プレスリリース

2016 年 9 月 13 日

トリップアドバイザー「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光スポット 2016 ～博物館・美術館編～」を発表
～『広島平和記念資料館』が日本の博物館・美術館で 3 年連続の 1 位に！～

旅の計画から予約までをサポートする世界最大の旅行サイト「TripAdvisor®」の日本法人であるトリップアドバイザー株式
会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役:牧野友衛、www.tripadvisor.jp ）は、トリップアドバイザー上に投稿された世界

中の旅行者の口コミ評価をもとに、観光スポットの定番である、博物館・美術館をランキング化した、「トラベラーズチョイ
ス™ 世界の人気観光スポット 2016 ～博物館・美術館編～」を発表しました。
2016 年の日本の博物館・美術館 1 位には、『広島平和記念資料館』（広島県広島市）が 3 年連続で選ばれました。
2 位は、『箱根彫刻の森美術館』（神奈川県箱根町）、3 位には、ランキング初登場の『サムライ ミュージアム』（東京都
新宿区）がランクイン。この他、8 位の『三鷹の森ジブリ美術館』（東京都三鷹市）、9 位の『藤城清治美術館』（栃木県那
須郡）と合計 3 施設がランキングに初登場しました。なお、『サムライ ミュージアム』は、2015 年 7 月にオープンしたば
かりにも関わらず、アジアランキングにも初登場し、25 位に選ばれました。

【日本の博物館・美術館 トップ 10】 （※括弧内は前年度順位。「初」は今年初登場。）
順位

博物館・美術館名 （所在地）

1 位(1)

広島平和記念資料館 （広島県広島市）

2 位(2)

箱根彫刻の森美術館 （神奈川県箱根町）

3 位「初」

サムライ ミュージアム （東京都新宿区）

4 位(-)

東京都江戸東京博物館 （東京都墨田区）

5 位(5)

トヨタ産業技術記念館 （愛知県名古屋市）

6 位(7)

豊島美術館 （香川県小豆郡）

7 位(9)

長崎原爆資料館 （長崎県長崎市）

8 位「初」

三鷹の森ジブリ美術館 （東京都三鷹市）

9 位「初」

藤城清治美術館 （栃木県那須郡）

10 位(-)

東京国立博物館 （東京都台東区）

■日本の博物館・美術館 第 1 位に選ばれたのは、今年で 3 年連続 1 位の『広島平和記念資料館』
今年の日本の博物館・美術館 1 位に選ばれたのは、5 月にオバマ
大統領が訪問したことでさらに注目を集めている『広島平和記念資
料館』でした。同施設は、日本のランキングでは今年で 3 年連続 1
位、アジアのランキングでは 4 位を獲得しており、「言葉を失う特別
な場所。日本人なら一度は訪れるべき場所…念願の訪問でした。
かなり昔に設立された建物ですが、非常に外観も内部も近代的で
洗練された印象です。悲惨な写真や展示品の数々に言葉を失いま
す 。 泣 い て い る 外 国 人 観 光 客 も い ま し た 。 」 や ”Life Changing
Experience. It's not cliché but this museum is truly inspiring
towards why we need to work towards peace in this world. They
do an amazing job of telling a horrific story without pointing
fingers of blame（人生が変わるほどの経験をした。これは、決まり
文句で言っているのではなく、この博物館は本当に、なぜ私たちが世界の平和のために活動していく必要がある
のかと、私たちに語りかけるものでした。この博物館は責任を追及するのではなく、この悲劇を語り継ぐことに成功

していると思います。）”と平和を守る意義や大切さがよく分かる博物館だと日本語や外国語の口コミが多々寄せら
れています。

【アジアの博物館・美術館 トップ 25】（太字は日本） （※括弧内は前年度順位。「初」は今年初登場。）
順位

博物館・美術館名（国名）

13 位(11)

上海博物館（中国）

1 位(1)

秦始皇兵馬俑博物館（中国）

14 位(16)

バゴーレ・キ・ハヴェリ博物館（インド）

2 位(2)

戦争証跡博物館（ベトナム）

15 位(-)

ビクトリアメモリアルホール（インド）

3 位(4)

トゥール・スレン虐殺博物館（カンボジア）

16 位(21)

チャンギ教会・博物館（シンガポール）

4 位(3)

広島平和記念資料館 (日本)

17 位(13)

古文書館マテナダラン（アルメニア）

5 位(7)

ベトナム民族学博物館（ベトナム）

18 位(-)

サーラール・ジャング博物館（インド）

6 位(9)

ヘルファイアー・パス博物館（タイ）

19 位(-)

Jaisalmer War Museum（インド）

7 位(6)

