタグを付ける
など、新しい造語を作ることもあります。

プロモーション全般の取組姿勢・スタンス、長く続けていくための工夫・秘訣
SNS に加えて、展示会出展などあらゆる方向から情報発信。毎日の更新を心掛ける。（上村氏）
委員会形式で SNS を運営。自分が楽しんでいることが相手に伝わるまで発信し続ける。（瀧口氏）
上村氏： SNS はあくまで１つの手段であり、決して最終手段や切り札ではないと思っています。
2012 年からは、２日間で５万人前後の来場者がある「フィッシングショー大阪」に毎年出展しています。会
場では釣り好きが沢山来場し、直接質問をもらうのに加えて、SNS やブログを見ている人から「いつも見ていま
す」「いつかは行きたいと思っています」と声をかけられるので、改めて SNS の効果や広がりを肌で感じることが
できます。
また、釣り好きには「他の釣り好きと同じ道具を使いたい」と思う習性があり、釣具メーカーのステッカーを道具
箱に貼るのも好きなので、淡路島観光ホテルのオリジナルステッカーを配っています。いろんな方向から、釣り好
きの感覚を刺激することを常に意識しています。
とはいうものの、「釣りをやったことがないけど、いつかはやってみたい」という釣りへの関心がある人に、SNS 等
をよく見てもらっているようです。実際のところ、釣りというテーマカラーが出ることで、ターゲット以外の層にも伝わ
りやすくなっているようで、私たちのお客様は、釣りをあまりやったことのない人が 8 割程度を占めています。
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上村氏： 大事なことは明確なコンセプトと継続していくことで､これに勝るものはないと思っています。ワンパターン化して
（続き）しまわないよう、手を変え品を変え、飽きないようにしています。また、私自身は毎日 30 分の SNS の執筆時
間を確保しています。SNS はどんな場所でも携帯があれば発信できるので、必ず行います。
また、ホテルのスタッフもブログや SNS をしており、「もっと自分を出しなさい」とスタッフに常々指示しています。
スタッフのキャラクターを出すことで、そのスタッフに会いに来てくれる。これほど有難いことはないと思います。「好
きこそものの上手なれ」という言葉があります。反対に、業務的な発信をしているとそれが相手に伝わるように
思います。
瀧口氏： 長谷寺では、Instagram の運営委員会を作り、委員会で運営しています。また、SNS やブログは、私が
作ったものを皆で確認し、訂正の必要があれば、随時訂正するようにしています。
発信する側はいろいろ戦略的に考えますが、感覚的に動くフォロワーにどうやって伝えるか。こちらが楽しんで
いることを発信していけば、おのずと結果はついてくると思っています。そして、それを続けていくことが大事だと思
っています。楽しいことは伝播し、楽しいという思いは伝わるので、難しく考えずに楽しんでいることを発信してい
けばよいと思います。
御大師様、弘法大師の空海さまの言葉を紹介します。

い っ し ゅ

か

し

いたずら

「一手 、拍をなさず。片脚、歩む事あたわず。必ず 彼此 の至誠によって即ち感応をいたす。然らずんば、 徒
に財物を費やすも修法何の益かあらん。」

一手は１つの手です。１つの手で拍手の音を鳴らそうとしても、空振りするだけで絶対に拍手の音はなりま
せん。片方の足で歩こうとしても、ケンケンはできても歩くことはできません。必ず、思い思われといった感応があ
るからこそ、物事は成就する。
フォロワーに対して“楽しい”が伝わるまで想いを凝らし、伝わっていないと感じるなら方法を変えて伝わるまで
続けることが大事であり、また、自分の組織の持っている強みになるものを見つけて、それを SNS で発信し続
けていくのが一番大事なことだと思っています。

