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【ワーキングペーパー】 

「観光資源」としての世界遺産の変容 
物見遊山から交流人口の獲得へ 

Change of The World Heritage Sites as Resources for Tourism 
 - From Sightseeing to Acquisition for Nonresident Population - 

 

佐滝 剛弘 (Yoshihiro SATAKI)* 
 

【 要 約 】 
 ユネスコの世界遺産は、日本ではもっぱら有力な観光資源として捉えられ、登録を目指す地域も、その動きをフォローしたり

後押しするマスメディアも、新たな観光地の創出や観光客の増加への期待を色濃くにじませて登録運動を進めてきた。また、実

際に多くの登録地では、とりわけ日本ではマスメディアが集中的に報道するため、登録によって一気に観光客が増加する傾向

が顕著に見られ、一層「観光資源としての世界遺産」という認識が広まっている。しかし、「登録効果」が長続きするとは限ら

ず、地域によっては一気に観光客が減少し、「観光」の視点から見れば必ずしも世界遺産登録が十分な役割を発揮していないと

いう状況も出てきている。そんな中、世界遺産を抱える地域では、その遺産の価値を改めて見直し、その価値を活かして「観光」

以外の地域の活性化につなげようという動きが見られるようになった。単なる「観光地としてのお墨付き」ではなく、未来に残

すべきだからこそ登録された人類の至宝をどのように次代に手渡すのか、観光オンリーから脱却しようという様々な試みを検

証する。 
 
キーワード（Keywords）: 世界遺産（World Heritage） 

観光資源（Resource for Tourism） 
交流人口（Nonresident Population） 

 
Ⅰ．はじめに 
 2019年7月、大阪府で初めて世界遺産に登録された

「百舌鳥・古市古墳群」。構成資産を持つ3自治体の一

つ堺市の登録直後の広報誌には、東京で行われる記念イ

ベントの開催理由として、「世界文化遺産への登録をお

祝いするとともに、堺の観光ＰＲや都市魅力を発信する

ことで、堺への観光誘客
・ ・ ・ ・

につなげます」（傍点筆者）1と

明確に書かれている。「百舌鳥・古市古墳群」に限ら

ず、我が国の世界遺産の登録地では、あるいは今後世界

遺産を目指す地域でも、等しく世界遺産の登録を観光客

誘致につなげようと目論むところがほとんどである。そ

して実際、日本では登録がマスコミの格好のニュースに

なって広く報道されるため、登録前に比べて明らかに観

光客が増える傾向にある。そして、「増えた」ことが報

道されることで、世界遺産の観光寄与度が喧伝され、さ

らなる世界遺産登録を目指す動きにつながるという循環

が起きている。しかし、いうまでもなく世界遺産制度の

趣旨は、人類の至宝を次代に受け渡すことであり、その

価値をきっちり保護していく決意を内外に宣言すること

にほかならず、観光振興が制度本来の目的ではない。そ

れどころか、世界的な観光人口の増加やインターネッ

ト、ＳＮＳの普及などにより、登録を機に予想以上に一

気に観光客が押し寄せるケースもあり、「オーバーツー

 
* 京都光華女子大学 教授（Kyoto Koka Womens’s University） 
1 堺市. (2019年8月). 『広報さかい 821号』. p.2. 

リズム」現象を引き起こして、遺産を守るどころかかえ

って遺産を取り巻く状況にマイナスに働くことも珍しく

なくなっている。 
 筆者は国内外の世界遺産登録地のいくつかを長年にわ

たって定点観測しているが、こうした観光客獲得とは一

線を画し、世界遺産が持つ価値を地域の磨き上げに昇華

し、観光客誘致とは異なる目的で情報発信を行い、定住

人口や交流人口の増加につなげようという動きが見られ

るようになった。もちろん、観光客の誘致も地域の発展

には大切な要素には違いないが、膨大な手間と経費をか

けて登録に注力したのは、そこに住まう住民が地域に誇

りを持ち、遺産を守ろうという機運を高めることにつな

がってこそであり、観光客の誘致のみが目的化しかねな

い状況は、決して健全とは言えないはずである。この論

考では、観光地化だけを目指さない世界遺産登録地の動

きとその背景についていくつかの地域をピックアップし

て分析を試みたい。 
 
Ⅱ．世界遺産と観光 

１．「石見銀山とその文化的景観」のケース 

 「世界遺産」は、国連の一機関である国連科学教育文

化機関（以下、ユネスコと呼ぶ）により提唱された「世

界遺産条約」（正式には「世界の文化遺産及び自然遺産

の保護に関する条約」）に基づいて、世界各国が自国の
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保護すべき物件を申請し、世界遺産一覧表に記載する仕

組みと各資産そのものを指す名称である。日本は条約の

発効から14年後にようやく批准に至り、1993年から世

界遺産への登録が始まった。2019年11月現在、全世界

の世界遺産の総件数は1121件、また日本には23件の世

界遺産が登録されている。世界遺産は登録までに長い道

のりとなることが多く、名乗りを上げて登録にこぎつけ

るまでに10年以上かかるケースはざらにあり、自治体

を中心に登録までにかかる費用も億単位となるのが珍し

くなくなっている2。 
 
２．世界遺産と観光振興 

 当初は制度の知名度も低く、現在のように観光振興が

主目的ではなかったため、登録が観光客数を押し上げる

という顕著な現象は見られなかった。最初に登録された

「法隆寺」も「姫路城」も登録直後に観光客が増加する

という現象は起きておらず、特に法隆寺では登録前から

減少傾向にあった参拝客数は、登録後もしばらく減少の

一途をたどった。  
 しかし、ＴＢＳやＮＨＫが世界遺産に関する定時番

組・ミニ番組3を放送するようになったり、旅行ガイドが

世界遺産を大きく取り上げるようになったことから、旅

先としての世界遺産が注目されるようになり、登録前は

比較的知名度が高くなかった地域で、登録直後に一気に

観光客が増加するという現象が見られるようになった。

施設やアクセスの状況にも因るので一概にはいえない

が、登録年あるいは登録の翌年に観光客が一気に増える

という現象は、2000年代に入って以降、顕著になってき

ている。 
 また、日本に世界遺産が誕生してから25年以上が経

過し、中期的な観光客数の変化のデータを得られるよう

になり、登録前後の短いスパンの変化だけでなく、長い

期間の観光客数の変化を追えるようになった。その結

果、近年のインバウンドの大幅な増加が追い風になって

ここ数年で観光客数が大きく伸びるケースもあり、観光

客数の変化が必ずしも世界遺産登録との因果関係だけで

推し量れない状況になってきていると言えよう。 
 
Ⅲ．「観光一辺倒」からの脱却 
１．「石見銀山とその文化的景観」のケース 

 島根県大田市大森地区の「石見銀山」が同市内の温泉

津、沖泊両地区及びその間を結ぶ銀の運搬に供された古

道とともに世界遺産に登録されたのは2007年のことで

あった。登録の前年に40万人だった銀山への観光客数

は登録翌年には80万人と倍増し（図１）、観光における

 
2 佐滝剛弘. (2009). 『世界遺産の真実』. p.192. 
3 BS『世界遺産』、NHK『世界遺産100』など 

世界遺産効果が如実に表れた例として、一時マスコミに

多く取り上げられたが、その翌年から急ペースで観光客

数が減少し、今度は逆に世界遺産効果が長続きしなかっ

た例としての報道が増えたという道をたどっている。 
 

 
図１ 石見銀山の入込客数の年次推移 

出典）大田市ＨＰ記載のデータをもとに筆者作成. 

 
 しかし、定期的に現地に通って状況を見聞すると、こ

れはある種の「戦略」としてこうした道を歩んでいるこ

とがわかる。まず、登録とほぼ同時に住民が利用する狭

い生活道路に運行されるようになった銀山の坑道口まで

の定期路線バスを、住民の生活を第一に考え、バス会社

と協議して廃止とした。また、飲食店や土産物店に対し

ても新規出店を厳しく制限し、その結果県外資本の多く

の店舗が撤退した。銀山を訪れる観光客は、原則として

坑道までの往復約2時間を歩かざるを得なくなり、高齢

者や手軽な観光を売り物にするバスツアーの観光客は大

きく減った。その一方、静かな山里に散在する鉱山遺構

やその合間に触れられる中国山地の人々の暮らしが気に

入ったというリピーターが訪れるようになった。また、

大森地区に本拠を持つ二つの企業は、山間部の過疎地に

立地しているにもかかわらず、自治体の支援もあり地域

に根を張った経営を継続することができ、一定の雇用を

生み続けるという効果をもたらした。2018年の観光客数

は最盛期の半分程度に過ぎないが、この地域のファンと

もいえるコアな観光客が増え、ここ数年で2軒の宿泊施

設も誕生、さらにＩターンによる飲食店やパン屋の開業

もあって、人口の減少ペースが横ばいに近くなり、しか

も2015年には人口がわずか400人程度の地域に9人も

の新生児が誕生している。観光客の減少で、世界遺産の

地域への貢献は見えにくくなっているが、それ以上に交

流人口、そして定住者の定着に、世界遺産というブラン

ドが貢献しつつあると言えよう。 
 大田市の初代の石見銀山課長として世界遺産の登録に
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尽力し、登録後は教育長として世界遺産施策の中心人物

だった大田市の大國晴夫元教育長は、2019年7月の筆者

のヒアリングに対し、「日本では世界遺産登録は観光振

興ばかりに目が行きがちだが、重要なのはそこに住まう

人が誇りを持てるかどうかであり、それを支えるのは観

光客の数ではなく、世界遺産の価値を認め地域に愛着を

持ってくれる人たちの存在である」と述べている。 
 こうした対応ができた背景には、地元の大森地区が早

くから町並みの保存の重要さに気づき、すでに1987年
には国の重要伝統的建造物群保存地区の選定を受け、地

域住民の間で街並みと暮らしを守る「住民憲章」を制定

し、それを地域内で守るだけでなく、世界遺産登録前後

にさまざまな思惑でやってきた外部の人たちにも、その

精神を説き続けたことに因るのではないかと考えられ

る。世界遺産登録というある種の「追い風」を一過性の

ものとはせず、住民の平穏な暮らしを守ることと、一方

で地域の崩壊を招かないよう雇用の場を守りつつ、その

精神を認めてくれる外部の人を快く受け入れるという懐

の深さが、現在の石見銀山の地域づくりを支えているの

ではないかというのが、大國氏と筆者の一致した見解で

ある。 
 観光客の数だけで世界遺産登録の成否を判断しないと

いう当たり前のことを教えてくれるのが石見銀山の世界

遺産登録12年間の歩みである。 
 
２．「富岡製糸場と絹産業遺産群」のケース 

 

 
図２ 富岡製糸場・東置繭所 

（筆者撮影） 

 
 筆者は群馬県の富岡製糸場とその関連する絹遺産群が

登録運動を始めたころから暫定リストへの記載、本登

録、そして登録５周年を迎えた2019年まで、間近で行

政や住民、民間団体の動きをウォッチしていただけでな

く、絹産業遺産群を地域にどう活かすかという視点で活

動するＮＰＯのスタッフの一員としても、この遺産群に

深くかかわってきた。そのうえで、この世界遺産は、

「観光」とは別の「産業」という視点からのドラスティ

ックな変化が起きている稀有な遺産であるということを

強く感じ続けてきた。観光資源とは違った世界遺産の意

義を問いかける、この遺産の歩みと現状を確認しておき

たい。 
 

 
図３ 富岡製糸場の入場者数の年次推移 

出典）富岡製糸場ＨＰ記載のデータをもとに筆者作成. 

 
 「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、2014年、中心的な

施設である富岡製糸場のほか、高山社跡（群馬県藤岡

市）、田島弥平旧宅（同伊勢崎市）、荒船風穴（同下仁田

町）の併せて4資産で世界遺産に登録された。富岡市の

中心街の真ん中にある富岡製糸場は、登録前年（2013年
4月～2014年3月）の入場者26万人が、翌年度には133
万人と5倍以上に激増、典型的な「世界遺産効果による

観光客増」の事例として注目された（図3）。登録までは

観光地としての認知度が低かったこと、東京から鉄道や

バス、車で1時間半～2時間程度という近さ、あるいは

軽井沢や新潟方面に向かうついでに立ち寄れるという立

地条件などにより観光客が殺到したと考えられる。しか

し、減少に転じるのも早く、翌年には早くも14.4%減

り、その後も2018年度まで4年連続で減少、2019年度
も今のところ前年比10%程度の減少で推移しており、こ

のままだと登録年の3分の1程度の45万人前後にまで

落ち込むことが予想されている。ここでもマスメディア

は世界遺産効果がわずか数年で消え去った例として紹介

しているケースが多いが、2004年以前はそもそも全く公

開されていなかったことや、登録前には富岡市の観光施

設といえば、「群馬サファリパーク」くらいしかなかっ

たことを考えると、今も年間50万人近い観光客が訪

れ、市の中心街に観光客の回遊が多少なりとも見られる

ようになったことは、観光という面で一定の役割を果た

していると考えられる。 
 観光客減少の原因は、登録年に比べてマスメディアへ

の露出が減って一時的なブームが去ったこともあるが、

見学施設としての整備が十分ではなく、またガイドの案

内がないと遺産の意義や価値がわかりにくく、また来た

いというリピーターを捉えきれていないことや、他の資
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Change of The World Heritage Sites as Resources for Tourism - From Sightseeing to Acquisition for Nonresident Population - (Yoshihiro SATAKI) 
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産との間の公共交通機関が整備されておらず、遺産間の

周遊性が確保されていない点などが挙げられる。 
 では、この世界遺産登録は地域にとってあまり恩恵を

もたらしていないのかというと、実はそうではない。む

しろ、日本の23件の世界遺産登録物件のうち、最も地

域における変化が激しいところだといってよいのではな

いかと感じている。その理由は、世界遺産登録が消滅寸

前だった絹産業の灯を再び灯す方向に働くとともに、国

内各地の同じ絹産業の伝統や遺産を持つ地域との連携が

深まり、新たな交流が生まれているからである。世界的

に見ても、世界遺産への登録が消えゆこうとしている産

業の再生に結びつく例はほとんどなく、その意味でも注

目すべき事例となっている。 
 幕末から昭和初期にかけて日本の外貨獲得の旗手とな

ったのは、一貫して生糸であった。北海道から沖縄まで

全国各地で養蚕農家が繭を生産し、製糸工場に持ち込ま

れて生糸となり、もっぱら横浜と関東大震災後は神戸か

ら欧米に輸出された。最盛期には210万戸の農家が蚕を

飼育していたという記録がある。しかし、衣服の洋風

化、化学繊維の普及、海外での生糸生産の増加などで、

日本の繭と生糸の生産は激減し、現在、日本で出荷用の

繭を飼育している養蚕農家は300軒を切り、製糸工場も

かろうじて2社が中規模の工場を稼働させているほかは

零細な製糸工場が数軒あるに過ぎない。世界的には生糸

の多くは中国や東南アジアで生産され、日本の絹産業は

消滅寸前といってもおかしくない状況にある。富岡製糸

場の世界遺産登録は、こうした消えゆく産業の残照がか

ろうじて確認可能な時期に起きた「奇跡」であった。こ

れにより、まず群馬県内で養蚕や製糸の現役の産業と、

かつての遺構に光が当たり始め、廃業寸前だった農家が

行政からの補助金の支えも得て持ちこたえるようになっ

ただけでなく、若い後継者も現れるようになった。 
 続いて、富岡製糸場や群馬県の絹産業と深いかかわり

のあった信州や埼玉県の関連自治体や施設あるいは民間

団体が自らの地の絹産業を見直す動きが始まり、世界遺

産と関連付けて遺産の保存活用に力を入れ始めたり、富

岡市をはじめ群馬県の自治体や民間施設と交流を持つよ

うになった。紙数の関係で詳細は省くが、地域の絹産業

にかかわる建造物や資料の発掘、保存、活用が進み始

め、その「聖地」として、富岡製糸場は単なる観光地で

はなく、いわば絹産業の遺伝子をまとった「仲間」がそ

の存在を確かめる「キーポイント」へと変わってきたの

である。 
 石見銀山同様、観光客の「数」は減りつつあるが、富

岡製糸場にアイデンティティを求めるコアな関係者の来

 
4 熊本県山鹿市の「あつまる山鹿シルク」や新潟県十日町市の「きものブレイン」 
5 山形県鶴岡市の「サムライシルク」の一連の取り組み 

訪や交流が広がっている。 
 また、群馬県や富岡などとの1対1、つまり「バイ」

の関係ではなく、絹産業の遺産を持つ、あるいは現在も

絹産業が息づく地域が広域で連携する動きもここ数年で

大きく広がっている。群馬県の世界遺産所有４自治体と

埼玉県側の3市との「上武絹の道事業」をはじめ、群馬

県と横浜市のＮＰＯが連携して2016年から毎年開催さ

れ10を超す都府県から関係者が毎年集まって情報交換

や研修を行っている「シルクネットワークフォーラム」

などがその一例である。経済産業省も産業振興の観点か

ら「シルクロードネットワーク」を立ち上げており、世

界遺産登録を契機とした産業の再生の後押しをしてい

る。こうした動きは、地域を超えて、工場による養蚕の

取り組み4や新たな絹製品の開発5などにもつながってお

り、そのシンボルとしての富岡製糸場の果たす役割は大

きくなっている。いわば「絹産業再生の道筋を照らす松

明」の役割を担いつつあると言える。 
 
Ⅳ．おわりに 
 世界遺産登録地と地域の関係は登録物件ごとに多様で

ある。域内の初等・中等教育で遺産の価値や意義を伝え

ることに力を入れる「次世代育成型」の地域もあれば、 
遺産をアートや情報発信の場として活用している資産も

ある。「観光客誘致」は数字がはっきりするだけに世界

遺産登録の成果としてわかりやすい指標ではあるが、そ

こに目を奪われていると、本質的なことを見失う恐れが

ある。2020年以降も毎年のように日本の候補物件の審議

が続く予定だが、あらためて世界遺産が地域に何をもた

らすのか、地域が手に入れた「ブランド」を住民の生活

の向上や地域の未来の発展にどのようにつなげていくの

かは、自治体のみならず地域住民全体の課題であり、

「登録後」に目指すものを地域で共有できるかどうかが

大きな鍵となろう。 
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【フルペーパー】 

地域住民による観光開発へのインパクトと参加・協力意図に関する一考察 
−	大阪府在の若年層を中心に − 

An Inquiry into Support Intention and Impact toward Tourism Development 
- The Case of Young Residents in Osaka Prefecture - 

 

宮城 博文 (Hirofumi MIYAGI)* 
 

【 要 約 】 
 本研究は、観光政策の方針から観光開発への参加・協力意図へのプロセスを調査することが目的である。調査対象者は、観光

地ライフサイクルの成長段階である地域 (大阪府)の若年層とし、通常期である 2019 年 4 月、繁忙期である 2019 年 7 月に調査

を実施した。最終的な回答者数は 405 名であった (回収率 65.8%)。具体的な調査項目は、「観光開発への参加・協力意図 (PCI)」
「観光開発への態度 (ATT)」「観光開発に対する地域への経済的なインパクト (ECI)」「観光開発に対する地域への社会的なイン

パクト (SCI)」「観光開発に対する地域への環境へのインパクト (ENI)」「観光政策の方針 (OTP)」とし、観光政策の方針から観

光開発への参加・協力意図のプロセスを PLS-SEM を用いて分析を行った。同時に、観光関連企業への就職希望意図の差、及び

提案されたモデルの因果関係についても分析を行った。そして、設定したモデルに関する仮説はすべてが支持され、また比較に

関する仮説の大半が支持された。 
 
キーワード（Keywords）: 観光開発のインパクト（Impact toward Tourism Development） 

観光政策（Tourism Policy） 
参加・協力意図（Participation and Collaboration Intention） 
若年層の住民（Young Residents） 

 
Ⅰ．はじめに 
 近年の未曾有の不況、グローバル社会の進展、並びに

他地域との競争激化の中で、多くの地域で観光振興が注

目されている。しかし、観光振興を行う上で、様々な課

題 (e.g. 訪問客のニーズの多様化、訪問客受入に対する

地域住民の理解不足、地域住民の理解と訪問客満足の関

連性の分析の不足 他)が地域に存在する。 
 このような状況下において、政策立案者や地域住民等

から持続可能な観光地を実現するための分析枠組の構築

が期待されている。そして、複雑な観光地における観光

開発への行動プロセスを地域住民視点から研究すること

によって、観光地経営の包括的な枠組の提示が可能とな

ると考えられる。観光地をButler (1980)が提示した観光

地ライフサイクルで見た場合、観光開発への行動プロセ

スがそれぞれのステージによって異なっている (Allen, 
Hafer, Long, & Perdue, 1993; Harrill, 2004) 。つまり、低か

ら中程度の観光開発がコミュニティにとって有益である

と認識されている傾向にあるため (Vargas, Porras, & Plaza, 
2014) 、地域を運営する上でも自治体の観光への方針を

地域住民へ理解させる必要がある。 
 さらに近年、世界的にもインバウンドを通じた地域へ

の経済的・社会的インパクトが大きくなる中で、将来の

観光人材となり得る若年層の観光への参加・協力意図の

研究が注目されてきており、当該分野の研究を進めるこ

とが持続可能な観光開発を地域で実現する上で不可欠で

 
* 大阪商業大学 総合経営学部 商学科 准教授（Faculty of Business Administration, Osaka University of Commerce, Associate Professor） 

ある (Jaafar, Noor, & Rasoolimanesh, 2015) 。若年層住民

の参加・協力意図の文脈で特に重要なのは、大学生のセ

グメントである。何故なら、大学生は観光開発と参加に

関する意思決定に必要な知識とスキルを有し、イノベイ

ティブな技術をより積極的に取り入れる傾向にあるから

である (Gurtner & Soyez, 2016; Parra-Lopez, Martínez, & 
Chinea, 2018) 。特にこのセグメントは、グローバルレベ