国立故宮博物院（台湾）

20 位(12)

8 位(10)

イスラム美術館（マレーシア）

21 位(-)

9 位(5)

香港歴史博物館（香港）

22 位(-)

箱根彫刻の森美術館（日本）
Armenian Genocide Museum
（アルメニア）
ババ ニョニャ ヘリテージミュージアム
（マレーシア）

10 位(-)

ペナン・プラナカン博物館（マレーシア）

23 位(19)

地雷博物館（カンボジア）

11 位(8)

ベトナム女性博物館（ベトナム）

24 位(-)

韓国国立中央博物館（韓国）

12 位(23)

Hall of Fame（インド）

25 位「初」

サムライ ミュージアム（日本）

■アジアの博物館・美術館は、3 年連続で 1 位を獲得した中国の『秦始皇兵馬俑博物館』
アジアの博物館・美術館ランキングで 1 位を獲得したのは、中国・西安に
ある『秦始皇兵馬俑博物館』でした。この博物館は、今年で 3 年連続で 1
位を獲得しており、「人生の価値観が変わりますよ。たった一人の皇帝の
命令でこんなに偉大な<遺産>を残したとは。」や“It is a MUST! It is the
most amazing and mesmerizing place in China; you should definitely
make an effort to go to Xian to see it; it is better than the Great Wall (こ
の博物館は必ず行くべき場所。中国の中で、最も素晴らしく、魅了させる
場所だ。これを見るために西安に行くように計画するべきだし、万里の長
城よりも素晴らしい)”とほぼ等身大の作りの兵馬俑が 6000 体以上並んで
いるその景観が、圧巻であると世界中から口コミが寄せられています。

■アジアランキングに初めてランキング入りを果たした日本の『サムライ ミュージアム』
日本からは、東京都新宿区にある『サムライ ミュージアム』がアジアラン
キング 25 位に初登場しました。“This place is fantastic, one of the best
things we did in Japan. The guides are happy to wander with you if
you would like explanation, or let you go to wander around yourself.
（この場所は素晴らしく、私たちが日本で体験した中で最も素晴らしいも
のの一つでした。もし施設内で説明が必要なら、ガイドさん一緒に中を見
て回ってくれるし、一人で見学することもできます。）”などサムライの歴史
を学べるだけでなく、英語で親切に対応してくれるガイドさんたちが良いと
いう口コミが多々寄せられています。その他、アジアランキングには昨年
もランクインした『広島平和記念資料館』が 4 位に、『箱根彫刻の森美術
館』が 12 位に選ばれました。

【評価方法】
「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光スポット 2016 ～博物館・美術館編～」は、2015 年 1 月～12 月の 1 年
間にトリップアドバイザー上の博物館・美術館に投稿された世界中の旅行者の口コミ評価（5 段階）の平均、投稿
数などをもとに独自のアルゴリズムで集計しています。
■「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光スポット 2016」は下記の URL からご覧いただけます。
博物館・美術館 日本
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Museums-cTop-g294232
博物館・美術館 アジア
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Museums-cTop-g2
博物館・美術館 世界
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Museums-cTop-g1
トリップアドバイザーについて
世界最大の旅行サイト* トリップアドバイザーは、旅行者が最高の旅行を計画・実行できるよう、旅の可能性を広
げます。何百万もの旅行者のアドバイスと、幅広い旅行の選択肢および数百を超える予約サイトから宿泊施設の
最安値を検索できるツールとシームレスにつながったプランニング機能を提供しています。月間ユニークユーザー
数は約 3 億 5,000 万人**。世界最大の旅行者のコミュニティとして、世界 48 の国と地域でサイトを展開し、世界
660 万軒を超えるホテル、レストラン、観光スポットに対して 3 億 8,500 万件以上の口コミ情報を掲載しています。
トリップアドバイザー: しっかり調べて、ばっちり予約。充実の旅へ
TripAdvisor, Inc. （本社: 米国マサチューセッツ州ニュートン、NASDAQ:TRIP）は、トリップアドバイザーブランド
サイトのほか、以下の 24 の旅行関連サイトを子会社を通じて運営しています:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruisecritic.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (含む、www.lafourchette.com,
www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.com, www.dimmi.com.au), www.gateguru.com,
www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com, www.independenttraveler.com,
www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com,
www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com, www.tripbod.com,
www.vacationhomerentals.com, www.viator.com, www.virtualtourist.com.
*出典: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide, 2016 年 5 月
**出典: TripAdvisor log files, Q2 2016
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トリップアドバイザー株式会社 広報担当
古賀 Tel: 03-4510-3131 ／ 秋山 Tel：03-4510-3147
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