今後の取組、展開について︓
多くの方に淡路島へ来てもらえるよう、SNS も含めて PR を行う。インバウンド増強も狙う。（上村氏）
若い世代を中心に長谷寺をもっと知ってもらい、訪れた人に信仰を高めていく。（瀧口氏）
上村氏： 淡路島観光協会でも SNS を活用しています。淡路島には文化・歴史、食など、たくさんの魅力があります。
ホテルでのノウハウを生かし、淡路島の観光について、SNS も含め、いろいろ PR しながら、多くの方に淡路島
へ来てもらえるようにしていきたいと思っています。
また、英語表記も大切だと思っています。淡路島における外国人観光客は全体の４％と近隣の観光地に
比べると少なく、外国人には淡路島はまだ知られていないのが現状です。SNS の活用が今後のインバウンド
増強という部分で、大きな意味を成してくるように思っています。
瀧口氏： 入山者数が 30 万人を超えたのは、SNS だけではなく、いろんな人たちの力が複合的に加わったからだと私
は思っています。
長谷寺が今後も続いていくためにも、若い世代に知ってもらうことが一番重要だと思っています。また、長谷
寺を知ってもらい、訪れた人に信仰を高めることができればと考えています。例えば、長谷寺には大きな観音
様がいます。この観音様はわらしべ長者の本尊で、霊験あらたかな本尊です。そんなことを知っていただくきっか
けづくりでもあります。
具体的な方策は、試行錯誤をしている最中です。仲間を見つけて大きな力を持ちたいと考えています。その
辺のノウハウは SNS の運営方法に似ているところがあるように感じております。

第 4 回「動画×SNS 観光プロモーション研究会」（12/3）
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その５「情報発信時に配慮するべき知的財産」

室谷法律事務所 代表弁護士

室谷 光一郎 氏

テレビ・出版関係の会社勤務を経て、2008 年に司法試験に
合格し 2009 年に弁護士登録。メディア関係法務や企業法務
に専門性を有し、テレビ局、番組制作会社、アミューズメント
事業関連会社、WEB 制作・マーケティング関連会社等の顧
問を務めている

今は動画のチェックが重要な時代︓
複製、流出・改変されることで、不適切な動画もインターネットを浮遊することを意識する必要がある。
今は動画のチェックが重要な時代になっている。
動画を扱うような会社には考査担当の部署があり、納品物について、視聴者が見たときに問題はないか、名誉棄
損やプライバシー侵害、知財面、ジェンダーやセクシュアリティ、人種等についてもコンプライアンス的に問題はないかチェ
ックする。多様な視点から、今の社会において問題がないかどうか、動画は全世界に発信されることを意識してチェック
する必要がある。
動画を流して苦情やトラブルが発生し、それが違法であったり、社会的に問題があると判断された場合は、ホームペ
ージへの文章掲載、関係各所への謝罪、報告書の提出などをしなければならなくなることがある。
動画の特質として、「複製性」がまずあげられる。特に、「複製の容易性」はポイントであり、そのために流出や模倣
が起きてしまう。
また、「流出性・改変性」も動画の特質の１つである。例えば、不適切な動画を一度流してしまうと、その動画は
延々とインターネット空間を浮遊していくことを覚悟しなければならない。
これらは、インターネット時代ならではの動画の特質だと言えるだろう。

知的財産に関する基礎知識︓動画にまつわる主な知的財産権は著作権、肖像権、パブリシティ権の３点。
知的財産と知的財産権は異なる。知的財産は、社名や技術、映像などで、知的財産権はそれらを権利化したも
のである。創出された知的財産を保護すると、知的財産権になると捉えると分かりやすい。
なぜ知的財産権が必要なのか。それは、簡単に盗むことができるからだ。例えば、社名や技術、映像を作成者以
外が勝手に使用することは勿論良くないが、情報の流出や改変は容易である。勝手に使用することができないよう、
権利という歯止めをかけて防止するのが知的財産権の役割である。
知的財産権は「産業財産権」と「産業財産権以外の知的財産権」に二分される。映像は著作権が主で、著作
権は後者に該当する。また、著作権の派生的な権利として肖像権やパブリシティ権があり、これら３つが動画を保護
する知的財産権だと言える。これらでカバーできないときは、民法や不正競争防止法に基づき、損害賠償などを起こ
すこともできる。