ルで均質なオンラインマーケティングの採用を促進でき

る世代が含まれている (Fyall, Leask, Barron, & Ladkin, 
2017) 。このように、若年層、特に大学生に焦点を当て

た研究を進めることにより、住民の観光開発への参加・

協力意図のプロセスを解明し、その研究を通じて研究

上、実務上、双方の示唆が期待される。しかし、観光政

策への理解、観光開発を通じた地域へのインパクト、地

域住民の観光開発への行動意図、これらのプロセスが包

括的に分析されている若年層住民に焦点を当てた研究が

不足している (Martínez, Parra-Lopez, & Buhalis, 2017; Chen 
& Chou, 2019) 。 
 そこで本研究の目的は、観光地ライフサイクルの成長

期に当たる地域に住んでいる若年層住民がどのように観

光開発への参加・協力意図へ繋がるのかというプロセス

を調査することである。また、観光政策の方針や観光開

発へのインパクト等が地域住民の参加・協力意図にどの

ような影響を及ぼすのかについても解明を試みる。 
 



 
地域住民による観光開発へのインパクトと参加・協力意図に関する一考察 −大阪府在の若年層を中心に−（宮城 博文） 

An Inquiry into Support Intention and Impact toward Tourism Development -The Case of Young Residents in Osaka Prefecture- (Hirofumi MIYAGI) 
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Ⅱ．既存研究のレビューと仮説の設定 

１．住民の参加・協力意図と社会的交換理論 

 観光地の継続的かつ持続可能な開発を達成するための

アプローチは、学際的な視点 (Jafari & Ritchie, 1981) や
様々なグループ (i.e. 訪問客、観光関連ビジネス、ホス

トコミュニティまたは地域の政府、ホストコミュニティ)  
(Goeldner & Ritchie, 2009) からの分析に基づいている。

観光地の成功と持続可能性に関する主な要因は、地域住

民の肯定的な認識と行動によるが (Aguiló & Rosselló, 
2005; Ribeiro, Pinto, Silva, & Woosnam, 2017) 、他方でホス

トコミュニティは、観光の成長に伴い、地域の生計費の

上昇 (Liu & Var, 1986) 、地域経済における観光収入への

過度の依存 (Wall & Mathieson, 2006) 、観光リーケージ

の増加 (Pratt, 2015) 等、これらの否定的な経済のインパ

クトが発生する。さらに、地域の伝統芸能の急速な変化

をもたらすといった社会的なインパクト (Akis, 
Peristianis, & Warner, 1996) 、訪問客が増加することによ

り、交通渋滞の発生や公園等の施設の利用の制限といっ

た環境への否定的なインパクトが生じる (King, Pizam, & 
Milman, 1993; Johnson, Snepenger, & Akis, 1994) 。このよ

うな観光を通じた負のインパクトは、訪問客の観光体験

に直接影響し、その結果、目的地のイメージと観光開発

に影響を与える可能性がある (Jurowski, Uysal, Williams, 
1997; Woosnam, Draper, Jiang, Aleshinloye, & Erul, 2018) 。
そのため、上記の課題を解決し、持続的な観光発展への

プロセスの解明のため、当該分野の研究が観光分野の大

きなテーマの一つとされている。 
 地域住民と観光開発に関する関係性の研究において、

合理的行為理論 (TRA) (Dyer, Gursoy, Sharma, & Carter, 
2007) 、コミュニティへの愛着 (Gursoy, Chi, & Dyer, 
2009) や満足 (Ko & Stewart, 2002) 等、様々な研究者に

よって、いくつかの理論的枠組みが提案されている。そ

の中でも当該分野の中心的な議論は、Ap (1992) が観光

地に適用させた「社会的交換理論 (Social Exchange 
Theory：以下SET)」である。Ap (1992) によれば、SET
は個人とグループ間における資源の交換に関連した一般

的な社会学的理論であり (Ap, 1992, p.668) 、その交換は

行為者間の信頼のレベルと知覚される利益に依存してい

る。例えば、交換関係にある当事者が交換によって価値

や報酬を得る場合、または知覚コストが交換から生じた

利益を超えない場合は交換を行う (Nunkoo & Gursoy, 
2012) 。他方で、交換を行う当事者に利益をもたらさな

い場合、交換関係のアンバランスを回復するように努め

るが、それでも回復しない場合、その交換関係を中断し

たり、その関係から離脱する (佐々木, 2007) 。このよう

に、観光の影響に関する肯定的な認識は地域住民の支援

と関与にプラスの影響を与え、否定的な認識はそのよう

なコラボレーションにマイナスの影響を与える (Nunkoo 

& Ramkissoon, 2011; Yu, Cole, & Chancellor, 2018) 。 
 以上、概説してきた通り、SETは、地域住民にとって

観光関連企業が価値をもたらす場合、もしくは地域住民

に生じるコストが利益を超えない場合、必然的に観光関

連企業をサポートするということを前提とした (Ap, 
1992) 。そして、Apが提示したSETは、多くの研究者

が、地域住民の観光に対する態度を分析する際に、理論

的フレームワークとして適用させており (e.g. Bestard & 
Rosselló, 2007; Nunkoo & Gursoy, 2012) 、観光研究分野で

注目を集めた理論である (Sharpley, 2014) 。 
 
２．仮説の設定 

 前節では、住民の参加・協力意図と社会的交換理論に

関する先行研究のレビューを行い、特に当該分野の代表

的なモデルであるSETの観光分野における貢献を指摘し

た。しかし、SETを用いて、観光開発に関する地域住民

の参加・協力意図を測定する上で、限界が存在するた

め、SETを応用したモデルの検討が不可欠である。そこ

で本節では、SETを補いながら、地域住民の参加・協力

意図を測定するために、仮説を設定する。 
 
態度と参加・協力意図 

 多くの研究者は、観光開発を通じた住民と地域の相互

作用を理解しようとしている (Kang & Lee, 2018) 。何故
なら、観光開発に対する住民の支持や態度の認識が、コ

ミュニティ開発の成功を測定する主要な指標となるため

である (e.g. Sirgy, Rahtz, Cicic, & Underwood, 2000; Nunkoo 
& Ramkissoon, 2011) 。観光の成長が観光地に影響をもた

らしているため、地域への観光開発の影響に関する住民

の認識を分析することは重要である。 
 ただし、Sharpley (2014) は観光開発に対して肯定的な

態度を示していても、実際に住民に参加・協力意図があ

るかは別であると「態度と行動意図」について問題提起

をしている。また、参加・協力意図があるように見えて

も、住民が観光開発に好意的な態度を示すとは限らない  
(Carmichael, 2000) 。このように、Sharpley (2014) が、

「『知覚』と『態度』は『行動意図』と同義語として捉

えることができない (Sharpley, 2014, p.47) 」と指摘して

いるように、観光開発に対する態度や参加・協力意図を

別々の概念と捉え、これらのプロセスを分析する必要が

ある。しかしSETを用いた多くの研究は、それらの関係

性を区別せず分析している。そこで本研究では以下の仮

説を設定する。 
 

H1：観光開発への態度は、地域住民の参加・協力意図

に正の影響を与える。 
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観光開発のインパクトと住民の態度 

 観光開発を通じた地域へのインパクトと住民の態度に

関して、訪問客との交流自体はどの地域住民にとっても

同質であるが、観光によって利益がもたらされる住民と

そうではない地域住民では評価が異なってくる (Ribeiro 
et al., 2017) 。また、地域が観光を推進した際、観光で生

計を立て、個人的な便益があると考えている地域住民

と、観光を通じたインパクトが地域にもたらされると知

覚していても自分自身が観光で生計を立てていない地域

住民の観光開発への態度は異なる可能性がある。さら

に、観光開発がもたらす地域へのインパクトは様々存在

し、そしてそれらは肯定的、否定的、双方をもたらす 
(Vargas, Valle, Mendes, & Silva, 2015) 。 
 まず、観光開発は、地域の雇用機会と収益の増加、地

域経済の改善による地域のインフラストラクチャと道路

サービスネットワークの開発等、いくつかの肯定的なイ

ンパクトを生み出している (Yoon, Gursoy, & Chen, 2001; 
Lepp, 2007; Garau, Gutiérrez, & Díaz, 2019) 。また、観光の

発展は、文化的アイデンティティや誇りの創造等、地域

の社会的なインパクト (Johnson et al., 1994; Ribeiro et al., 
2017) 、景観の保全と地域の景観に関する改善、天然資

源の保全といった環境へのインパクト (Lankford & 
Howard,1994; Andereck & Nyaupane, 2011; Yu et al., 
2018) 、これらの肯定的なインパクトをもたらしている 
 一方、観光開発は、生活費の増加 (Liu & Var, 1986) や
観光収入からの過剰な依存 (Wall & Mathieson, 2006) を
引き起こす。さらに、観光開発により、伝統文化の抜本

的な変化 (Akis et al., 1996) 、交通渋滞などの環境への悪

影響、訪問者の増加による公共スペースの利用の制限等

(King et al., 1993; Johnson et al., 1994) 、否定的な影響に繋

がる可能性がある。上記の議論のように、この地域にお

ける肯定的、否定的な影響は、観光開発に対する住民の

認識と支援に影響を与えている (Lepp, 2007; Ribeiro et al., 
2017) 。 
 以上、観光開発のインパクトと住民の態度を概説した

が、Homans (1967) は、SETの分析対象となる人間をエ

ゴイスティックな「経済人」と捉えている。しかし、地

域住民が訪問客と交換関係を持つ際、個人的な経済的な

便益のみならず、様々な点が考慮される。例えば、観光

で生計を立てていない地域住民は、観光開発による地域

への経済的な利点のみならず、地域の伝統文化やイベン

ト、地域の自然資源の再認識といった公のメリットも考

慮に入れて、観光行動を評価する。 
 これまでの先行研究をみても、上記で述べた観光開発

を通じた経済的・社会的・環境へのインパクトの認識と

観光開発への態度との間に直接的な関係が確認されてい

る (e.g. Lee, Kang, Long, & Reisinger, 2010; Nunkoo & 
Ramkissoon, 2011; Nunkoo & Gursoy, 2012) 。そして、先

行研究では、観光開発にプラスの影響を与える住民は、

観光開発に支援を示す傾向が示されている (Gursoy & 
Rutherford, 2004) 。さらに、肯定的な影響は否定的な影

響よりも観光開発への支援に影響を与える可能性が高い

ことが多くの研究者が指摘している (Lee et al., 2010; 
Gursoy, Yolal, Ribeiro, & Netto, 2017) 。そこで本研究では

以下の仮説を設定する。 
 

H2：観光開発による地域への経済的なインパクトは、

地域住民の態度に正の影響を与える。 
H3：観光開発による地域への社会的なインパクトは、

地域住民の態度に正の影響を与える。 
H4：観光開発による地域への環境へのインパクトは、

地域住民の態度に正の影響を与える。 
 
観光政策の方針と観光開発へのインパクト 

 観光政策の方針と観光開発へのインパクトに関して、

観光に関する政策立案者が地元コミュニティのニーズを

考慮せず、地域住民の支援と協力を要求しない場合、観

光開発を通じた地域の発展は持続可能とは言えない 
(Nunkoo & Ramkissoon, 2011; Su & Wall, 2015) 。前述した

通り、地域住民はコミュニティの重要な要素であり、観

光のメリットとコストに関する地域住民の認識により、

地域の観光開発の成功が決定される (Deery et al., 2012; 
Sharpley, 2014) 。これらの前提により、地域社会をより

よく知り、協力を得るために、最近の研究は、公的機関

の市場志向を変数として使用し始めている (Song, Xing, 
& Chathoth, 2015; Molander, 2018) 。 
 政府や地方自治体は、地域社会に観光開発に対して前

向きなインパクトを示すことを義務付けることはできな

い。しかし、観光政策の方針に対する信頼は、観光開発

の影響に対する地域住民の反応の条件となるため、持続

可能な発展を実現するためには、地域社会からの好まし

い反応が必要である (Hetherington & Husser, 2012; Nunkoo 
& So, 2016) 。これらの結果を裏付けるように、政策立

案者の観光政策の方針は、観光開発による経済的なイン

パクト (Su & Wall, 2011) 、社会的・環境を含む肯定的な

インパクト (Nunkoo & Smith, 2013; Nunkoo & So, 2016)、
これらに対する認識を大幅に予測することを示した。 
 以上指摘してきた通り、観光政策の方針に関して、地

方自治体における政策の方針・決定は、地域のアクター

の意思決定プロセスに関係しており、観光地において

も、個人及びコミュニティの利益、双方を促進するため

に、観光政策の必要性が指摘されている (Nunkoo & So, 
2016) 。また、観光に関連する政策立案者は、観光開発

への地域住民の認識を十分に理解し、それらを観光政策

や戦略に組み込む必要がある (Sharma, Dyer, Carter, & 
Gursoy, 2008) 。しかし、SETを援用した多くの研究で



 
地域住民による観光開発へのインパクトと参加・協力意図に関する一考察 −大阪府在の若年層を中心に−（宮城 博文） 

An Inquiry into Support Intention and Impact toward Tourism Development -The Case of Young Residents in Osaka Prefecture- (Hirofumi MIYAGI) 
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は、地域住民の観光開発への行動に関する包括的な視点

が不足している。そこで、本研究では以下の仮説を設定

する。 
 

H5：観光政策の理解は、観光開発を通じた経済的なイ

ンパクトに正の影響を与える。 
H6：観光政策の理解は、観光開発を通じた社会的なイ

ンパクトに正の影響を与える。 
H7：観光政策の理解は、観光開発を通じた環境へのイ

ンパクトに正の影響を与える。 
 
観光関連企業への就職希望意図の差 

 最後に8番目の仮説は、観光関連企業への就職希望意

図の差、及び提案されたモデルの因果関係に関係してい

る。本研究では、地域住民の希望や役割の比較において

も、ある一定の共通点があることを考慮に入れている 
(Charters et al., 2011; Martínez et.al., 2017) 。特に本研究の

対象である若年層の住民は、観光地ライフサイクルにお

ける成長段階の地域に住んでいる。また当該サンプルの

属性の一部は、観光関連の講義を受講しているものの、

経済やビジネスを専攻としていることを考慮し、本研究

では以下の仮説を設定する。 
 

H8：若年層における観光関連企業への就職希望意図の

比較は、提案されたモデルの因果関係に有意な差

はもたらされない。 
 
 以上、本章で説明してきた通り、地域住民と観光開発

に関する関係性を考察する上でSETでは限界がある。そ

のため、より包括的な分析枠組の提示を試みるために上

記の仮説を設定し、分析を行う（図１参照）。 
 

 
図１ 提案モデル 

 
Ⅲ．調査方法と結果 

 前章では、住民の参加・協力意図と社会的交換理論に関する

 
1 本論文で紹介する大阪府に関する情報や宿泊客数については、大阪観光局. (n.d.).「OSAKAINFO」Retrieved November 17, 2019, from https://osaka-info.jp/、
並びに観光庁(2019)『宿泊旅行統計調査報告 (平成30年1-12月)』国土交通省による。 

先行研究のレビューを行い、特に観光開発に関する地域住民の

参加・協力意図を測定する際の代表的なモデルであるSETの貢

献と課題を指摘した。そして、SETを応用しつつ、より包括的

な分析枠組の提示を試みるための実証研究の必要性を前章で述

べた。これらを踏まえ、本章では、より包括的な分析枠組の提

示を試みるために、図1の通り仮説を設定し、分析を行う。 
 
１．研究対象と調査方法 

 本研究で扱う大阪府1は本州の中心に位置し、航空機で

中国上海から2時間 45分、米国ホノルルから7時間10
分、フランスパリから12時間35分の場所である。約

1,905平方キロメートルの広さの中に約882万人が住

み、日本全国の人口の7%が大阪府に集約している。大

阪府の観光であるが、延べ宿泊客数は2015年の

30,366,080泊から2018年には39,897,970泊と増加してい

る。特に、大阪府の外国人延べ宿泊客数は、2017年と比

較し、2018年は29.58%に増加している。また観光のコ

ンテンツであるが、グルメ、ショッピング、スポーツ、

伝統・文化と同時に、夜間経済の指標を伸ばすべくナイ

トスポットにも力点を置いている。 
 調査対象者であるが、大阪府内の観光を専攻としてい

ない大学生 (18~29歳) とした。その理由として第一

に、大阪府への訪問客の増加、そして観光収入が将来の

経済の大きな柱となる可能性がある中で、訪問客との接

点であり、満足度に影響する地域住民の行動プロセスを

把握する必要があるためである。第二に、観光を専攻す

る学生を調査対象者とした場合、当該学生は観光開発に

関する学術的な知識があり、将来観光関連企業へ就職を

希望し、観光関連で地域へ協力する等、より大きな意図

があると予想されたからである。第三に、第二の理由と

関連する通り、若年層の学生は、大学での専攻の如何に

関わらず、観光コンテンツを維持・発展させ、大阪府を

観光地として発信していく潜在的な人材となり得る可能

性があるからである。第四に、既存研究で示唆されてい

るように、世代別アプローチが行われている中で、大学

生は若年層世代の見本となることが指摘されているから

である (Gurtner & Soyez, 2016) 。 
 調査は大阪府の通常期である2019年4月、繁忙期で

ある2019年7月に実施し、府内東大阪市に位置する大

学 (大阪商業大学)の観光、並びにビジネス関連の講義を

利用してデータを収集した。調査票は615名に案内し、

欠損値のサンプルを排除したのち、大阪府在の回答者を

抽出した。そして最終的な回答者数は405名であった 
(回収率65.8%) 。回答者の56.8%が「18~19歳」、41.2%
が「20~24歳」、2.0%が「25~29歳」、男性が67.7%、女
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性が32.3%であり、調査実施場所のデータと類似してい

る2。また、観光関連への就職希望者は21.9%、就職を希

望しない・未定者は78.1%である。サンプルのサイズ

は、後述するPLS-SEM (Partial least squares structural 
equation modeling)を使用する場合に提案される変数の10
倍ルールにより、本研究の分析は可能であると判断した 
(22変数、表-１参照) 。 
 また、本研究は5ポイントのリッカート・スケールで

測定した (大変そう思う5 ⇔ 1全くそう思わない)。具

体的な項目であるが、「観光開発への参加・協力意図 
(PCI)」はRibeiro et al. (2017) とKang & Lee (2018)、「観

光開発への態度 (ATT)」はCarmichael (2000) とVargas et 
al. (2015) の測定項目を用いた。これら二つの因子は前述

した通り、異なる因子として分析を行う。観光開発の地

域へのインパクトについては、先行研究より経済的なイ

ンパクト (Yoon et al., 2001; Garau et al., 2019)、社会的なイ

ンパクト (Johnson et al., 1994; Nunkoo & Smith, 2013)、環

境へのインパクト (Andereck & Nyaupane, 2011; Nunkoo & 
So, 2016; Yu et al., 2018) の項目を抽出し、参考とした。

最後に「観光政策の方針」については、観光開発を通じ

た地域へのインパクトと観光政策の関係性を探るため

に、Sharma et al. (2008) とNunkoo & So (2016) の測定項

目を応用した。 これら質問項目について、オリジナル

の質問文 (英語)を日本語に訳し、その文を英語と日本語

のバイリンガルである大学教員 (教授)にチェックしても

らうという手順をとった。 
 データ分析であるが、Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt 
(2017) の提唱する手続きに従って、PLS-SEMを用いて

分析を行った。PLS-SEMは、サンプル・サイズが小さ

い場合やモデルが複雑な場合でも実行可能で、形成的尺

度を含むモデルも容易に扱えるという特徴を持つ (結城, 
2017) 。また、近年の観光やホスピタリティ分野におい

て、PLS-SEMを用いた論文が増加している通り (Ali, 
Rasoolimanesh, Sarstedt, Ringle, & Ryu, 2018)、当該分野の

研究で注目されている分析手法である。 
 
２．調査結果 

 まず、住民による訪問客受入行動志向性に関する測定

項目 (22変数)を、共通する特徴を有するグループに分

類するために、バリマックス回転による探索的因子分析

を行った。この分析の後、6つの潜在変数の構造が得ら

れ、それぞれの変数を「観光開発への参加・協力意図 
(PCI)」「観光開発への態度 (ATT)」「観光開発に対する地

域への経済的なインパクト (ECI)」「観光開発に対する地

 
2 調査実施大学における在校生の出身地は、大学パンプレットによると2019年4月1日時点で、大阪府が52.2%、近畿 (大阪以外)が30.4％、近畿以外が
17.4％である。在学生の居住地は公表されていないが、近畿以外の在校生の大半が大学周辺に住んでいると仮定すると、69.6％が大阪府内に暮らしている

と想定される。また男女比については、河合塾が提供する入試情報サイト (河合塾. (n.d.).「Kei-Net」Retrieved November 17, 2019, from https://www.keinet.ne.jp/)
によると、男性が85.2%、女性が14.8%であるが、観光関連の科目の女子の割合を鑑みると、本論文のサンプルのデータと類似している。 

域への社会的なインパクト (SCI)」「観光開発に対する地

域への環境へのインパクト (ENI)」「観光政策の方針 
(OTP)」と命名した。 
 

表１ 構成概念と測定結果 

 
 
 そして、これらの変数について、各々の信頼性と妥当

性を確認した。因子の信頼性分析では、観測された変数

が必要な最小レベルに到達したことを示した (λ≥0.70)。
各構成概念のクロンバックのα係数は0.72-0.82、CR (合
成信頼性)は0.83-0.88、AVE (平均分散抽出度)は0.56-0.69
の範囲にあり、測定尺度の信頼性は十分に高い (表－１

参照)。すなわち、すべての潜在変数において、クロンバ

ックのα係数とCR は0.7 以上、AVE は0.5 以上であ

った。また、すべての構成概念間の相関係数の二乗値が

各概念のAVE を下回っていることから、識別的妥当性

に関する基準も満たされた (表１参照)。 
 

潜在変数 λ α CR AVE

PCI01: 私は，地域が観光で発展するために，観光客
に協力したいと考える。

0.84

PCI02: 私は，地域の観光開発に参加する意思があ
る。

0.87

PCI03: 他の人に，私の地域が魅力的な観光地として
紹介したいと思う。

0.79

ATT01: 私は，地域が観光によって発展することに好
意的である。

0.70

ATT02: 私は地域に観光客が訪れることが好きであ
る。

0.80

ATT03: 地域での観光開発は私が期待している通りで
ある。

0.71

ATT04: 地域で観光が行われていることに私は満足し
ている。

0.77

ECI01: 観光により，地域の経済が潤っている。 0.79

ECI02: 観光客を受け入れることにより，地域の生活
水準が上昇している。

0.83

ECI03: 観光は，地域住民に，直接的，もしくは間接
的に多くの雇用を産み出している。

0.80

ECI04: 観光により，地域への投資が増加している。 0.81

SCI01: 観光によって，地域コミュニティの歴史や文
化が守られている。

0.77

SCI02:
世界中から来る観光客に出会い交流するこ

と，新たな文化や言語を知ることは，私の地

域にとって貴重な体験である。

0.74

SCI03:
観光によって，私の地域のクオリティ・オ

ブ・ライフが社会的，並びに文化的に向上す

る。

0.80

SCI04: 観光客は，私の地域で，文化的・社会的発展
に貢献している。

0.79

ENI01: 観光が発展することにより，地域の自然環境
が守られ，改善されている。

0.80

ENI02: 観光によって，自然を利用したアクティビ
ティを行う場所が私の地域に増える。

0.81

ENI03: 観光が，地域における歴史的建造物の保全・
修繕を誘発している。

0.79

OTP01: 地方公共団体の観光政策は，地域住民の要望
を聞き入れている。

0.83

OTP02: 地方公共団体が行っている観光開発の計画
は，地域住民のことを考えている。

0.83

OTP03: 地域観光を計画する上で，地方公共団体は社
会的な責任を果たしている。

0.79

OTP04: 地方公共団体が行っている観光マーケティン
グについて納得している。

0.75

観測変数

0.78

0.74

0.78

0.72

0.82

0.81

観光開発

への参

加・協力

意図(PCI)

観光開発

への態度
(ATT)

社会的な

インパク

ト(SCI)

環境への

インパク

ト
(ENI)

観光政策

の方針
(OTP)

 経済的な
インパク

ト(ECI)

0.69

0.56

0.60

0.64

0.64

0.65

0.87

0.83

0.86

0.84

0.88

0.88
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表２ 識別的妥当性- Fornell・Larcker (1981)の基準 

 
 
 次に、いくつかの潜在変数を他の変数と関連付ける構

造モデルの評価に関して、各変数に多重共線性が無いか

を調べるためにVIF (分散拡大係数)を算出した。共線性

のレベルが、5.00を超えている場合、変数のいずれかを

削除することを検討する必要があるが (Hair et al., 2017, 
pp.143-144)、本調査では各変数のVIF、並びに潜在変数

が5.00以下 (1.34-1.99)であり、多重共線性の問題は見ら

れなかった (VIF < 5.00) 。 
 

表３ 仮説の結果 

 
a 1%水準で有意。 
b 仮説パス係数は優位であるが、留意が必要である。 

 
 最後に上記の結果を元に仮説の検証を行った。パス係

数の検定には、ブートストラップ法による5,000 回のリ

サンプリングから得られた標準誤差を用いた (Hair et al., 
2017) 。まず、仮説検証で用いられたモデルが0.08以下

であったため、モデルの妥当性が認められた (SRMR= 
0.067) 。次に、それぞれの潜在変数との間の因果関係が

検証され、すべての関係が仮説と同じ正の関係を示して

いることが明らかとなった。つまり、因果関係の大きさ

に関しては、パス係数(β)が最適レベル (β≥0.3)、最小許

容レベル (β≥0.2)を超えるレベルに達していた。H2に対

応する因果関係は0.2未満のレベルであり、数値が低く

なっているが、一部の著者 (e.g. Ramirez, Arenas, & 
Rondan, 2012; Martínez et.al., 2017) は、数値が低い潜在変

数間の関係を考慮している (β ≥ 0,1) 。潜在変数間の最

も高い関係は、H1のATTとPCI (β=0.70)、H6のOTPと

SCI (β=0.53)、H7のOTPとENI (β= 0.53)、H3のSCIと
ATT (β=0.41)、及びH5の OTPとECI (β= 0.39)である。

最小許容レベルの関係はH4のENIとATT (β= 0.23)であ

る。最も弱い関係は、H2のECIとATT (β= 0.14)で発生

した。したがって1つの仮説 (H2) が特定の留保条件を

持つものの、すべての仮説で有意な正の影響を及ぼして

いるため、H1-H7の仮説は支持された (表３参照)。 
 さらに、モデルの因果関係に関して、観光関連への就

職希望意図による違いを判断するために、PLS-MGA 
(PLS multi-group analysis) を用いて分析を実施した。関係

の重要性 (P≤0.05及びP≥0.95) を分析すると、提案され

たモデルのH2に関連する因果関係に、有意差があるこ

とが確認できた。また、観光関連に就職したいグループ

の場合、H1、H4、H5、H6とH7に関連する因果関係が

希望しないグループより、より強い結果となった。しか

し、これらの因果関係については、観光関連への就職希

望意図による有意な差は認められなかった。したがっ

て、観光関連への就職希望意図における観光開発による

地域への経済的なインパクトと地域住民の態度に関する

仮説 (H2) に相違点は見られるものの、ほとんどの仮説

で相違点が見られなかった。そのため、H8仮説の大半

が支持された (表４参照) 。 
 

表４ 観光関連への就職希望意図による比較の結果 

 
a 1%水準で有意。 
b 仮説パス係数は優位であるが、留意が必要である。 

 
Ⅳ．考察と今後の課題 
本研究は、観光地ライフサイクルの成長段階である地

域 (大阪府)の若年層住民がどのように観光開発への参

加・協力意図へ繋がるのかというプロセスを探ることが

目的であった。そして、観光政策の方針から観光開発へ

の参加・協力意図のプロセスをPLS-SEMを用いて分析

し、H1からH7に関する仮説が支持され、そしてH8仮
説の大半が支持された。 
これらの分析結果について、まず本研究の調査対象者

である若年層住民は、観光開発への態度 (ATT) から参

加・協力意図 (PCI) への肯定的な姿勢を示している。実

際、態度から参加・協力意図へのパスは本提案モデルの

中で最も高い数値を示している (β = 0.70) 。この結果

は、前述した観光開発への態度と参加・協力意図に関す

る問題提起 (Carmichael, 2000; Sharpley, 2014) に対し、あ

潜在変数 PCI ATT ECI SCI ENI OTP

観光開発への参加・協力意図(PCI) 0.832

観光開発への態度(ATT) 0.701 0.747

経済的なインパクト(ECI) 0.416 0.508 0.807

社会的なインパクト(SCI) 0.501 0.631 0.657 0.774

環境へのインパクト(ENI) 0.439 0.529 0.458 0.592 0.799

観光政策の方針(OTP) 0.545 0.569 0.394 0.528 0.528 0.801

T値 P値

H1: ATT -> PCI 0.70 a 23.20 0.00 支持

H2: ECI -> ATT 0.14 a 2.44 0.02 支持
b

H3: SCI -> ATT 0.41 a 6.35 0.00 支持

H4: ENI -> ATT 0.23 a 3.99 0.00 支持

H5: OTP -> ECI 0.39 a 7.79 0.00 支持

H6: OTP -> SCI 0.53 a 9.52 0.00 支持

H7: OTP -> ENI 0.53 a 11.40 0.00 支持

仮説 パス係数 (β) 結果

H1: ATT -> PCI 0.70 a 0.65 a 0.06 0.20

H2: ECI -> ATT 0.36 a 0.08 0.28 0.02
H3: SCI -> ATT 0.22 a 0.42 a 0.20 0.90
H4: ENI -> ATT 0.26 a 0.19 a,b 0.07 0.33
H5: OTP -> ECI 0.45 a 0.31 a 0.14 0.07
H6: OTP -> SCI 0.58 a 0.44 a 0.13 0.09
H7: OTP -> ENI 0.60 a 0.44 a 0.16 0.06

仮説

パス係数(β)
就職

希望間

の相違

P値観光関連への

就職希望

観光関連への

就職拒否・

未定
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る一定の示唆を示したと言えよう。 
次に、観光政策の方針から地域への経済的・社会的・

環境へのインパクトを経由した態度と参加・協力意図の

結果は、双方とも正の関係であった。特に地域への社会

的・環境へのインパクトを経由した関係は経済的なイン

パクトより強い正の関係であった。この結果を通じて、

観光開発が経済的なメリットと同時に様々なインパクト

をもたらすということを確認することができた。 
同時に、「観光関連への就職希望の有無」に関する提

案モデルの比較分析については、双方の傾向が同様の傾

向を示しているという結果であった。すなわち、表４が

示す通り、ほとんどの仮説 (H1、H3-H7) については、

観光関連への就職希望の有無に関するグループ間の相違

は認められなかった。このような比較研究の結果は、地

域住民の希望や役割 (観光関連の就職希望意図)の比較に

おいても、ある一定の共通点があると示した先行研究の

結果 (Charters et al., 2011; Martínez et.al., 2017) を確認する

ことができた。 
他方で、今回の比較分析で、唯一の相違が確認された

のがH2に関する関係性であった。つまり、観光関連へ

の就職を希望しているサンプルの結果は、観光政策の方

針 (OTP)から地域への経済的インパクト (ECI)( β = 0.45)
へ、そして観光開発への態度 (ATT)へのパス ( β = 0.36)
は正の関係を示したが、観光関連への就職を希望しな

い・未定のサンプルに関して、ECIからATTへのパスは

確認することができなかった ( β = 0.08) 。この比較研究

を通じた経済的なインパクトに関するパス係数の結果

は、観光を通じた地域へのインパクトによっては、地域

住民のグループ間で相違を生み出すという先行研究と異

なる結果を確認できたため、注目に値する。 
以上、本研究を通じて、訪問客受入行動志向性の中で

も観光開発への参加・協力意図をもたらす関係性を明ら

かにしたことは、日本における地域でも一定の汎用性を

示すものである。また、今回の研究では、地域へのイン

パクトに観光政策という新たな因子、並びにプロセスを

導入した。このことは、今後の観光地研究に新たな分析

視座を与えたという意味で一定の研究上の成果が得られ

たと考えられる。 
さらに、今回の研究対象の大阪府は観光地ライフサイ

クルにおける成長段階の観光地であり、これからさらに

外国人訪問客の割合が高くなることが予想される。今

後、日本が観光立国を推進し、インバウンド観光を進め

ていく際、訪問客に対する地域住民からの「不信感」と

いう課題が表出してくる可能性があり、その課題解決が

必要となる。本研究では、観光人材の未来の卵である若

年層の比較を行い、若年層住民の観光関連の就職希望意

図によって、特に経済的なインパクト・地域住民の態度

間における差異を明らかとした。この結果は、自治体や

企業が地域に観光開発に関して説明する際、様々なグル

ープに同じ方法で周知するのか、もしくは変更するのか

を、観光開発によるインパクトによって変更できる可能

性を示した。これらのことを鑑みても、当該研究は実務

的な示唆を与えたと言えよう。 
ただし、今後の研究課題として二点挙げられる。第一

に、調査対象者の拡張である。本研究は、観光の成長段

階における地域で、経済やビジネスを専攻としている若

年層の地域住民を対象としている。今後は観光や自然科

学を専攻している学生を含めた調査の検討が求められ

る。第二に国家・地域間の相違の点である。例えば、

Martínez et.al.(2017) が実施した出身地別の比較調査で

は、双方の結果に差は認められなかったが、他の比較研

究では出身地別で差がみられている(宮城, 2017) 。その

ため、今後、観光開発に対する意識や住民行動の過程に

おいても国家・地域対象別に実証研究を行い、当研究領

域おける研究を精緻化していくことが必要であろう。 
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【フルペーパー】 

DMO と地域との関わりについての考察 
コレクティブ・インパクトを手掛かりにした「編集者」概念の導出 

A Study about Relationship between DMOs and Local Community 
 - DMO as an Editor based on Collective Impact - 

 

大野 富彦 (Tomihiko OHNO)* 
 

【 要 約 】 
 現在、観光庁を中心に推進されている日本版DMO は、観光地域づくりの「舵取り役」として期待されるが、一方で、行政と

の役割分担や権限、財源の課題など、さまざまな課題が指摘されている。現段階では手さぐり状態であるといえる。本稿は、以

上を背景に、DMO が観光地をどのようにマネジメントしていけばよいかの参考になるひとつのモデルを、「コレクティブ・イ

ンパクト」を手掛かりに検討する。本稿では、まず、コレクティブ・インパクトと政府が想定するDMO を地域特性から批判的

に検討し、DMO の実際的な姿を「編集者」として示す。無数ともいえる「小さな社会」が、時には重なりながら活動する地域

では、DMO は、ステークホルダーとのゆるやかな連携によって地域を編み込み観光コンテンツ等をつくっていくのである。さ

らに、2 つの DMO（雪国観光圏と秩父地域おもてなし観光公社）の検討から「編集者としての DMO の編集プロセス」を提示

する。DMO の目的はカタチをつくることではなく、「将来への投資」と「プロセス重視」が求められる。そして、DMO の取り

得る編集プロセスには追求すべき、または、馴染むやり方があるのである。 
 
キーワード（Keywords）: コレクティブ・インパクト（Collective Impact） 

ステークホルダー（Stakeholder） 
秩父地域おもてなし観光公社（Chichibu Area Tourism Organization） 
DMO（DMOs） 
編集者（Editor） 
雪国観光圏（Snow Country Tourism Zone） 

 
Ⅰ．はじめに 
 政府が進める「地方創生」において、地域の競争力を

高めるひとつの方策に観光産業の強化が挙げられる。国

は現在、日本版DMO（Destination Management/Marketing 
Organization）を推進し、2019年（令和元年）8月7日時

点で、「広域連携DMO」10件、「地域連携DMO」69
件、「地域DMO」57件の計136件が登録されている。

昨年度に開催された、世界水準のDMOのあり方に関す

る検討会による「中間とりまとめ」（2019年3月29日）

では、DMOの目的を、観光で地域が稼げる仕組みづく

り、オーバーツーリズム対策、そして持続可能な観光地

域づくりのためとし、DMOは観光産業のみならず、農

林水産業、商工業、文化・環境等の多様なステークホル

ダーと連携し、地域の総合政策として取り組んでいく必

要があるとしている。日本版DMOの機能として、多様

なステークホルダーとの合意形成等があることから、

DMOが観光地の「舵取り役」として、あらためて整

理・認識されたといえる。一方で、日本版DMOにはさ

まざまな課題も指摘されている。中間とりまとめをはじ

めとして指摘されることに、行政との役割分担や権限、

財源の課題があり、これらは真剣に議論されるべきこと

と考える。日本版DMOには非常に広範な活動が求めら

 
* 群馬大学 社会情報学部 准教授（Associate Professor, Faculty of Social and Information Studies, Gunma University） 

れており、その役割をシンプルにしていいのではないか

という意見がある（山田、2017、p.83）。さらに、観光コ

ンテンツを含めたインフラ整備の遅れを指摘する声があ

る。多くの観光地が行っているのは、SNSやパンフレッ

ト、キャンペーンといったプロモーションである。何も

整備されていないのに（地域からみた）魅力を発信する

のは時代遅れであり、特に、地域DMOにはインフラ整

備が求められるとの指摘である（アトキンソン、

2019）。日本版DMOは、観光産業の強化、地域の競争

力を高める上で、今後、うまく機能していくことが期待

されるが、これらの課題をふまえると、現段階では手さ

ぐり状態であるといえる。現場ではどのように「舵取

り」していけばよいのか、正直、わからないといったと

ころもあるのではないかと推察される。 
 本稿は、DMOが観光地をどのようにマネジメントし

ていけばよいかの参考になるひとつのモデルを提示する

ことを目的とする。より具体的には、ここ数年、注目さ

れている「コレクティブ・インパクト」（社会変化の共

創）を手掛かりに、DMOの立ち位置を整理し、その上

で、先進的な取り組みを行うDMOの分析から、DMO
が対象地域にどのように関わり、観光地域づくりを推進

していくか、その方策を提示することである。ここで注
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意したいのが、事例分析から何かを検証するというので

はなく、先進事例を通じてDMOにとって参考になる実

践上の知見を提供したいということである。 
 本稿の構成を簡単に述べる。次章は、本稿で依拠する

コレクティブ・インパクトを説明し、リサーチ・クエス

チョンを導出する。Ⅲ章では、観光地の特性等からコレ

クティブ・インパクトとDMOを議論し、DMOの観光

地における立ち位置を示す。Ⅳ章は、民間主導のDMO
（雪国観光圏）と行政を中心に設立・運営されている

DMO（秩父地域おもてなし観光公社）の2つを取り上

げる。2つの事例を取り上げる理由は後に説明する。Ⅴ

章は発見事項と議論になり、Ⅵ章がおわりとして、本稿

の成果と課題を示す。 
 
Ⅱ．コレクティブ・インパクト 

 コレクティブ・インパクトとは、「異なるセクターか

ら集まった重要なプレーヤーたちのグループが、特定の

社会課題の解決のため、共通のアジェンダに対して行な

うコミットメント」（Kania, and Kramer, 2011, p.36）と定

義され、すなわち、企業やNPO、行政、地域など立場の

異なるステークホルダーが個々の強みを活かし協働して

社会的課題を解決しようとするアプローチである。これ

までコレクティブ・インパクトは、教育、雇用創出、環

境汚染などの問題・課題で成果を上げているが（クラマ

ー・フィッツァー、2017、p.21）、取り組む上では、以下

の5つの要素をそろえる必要がある。 
① 共通アジェンダ：参加者はビジョンや何が問題なの

かを共有し、ベクトルを合わせた活動をとらなけれ

ばならない（クラマー・フィッツァー、2017、
p.22）。 

② 共通の評価システム：参加者は活動の評価方法・報

告方法についての項目を設定し合意する必要がある

（クラマー・フィッツァー、2017、p.22）。 
③ 相互に補強し合う活動：多様なステークホルダー

が、設定した課題解決に向けて、それぞれの強みを

活かした活動に集中する必要がある（クラマー・フ

ィッツァー、2017、p.23）。 
④ 定期的なコミュニケーション：参加者は信頼関係の

構築や活動の調整等のために定期的にコミュニケー

ションをとる必要がある（クラマー・フィッツァ

ー、2017、p.24）。 
⑤ 活動に特化した「支柱」となるサポート：ビジョン

等の提示、活動の支援、評価方法の確立等のため

に、独立した組織（支柱）が必要である。「支柱」

は1つの組織が管理することもあれば、複数の組織

が分担して管理することもある（クラマー・フィッ

 
1 本稿では、観光地と地域をほぼ同じ意味で用いている。それは、両者の厳密な定義づけを行わなくとも本稿の論証に影響ないと考えるからである。 

ツァー、2017、p.24）。 
 さて、5つの要素を完全にそろえるには、さまざまな

困難が伴うことが予想される。クラマーとフィッツァー

も、多様なステークホルダーが参加するコレクティブ・

インパクトでは、これらの要素を短時間ですべてそろえ

るのは難しく、1年あるいはそれ以上の活動が求められ

ることもあるとしている（クラマー・フィッツァー、

2017、p.22）。「支柱」となる組織がコレクティブ・イン

パクトをどのように実践するかについて、井上（2019）
は、「必要なプレーヤーを集める」「データに基づいて共

通の理解（アジェンダ）を掲げる」「相互理解や関係性

の質を高める工夫が必要」だとしている。以上の議論を

参考にして、DMOを支柱とした場合、DMOが観光地

で実践するコレクティブ・インパクトは次のように整理

することができる。すなわち、DMOが、関係するステ

ークホルダーを集めてアジェンダと共通の評価システム

等を設定し舵取りを行う。DMOと各ステークホルダー

は各々の強みを活かした活動を行い、相互に補強し合

う。そして、定期的にコミュニケーションの場を設け

て、進捗を確認したり、KPIを用いて活動が効果を上げ

ているか等を評価したりするのである。このように理

解・整理すると、政府が日本版DMOで想定するDMO
の姿は、コレクティブ・インパクトと整合的であること

がわかり、現在、手さぐり状態といえるDMOにとっ

て、コレクティブ・インパクトは一定の指針になると思

われる。 
 本稿は、このコレクティブ・インパクトを手掛かり

に、DMOと地域との関わりや先進事例を通じてさらに

深く検討していくものである。本稿のリサーチ・クエス

チョンは以下のようになる。 
 DMOを「支柱」と捉えた場合、DMOは観光地にお

いてどのような立ち位置で行動しているであろうか？ 
次章では、地域特性からコレクティブ・インパクトと政

府が想定するDMOを批判的に検討し、そこで得られた

知見をもとにDMOの実際的な姿に迫っていきたい1。 
 
Ⅲ．地域特性からみたコレクティブ・インパクト

とDMO 
 コレクティブ・インパクトで暗黙的に仮定されている

こととして、大企業が社会課題を解決する上での重要な

プレーヤーであること、貧困、環境、教育、労働など、

ある程度、顕在化された社会課題を想定していることの

2つがある。本稿では、DMOを「支柱」と捉えて議論

していくが、特に2つ目の仮定（顕在化した社会課題）

は、地域特性からみるとどのように分析できるだろう

か。また、政府が想定するDMOについても気になる。
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観光庁は、日本版DMOを「観光地域づくり法人