著作権に関する基礎知識︓
著作物かどうかの吟味は重要。二次的著作物は原著作物者まで許諾を得る必要がある。
著作権の定義として、著作権法第２条に「著作物は、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、
学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう。」とある。このうち、「思想または感情を創作的に表現したもの」が
ポイントで、単なるデータや事実、自然法則など、誰が描いても同じようなものは著作物には該当しない。
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著作物には、小説、音楽、舞踊、絵画、建築、地図、映画・動画、写真、プログラムなどがある。映画・動画では
映像や表現も権利対象となるし、映画のオープニングムービーも著作物となる。写真では、写真家に加えて被写体に
も権利があるというポイントがある。
著作物かどうかの吟味は重要だ。例えば、１千万人の観光客を集めるアイデアが浮かんだ場合、アイデア自体は
著作物ではないが、アイデアを企画書にまとめると著作物になる。面白い企画だからと著作者の許可なくその企画を
実行すると、「企画を盗んだ」と言われかねないので、注意が必要だ。
また、創作者が著作権を持つので、他人が使用すると「報酬請求権」が発生し、創作者は報酬を請求することが
できる。また、勝手に使われないように防ぐことも重要だ。
「二次的著作物」は原著作物をアレンジした著作物のことで、著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚
色し、映画化した著作物になる。
例えば、韓国の映画を日本でリメイクして映画化し、日本で映画化したものを小説にした場合、韓国の映画は原
著作物で、日本の映画や小説は「二次的著作物」になる。そのため、小説は、韓国の映画に加えて、二次的著作
物である日本の映画にも使用許諾を受ける必要がある。二次的著作物は、芋づる式に戻って原著作物者まで許諾
を得るよう、習慣づけることが重要だ。
また、著作物を創作した人間に与えられる権利として「財産権」と「人格権」がある。創作者が魂を込めて創作した
ものとして、勝手に変えられたくない、出すときは名前を入れるようにしてほしいなど、その人の気持ちにも大きく関わる
ことから、著作権には「人格権」が与えられている。
但し、私的使用のための複製や付随対象著作物の利用や引用は可能である。例えば、公開の美術の著作物も
利用可能で、例えば大阪城の写真を撮って Instagram にアップしても構わない。

肖像権、パブリシティ権の基礎知識 ︓判例・実務で蓄積された権利であるが、それぞれ確認が必要。
肖像権とパブリシティ権は、映像に関しては非常に重要な権利である。
肖像権は「肖像が持ちうる人権」で、パブリシティ権は「個人が備える顧客吸引力を中核とした、経済的価値を保
護する権利」である。肖像権もパブリシティ権も、法律には規定されていない判例・実務で蓄積された権利である。ま
た、著作権のような権利保護期間が適用されないため、何時まで守るべきかについても明確ではない。但し、著作物
の許諾とは別に、写っている人の肖像権やパブリシティ権に関して認められているかどうか、きちんと確認する必要があ
る。
肖像権は、侵害が認められると、損害賠償、差止め、謝罪広告等による回復処分などが求められる。
パブリシティ権侵害の成否は、「肖像など、それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、差別化を
図る目的で、肖像等を商品に入れて広告として利用する場合は肖像権の侵害になる」と言われ、すなわち、著名人
を勝手に使用すると侵害が認められる可能性が高い。

商標権について︓侵害の可否、出願・登録の状況は J-Platpat で検索可能。
商標権の主な機能は、「出所表示機能」「品質保証機能」「広告機能」の３点で、ブランドビジネスを管理する観
点ではきわめて重要である。
商標権の客観的な類比判断基準は、個々の商標の有する外観・称呼・観念が真似られていないか、または商標
登録されているかどうかである、実務的にそれらを１つずつチェックする必要がある。
商標が侵害に該当するかどうか、商標権が出願・登録されているかは、特許庁の J-Platpat で検索すればすぐに
分かる。具体的には、登録されている商標権と外観や呼び方が似ているか、意味合いが同じか、飲食店や衣料品な
ど使われているシチュエーションが似ているかなどを見ていくことになる。
第 5 回「動画×SNS 観光プロモーション研究会」（1/14）
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『ゼロから始める』動画×SNS 観光プロモーション
実践のヒント・アドバイス集

「動画×SNS 観光プロモーション研究会」での取組を例に
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