（DMO）」とし、具体的には「地域の多様な関係者を巻

き込みつつ、科学的アプローチを取り入れた観光地域づ

くりを行う舵取り役となる法人」とし、「観光地域づく

り法人(DMO)を中心とし、地域の関係者が主体的に参画

した体制を構築」すると説明している（観光庁ホームペ

ージ、2019年11月7日閲覧）（図1を参照）。「舵取り

役」「中心とし」という言葉から、DMOは地域のプラッ

トフォームとして機能することが求められているといえ

る。観光庁の政策に「観光地域づくりプラットフォー

ム」があり2、その流れを汲んでいると考えられる。こち

らについても、地域特性をふまえると、DMOの立ち位

置＝「舵取り役」「中心とし」となるであろうか。以降

では、地域特性に関するいくつかの先行研究をもとに、

以上の疑問について議論していく。 
 

 

図1 DMOの役割 
出典）観光庁ホームページ：日本版DMOとは？

（http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000048.html）を参考に筆者作成 

 
 地域特性について、本稿では、特に、アジェンダの共

有や合意形成に関わることとして3点指摘する。1つ目

は、平成の市町村合併により、ひとつの市のなかに複数

の旧市町村が存在しており、多くの地域が実質的には地

域連携型になっている（日本政策投資銀行地域企画部、

2017、p.104）ことである。筆者の勤務校のある群馬県で

いえば、たとえば、みなかみ町はこれに該当する。3つ
の地区が合併して現在のみなかみ町になっているが、旧

地区ごとに地域特性は異なる。2つ目は、地域によって

ステークホルダーの観光への関わり度合いが異なるとい

うことである。地域によっては、観光のまちといえると

ころもあるが、他方で、別の産業により力を入れていた

り、観光といってもピンとこないステークホルダーがい

たりする可能性がある。3つ目は、DMOはステークホ

 
2 後に取り上げる雪国観光圏は、平成24年度「観光地域づくりプラットフォーム支援事業」に採択されている。 

ルダーをコントロールするなど到底できないことであ

る。言葉は悪いが、DMOの言うことを聞かなくとも困

るわけではないので、傍観あるいは無関心のステークホ

ルダーが相当数存在する可能性がある。こうした点から

すると、地域には多くの課題が存在しているかもしれな

いが、何が課題なのか、ステークホルダーによってその

認識はさまざまであることや、そもそもDMOとは何？

といった者もあったりする。つまり、顕在化した社会課

題を議論する前に行うべきことがあり、この意味で、井

上（2019）の指摘する、「必要なプレーヤーを集める」

「データに基づいて共通の理解（アジェンダ）を掲げ

る」「相互理解や関係性の質を高める工夫が必要」は重

要だといえる。 
 こうした地域特性からDMOの立ち位置をどのように

整理したらよいか、いくつかの先行研究から検討する。

A Practical Guide to Tourism Destination 
Management(UNWTO, 2007)では、DMOは、統一のとれ

た戦略を策定してそれをもとにステークホルダーをリー

ドし、様々な活動を調整する役割があるとしている。そ

して、ステークホルダーの行う活動をコントロールする

のではなく、彼ら・彼女らとともに行っていく姿勢が求

められるとしている(UNWTO, 2007, p.2)。DMOには、ネ

ットワーク・マネージャーとして行動することが求めら

れるとする指摘がある(Volgger and Pechlaner, 2014, p.64)。
これは、様々なステークホルダーが網の目のように関わ

る観光地の構造に着目し、DMOの立ち位置や振る舞い

を表したものである。さらに、地域マネジメントは上か

らの押しつけや支配ではなく、地域の内発的な力を制度

化する動きといえる（佐藤、2010、p.22）との指摘もあ

る。まちづくり研究の点からは、以上の指摘に通ずる議

論がある。牧野（2017）は、アジェンダを共有したコミ

ュニティを「小さな社会」と捉え、地域には「小さな社

会」が無数といっていいほどあるとしている。その上

で、「上から網をかぶせるようにして、指導していって

も、『まち』は動かないのです。また、まちの課題を解

決しましょう、と提案して、課題を意識させ、その課題

を解決するために住民を動員するという手法も、あまり

褒められたものではありません」（牧野、2017、p.192）。
「ドット（「小さな社会」筆者加筆）がどんどん増えて

いって、それがたまに重なったり、相互に干渉したりす

ることで、新しい価値が生まれ、またそこにドットが一

つ増えていく、という感じなのです。」（牧野、2017、
pp.195-196）と指摘している。 
 以上の議論を参考にすると、DMOの実際的な姿は、

プラットフォームとは別物と整理できる。日本版DMO
は海外のDMOを参考にしてつくられた制度であり、舵

商工業 ・二次交通の確保
・周遊企画乗車券の設定

日本版DMO
「舵取り役」

交通事業者

地域住民

宿泊施設

農林漁業
飲食店

行政

・観光地域づくりへの
理解

・市民ガイドの実施

・観光振興計画の策定
・インフラ整備（景観，
道路，空港，港湾等）

・文化財保護・活用
・観光教育 など・「地域の食」の提供

・多言語，ムスリム対応

・農業体験プログラム
の提供

・6次産業化による
商品開発

・ふるさと名物の開発
・免税店許可の取得

・個別施設の改善
・品質保証の導入

観光を通じた地域づくり 観光による地域創生へ
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取り役あるいはプラットフォームとして機能することが

理想ではあるが、本稿では、実際的な姿を提示したい。

すなわち、DMOは「支柱」といっても常に中心に位置

するのではなく、「編集者」としてステークホルダーと

ゆるやかにつながっているほうが、より現実にそくして

いるという提案である。この「編集者」という言葉は、

先の、牧野（2017）の「小さな社会」、今井・金子

（1988）のネットワーク組織論、金子・松岡・下河辺

（1998）のボランタリー経済の議論に着想を得ている。

図2に示すように、地域ではプラットフォームが中心に

なっているというよりも、さまざまな「小さな社会」が

それぞれのアジェンダにもとづき活動し、時には重なり

ながら、時には同じメンバーが複数の「小さな社会」に

参加しながら活動しているのである。DMOは、ステー

クホルダーを上からの支配ではなくリスペクトを基本ス

タンスとして活動する。そして、ステークホルダーとの

ゆるやかな連携により、彼ら・彼女らの強みを引き出し

集め、編み込むようにして戦略や観光コンテンツ等を共

創していく。そうしたプロセスを通じてステークホルダ

ーと信頼関係が築かれ、ビジョンやアジェンダが共有さ

れていき、いつかDMOの地域での存在感や活動範囲が

広がっていく。極端な表現を使えば、地域では統一的な

マネジメントができないと考えたほうが、手さぐり状態

といえるDMOにとっても活動しやすいといえると考え

る。次章では、DMOの立ち位置をより深く検討するた

めに、2つの事例を取り上げる。 
 

 
図2：編集者としてのDMO 

出典）筆者作成 

 
 

 
3 雪国は代表理事の井口智裕氏、秩父は事業執行責任者の井上正幸氏に継続的にインタビューしている。彼らの声について、両氏には、内容に間違いが

ないか、公表できるものか等の確認をお願いし、許可を得た上で使用している。 

Ⅳ．事例：雪国観光圏と秩父地域おもてなし観光

公社 
１．事例の選定基準 
 本稿は、雪国観光圏と秩父地域おもてなし観光公社の

2つのDMOを検討する。選定基準とその基準に照らし

た各DMOの情報を以下に示す。 
① 早い段階で日本版DMOに登録されていること：2

つのDMOとも第1弾（2017年11月28日）で登

録されている。 
② 政府やシンクタンク等で公表されている報告書やレ

ポート等で先進的な事例として取り上げられている

こと：2つのDMOとも、観光庁観光地域振興部

DMO支援室（2018）『DMO取組事例集』観光庁、

国土交通省・観光庁（2018）『観光地域づくり事例

集～グッドプラクティス2018～』ほかで先進事例

として取り上げられている。 
③ 研究対象への接近性の観点から観察・インタビュー

調査を多く行えること：1、2回の現地調査では表

面的な情報しか得られない。訪問回数を重ねていく

なかで研究対象と信頼関係が築かれ、公表されてい

ない貴重な情報を得ることができる。雪国観光圏に

は2016年から、秩父地域おもてなし観光公社には

2018年から継続的に訪問している。その結果、濃

い情報を得られる。 
以下、それぞれの概要については、主に「日本版DMO
形成・確立計画」を参考に記述し、地域との関わり・編

集については、数回にわたるインタビューで得られた生

の声を極力加工せず、そのまま用いて記述する3。これ

は、両DMOが考えるDMOの実際的な姿を伝えたいた

めである。 
 
２．雪国観光圏（以下、雪国と呼ぶ） 
２．１．概要 

 雪国は、新潟県（湯沢町、南魚沼市、魚沼市、十日町

市、津南町）、群馬県（みなかみ町）、長野県（栄村）の

3県7市町村を対象とする地域連携DMOである。活動

は日本版DMOよりも10年ほどはやく始まっている。

2008年に観光圏整備法が制定され、これを機に、同年、

雪国観光圏を設立し7年にわたり活動、2013年には一般

社団法人化した。2016年に日本版DMO候補法人に登録

され、2017年に候補法人がとれ日本版DMOとなり現在

に至っている。 
「日本版DMO形成・確立計画」には、雪国のコンセ

プトが次のように記されている。「『真白き世界に隠され

た知恵と出会う』。8000 年前から雪と共に寄り添い暮ら

プラットフォーム

編集者

小さな社会

リスペクトが基本
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してきた雪国の地。そこは知恵の宝庫であり、日本人が

忘れかけた真の豊かさが残っている。豪雪地帯がゆえに

育まれてきた雪国文化を体感できる地域づくりを目指

す」。このコンセプトにもとづき活動しているが、事業

運営は、民間、特に宿泊業のメンバーを中心に行ってい

る。宿泊施設の品質管理のための認証制度（「SAKURA 
QUALITY（サクラクオリティ）」）、食の認証（「雪国A
級グルメ」）などがある。最近ではインバウンド対策を

強化している。 
 雪国全体のマネジメント体制は、自治体側の雪国観光

圏推進協議会と民間側の雪国観光圏で構成される。意思

決定機関として、毎月1回雪国観光圏戦略会議を開催

し、両組織で事業等の情報を共有している。また、雪国

文化・スノーカントリートレイル・食文化・観光協会連

携・二次交通・社会資本整備の6つのワーキンググルー

プを形成し、個別の事業は、これらのワーキンググルー

プで検討され、戦略会議に提言される。 
 
２．２．地域との関わり・編集について 

� 「100年先の自分の孫の代まで考えられるようなビ

ジョンを持っていて、経営者としてきちんとマネジ

メントできるスキルを持っていて、お金的にも時間

的にも余裕があるという人間でないと、地域のこと

を議論してはいけないのです。ほとんどのDMOが

失敗するのは、まずビジョンがないですね」（2016
年11月12日インタビュー）。 

� 「やはりDMOは経営をしなければいけません。経

営者は、マインドを持っている人でなければだめで

す」（2019年5月4日インタビュー）。 
� 「僕は、雪国観光圏のやることは投資だと思ってい

るのですね。井仙というブランディングを作るため

に、必要不可欠な投資だと思っています」（2016年
11月12日インタビュー）。 

� 「私にとって、雪国観光圏は、一つのサークル活動

に近いということです。要するに、DMOなので、

本来は、権限と財源がなければDMOとは呼べない

のです。僕らはそのような意味ではDMOと呼べな

いのです」（2019年5月4日インタビュー）。 
� 「まず自分たちが何をしたいのかを僕たちは考えま

す。100年後、200年後、どのような価値観と覚悟

を持つのかということを決めることがまずは第1プ
ロセスなのです。その覚悟、このような未来になり

たいと決めます。2つ目に、ではこの未来を実現す

るために、どのような要素が必要なのか。資源だっ

たり、お客様だったり。そのときに、この未来を実

現するために、どのようなお客様とどのような地域

の価値で、相思相愛の、要するにブランディングの

核となるお客様との信頼関係を築くのに、どのよう

な人をあなたたちはお客様だと認識するのか、とい

うことを決めるわけです。そこから、商品作りを考

える。僕らは、それを地域ストーリーと呼んでいま

すが」（2019年5月4日インタビュー）。 
� 「どちらかというと、僕らのトライは、やってみ

て、実行して、そこで生じる問題を解決したりし

て、いろいろな事業をやりました。それで、修正、

修正しながら、何となく。そこに適宜、そのプロジ

ェクトを考える過程の中で、やっぱりAさんが関

わって、では、もっとこのように見せていきましょ

う、このようにしましょうと、たくさん失敗しなが

ら作っていったという方が多いので」（2018年3月
7日インタビュー）。 

 
３．秩父地域おもてなし観光公社（以下、秩父と呼ぶ） 

３．１．概要 

 秩父は、埼玉県秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小

鹿野町を対象とする地域連携DMOである。秩父の活動

は、行政のメンバーを中心に行われている。もともと、

ちちぶ定住自立圏観光連携協定にある「滞在型観光の推

進」「外国人観光客の増加」「地域ブランドの確立と販売

促進」を推進する中核組織として、2014年に一般社団法

人として設立された。 
 「日本版DMO形成・確立計画」には、秩父のコンセ

プトが次のように記されている。「『ちかいなか秩父』。

都心からほど近い、日本らしい自然、伝統文化の残る

『田舎』としての資源を活用して、滞在型観光、外国人

誘客の増加 を目指す地域をイメージしている」。このコ

ンセプトにもとづき秩父地域全体の観光をステークホル

ダーと連携して行っている。具体的な活動や観光コンテ

ンツとしては、SNSの活用、着地型観光商品の造成・販

売、農泊を利用した修学旅行誘致、広域レンタサイクル

などがある。特徴的な取り組みとして、インバウンド政

策コア会議がある。インバウンド対策として、民間企業

のメンバーが集まり、インバウンド推進のために議論し

たり提案したりできる場を設けている。秩父が事務局と

して全体を取りまとめるかたちになっている。 
 
３．２．地域との関わり・編集について 

� 「町単位だとできないけれども、連携するとできる

という事業があるわけです。例えば、民泊などもそ

うで、長瀞でラフティングできるのですけれども、

泊まる所は、小さな町だけでは大きな学校は受けら

れませんねと、それは連携する価値はありますよね

という言い方をして、それでやっていくわけです

ね」（2018年3月29日インタビュー）。 
� 「DMOと事業者さんは、私はフラットな関係だと

思っています。1業者であって、みんなでつながっ
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ていて、向こうもうちと組めばいいことができると

思うと言ってくるし」（2018年6月15日インタビ

ュー）。 
� 「投資が結構大事だと思って。どのようにしたら住

民がいいと思えるかが結構重要で。一つ一つやって

いって、だから、農家さんに行ったり、民泊で住民

に行ったり、観光業さんが『一回やりましょう』な

どと言ってみたり、いろいろなことをやっているの

です」（2018年6月15日インタビュー）。 
� 「地域コンサル的なことがDMOだと思っている人

が結構いる。マネジメントして、マーケティングし

て、皆さんに号令をかけたがるのですけれども、そ

れを私は無理だと言っているのです。合意形成する

ためには、拾ってきましょうと。皆さんがやらない

ことをやって、トレースをしながらやって、そし

て、『やっぱりあの団体は必要だよね』と言われた

ところから。手間はかかる。汗をかきましょうよと

いう言い方をしているのですね」（2018年3月29
日インタビュー）。 

� 「立場的にもそうではないですか。行政が頭から押

し付けるようだと、皆、ハレーションを起こすの

で、どちらかというと、みんなの意見を吸い上げて

やっていきますよという方が、何か、皆さんの行政

で調整を取りやすい」（2018年6月15日インタビ

ュー）。 
� 「要は、右向け右と、右に向けないと思うのです。

絶対に地域は。要するに、よく先頭に立って、『こ

っちだ』と引っ張っていくわけではなくて、一番後

ろに立って『頼むから右に曲がってね』とやってい

るだけなのです。『もうちょっと右に曲がって』と

やっているだけなのですね」（2018年3月29日イ

ンタビュー）。 
 
Ⅴ．発見事項と議論 
１．発見事項 

 インタビューで得られた情報から、地域との関わり・

編集について発見した事項を述べていく。 
 
１．１．DMOとは：目的はDMOというカタチをつく

ることではない 

 2つのDMOとも日本版DMO第1弾で登録されてい

るが、そもそも、そのカタチを得ることが主目的ではな

かった。雪国は観光圏整備法の延長から、秩父はちちぶ

定住自立圏観光連携協定の流れから、結果的に日本版

DMOに申請し登録されている。 
理想的な意味でのDMOは、権限と財源を持ち、地域

を舵取りしていく。しかし両DMOとも、自分たちをそ

れとは違った姿と捉えている。本稿での「編集」という

言葉を使えば、それぞれ“サークル活動のように地域を

編集している”、“けっして地域コンサル的に振る舞うの

ではなく、ステークホルダーとフラットな関係でゆるや

かにつながり編集していく”となる。DMOのやり方には

型があってそれにもとづき活動できればベストだが、地

域にはそれぞれ特性があるので難しい。基本的な「型」

はつくれても、各地域の実情を踏まえて活動していくこ

とが現実的であると考える。 
 
１．２．将来への投資 

 地域との関わりについて、両DMOとも“投資”という

言葉を強調している。雪国は宿泊等の民間を中心とした

メンバーで活動している。地域が廃れてしまっては、自

分たちの事業にマイナスになってしまう。したがって、

地域活動はひとつの投資なのである。100年先の自分の

孫の代まで考えられるようなビジョンを、覚悟を持って

設定し、それに則った事業を展開する。一方の、秩父は

住民視点の地域を考え、そのための投資としてさまざま

な活動を行っている。行政の立ち位置をふまえた投資活

動だといえる。 
 
１．３．プロセス重視：とにかく動いていること 

雪国はビジョンにもとづいた活動を、自分たちが動け

る範囲でどんどん実行し、そこで学んだことから修正し

また実行していく。決めたとおりに事を運ぶのではな

く、トライ&エラーの繰り返しで編集しているのであ

る。秩父はステークホルダーの声を拾っていくことが基

本である。つまり、農家、住民、観光業に、ニーズや秩

父ができることを聞いたりして「一回やりましょう」と

いうスタンスで編集しているのである。 
 
２．議論 

 雪国と秩父の取り組みを整理すると、以上のような共

通した発見事項があるが、一方で、特に「将来への投

資」と「プロセス重視」の取り組み方法（編集プロセ

ス）について、各論では違いがみられる。ここでは、こ

の点を深く検討し、他のDMOに参考になる知見を導き

たい。 
 図3は、2つの事例を参考にして作成した「編集者と

してのDMOの編集プロセス」である。縦軸をDMOと

ステークホルダーのつながりの深さ、横軸をつながりの

範囲とし、それぞれの象限にあてはまるDMOを次のよ

うに名付けた。すなわち、つながりのない編集者を「悲

しい編集者」、つながりの深い編集者を「こだわり編集

者」、つながりの広い編集者を「顔の広い編集者」、そし

て、つながりの広い・深い編集者を「頼れる編集者」で

ある。 
 ステークホルダーとの接点がそれほどなく、編集者と
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してどのように活動していけばよいか悩んでいるDMO
は「悲しい編集者」である。現段階では、多くのDMO
がこの編集者に該当すると思われる。雪国は、「悲しい

編集者」→「こだわり編集者」→「顔の広い編集者」の

プロセスを踏む。一方の秩父は「悲しい編集者」→「顔

の広い編集者」→「こだわり編集者」である。ある程度

の範囲と深さでステークホルダーとつながると、「こだ

わり編集者」と「顔の広い編集者」という2つの顔を持

った編集者として、トライ&エラーを含めた地道な活動

が求められる。これは、先に述べた地域特性が理由であ

る。つまり、地域には多様な課題が存在しているかもし

ればいが、何が課題なのか、ステークホルダーによって

その認識はさまざまであり、そうしたなかでは、時間を

かけた根気強い取り組みが必要なのである。この点は、

まさにコレクティブ・インパクトの取り組みと整合的で

あるといえ、無数ともいえる「小さな社会」が、時には

重なりながら活動する地域では、DMOは、ステークホ

ルダーとのゆるやかな連携によって地域を編み込み観光

コンテンツ等をつくっていくのである。そうしたプロセ

スを通じてステークホルダーと信頼関係が築かれビジョ

ンやアジェンダが共有されていき、DMOの地域での存

在感や活動範囲が広がっていく。同時に、「共通の評価

システム」「相互に補強し合う活動」「定期的なコミュニ

ケーション」といった要素がそろっていき、いつか「頼

れる編集者」になるのである。 
 図3はひとつの理念型としてDMOの編集者像を表し

たものであり、雪国と秩父がどの編集者に該当するかを

主に議論したいわけではない。強調したいのは、民間メ

ンバー中心のDMOと行政メンバー中心のDMOとで、

取り得る編集プロセスに違いがあるということである。

雪国は、民間企業の経営方法を地域経営にあてはめて活

動しているといえ、これは、Porter and Kramer (2011)の主
張するCSV（Creating Shared Value）に近い。民間企業が

社会課題の解決（観光地の課題）に対応することで収益

などの「経済的価値」と観光地の活性化や雇用の創出な

どの「社会的価値」をともに創造するものである。秩父

は行政としてのやり方が馴染む。行政が頭から押し付け

るようだと、ハレーションを起こしてしまう可能性があ

り、DMOは一番後ろに立って「頼むから右に曲がって

ね」なのである。 
 さて、本稿では、「DMOを『支柱』と捉えた場合、

DMOは観光地においてどのような立ち位置で行動して

いるであろうか？」をリサーチ・クエスチョンとした。

2つの事例から他のDMOは何を学べるだろうか。タイ

プの異なる2つのDMOであっても、DMOの目的はカ

タチをつくることではない、ということであった。この

点は強調してもし過ぎることはない。そして、「将来へ

の投資」と「プロセス重視」に関して、取り得る編集プ

ロセスにはDMOによって追求すべき、または、馴染む

やり方があるということである。現在、「悲しい編集

者」であるDMOの場合、そこから脱却するには、何の

ためのDMOなのかを明らかにした上で、「こだわり編

集者」か「顔の広い編集者」かの視点を持ち、とにかく

動くことが求められる。日本版DMOは、せっかくでき

た制度であり、いい意味で観光による地域づくりが進展

していけばよいと考える。しかし、2つの事例で見てき

たように、DMOとして編集する覚悟がなければいけな

い。覚悟がないのであれば、地域においてDMO的に振

る舞っている組織に任せる、そうした覚悟も必要だと思

われる。 
 

 
図3 編集者としてのDMOの編集プロセス 

出典）筆者作成 
 
Ⅵ．おわりに 
本稿は、コレクティブ・インパクトと地域特性の議論

からDMOを「編集者」として整理した。そして、2つ
の先進事例からDMOの取り得る編集プロセスを示し

た。雪国と秩父の取り組みは、現在、手さぐり状態とい

えるDMOにとって参考になる事例である。繰り返しに

なるが、DMOの目的はカタチをつくることではない。

そして、「将来への投資」と「プロセス重視」に関し

て、取り得る編集プロセスにはDMOによって追求すべ

き、または、馴染むやり方があるということである。 

DMOは、観光地を、民間手法を取り入れてマネジメ

ントしていくものである。しかし、その成り立ちや形態

は、観光協会等の既存組織からDMOになったところ、

本稿で取り上げたように、もともとは違った目的でつく

られ、その流れの延長でDMOになったもの、民間中

心、行政中心、さらに、広域連携DMO、地域連携

DMO、地域DMOなど、本当にさまざまである。そう
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した意味で、本稿で示した編集プロセスは網羅性の点で

課題が残る。 
現在、群馬県にあるDMOをはじめとして、全国の日

本版DMOをフィールドワークしている。より多くの

DMOから得られた情報から編集プロセスに関する知見

を深めていくことが今後の研究となる。 
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IT×自転車イベントで新時代の地域振興を推進する CYCLOG（シクログ） 
CYCLOG promotes new age regional development through IT x bicycle events 

 
西村 典芳 (Noriyoshi NISHIMURA)* 

 

【 要 約 】 
 サイクルツーリズムの国内市場規模は年間 1256 億円で、サイクルツーリズムを経験したことがある人の割合は 53.2％人数と

しては 4143 万人である。近年、自転車を活用した「観光まちづくり」を行う自治体が多くみられる。その地域ならではの自転

車体験を提供し、自転車で観光名所を回遊できるよう整備するなど、多くの自治体が自転車を活用した様々な取組を行い、旅行

者の誘致をめざしている。CYCLOG in 神戸は、自転車にてスマートフォンアプリを使用したオリエンテーリングで画期的なも

ので幅広い層が参加可能である。自転車で神戸の街を隅々まで楽しんで頂けるものになっている。このような自転車観光のメ

リットは、現代におけるエコ志向や健康志向の高まり、また旅行市場の成熟化という特徴に対応しており、観光まちづくりが活

発化する可能性がある。特に、神戸は、観光客数において大阪や京都に大きく引き離され奈良にも差をつけられている状況であ

る。しかしながら、自転車を活用し観光メリットにもあるように、神戸は、神戸港や六甲山という瀬戸内海国立公園があり、他

の地域より地域の景観は優れているのではないかと考えられる。そこで、神戸の観光振興につながるCYCLOG in 神戸大会の実

践報告をする。 
 
キーワード（Keywords）: サイクルツーリズム（Cycle Tourism） 

地域振興（Regional Development） 
IT（Information Technology） 

 
Ⅰ．はじめに 
 2019年ワールドカップラクビー、2020年東京オリン

ピックパラリンピック、2021年関西ワールドマスターズ

ゲームズ開催とビッグゲームが続く。それらを機に、レ

ガシーとして運動習慣の定着が期待されている。 
 そこに、ワールドマスターズゲームズ2021関西組織

委員会が、関西のみならず日本全体にスポーツ・文化・

産業など、様々な分野の効果を生み出す大会として最大

限の成果を生み出せるよう、全国の大学から新鮮で柔軟

なアイデアを提案する「インターカレッジコンペティシ

ョン2017（一般財団法人関西ワールドマスターズゲーム

ズ2021組織委員会・スポーツコミッション関西主催）」

を開催した。そこに、神戸山手大学西村ゼミが提案した

「楽しく健康に！Let’sサイクリング～CYCLOGを活

かして in神戸～「IT×サイクリング」」が準優勝した。

その提案を実現するために、CYCLOG in 神戸大会を企

画し実施した。 
 2018年6月に自転車の利用環境整備、促進することを

目的とした自転車活用推進計画が閣議決定された。この

計画の中では自転車を活用した観光であるサイクルツー

リズムの推進を計画のポイントとして位置付けている。

官民が連携することにより自転車通行空間を整備し、サ

イクリングができるルートを作成することである。 
 自転車を活用した「観光まちづくり」を行う自治体が

多くみられる。その地域ならではの自転車体験を提供

し、自転車で観光名所を回遊できるよう整備するなど、

 
* 神⼾⼭⼿⼤学観光学科教授（Professor, Faculty of Tourism, Kobe Yamate University） 

多くの自治体が自転車を活用した様々な取組を行い、旅

行者の誘致をめざしている。吉倉（2013）は、自転車を

活用した観光のメリットとして以下の点を指摘してい

る。①みずから希望するテーマのルート又は目的地を自

由に選択することができる（主体的）、②健康的である

（健康的）、③環境に優しい（エコ的）、④地域の景観・

風・緑等を五感でスローに満喫可能であり、地域とのふ

れあいの可能性（スロー的）、⑤気軽に安価に狭い走行

空間と駐輪空間できめ細かに目的地を回遊できる（利便

的・経済的）、⑥観光空間が面的に広がることにより、

隠れた地域資源の活用（地域振興的）が可能なことなど

である。このような自転車観光のメリットは、現代にお

けるエコ志向や健康志向の高まり、また旅行市場の成熟

化という特徴に対応しており、このようなことが自転車

を活用した観光まちづくりが活発化する可能性がある。

特に、神戸は、観光客数において大阪や京都に大きく引

き離され奈良にも差をつけられている状況である。しか

しながら、自転車を活用し観光メリットにもあるよう

に、神戸は、神戸港や六甲山という瀬戸内海国立公園が

あり、他の地域より地域の景観は優れているのではない

かと考えられる。そこで、神戸の観光振興につながる

CYCLOG in神戸大会の実践報告をする。 
 
Ⅱ．兵庫県の観光の状況 

 兵庫県は、2018年度の県内の観光入り込み客数を発表

した。豪雨や台風など災害が相次いだことから、前年度
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比で1.5％減の1億3700万人と落ち込んでいる。また、

県が「20年に300万人」と掲げる外国人観光客数につい

ても、前年比で増加したものの、目標の約6割にしか満

たず、苦戦が続いている。  
 地域別では、神戸市が台風や神戸開港150周年の記念

行事が終了したことで、約1割減少している。中播磨地

域も姫路城の改修工事が終了し、人気が落ち着き5.8％
減の63万6000人である。一方、宝塚、伊丹市などを含

む阪神北地域が前年度比18.5％増の311万人と伸が際立

った。昨年3月、飲食店や土産物店などを構えた新名神

高速道の宝塚北サービスエリア（SA）が開業した影響と

みられ、宝塚北SAは入り込み客数で2位である。入り

込み客数の減少に伴い、県内の観光消費額も1兆2859
億円と前年度から3％減少した。 
 観光庁の統計に基づき、県が統計した外国人観光客数

は187万人と前年から約30万人増加しているが、県が

掲げる「20年に300万人」の目標とはほど遠い結果とな

っている。関西でも、大阪（1140万人）や京都（824万
人）に大きく引き離され、200万人の大台を突破した奈

良（277万人）にも差をつけられている。 
 
Ⅲ．サイクルツーリズム 

 サイクルツーリズムとは、サイクリスト国勢調査2018
では「生活圏ではない地域」を訪れ自転車で走ることと

している。国内市場規模は、年間1256億円で、サイク

ルツーリズムを経験したことがある人の割合は53.2％人

数としては4143万人である。地域を訪れる際の予算は

１回あたり平均約3.1万円で宿泊施設が全体の26％、金

額にすると約8100円である。サイクルツーリズム経験

者は、走った地域について84％が「自転車でまた走りた

い」と答えており、地域を選ぶときに最も重視すること

は「土地ならではの景観・絶景を楽しめること」が20％
と最も高い。 
 サイクルツーリズムの先進地である尾道市では、2015
年度のサイクリング客数325,853人（2012年度174,935
人）と伸びている。レンタサイクルは、2016年度78,857
台（尾道貸出分）と過去最高を記録した。また、外国人

観光客は2016年度270,458人と10年で14倍と拡大を見

せている。その中でも台湾が80462人と最も多い。 
 
Ⅳ．CYCLOGとは 
 C YCLOGは制限時間制ポイント獲得型自転車オリエ

ンテーリングである。会場から遠いところがポイントを

大きく設定しており、近いところがポイント小さいため

ルート戦略が腕の見せ所となるなど、観光とサイクリン

グとゲーム性が一体となった新感覚サイクルイベントで

ある。 
 参加者は事前に知らされたチェックポイント

（CYCLOGではログスポットと呼ぶ）を自転車で回

り、専用アプリで写真を撮って参加者自身のSNS
（FacebookやTwitterなど）にアップすることで、得点

を獲得できる。各クラスの制限時間内に得点を稼ぐゲー

ムである。 
 
Ⅴ．CYCLOGのメリット 
① 多くの参加者が訪れることで地元への経済効果が生

まれ、宿泊のみならず飲食やお土産物の需要が高ま

る。 
② 広範囲を回ることが可能なため地域性による不平等

感がない。さらに、自転車の行動範囲は広く、1日
100kmの走行も可能である。 

③ 参加者が自動的にログスポットをSNSにて拡散し

てくれる。 
④ 自転車ユーザーのリピーターが見込め、街を気に入

ったサイクリストは通年で訪れる可能性が高い。さ

らにサイクリストは高所得者が多く、他と比較して

経済効果が高い。 
 
Ⅵ．CYCLOGのログスポット 
 ログスポットは、イベントの目的のひとつとなるた

め、多くの参加者が訪れ、訪れた参加者がログスポット

の写真を思い思いに撮影し自身のSNSで宣伝する。商

業施設のケースでは、訪れるポイントの他に物品購入や

飲食などへのボーナスポイントを設定することで、売上

向上に誘導することが可能である。 
 一度、登録すれば専用のアプリ内、および公式ホーム

ページ上でログスポットの詳細な情報を位置情報付きで

常時掲載することも可能である。そのため観光案内アプ

リ及びサイクリングアプリとしてイベント当日以外にも

使用できるため、誘客の導線を増やすことが可能であ

る。 
 今回は、「スポーツ発祥の地」をテーマに設定した。

ログスポットはゼミ生が分担し各地を調査した。 
 また、参加者を獲得するために、神戸近郊のサイクル

ショップにポスター、チラシの配布依頼をし、関西のサ

イクリングクラブを調査しメールにて参加を呼び掛け

た。 
 
Ⅶ．CYCLOG in 神戸大会結果 
 2018年11月11日、みなとの森公園を会場に実施し

た。参加者は、男性が77％、女性23％、62組148名で

40代が多く参加した（図1）。参加地域は、神戸市内

35％、兵庫県25％、大阪府19％で遠くは埼玉県、新潟

県からの参加があった（図2）。 
自転車歴は、1年未満が28％、2-3年が18％、3-5年

21％であった（図3）。日常的な自転車利用状況は、休日
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にスポーツ自転車に乗っている48.5％、通勤通学にロー

ドバイク使用している39.4％であった（図4）。イベント

の情報源は、スポーツエントリーなどのエントリーサイ

トが39％、友人の紹介33％であった（図5）。参加理由

は、自転車イベントに参加したかった39％、CYCLOG
がおもしろそうだったから33％であった（図6）。参加

感想としては、とても楽しかった36％、まあまあ楽しか

った61％であった（図7）。 
 ログスポットの訪問数は、日本一短い国道（45人）、

ドトールコーヒー元町店（32人）、神戸ポートタワー、

カワサキワールド、海軍操練所跡（31人）、ボウリング

発祥の碑（29人）、マラソン発祥の碑、ボックサン（28
人）、神戸博物館、ケンミンダイニング（25人）であっ

た。 
 ログスポットボーナスポイントの獲得数は、ドトール

コーヒー元町店（27人）、ボックサン（25人）、レーブ

ドゥシェフ（19人）、水の科学博物館（17人）、白鶴酒

造（12人）、菊正宗酒造、英国館、うろこの館（10人）

であった。 
 

 

図1：参加者の性別年代別比率 

出典）CYCLOG in神戸大会2018アンケートより. 

 

 

図2：参加地域 
出典）CYCLOG in神戸大会2018アンケートより. 

 

 

 

 
図3：自転車歴 
出典）CYCLOG in神戸大会2018アンケートより. 

 

 
図4：自転車の利用状況 
出典）CYCLOGin神戸大会2018アンケートより. 

 

 
図5：情報源 

出典）CYCLOG in神戸大会2018アンケートより. 

 

 
図6：参加理由 
出典）CYCLOG in神戸大会2018アンケートより. 

 



 
IT×自転車イベントで新時代の地域振興を推進する CYCLOG（シクログ）（西村 典芳） 

CYCLOG promotes new age regional development through IT x bicycle events (Noriyoshi NISHIMURA) 
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図7：参加感想 
出典）CYCLOG in神戸大会2018アンケートより. 

 
Ⅳ．考察 
 C YCLOG in神戸は、自転車にてスマホアプリを使用

したオリエンテーリングで画期的なもので幅広い層が参

加可能である。自転車で神戸の街を隅々まで楽しんで頂

けるものになっている。このような自転車観光のメリッ

トは、現代におけるエコ志向や健康志向の高まり、また

旅行市場の成熟化という特徴に対応しており、このよう

なことが自転車を活用した観光まちづくりが活発化する

可能性がある。 
 今回の参加者は、遠方からの参加もあり、普段から自

転車を利用している方が多く、自転車経験が浅い方が多

いかと想定していたが、均等な経験値であった。これ

は、CYCLOGの特異性かも知れない。 
 開催日について、神戸酒心館は「酒蔵開き」、南京町

は「KOBE豚饅サミット」があり混雑をしていた。ま

た、当日営業していない店舗もあり確認が必要である。 
 ログスポットの解析では、神戸の街中以外に、六甲山

（6人）や明石大橋（15人）、灘の酒蔵（14人）などに

も訪問しており、回遊性が高まったことがわかった。 
 さらに、参加者を獲得するには「スポーツエントリ

ー」などのエントリーサイトに積極的にアプローチが必

要である。今回の大会でのSNSがどのように神戸観光

に影響したかは不明であるが、有名観光地ではない、地

元のスポットが拡散したことは確かである。 
 神戸は、観光客数において大阪や京都に大きく引き離

され奈良にも差をつけられている状況である。しかしな

がら、自転車を活用し観光メリットにもあるように、神

戸は、神戸港や六甲山という瀬戸内海国立公園があり、

他の地域より地域の景観は優れているのではないか。そ

こで、それらを活用した、CYCLOG in神戸大会が神戸

の観光振興につながるのではないかと考える。また、回

遊性を高めるためにも、神戸市レンタルサイクル「コベ

リン」だけでなく、尾道市のようなスポーツバイクのレ

ンタルが必要である。 
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【ワーキングペーパー】 

会議参加者の再来訪を高めるための顧客経験(CX)の要因の分析 
「京都市における MICE 実態調査」の分析 

Factor Analysis of Customer Experiences to Enhance Revisit Intentions of Conference Attendees 
 - Analysis of MICE fact-finding survey conducted by Kyoto City - 

 

吉田 知香 (Chika YOSHIDA)* 
若林 直樹 (Naoki WAKABAYASHI)** 

 

【 要 約 】 
 本年日本で開催されたラグビーワールドカップや来年東京で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会など、MICE1

振興は観光経営の中でも重要な役割を果たすと注目されているところであるが、MICE の場合、その参加者は一般の観光客と違

い、自分の選択に関わらず MICE が開催される地域を訪問することになる。本稿では、MICE の中でも C の会議（Convention）
の参加者に注目し、会議参加者が会議が開催されている間、その開催地域でどのような顧客経験（CX）を体験すれば、その地

域を再来訪したいと思うようになるのかについて、2014 年 3 月に発表された「京都市におけるMICE 実態調査」2を用いて分析

を行い、会議参加者の再来訪を高めるための顧客経験(CX)の要因について考察する。その結果、会議の参加者が、その地域での

滞在中に価値のある最良の顧客体験（CX）をすることにより、ロイヤルティが高まり、リピーター観光客となる可能性は大い

にあるので、会議誘致を推進するコンベンションビューローや DMO3は、顧客体験（CX）を高めるためのサービスデザインを

構築する必要がある。 
 
キーワード（Keywords）: 会議（Conference） 

顧客経験（Customer Experience） 
京都市（City of Kyoto） 
MICE 

 
Ⅰ．はじめに 
 日本は観光立国実現に向けて様々な取り組みを行って

いるところであるが、「2018年（平成30年）6月12日
に観光立国推進閣僚会議で決定された、『観光ビジョン

実現プログラム2018』（観光ビジョンの実現に向けたア

クション・プログラム2018）においても観光立国実現に

向けた主要な柱の一つとしてMICEが位置付けられて」
4いる。MICEとは、Meeting, Incentive, Convention, 
Exhibitionの総称であり、国際的に激化するMICE誘致

競争を勝ち抜くために、観光庁は、国内の12都市を

「グローバルMICE都市」として選定している。京都市

はこの「グローバルMICE都市」の１つであり、2014年
10月に「京都市MICE戦略2020」5を発行するなど、

MICE誘致に積極的に取り組んでいる。京都市は、

MICEの中でも特に、Convention―国際機関・団体、学

会等が行う国際会議に注力しているようで、2014年3月
に発表された「京都市におけるMICE実態調査」では、

 
* 京都大学 経営管理大学院 観光経営科学コース 2 年 
** 京都大学 経営管理大学院教授 
1 Meeting, Incentive, Convention, Exhibition の総称 
2 京都市.  (2014). 京都市における MICE 実態調査. https://meetkyoto.jp/ja/wp-content/uploads/2015/02/fieldsurvey1403.pdf, 2019 年 9 月 29 日. 
3 Destination Management Organization（デスティネーション・マネージメント・オーガニゼーション）の頭文字の略 
4 国土交通省観光庁. (2019). 政策について. http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/mice.html#data, 2019年10月20日. 
5 京都市産業観光局観光MICE推進室. (2014). 京都市MICE戦略2020.  https://meetkyoto.jp/ja/wp-content/uploads/2015/02/mice2020.pdf, 2019年9月30日. 
6 Lovelock, C., Wirtz, J./白井義男監修、武田玲子訳 (2008). 『ラブロック＆ウィルツのサービス・マーケティング』. 東京都：株式会社ピアソン・エデュ

ケーション, p.369 

京都市で開催された国際会議等について実態調査を行っ

ている。この調査の中で、本研究では、会議参加者の再

来訪意向について注目する。会議参加者の京都滞在中の

どのような顧客経験（CX）が再来訪を高める要因とな

るのかについて分析を行う。 
 
Ⅱ．先行研究と問題提起 

１．先行研究 

 ラブロック(2008)が、「顧客はサービスに満足し、さら

に歓喜すると、『サービスの伝道者』となり、そのサー

ビスだけを利用し、友人などにもサービス利用を勧め

る。」6 と述べているように、顧客のロイヤルティを確立

するには、顧客満足だけではなく、顧客歓喜が必要であ

る。顧客歓喜が起こるような感情の高まりには、顧客経

験が重要な役割を果たしていると考えられる。Johnston 
et al（2012）は、顧客経験について「経験は個々の顧客

の観点から単に認識され、本来個人的であり、顧客の心



会議参加者の再来訪を高めるための顧客経験(CX)の要因の分析「京都市における MICE 実態調査」の分析（吉田 知香・若林 直樹） 
Factor Analysis of Customer Experiences to Enhance Revisit Intentions of Conference Attendees 

- Analysis of MICE fact-finding survey conducted by Kyoto City - （Chika YOSHIDA, Naoki WAKABAYASHI） 
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の中にのみ存在する。」7と定義しており、また、「良い経

験から顧客のロイヤリティが生じる可能性がある。」8と

も述べている。顧客経験が良いと感情が高まり、顧客の

ロイヤルティ確立につながるのである。 
 顧客経験は、シュミット（1999）が、「経験価値マー

ケティング」9で提唱している５つの経験価値、

「SENSE：感覚的経験価値」、「FEEL：情緒的経験価

値」、「THINK：創造的・認知的経験価値」、「ACT：肉体

的経験価値」、「RELATE：準拠集団や文化との関連づ

け」として、各顧客の感性や感覚を刺激し、感情的なエ

ンゲージメントを起こし、それがロイヤルティへとつな

がる。本研究では、会議参加者の京都での滞在中の経験

がそれら５つの経験価値を通して、感情的にエンゲージ

メントされ、それが再来訪意向へとつながる。その５つ

の経験価値の中でも、シュミット（1999）は、「一貫し

ていい気持ちをつくり上げる場合、強力で永続的なブラ

ンド・ロイヤルティを育むことが可能である。」10、

「ACTは、行動上のかかわり合い、ロイヤルティ、そし

て将来に対する見解を促す。」11 と述べているように、

再来訪の可能性をより高めるのは、FEELとACTである

と考えられる。 
 

 
図１ 顧客経験から再来訪へのプロセス 

出典）シュミットの考えを基に筆者作成 

 
２．問題提起 

観光庁のホームページでは、MICE誘致の効果につい

て下記のとおり述べている。 
 
具体的には、以下に掲げる３つの主要な効果が考えられ

ます。 

 
7 Johnston, R., Clark, G.,& Shulver, M. (2012). Fourth Edition Service Operations Management: Improving Service Delivery. Essex: Pearson Education Limited, p7 
8 Johnston, R., Clark, G.,& Shulver, M. (2012). Fourth Edition Service Operations Management: Improving Service Delivery. Essex: Pearson Education Limited, p392 
9 Schmitt, B. H. (1999). Experiential Marketing, The Free Press, a division of Simon & Schuster, Inc /バーンド・H・シュミット/嶋村和恵・広瀬盛一訳. (2000).『経

験価値マーケティング：消費者が「何か」を感じるプラスαの魅力』. 東京都：ダイヤモンド社, 1ページ 
10 Schmitt, B. H. (1999). Experiential Marketing, The Free Press, a division of Simon & Schuster, Inc /バーンド・H・シュミット/嶋村和恵・広瀬盛一訳. (2000).『経

験価値マーケティング：消費者が「何か」を感じるプラスαの魅力』. 東京都：ダイヤモンド社, 161ページ 
11 Schmitt, B. H. (1999). Experiential Marketing, The Free Press, a division of Simon & Schuster, Inc /バーンド・H・シュミット/嶋村和恵・広瀬盛一訳. (2000).『経

験価値マーケティング：消費者が「何か」を感じるプラスαの魅力』. 東京都：ダイヤモンド社, 268ページ 
12 国土交通省観光庁. (2019). 政策について. http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/mice.html#data, 2019年10月20日 
13 京都市.  (2014). 京都市におけるMICE実態調査. https://meetkyoto.jp/ja/wp-content/uploads/2015/02/fieldsurvey1403.pdf, 2019年9月29日. 

［１］ビジネス・イノベーションの機会の創造（中略） 
［２］地域への経済効果（中略） 
［３］国・都市の競争力向上（中略）12 
 
会議参加者は、一般の観光客と違い、自分の選択に関

わらず会議が開催される地域を訪れなければならない。

偶発的に訪問した会議参加者が、その地域で思いもよら

ず素晴らしい顧客経験（CX）をすることにより、その

地域が気に入り、次回は家族や友人と再来訪（リピー

ト）するという効果もあるのではと考える。ゆえに、本

研究では、会議参加者をその地域のリピーター観光客、

ひいては、ロイヤルカスタマーにするための顧客経験

（CX）の要因について経験価値という観点から分析を

試みる。 
 
３．リサーチ・クエスチョンの設定 

 京都で開催された複数の国際会議への参加者のアンケ

ート調査の結果を用いて、下記の仮説について考察を行

う。 
 
 １）日本人と外国人の違いによって、参加者の反応が

どのように違うのか。 
 ２）京都でどのような経験をして、どのような感情を

持ったか。それを経験価値の５つの観点から分析

する。 
 
Ⅲ．研究方法 

京都市が2014年3月に発行した「京都市における

MICE実態調査」13を分析する。 
 
調査対象：国立京都国際会館において開催された下記

の5つの国際会議参加者 
(1) 科学技術系会議1(以下，科学技術系1) 
※エクスカーション参加の外国人のみ 

(2) 医歯薬学系会議1(以下，医歯薬学系1) 
(3) 自然科学系会議1(以下，自然科学系1) 
(4) 自然科学系会議2(以下，自然科学系2) 
(5) 医歯薬学系会議2(以下，医歯薬学系2) 
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調査時期：2013年10月•11月•2014年1月の10日間 
調査方法：会場周辺で調査員が調査票を手渡し，回答 

者が記入後その場で回収 
回収結果：有効回答数882人（うち外国人143人） 

 
表１ 回収結果 ( )内は外国人，内数 

 
※参加予定者数は「会議開催カレンダー」（(公財)京都文化交流コンベンショ

ンビューロー，2014年1月28日版）による. 
出典）京都市.  (2014). 『京都市におけるMICE実態調査』p.17. 

 
Ⅳ．考察と結果 

１．日本人参加者と外国人参加者の比較 

 上記調査結果をもとに、日本人（739人）と外国人

（143人）で比較を行った。 
 京都に初めて来た日本人は3％のみで、5回以上の

71.3％を含め94.5％が2回目以上の来訪者であったが、

外国人は51.7％と、ほぼ半数が初めての来訪であった。 

 
図２ 訪問回数 

出典）京都市. (2014).『京都市におけるMICE実態調査』より筆者作成. 
 
 今回の調査対象の会議日程はいずれも3日間であった

が、日本人の宿泊日数は、0泊も含めると3泊までが

94.1％と会議の日程に合わせた宿泊数なのに対し、外国

人の81.2％は、3泊以上と会議参加に必要な日程以上に

宿泊している。また、京都市内の観光をしたかどうか

（する予定を含む）については、日本人の31.4％に対

し、外国人は83.2％が観光している。この結果からも外

国人は観光のために延泊していると考えられる。 
 

 
図３ 宿泊数 

出典）京都市. (2014).『京都市におけるMICE実態調査』より筆者作成 
 

 
図４ 市内観光の有無 

出典）京都市. (2014).『京都市におけるMICE実態調査』より筆者作成 

 
 「京都にまた来たいと思いますか。」という京都への

再来訪意向への問いに対して、日本人の90.7％が「必ず

来たい」「少し来たい」と回答しており、これは、外国

人の同回答88.1％より高い。日本人の２回目以上の来訪

数が94.5％と高く、また、京都への再来訪意向が90.7％
と高いことより、日本人のロイヤルティは高く、既に京

都のリピーターまたはロイヤルカスタマー観光客である

といえる。 
 また、今回の来訪で京都市内の観光を経験した外国人

の88.1％が再来訪意向を示していることより、国際会議

は京都のブランドイメージの向上や経済波及効果が高い

だけでなく、世界のアカデミックな人々をリピーター観

光客とする二次的波及効果もあることが認められる。 
 

 
図５ 京都への再訪意向 

出典）京都市. (2014).『京都市におけるMICE実態調査』より筆者作成 

 
２．経験価値マーケティングの５つの経験価値に分類 

 観光とはまさに顧客経験の連続であり、会議参加者が

京都滞在中にどのような経験をし、どう感じたかのコメ

ントを調査結果から拾い上げ、シュミットが提唱してい

会議別 参加予定者数 (人) 回答者数 (人)
科学技術系1 800　(550) 34　(34)
医歯薬学系1 8,100　(200) 244　(8)
自然科学系1 1,500　(15) 228　(42)
自然科学系2 290　(120) 136　(55)
医歯薬学系2 4,000　(30) 240　(4)

計 14,690　(915) 882　(143)
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会議参加者の再来訪を高めるための顧客経験(CX)の要因の分析「京都市における MICE 実態調査」の分析（吉田 知香・若林 直樹） 
Factor Analysis of Customer Experiences to Enhance Revisit Intentions of Conference Attendees 

- Analysis of MICE fact-finding survey conducted by Kyoto City - （Chika YOSHIDA, Naoki WAKABAYASHI） 
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る経験価値マーケティングの枠組みの基礎となる５つの

経験価値、「SENSE：感覚的経験価値」、「FEEL：情緒的

経験価値」、「THINK：創造的・認知的経験価値」、

「ACT：肉体的経験価値」、「RELATE：準拠集団や文化

との関連づけ」に、プラス評価とマイナス評価の2つに

分けて分類した。 
 

表２：５つの経験価値への分類 
 プラス評価 マイナス評価 
SENSE 街並み、景観、  
FEEL 街並みに気をつかっていて

好印象、 
Very beautiful city with lots of 
interesting spots and food, 
Very nice city surroundings 
old culture and traditional 
Japanese life、 
More beautiful and well-
prepared for tourism 

案内標示のわかりにくさ、 
IT対応の遅れ、 
観光シーズンの宿泊料の高さ 
 

THINK   
ACT 食事、伝統文化 交通マナーの悪さ、 

夜の観光地がない、 
体験型観光スポットの当日予
約ができない、 
夜の街が暗く、お店も早く閉
まりで歩きづらい、 
バスでの行き方の案内がよく
わからない、 
駅のエレベーターの未整備、 
会議施設等のWi-Fiの未整
備、 
ベジタリアンやムスリム向け
のメニューが少ない、 
Need some improvement with the 
food (food for Moslems, no pork, 
no alcohol) 

RELATE 人々のホスピタリティ、 
It is a place I would like to live 
for a short period.(one or two 
moths) 

英語対応が十分でない、 
市内の混雑、 
 

出典）京都市. (2014).『京都市におけるMICE実態調査』より筆者作成 

 
 ５つの経験価値のうち、SENSEについては、マイナ

ス評価が見られなかった。会議参加者は京都市内の街並

みや景観に関してとても良い経験をしていると考えら

れ、これは京都市が持っている大きな強みと考えられ

る。FEELは、プラス評価とマイナス評価の両方があっ

た。街自体に好印象を持っているコメントがある一方、

不便さや料金の高さに不満を持った人々もいた。今回の

調査では、THINKに属するコメントはみられなかっ

た。マイナス評価が断トツで一番多かったのは、ACTで

あった。交通や食事、観光などについて多岐にわたる不

満がみられた。前述のとおり、再来訪の促進のためには

FEELとACTが特に重要であると考えられるので、これ

らのマイナス評価を是正していくことにより、より良い

顧客経験をしてもらい、再来訪意向につなげていく必要

がある。RELATEでは「１、2カ月住んでみたい」とい

う滞在型観光への意向も見られたのが興味深い。 
 

Ⅴ．今後の課題と展望 

 ある地域に無関心であった会議の参加者が、その地域

での滞在中に価値のある最良の顧客体験（CX）をする

ことにより、リピーター観光客となる可能性は大いにあ

るので、コンベンションビューローやDMOは、会議誘

致を推進するだけでなく、顧客体験を高めるためのサー

ビスデザインを構築するべきである。そのために、まず

始めに、コンベンションビューローやDMOはマーケテ

ィング戦略の中に経験価値を取り入れ、地域の利害関係

者と顧客体験（CX）の重要性について共有していく必

要がある。それにより、リピーター観光客の獲得、ひい

ては、それらの人々を国際競争力の高い魅力ある滞在型

観光へと誘導することができると考える。 
 今回の研究は、「京都市におけるMICE実態調査」と

いう２次データによる分析であったので、会議参加者の

コメントが少なく、経験からどのような価値を感じ、感

情的にエンゲージメントしたのかというところが部分的

にしかつかめなかった。 
 今後、会議参加者に直接インタビューするなど、各人

の経験やその経験から得た価値などを詳しく聞き取るこ

とにより、より詳細な考察を行っていきたいと考える。 
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【フルペーパー】 

訪日教育旅行の効果を高める誘致手法と態勢づくり 
A Study of Attracting Educational Travel to Japan, and Coordinating School Exchanges 

 

宍戸 学 (Manabu SHISHIDO)* 
 

【 要 約 】 
国が施策として推進する訪日教育旅行は、インバウンド観光の推進による経済効果や将来のリピーター獲得という集客効

果だけでなく、青少年交流に基づく文化・教育効果も目的としている。しかし、訪日教育旅行の受入れ態勢は、実際には地

域が独自に取り組み、先進地域ではキーマンが熱心に取り組むものの、態勢は未整備で、取り組みの持続性が課題である。 
以上から、本稿では、訪日教育旅行の受入れを積極的に進める地域の事例研究を通し、受入れを効果的に進める誘致手法

と魅力あるプログラムを提供するための持続的な態勢づくりを検討した。結果として、広域における連携と関係者のネット

ワーク化の重要性が示唆された。訪日教育旅行は、単なる旅行でなく、学びの場の創出である。そのためには、経済効果だ

けでなく、参加者と受入側の相互に教育効果をもたらすことが必要である。そのための態勢づくりとして、教育関係者の参

画とそのネットワーク化の重要性が示唆された。取り組みに成功している地域の受入態勢の事例から、受入体勢のフレーム

ワークを明らかにすることで、他の地域の参考となるだろう。 
 
キーワード（Keywords）: 学校交流コーディネーター（Coordinator of School Exchanges） 

訪日教育旅行（Educational Travel to Japan） 
民泊（Vacation Rental） 
誘致組織のネットワーク化（Networking of Promotion System） 

 
Ⅰ．研究の背景と目的 
１．観光施策としての訪日教育旅行の動向 
 国土交通省は、2005年に「訪日教育旅行の促進のため

の検討会」を開催し、その報告書を公開し、促進に取り

組むことにした1。2006年施行の観光立国推進基本法に

基づく「観光立国推進基本計画」においては、「第３ 

観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ず

べき施策」の「３．国際観光の振興」の中で、「（二）国

際相互交流の促進」として、「③ 青少年による国際交流

の促進」が掲げられた。そこでは、「（訪日教育旅行の促

進）青少年の訪日旅行の形態である「訪日教育旅行」と

総称される団体旅行は、若年層の交流拡大による国際相

互理解の増進、学校における実践的な国際理解教育の推

進や地域の活性化にも有益であるとともに、訪日教育旅

行により我が国を訪れた青少年は、将来、リピーターと

なり得る。このため、我が国の学校等を訪れ、児童生徒

と交流するフレンドシップ・ジャパン・プラン等による

外国人青少年の受入者数の倍増を目指すなど、平成 19 
年 3 月現在で 30 の道府県で設立されている学校交流

受け入れ促進のための訪日教育旅行促進協議会の活用や

設立拡大等を通じて、受入体制の整備を積極的に推進

し、訪日教育旅行の拡大を図る。」と明記した。2012年
に改訂された「観光立国推進基本計画」においても、同

内容で施策は継続している。 
2013年には、内閣総理大臣が主宰する観光立国推進閣

 
* 日本大学 国際関係学部 教授（Nihon University College of International Relations, Professor） 
1 2005年の報告書では、その誘致のために各地域に「訪日教育旅行促進のための協議会」を設立することが示され、一時取り組みが広がった。 

僚会議が策定する指針「観光立国実現に向けたアクショ

ン・プログラム2013」がまとめられるが、その中に青少

年交流の促進は記載されたが、訪日教育旅行というキー

ワードは記載されなかった。しかし、「観光立国実現に

向けたアクション・プログラム2014」においては、

「２．インバウンドの飛躍的拡大に向けた取組」「（３）

訪日プロモーションの新たな切り口での展開」の中に新

規に「多くの外国人に青少年のうちから日本の良き理解

者となってもらい、将来に向けて長期的視点で訪日客層

を形成するとの観点から、教育旅行の誘致など若年層の

交流拡大に向けたプロモーションを実施する。」と（訪

日）教育旅行が明記された。 
そして、2015年には「１．インバウンド新時代に向け

た戦略的取組」において、新規の項目として「（２） 未
来を担う若い世代の訪日促進」を設定し、「海外からの

教育旅行について、2020 年までに年間訪問者数を2013
年度の約４万人から５割増にすることを目標に、日本政

府観光局（以下、JNTO）を交流マッチングの一元的窓

口として位置づけるとともに、観光庁と文部科学省が連

携して、海外の学校関係者などの招請や、海外における

セミナーの開催、学校の理解増進や交流に参加する学校

の発掘等の施策パッケージを検討し、「学校交流・体験

促進プログラム」（仮称）としてとりまとめ、実行す

る。【新規】」と定められ、具体的な数値目標が示され

た。この時期に観光庁は、「訪日教育旅行受入促進検討
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会」を設置し、報告書を公開したのである。 
 2016年には『観光先進国』への新たな国づくりに向け

て「明日の日本を支える観光ビジョン」を政府が策定

し、「観光ビジョン実現プログラム2016」と名称変更さ

れた。そこでは、「視点2．観光産業を革新し、国際競争

力を高め、我が国の基幹産業に」の中に「訪日教育旅行

の活性化」が設定され、具体的な施策も提示されてい

る。以降、2017～2019の「観光ビジョン実現プログラ

ム」において訪日教育育旅行の活性化が提示されてい

る。2016以降の経過を示した表1は以下の通りである。 
 

表1 訪日教育旅行の施策の比較 

出典：観光庁 

  
２．本研究の目的と方法 
訪日教育旅行の取り組みが始まり、一定年数を経た

が、宍戸（2018b）が指摘するように、受入態勢2のモデ

ルが変更され、一元窓口となった JNTOの対応や地域の

動きをみると、訪日教育旅行の受入のプラットフォーム

は十分に確立されていない。 
各地域の先進的例として、報告書では「長野県の取り

組み」が例示されるが、その他の地域の状況を把握出来

る全国調査や取り組み事例の紹介は行われていない。宍

戸（2018a）（2018b）は、長野・長崎・北海道を事例に

検証したが、さらに多くの地域事例の検討を行い、比較

することで効果的な受入体勢を検討する必要がある。 
そこで、宍戸（2019）は、訪日教育旅行の各地域の既

存データをサンプリングし、整理・比較することで、地

 
2 本論文では、訪日教育旅行を受入れる組織として明確な「体制」はなく、状況に応じて枠組みが形成されるという意味で「態勢」と表記する。 
3 調査は、2019年8月～9月にそれぞれの地域の観光所管課や観光協会等を訪問し、関係者へのヒアリング及び関連データ収集を行った。 
4 本組織は、2008年に発足したが、2011年の東日本大震災後に訪日教育旅行が低迷したことで休眠状態だった。 

域が訪日教育旅行の受入に対して、求めている視点を考

察した。そこに共通の問題意識が示されたが、さらに各

地域の受入の現状を具体的に把握する必要がある。そこ

で、本稿では、宍戸（2019）のサンプルの中からくつか

の地域事例を取り上げ、それらを詳細に検討すること

で、受入体勢に必要となる着眼点を明示したい。 
 検討する対象は、これまでのヒアリング等で抽出され

た先進例である①四国地域、②関西地域とし、それぞれ

の地域や組織への調査を行った3。 
 
Ⅱ．訪日教育旅行誘致のための地域の実態 
１．既存の事例研究の検討 
訪日教育旅行の受入状況については、観光著の報告書

例や国の一元窓口である JNTO、宍戸（2018a，2018b）
で取り上げた北海道・長野県・長崎県の取り組み事例が

ある。長野県では、小諸市・須坂市などの地域の取り組

みと県を含めた連携を考察し、北海道においては、広範

囲の地域による連携として、2018年「北海道訪日教育旅

行誘致促進協議会4」が再開され、その取り組みが加速し

ている。訪日教育旅行研究は、宍戸（2017b）が指摘す

るように少なく、特に地域の取り組み研究は、磯野他

（2018）による東京都の事例や（一財）日本修学旅行協

会が発行する「教育旅行」での事例紹介に限られ、地域

の事情を探り、現状を知る機会は少ない。 
 

２．取り組みが行われない地域とその理由 
訪日教育旅行への対応については、（公財）日本修学

旅行協会や（公財）全国修学旅行研究協会が毎年調査を

行っているものの、扱うデータは学校を対象としたもの

に限られ、受入れの基本情報にとどまり、全国の地域の

受入状況は把握されていない。このことから JNTOは、

2019年に全国の観光部局を対象に調査を実施した。デー

タは非公開の部分も多いが、いくつかの視点でデータを

把握出来た。また、それぞれの地域において、実際にど

のような取り組みが行われているか詳細はわからない。

宍戸（2019）は以上のデータを元に、複数地域の地域デ

ータをサンプリングすることで、各地域の訪日教育旅行

受入れのために着眼するポイントを比較し、検討した

が、具体的な地域事例の研究には至らなかった。 
そこで本研究において、宍戸（2018a）に続き、複数

地域の取り組みの詳細について訪問調査を行った。地域

の広域観光組織や都道府県や市町村レベルの自治体、観

光協会の中には、国内教育旅行に対する関心に比べ、訪

日教育旅行の重要性に理解や関心をもっていても、実際

には、何も着手していない地域が多いことも判明した。  

観光ビジョン実現プログラム2019

―

―

◇地域の観光部局が中心となって訪日教育旅行の
受入側と来訪側のマッチングを実施する等のため
に必要な体制整備を促進

◇地域の観光部局と教育部局の役割分担を明確化
するとともに、共通理解の醸成を図るよう周知徹
底

・日本政府観光局が設置した訪日教育旅行に関する相談窓口
に、海外の学校から国内地域の学校訪問の希望があった

際には、そのニーズに合った地域（都道府県等）の窓口を紹
介し、交流マッチングの促進を図る。【継続】

―

◇スーパーグローバルハイスクール（SGH）の審査
において、国際交流の一つとして訪日教育旅行を
評価

・スーパーグローバルハイスクールにおいて、帰国・外国人
生徒（留学生）の受入を実施する。【継続】

・アジアを中心とする訪日教育旅行の需要が高い市場におい
て、日本政府観光局による海外学校関係者等を対象とした

セミナーの開催や日本各地への招請事業を実施することによ
り、訪日教育旅行の更なる促進を図る。【継続

・日本政府観光局ウェブサイトにより、訪日教育旅行を受け
入れる学校側が配慮すべき事項等を地方公共団体等へ情報

共有し、セミナーを通じて、地域観光部局と教育部局の連携
方針に関する情報を発信することにより、受入体制の整備促
進を図る。【継続】＜再掲＞

・アジアを中心とする訪日教育旅行の需要が高い市場におい
て、東北をはじめとする地方へ誘致すべく、日本政府観光

局による海外学校関係者等を対象としたセミナーの開催や日
本各地への招請事業を実施し、訪日教育旅行の更なる促進を
図る。【継続】

＜関連施策＞ ○訪日教育旅行に関する新たな体験コンテン
ツ造成の推進

・訪日グローバルキャンペーンに対応したコンテンツ造成支
援を進めるとともに、地域の大学等と観光地域づくり法人

（DMO）等が連携した新たな体験プログラムの開発を推進す
る。【新規】

・日本政府観光局ウェブサイトにより、訪日教育旅行を受け
入れる学校側が配慮すべき事項等を地方公共団体等へ情報共
有し、セミナーを通じて、地域観光部局と教育部局の連携方
針に関する情報を発信することにより、受入体制の整備促進
を図る。【継続】

明日の日本を支える観光ビジョン(2016)

○訪日教育旅行者の数値目標（2020年までに４万人から５割増）の早
期実現に向け、以下の取組を実施。

・地域における調整・相談窓口の構築及び地域の観光部局と
教育部局の連携の促進

・海外と地域をつなげる一元的な相談窓口をJNTOに設置

・訪日教育旅行に対する理解の促進

◇訪日教育旅行の教育的意義について教育部局・
学校に対し理解を促進

・一元的な相談窓口の設置等を踏まえて、訪日教育旅行の教
育的意義について、教育部局・学校に対し理解を促進するた
めの周知を行う。【継続】

◇海外の学校関係者等を対象としたセミナーを開
催

◇海外のニーズ把握や受入側学校との調整におい
て配慮すべき事項を発信

・訪日教育旅行を、東北をはじめとする地方へ誘致するため
のプロモーションを集中的に展開
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以上から、国が訪日教育旅行を促進する施策を行って

いるとしても、広域の観光組織や都道府県レベルの観光

所管課・観光協会等の取り組みには、大きな差があるこ

とが判明した。取り組みに至らない地域や機関で、その

理由を聞くと概ね以下の5点が挙げられた。 
①訪日教育旅行は、受入数が少なく、予約も直前となる

など国内教育旅行に比べて、収益面のメリットがない。 
②来日する学校関係者、国内の交流受入学校、受け入れ

地域、国内外の観光事業者などのステークホルダーが多

く、その調整がむずかしく、手間がかかりすぎる。 
③学校交流や民泊などのプログラムが必須となるが、そ

の対応が難しい。その他のプログラムも未開発である。 
④地域のインバウンドが急増し、その対応や解決すべき

課題が多く、とても手が回らない。優先順位が低い。 
⑤訪日教育旅行に詳しい人間がいないため、何から手を

付けるべきかわからない。ノウハウがない。 
などである。着手できない理由は色々あるが、推進す

る地域と推進していない地域の大きな違いは、「推進す

る人材がいない」こと、そして「取り組むことによる効

果が明確でない」ことである。実施に向けて難しさはあ

るが、推進している地域には、関心を持つ担当者がいた

か、取り組む意義を感じて熱心に取り組む人材が出現

し、実際に行動に移していた。 
結論としては、全国的に取り組みが進んでいるとは言

えない状況にあり、取り組む体制や人材は散見されるに

とどまる。そしてそのことは、まだ訪日教育旅行に関す

る理解が進んでいないことに起因する。 
 
Ⅲ．訪日教育旅行の受入地域事例（１）四国 
１．四国広域での対応事例 
四国においては、「日本観光振興協会四国支部（以

下、日観振四国支部）」が訪日教育旅行の対応窓口とし

て機能している。日本観光振興協会5の他地域の支部は、

このような対応はしていないので、特例だと言える。 
 四国には、「四国ツーリズム創造機構6」という広域の

観光組織があるが、訪日教育旅行の受入に日観振四国支

部が窓口となるには以下の経緯があった。 
四国では、1998年頃から4県観光協会が連携して台湾

に対する誘致活動をしていた。それが「四国ブロック広

域観光推進協議会」であり、その旗振り役が、日観振四

国支部であったが、実績が簡単に上がらない中で、訪日

教育旅行に注目し、議論がされたという。 
2010年には、徳島県観光協会・香川県観光協会・四国

 
5 公益社団法人日本観光振興協会は、会員は全国約700 の観光関係者により構成されており、その範囲も地方公共団体、観光協会、観光関係中央団

体、鉄道、航空、観光関連企業等を網羅している。地域支部は、北海道から沖縄までの9支部であり、四国支部はその一つである。 
6 一般社団法人四国ツーリズム創造機構は、2009年に四国の運輸機関や旅行会社、地域の自治体、経済団体や地元企業との総力で、「四国はひとつ」

「民間組織力・知力・資金の活用」という理念のもと、観光産業の振興、地域の活性化を目的に、官民一体となった「オール四国の観光推進組織」と

して誕生した。 

ツーリズム創造機構の担当者が、JNTOが台湾で開催し

た商談会に参加し、台湾国際教育旅行連盟の校長達と商

談したのが始まりである。これを契機に、平成23年か

ら日観振四国支部として訪日教育旅行に取り組む事業が

始まった。 
2012年から受け入れがスタートし、2013年度の受入

はなかったが、その後の受入は表2の通り増加傾向にあ

る。2019年度のデータは8月末現在のものである。 
 

表2 四国における訪日教育旅行受入データ 

 
出典：＊日観振四国支部の提供資料より筆者作成 

 
四国の誘致の取り組みの特徴は、4県の強みを出すた

めにスケールメリットを生かし、他の地域と差別化する

ことであった。また台湾の教育旅行は、学校交流やホー

ムステイのニーズが高いので、4県が別々に対応するの

ではなく、窓口を「日観振四国支部」1つにすることで

対応出来るプログラムを増やせることを強みとした。こ

れにより、旅行会社からの受入がスムーズになり、各関

係者への依頼もしやすくなった。 
それぞれの行程プログラムからも学校交流や民泊、視

察など、四国内のそれぞれの地域を巡回させながら、各

地域の強みである素材を生かしたものとなっている。 
今後も継続的に台湾の訪日教育旅行誘致を強化する計

画がある。他の国へのプロモーションを考えるべきだと

いう意見もあるが、台湾の受け入れの仕組みが既に出来

上がっており、生徒達の反応も良い。その点でリスクが

少なく、まだ伸びる余地がある。他の自治体も台湾の訪

日教育旅行誘致には熱心であることは理解しており、今

後は競合による奪い合いが生じると考えているが、当面

は継続したいという。 
台湾人は日本への訪問こそ多いが、四国への訪問経験

年度 学校数 人数
学校

交流
民泊

学校

交流
民泊

学校

交流
民泊

学校

交流
民泊

2012 2 1 2 1 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 4 120 1 2 3 0 1 1 1 1
2015 11 433 3 2 3 0 2 5 1 0
2016 10 376 7 1 1 0 1 2 0 5
2017 16 690 7 3 6 0 5 4 1 8
2018 15 540 8 1 2 0 4 4 1 9
2019 6 166 6 1 0 0 1 0 0 4

徳島 香川 愛媛 高知
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は少なく、将来への期待もあり、さらに関西国際空港や

USJに近い立地を生かすために関西と連携することも出

来る。順調に増えている状況にある限り、この方針を継

続することにしている。一方、他国は、それぞれ課題も

あり、力を入れるべき国を絞り込めない。欧米は魅力的

だが遠く、プロモーション経費がかかる。中国や韓国

は、政治情勢が不安である。 
また今回のヒアリングを通じて、４つの県それぞれの

観光の受入組織の体制が異なることも要因と考えられ

る。観光協会に専従職員がいる県もあれば、県職員が兼

務する県もある。体制の違いがあるために、県がそれぞ

れ活動するより、日観振四国支部が一括してその役割を

担い、持続的に取り組むことが重要だと考えている。 
さらに、訪日教育旅行の受け入れに際しては、単に経

済効果や目先の集客にとらわれない考え方や哲学も重要

である。そのためには、継続して取り組む部署や担当者

の存在が不可欠である。その点で日観振四国支部を受入

窓口とし、関係者のコンセンサスを得ることが出来る。 
国内教育旅行として、体験観光や農村体験を提供する

取り組みを行う組織が四国内の各地域にあり、その点で

すでに存在する受入プラットフォームに訪日教育旅行に

協力してもらう場合は、安心して任せられる。 
 また地域特性もある。例えば、香川県は瀬戸内国際芸

術祭などを通して、海外へのプロモーションに成功し、

インバウンド誘致に成功している7が、民泊がないため、

訪日教育旅行において宿泊の提供が難しく、学校交流の

みになっている。民泊受入の仕組みは、四国の民泊エリ

アを6地区8設定している。受入組織があることで、研修

や食など含めた安全対策も行い、信頼もされる。これら

の地域は、すでに国内の教育旅行の受け入れ実績があっ

た。しかし、今後は国内教育旅行の受入のみでは、少子

高齢化による学校の統廃合などで訪問学校数は減少する

だろう。その流れで、訪日教育旅行に熱心な地域があっ

た。 
全体としては、受け入れ総数は大きく変わらないが、

受入地域には変化がみられる。これは、受け入れを担っ

ていた事業者が扱う地域をシフトしたことなども理由と

考えられる。受け入れる側の取り組みが鍵であるとも言

える。これらの流れは図1の通りである。 
 

 
7 瀬戸内国際芸術祭は、2010年から3年に一度開催されるトリエンナーレ方式のアートイベントである。これにより香川のインバウド需要が急増し、

2016年の対前年での伸び率が69.5％で県別1位となった。 
8 祖谷地区・南阿波地区（徳島県）、今治地区（愛媛県）、大豊地区・須崎地区・幡多地区（高知県）である。 

図1 四国受入体制（受入窓口一本化） 
出典：日観振四国支部 

 
台湾の学校から直接か商談時やその後のメールで台湾

の旅行会社から依頼がある。この割合はほぼ半々程度で

あり、国内の旅行会社から話が来ることはない。旅行会

社からの場合は、だいたいの行程が出来ていて、四国内

の受入の対応依頼であるために、日観振四国支部で調整

がしやすい。学校から直接来る場合は、行程等が未定で

あり、四国での受け入れ含めて打診してくるケースがあ

る。受入が可能となった時点で、旅行会社へ依頼して行

程を確定させ、実施に向かうことがある。 
学校交流やホームステイを伴う訪日教育旅行の受入状

況は、ほぼ今の仕組みで把握出来ている。青少年団の来

訪で視察などを行うものも教育旅行と捉えるケースもあ

ったので、四国としては学校交流を行うものを教育旅行

として捉えることで統一している。 
ある担当者は、教育旅行の価値を考えるときに、日本

の子供達の学びにつながるものを教育旅行と考えたいと

述べていた。教育旅行を学びの場と考えれば、確かに可

能性は広がり、それは大人にもおよぶ。しかし、現状で

は、日本の子供達にとっても学びが得られることが必要

であると考えており、その哲学の継承も含めて学校交流

のあるものと位置づける。 
担当レベルでは、訪日教育旅行の定義について、共通

理解をする必要性を感じているという。そこで、観光庁

が定義する学校交流を軸にとらえることにしている。教

育旅行の学校交流の受入をなぜ、観光協会が行うのか考

えてみたときに、いずれ日本に来る若者世代の誘致や、

募集時に広報したものが全校や保護者へも広がること

で、訪問した生徒達が国に戻ってから様々な人に波及す

る効果的なプロモーションになるからだと考えている。 
上記のような考えを訪日教育旅行の受入では引き継ぐ

ことが必要であり、単なる受入業務内容を引き継ぐだけ

では駄目だと考えている。 
具体的な交流する学校探しは、日観振四国支部に入っ

てから、各県の観光協会に依頼する。各県には、筋を通

す意味で教育委員会に打診はするが、実際は断られるこ

とも多く、その場合は担当者の親しい学校にアプローチ
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する。これは、担当者レベルで経験値的に把握している

学校数校に頼っている状況もある。反応が良くない地域

もあれば、日程を示すと必ず対応してくれる地域もあ

る。民泊は行程上で探すことは難しくはないが、学校交

流が難しい。四国のみで任される行程づくりも何件かあ

った。大変だったが、信頼関係があればこそ実施でき

た。校長との信頼関係が出来ると、他の校長にも波及す

る。 
四国内では、学校交流の経費負担補助している地域も

ある。 
また台湾の受入は、現地での現金決済である。受け入

れ側も間違いなくその場で支払ってくれるため安心感が

ある。 
今後は、双方向の学校の提携を促したいと考えてい

る。現在は、徳島県４校、香川県１校、愛媛県５校、高

知県１校が台湾の学校と海外姉妹校提携9をしているが、

実際に姉妹校提携が増えることで学校交流もしやすくな

り、受け入れも活性化すると考えられる。今後はこれを

増やしていきたいが、そのためにも教育委員会の理解が

必要だと感じる。 
最初は面倒がっていた日本の先生方も、交流後は生徒

の表情が変わって、やって良かったと言ってくれること

が多くなってくるなど成果を感じている。 
また受け入れている日観振担当者は、基本は行程にす

べてついて回る。このため人の問題が大きい。実際には

担当者は1名であり、これに変わる人材がいない。業務

に従事する人間の継続配置と力量アップが不可欠であ

る。 
 
２．大豊町の取り組み 
 四国の地域での民泊の受入事例として、高知県長岡郡

大豊町にある「（一財）大豊町観光開発協会」が事務局

となる「れいほく民泊推進協議会連合会」の取り組みに

着目した。受入は大豊町・土佐町・本山町・大川村の4
町村で行う。（図2参照） 
 

 
図2 連合会設立後の連携イメージ 

出典：大豊町 

 

 
9 日本と海外の学校が継続的な姉妹校関係を結び、学校単位で相互に訪問して生徒と教員を含む国際交流活動を行うことにより、相互の文化と社会への
理解を深めるとともに、日本人生徒のグローバルコミュニケーションの向上を図るために行う。 
10 「21世紀東アジア青少年大交流計画」（JENESYS Programme)とは、大規模な青少年交流を通じてアジアの強固な連帯にしっかりとした土台を与える

との観点から、日本政府により進められる事業で、2007年から開始され、現在も「対日理解促進交流プログラム」として実施されている。 

協議会では、2013、2014年に JENESYSプログラム10

を受け入れたのが海外からの民泊受入の始まりだった。

2015年度は0件であったが、2016年度から、日観振四

国支部の依頼を受け、2017年度からは国内教育旅行の受

入もはじめている。国内の教育旅行の予約が早いので、

先に決まっていく。これまでの受入実績を図3にまとめ

た。2019、2020年は調査時段階の実施予定であり、最終

値ではない。 
受入は、全て教育旅行であり、2016～2018年度は台

湾、2019年度は台湾とオーストラリアであり、オースト

ラリアについては、県の国際観光課からの問い合わせで

受け入れる。 
実施上の課題として以下の点があるという。 
①民泊の確保（受入側の高齢化が進んでいる）  
②広域連携の難しさ（各県でのスクラムが不十分） 
③国内の受入が増えたので、訪日の受入を当てはめられ

ないこともある。 
 

 
図3 れいほく民泊受入・予約人数 

出典：大豊町 

 
地域としては、訪日教育旅行の受け入れニーズも高

い。理由は、言葉が通じなくても真面目に対応して受け

入れて気持ちが良いという。言葉は、最初こそハードル

だったが、慣れてくると言葉以上に心の交流が難しいこ

とに気づき、真面目で一生懸命な台湾の生徒は、日本の

子供よりもむしろ対応しやすいという。 
人気のあるプログラムは、①着物体験、②日本文化に

触れること（お茶）、③食事、④雪へのニーズ などで

ある。 
地元の自治体は、自然体験観光に注力し、訪日教育旅

行への取り組みは今後の課題であるため、日観振四国支

部の存在が心強いという。 
本事業を担当する大豊町の担当は、プロジェクト推進

室であり、民泊、森林、集落の維持の3つに取り組み9
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年目を迎えた。担当者は、これまでの観光の受入は、体

験交流メニューをやっていたが、ラフティングなども含

めて民泊へうまくシフト出来た。地域や訪問者に喜んで

もらえるところにやり甲斐はあるという。 
国内の予約は2年前から決まっていくのに対して、台

湾は3ヶ月前か、はやくて半年前である。その意味で

は、2021年の予約はまだ空きが多い。また民泊の受入

は、通常は午前と午後に分けて考え、これまでは午後・

午前1校ずつ1泊で考えるようにしてきた。しかし、詰

め込むことによる受入側の負担も大きい。またずっと予

約が入り続けると努力しなくても受入が出来ると考えが

ちになる。そこで、1校で2泊分を利用するゆとりを持

つ仕組みに変えた。結果として受入数が減り、右肩下が

りとなっているが、努力することが必要だという意識も

大切だと考えている。 
国内の修学旅行は大阪が中心で、実施時期は集中して

大変である。100軒あっても70軒程度しか稼働しない。

それぞれ事情があり、出来ない場合もある。民泊の受入

数が少なく、あと2、30軒あると楽になる。 
国内単価は、台湾単価より高いが、価格差はあって

も、台湾の方が受け入れやすい。コスト重視で運営され

ていない。日本の子供は手がかかる。問題もよく発生す

ると言う。民宿専業は10家庭程度で、ラフティングな

どの体験も提供している。 
観光地ではない地域は、民泊が資源となり、人が魅力

である。また受け入れてきて感じることは、先生方との

つながりの重要性とボランティア体験、SDGs等含めた

新たなテーマの重要性である。 
またこの地域での受入は図4のイメージである。ここ

でも大豊町が窓口となり、近隣地域と連携しながら受入

を進めていることがわかる。 
 

図4 現地コーディネートイメージ 
出典：大豊町 

 
3．大豊町の民泊「A」の受入事例 
 訪日教育旅行を受け入れている1件の民泊家庭を事例

に調査を行った。対象とした民泊「Ａ」は、教育旅行の

子供達だけでなく、一般客の受入も行っている。実際に

は、友人や家族で来る例が多く、気兼ねなく泊まれる民

泊として、大豊町のホームページにも掲載されている。

160年前の住宅を活用し、部屋数は8、素泊まりでは10
人、料理付きだと5，6人程度の受入が可能だという。

一般客の場合は、基本的に受入は1グループに限ってい

る。これは、大人は別グループを嫌がることが多いため

だという。女将さんは、高知のホテルで調理をしていた

経験もあり、かつおのたたき体験のインストラクターも

やっている。 
一般客は、月に2，3組程度受け入れ、生徒達が来る6

月は受け入れない。また冬は寒く、雪が降るので受けな

いという。基本は素泊まりとしているが、オーダーが多

いのは鰹のたたきで、たまに提供している。素泊まりで

も、バーベキューセットがあるので、希望があれば無料

で自由に使わせている。そして朝にみそしる・ご飯・卵

焼きを無料で出し、スイカなど手に入ったものがあれ

ば、これらも無料で出し、宿泊客に喜ばれている。一般

客の受入は、年間50泊ぐらいである。 
民泊を行っているのは、基本的に受入が楽しいこと、

収入により生活も楽になること、そして高齢になったの

でぼけ防止など健康面にも役立つと考えている。 
学生への対応ではあまり気を遣わないが、県外の一般

客は気を遣うことも多く、特に初対面の1人客は苦手で

あるという。  
台湾からの訪日教育旅行を受け入れており、今年度は

大豊町で行われた5回のうち3回は受け入れている。1
回3～4人の子供達が宿泊する。夜に来て、朝早く出て

行くケースが多い。言葉は通じないが、スマホでコミュ

ニケーションが取れるため、あまり問題は感じないとい

う。送り迎えのために、大田口の役場の支所に14～18
時頃の指定時間に出かける。到着後は、生徒達とおしゃ

べりをし、料理を一緒に作る。主なメニューは、ちらし

寿司、天ぷら、そう麺で、台湾人は甘口が好きなため、

おいなりさんも好評である。 
台湾の子供達は純粋で、家族や友人を大事にしている

ことがよくわかる。言葉が通じなくても、何とか理解し

ようと努力してくる。部屋の整理や掃除など含めて、い

ろいろなことに一生懸命取り組む。一方、国内の子供の

受入も10回を越えているが、扱いが難しいことが多

く、虫に弱いなどやりにくさもある。 
夕食後は、お風呂や身支度をしており、その後就寝す

る。朝は，子供達も支度で忙しそうなので、用意する。

そして朝7時から8時までには出かけていく。早い場合

は6時出発もあった。その時はさすがにハードスケジュ

ールだと感じた。時間があるときは、お茶を摘んで、番

茶など飲ませるが、良い体験になっているようだ。摘ん

で・もんで・いって、干したものを入れる。ただ、今の

訪日教育旅行は忙しく、受入時間で行うことは難しい

が、たまに実施出来る。国内の受入では出来ることが多

い。昼頃に到着し、翌日の昼頃に出発するパターンもあ

る。受け入れた子供達から、手紙が来ることもある。台

湾の受け入れは、夜遅く朝早いのが大変である。それで
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も楽しく、ぼけ防止のためにもまたやりたいと思える。 
また、オーストラリア人の受入の時には、珍しく雲海が

入ってきて、とてもきれいで喜んでいた。子供達はやは

り特別な日本らしい体験を好んでいるようだ。 
 
4．他の四国内の自治体の対応 
四国の各県は、すでに述べたとおりにインバウンド推

進の取り組みを積極的に行っているが、訪日教育旅行は

県として単独の取り組みは行われていない場合が多い。

そのため、日観振四国支部の取り組みに対応する形が取

られている。これらの県として実施していない理由を聞

くと，主に以下の点が指摘された。 
①観光政策上の問題と日本観光振興協会四国支部が行っ

ているので役割分担として、任せている。 
②四国として取り組んでいる、民泊の受入体勢がないた

めに、積極的には取り組めない状況。 
③以前、国内教育旅行誘致に行っていたが、近年はそれ

も行っていないため。 
④海外の都市と姉妹提携を結び、音楽の交流、ソフトボ

ールなどの地域と地域の交流としては、高校生の来訪が

あり、そのような取り組みは行っている。 
しかし、振り返ってみると、初期の段階に訪問してき

た高校生が、大学で日本語専攻、卒業後にワーキングホ

リデーで四国の旅館にインターンシップで訪日した例も

見られるなど、その効果は期待している。 
 またこれは明確に発言があったものではないが、観光

協会に専従者がいる場合は受入の哲学が継続するが、県

職員などが兼職しているケースでは、なかなか理解が進

まず、他の業務も多いことから着手に至らないケースも

多そうだ。 
 
Ⅳ．訪日教育旅行の受入地域事例（２）関西 
１．大阪府の受入状況 
大阪府では、2012年度から学校コーディネーターが配

置され、訪日教育旅行の受入が本格化した。現在の学校

コーディネーターは4人体制であり、そのうち3人は元

高校の校長経験者である。着任後1年目から6年目のコ

ーディネーターがいる。大阪府では、10年ぐらい前から

学校コーディネーターがいたと思われるが、2011年度以

前の詳細については、現在のコーディネーターでは分か

らないという。現在最長である６年目の担当者が着任し

た2012年度から訪日教育旅行に関するデータを収集し

ている。データは、海外の学校や旅行会社、教育委員会

や領事館等を通じて依頼があり、大阪観光局が関わった

ものである。これ以外の大阪での訪日教育旅行のすべて

 
11 訪日教育旅行の訪問生徒は、10～20名程度の規模が多く、30名を超えることはほぼなく、多くは小集団である。 
12 実際のキャンセル数とその理由も記録されていた。 

を把握しているわけではないので、実際の数はもう少し

多くなる見込みである。 
大阪観光局は、他の地域と比べるとかなり詳細なデー

タを把握している。データは、2019年8月までの実数と

9月以降の予定であり、以下の観点に関する概略を表3
にまとめた。 
 

表3 大阪観光教育の受入実績

 
出典：大阪観光局提供データより筆者作成 

 
通常は、「学校交流」を条件に計上することが多い

が、受入れの区分を「交流」と「視察」に分けて把握

し、交流と視察をあわせて受入数としている。交流は、

生徒間の交流があるものに限定しており、学校を訪問し

ても、生徒間の交流がなく、いわゆる視察だけは交流と

してあつかっていない。交流と視察が含まれているの

は、ダブルカウントしている。 
また、50人程度以上の大規模な受入11を計上してい

る。訪日教育旅行は、20名以内の少数での実施が多い

が、最大の受入はバス4台で200名規模のものもあった

という。さらに、依頼があったうちのキャンセル数を把

握している12。訪日教育旅行においては、時折キャンセ

ルが発生することが大きな課題となっている。 
これまでは、高校の受入が多かったが、最近は小学校

中学校の受入という低年齢化が起こっているという。園

児を連れてくるようなケースも最近は出始めている。園

児の場合は、親もついてくる。（図5参照） 
 

依頼件数 実施件数 キャンセル 交流 視察 大型 人数

2012 128 114 14 72 42 8 1,484

2013 117 111 6 50 61 16 3,798

2014 133 119 14 74 45 9 3,668

2015 137 126 11 78 48 9 3,952

2016 172 162 10 109 53 25 5,322

2017 199 197 2 128 69 19 6,026

2018 245 219 26 151 68 13 5,702

2019 121 114 7 82 32 8 3,407
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図5 大阪の受入校種別件数推移 
出典：大阪観光局提供データより筆者作成 

 
国・地域別では、中国や韓国が増加傾向にある。ただ

し、韓国との関係から今後しばらくは減少するものと予

想される。（図6参照） 
 

図6 大阪の国・地域別受入件数の推移 
出典：大阪観光局提供データより筆者作成 

 
学校交流先は、国立・大阪公立・私立の受入実績がす

でにあるので、それをもとに依頼し、それ以外もコーデ

ィネーターのネットワークで対応出来る。一度受けても

らった校長は理解しているため話も早い。小中学校は数

が多くなってきているので、さらに受け入れ校を増やす

必要があり、年度当初に様々な校長会に出席して、説明

をした上で受入のお願いをする。 
訪日教育旅行の学校交流の依頼は、3ヶ月前迄にとお

願いしているが、実際には1ヶ月前に来ることもあり、

さらに学校の試験期間に重なると探すのはなかなか難し

い。それでも慣れた学校は、1ヶ月前でも受入が出来

る。初めて受け入れる学校には時間をかける必要があ

る。学校側の理解は徐々に進んできていると感じてい

る。グローバル教育への関心で高まっており、小学校で

も英語教育がはじまり、実践の機会として有効であると

 
13 地域が補助する制度はあるが、交流会で使用するグッズを配布していることは他の地域事例でも例がない。 
14 担当しているのは、大阪観光局マーケティング事業部である。 

期待されている面もある。実施した学校の成果が伝わ

り、他の学校へ広がるケースもある。 
学校交流時には、校長間や学校間でセレモニー用に使

う記念品（タペストリー、写真立てなど）や生徒間のお

土産が必要となる。大阪観光局で記念品（エコバッグ、

クリアファイル、缶バッジなど）を提供している13。  
交流時の体験プログラム（折り紙、色紙など）に費用

がかかる場合は、一定額の補助が出来る。数を見越して

予算計上しているので、不足することはまずない。 
課題は、学校交流時のコーディネーターのマンパワー

が足りず、実際の現場では人手不足となっていることで

ある。国内の地域で、現段階で学校コーディネーターが

いるのは、長野、大阪、京都、奈良、兵庫、和歌山だと

聞いている。 
近年の傾向として、中国の小学生の訪問が増えてい

る。中国の現地の旅行会社は、教育旅行になれていない

ために、一般の観光と同じような認識でキャンセルも多

く、対応が難しい。メールや電話で依頼が来るが、その

把握が難しい。今後は、政府主導の青少年交流が増える

ことが予想されるが、都道府県間で連携が取れていると

調整も出来る。都道府県間のネットワーク化も今後は必

要ではないかと考えている。 
コーディネーターの勤務は週3日～4日である。忙し

い時期は休めないので、まとめて休むことにしている。 
主な業務は、学校交流のコーディネートである。民泊

や視察などの手配も今後は増やしていくことで、大阪へ

の滞在を延ばすことが重要と考える。また訪問により

SNSで発信され、学校に戻ってから周辺への口コミも大

きなPR機会となる。 
大阪が、教育旅行に取り組み始めたのは、将来の顧客

獲得のためである14。訪日教育旅行は、少数の受入の割

に手間もかかり、キャンセルも多いことから、収支が合

わないという声をよく聞くが、裕福な子供達が多く来て

いるので、相応の収入は見込め経済効果もあると考えて

いる。今後の日本への留学機会を増やす効果もある。将

来社会で指導的立場に立つ可能性のある、裕福で優秀な

子供達を受け入れることは、国や地域にとっても将来に

向けた価値がある。子供時代に大阪を訪問してくれたこ

とが、将来に繋がる。お金で換算できない価値をもたら

していると考えている。 
現状では、まだ受け入れ側の日本の学校の先生方の理

解不足があると感じる。台湾に修学旅行に行くことにな

ったある学校で、台湾の教育旅行を受け入れたが、先生

方は、はじめ不安で後ろ向きだった。しかし、食堂で自

由に生徒交流を試みたところ、100名ほどの生徒が参加
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し、教員達はその反響の大きさと生き生きとした交流の

様子に驚き、教員達の姿勢も変化したという。また受け

入れ側の教員は、政治情勢などに敏感なところもある

が、実際に交流してみると、日本への関心やその国の現

状に気づきも多く、その成果を感じてもらえるという。 
台湾やマレーシアはじめ東アジアの各国の小学校から

も来るようになっている。これらは、国の施策として訪

日教育旅行を推進している。それに比べると、日本の教

育施策の取り組みは遅れていると感じる。将来の国際競

争力・アウトバウンド推進のためにも海外教育旅行は有

効であり、これを踏まえた推進が日本にも必要だと感じ

る。 
また、学校交流だけで、訪日教育旅行の受け入れをさ

らに進めることは難しい。視察や体験含めて、より魅力

的なプログラムを開発し，提供していくべきだと考えて

いる。現状では、学校コーディネーターの仕事がさらに

増えることになるので対応は容易ではないが、それを実

施出来る仕組みを考えていきたい。例えば、国内修学旅

行向けのプログラムも訪日教育旅行に生かせる。学校交

流＋京都、という安易な組み合わせでなく、大阪内での

魅力的体験プログラムを生かしたい。そして、新たなマ

ーケットの開拓も考えている。 
交流の形態を多様化、充実させることも考えるべきで

ある。スポーツ交流、音楽交流など、様々な交流目的が

考えられる。実際に、オーケストラ、ジャズ、ラグビ

ー、ホッケーのチームなどが訪問し、全国で交流を行う

教育旅行形態もある。 
コーディネーターとしては、大阪、近畿の状況しかわ

からない。全国の情報が欲しいと考える。出来れば、関

係者の交流の場があれば良い。 
コーディネーター達でさえ、大阪が訪日教育旅行に熱

心だったことをこの仕事を担当して初めて知ったとい

う。生徒間の交流は有意義であり、教育現場を熟知した

元教員によるコーディネーターの広がりは意味があるこ

とだと考えている。元教員のコーディネーターのいない

他地域から評価されることも多い。先生同士であれば、

先方の教員とわかり合えるというメリットもある。 
またPRも重要である。実際に韓国で旅行会社へPR

を行ったところ、伝えた内容へのリクエストが増えた。

うまく情報発信を行うことで手応えがある。 
今後の推進のためには、それぞれの活動を結ぶような

組織、マネジメントの仕組みが重要だと考える。活動を

核に広域のマネジメントが必要であり、近畿圏ではある

程度行われている。 
現在は、国内教育旅行のマーケットの奪い合いをして

いるように感じる。ある広域では協力態勢もあるが、訪

日教育旅行はより広い広域の連携が必要だといえる。 
また海外のランドオペレーターを管理する仕組みが必

要で、国が把握しておくべきである。特に様々な点でト

ラブルが生じかねないので、教育旅行には認定制度が必

要だといえる。  
 
２．奈良県の受入状況 
 奈良県は、2007年度から元高校校長経験者を学校交流

コーディネーターとして１名配置し、訪日教育旅行の受

入業務や海外プロモーションを担当している。関西で

は、5府県の連携で取り組みを行うことが多いが、奈良

県独自としては、2014年から中華圏誘致コーディネータ

ーと連携して、中国等を中心に誘致活動を行っている。

2017～2018年にかけて中国（上海、杭州など）へのセー

ルスも行った。この中華圏誘致コーディネーターが、中

華圏の学校交流時にも立ち会い、通訳を担当している。

交流時の通訳ガイドはとても重要な役割を担っている

が、訪問学校に同行する通訳に課題がある場合もある。

学校や交流に対する理解が不足し、通訳が不十分だと感

じる場合である。ベテラン通訳を要請しているが、そう

でない場合は、中華圏誘致コーディネーターのサポート

が欠かせない。 
2017～2018年にかけて中国（上海、杭州など）へのセ

ールスも行った。奈良インバウンド促進協議会の予算に

受入校に対して学校交流の助成制度があり、記念品や体

験プログラム等、交流経費に支出している。助成を受け

るためには申請書や書類（見積書、納品書、領収書）の

作成等の手間はあるが、事前に受入校から内容を聞き取

り、できる限り記載済みで渡して学校の作業を省力化し

ている。 
奈良県でも学校交流コーディネーターが配置されて以

来、コーディネーターが担当した学校交流の毎年の実績

をデータ化している。過去の受入の実績の推移は表４の

とおりである。これまでは台湾が主だったが、最近は中

国が増加している。また高校が中心であったが、最近は

中国も台湾も小中学校が多い。昨年度は49件のうち3
件は視察のみで、交流を行ったのは46件だった。 
傾向としては、民家ステイの人気がある。奈良県に来

るなら、明日香地域などの民家ステイが特徴である。こ

れは国内教育旅行も含めて、奈良県の魅力的なコンテン

ツだといえる。 
また上記のデータとは別に、奈良県では、毎年度末に

県内の全学校（国公私立小中高）に訪日教育旅行受入状

況調査を行っている（表４に追加記載）また、この調査

では、受け入れの意向や可能な実施プログラムの内容の

詳細も聞いているので、受入校探しに活用している。ま

た、この調査によって、県がコーディネートする以外の

受入状況や姉妹校関係の締結の実態を掌握している。 
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表４ 奈良県の受入実績推移 

出典：奈良県（＊毎年度末に訪日教育旅行受入状況調査を実施） 

 
受入に際しては、海外の学校から直接問い合わせもあ

るが、手配のトラブルをさけるために、旅行会社を仲介

するように話している。中国は現地の旅行会社から日本

のランドオペレーターを介して話が来る。台湾は経験が

長いので、現地旅行社から直接連絡が来ることが多い。

ただし、現地校の先生方から直接依頼がある場合やNPO
法人などの組織を挟むこともある。 
海外への㏚は、昨年度は JNTO主催の説明会に参加す

る形で、6月台湾、11月オーストラリア、そして連携し

ている５府県の実行委員会主催で9月に香港で行った。 
学校交流の依頼は、特に中華圏を中心に年々増加して

いる。毎年、海外でのプロモーションに参加している

が、現地校の訪日教育旅行への関心は非常に高いと感じ

ている。学校交流の実施に至るアプローチは様々であ

る。高校では姉妹校関係の独自の交流や姉妹都市の関係

をもつ市町村の学校には当該関係機関から交流の依頼が

ある。 
これらの交流は、計画的に行われているもので問題は

ないが、昨今増加する訪日教育旅行に伴う学校交流の場

合は、様々な経路で多くは早くて3ヶ月前に、時には1
ヶ月前に突然交流依頼が入ってくることになる。学校現

場は既に決定済みの年間行事計画中に入れなければなら

ないので、その調整に苦慮することになる。そのような

状況の中での交流依頼をすることになるので、受入校に

は可能な限りのサポートをする必要がある。交流経費の

助成のほか、ほとんどの学校は未経験なので、交流内容

の事例の提示や相談を受けるなど、丁寧な対応が必要と

なる。 
学校交流の受入のお願いのために、高校の校長会を毎

年訪問して周知している。小中学校は39の市町村教育

委員会にわかれるために、全てにアプローチはできな

い。交流依頼があったときに丁寧な説明・お願いなどを

行う。小中学校の受入先を探すのは大変なので、毎年実

施している受入調査で脈があるところへ電話で打診し、

承諾してもらえば学校を訪問する。事前の周知を多く行

えれば良いのだが、手が回らないのが現状である。 

 

 
図7 奈良県の学校の受け入れの意向 

出典：奈良県のデータより筆者作成 

 
図8 受入が難しい理由 

出典：奈良県のデータより筆者作成 

 
7月、1月、2月は中国からの訪問が多いので、事前に

打診をすることも必要となっている。ギリギリのケース

には、事前に見込みをつけて、市町村教育委員会へ相談

もしている。県立高校は、校長の判断によるところが大

きい次第なので、校長とネットワークを密にすることが

重要であると考える。 
県と市町村教育委員会の連携が出来ている長野県方式

はすぐれていると現場では感じている。市町村の教育委

員会との関係はどの地域も難しいと聞いている。 
県コーディネーターは、昨年まで、フルタイム勤務だ

ったが、今年は週4日勤務になった。高校教員の出身な

ので、高校への対応はわかるが、小中学校の訪問が増え

ているため今後は小中学校（義務教育）出身の担当者が

必要だと感じている。学校交流には、何よりも人脈が大

事だと言える。受け入れ側も最初は不安だが、受入を実

施すると非常に丁寧にやってくれる学校がほとんどであ

る。きっかけがあれば、後は子供達の良い反応で成果を

知れば、継続的に協力してもらえることがほとんどであ

る。ただし、1度依頼したところに続けてお願いはせ

ず、できる限り新しい学校に受け入れてもらい、多くの

子供達に体験してほしいと考えている。学校交流の実施

時にはコーディネーターが全て立ち会っている。 
民家ステイについては、協力家庭が200軒ほど持つ

「飛鳥ニューツーリズム協議会」が今年から「一般社団

法人大和飛鳥ニューツーリズム」となり、受け入れてい

る。ただの民宿ではなく、農家体験や家族としての活動

年度 件数 人数 件数 人数 視察 高校 中学 小学 幼稚園 大学 養護学校

2007 44 1357 7 178

2008 38 1014 11 273 4 6 1

2009 27 540 8 228 3 4 1

2010 60 1803 14 677 3 9 2

2011 26 591 10 271 3 6 1

2012 49 1205 16 442 3 11 2

2013 51 1185 17 380 5 11 1

2014 56 1507 19 589 3 16

2015 78 2636 30 1163 3 25 1 1

2016 82 2449 27 911 5 18 1 1 2

2017 86 2651 44 1771 0 27 12 5

2018 96 2904 49 1673 1 18 12 17 1

2019 47 1866 4 13 18 11 1

県全体の受入数＊ 県のコーディネート（県全体の受入数の内数）
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を前提にし、30人以上で小学校5，6年以上という条件

も設定している。国内の教育旅行が増えていること、価

格を上げたことで現在の受入数は減っている。価格の安

い他の地域へ流れたようだ。学校や旅行会社からは、価

格を抑える役割を期待され、宿泊先を提供してくれれば

良いという要望もあるが、教育効果を考えて、出来る限

り様々な体験が出来るようにしている。 
基本のプログラムは、15時入村式、翌日の9時に離村

式である。学校交流と連携するので、時間の変更にも応

じるが、単なる観光施設と考えないでもらうようにして

いる。まず学校交流を軸にして、その他の行動を決める

ように協力してもらっている。大和明日香ニューツーリ

ズム協議会は、教育旅行限定であり、一般観光客は受け

入れていない。 
中国が増えている事情は、受験のために高校生は海外

へ出にくいことなどがあるようだ。その分、小中学校は

私立学校が増えている。小学校2年生という例もあった

が、基本は5，6年生である。中高一貫校が学年混合で

くる場合もあるが、それはできる限りないようにお願い

している。中国の政治体制で、教育旅行が奨励され、今

後増加することが期待できる。 
韓国は2泊か3泊と忙しい日程だが、台湾や中国は1
週間の行程で訪日する。 

5府県のプロモーションとして海外商談会を行ってい

る。これは「関西5府県連携教育旅行誘致実行委員会」

として参加しており、事務局の中心は大阪観光局で、報

告書も作られている。これは、近畿運輸局の事業「平成

30年度ビジットジャパン地方事業中国等からの教育旅行

事業」として行われた。 
2007年頃に奈良が訪日教育旅行に着目した理由は、国

内修旅の減少や伸び悩み、新たなマーケットであるイン

バウンドへの注目があった。コーディネーターの増員も

必要だが、現状では経費的にも難しい。 
 
Ⅴ．考察 
これまでの研究及び本稿の地域事例研究を通して、訪

日教育旅行の誘致を進める上での効果的な手法とその態

勢作りについて、以下の5つの観点において考察する。 
（１）地域間で連携した受入態勢の構築 
 訪日教育旅行の受入には、学校交流や民泊、さらには教

育効果を最大化するためにプログラムの作りこみが重要

である。そう考えると、1つの市町村や都道府県などの既

存の組織単位のみで対応するのではなく、地域間の連携

が有効である。事例として、日観振四国支部と四国 4 県
の関係がある。四国内の広範囲において 6 ヶ所の民泊エ

リアを設定し、訪問する学校のニーズを窓口が理解した

うえで、地域がうまく連携することで、受入はスムーズに

なり、訪問した生徒や受け入れた日本の学校にとっても

体験価値が上がり、満足度が高いと考えられる。関西5府
県においても、それぞれに配置された学校交流コーディ

ネーター等の専門人材がネットワークを構築することで、

連携が進み、同様の成果をあげていると考えられる。 
（２）教育旅行を熟知した専門人材の配置 
本研究で取り上げた関西地域をはじめとするいくつか

の地域では、高校の校長経験者が学校交流コーディネー

ターとして配置されていた。全国でこのポジションを設

置している例はまだ多くはないが、いくつかの地域事例

を通して、学校交流コーディネーターの役割がとても大

きいことが判明した。学校交流コーディネーターは、学

校事情に詳しいので、学校交流の調整や教育効果の向

上、さらにはその他の細かい点について、柔軟に対応し

ていた。また訪問する相手国の学校や教員から見ても、

日本側の教員経験者が窓口になることで、大きな安心感

を与えることにつながっているようだ。 
また、日観振四国支部では、教員経験者ではないが、

長年訪日教育旅行を担当する専従の担当者がいること

で、関係機関での調整がしっかりと行われ、各地域のネ

ットワーク化や訪日教育旅行に対する哲学も継続してい

た。訪日教育旅行には課題も多いことから、その受け入

れにおいて、このような専門人材が配置されると、その

地域の受入れは大変スムーズになる。そしてこの人材が

観光に関する業務の経験を積むことで、訪日教育旅行の

新たな可能性も示されていた。各地域の取り組みの中

で、受入態勢が機能している地域には、専門の担当者が

いて、継続した取り組みを行っているケースがほとんど

であった。 
（３）訪日教育旅行の適正な評価と改善にむけた詳細な

データ収集 
 訪日教育旅行については、その実施内容について、各

地域の実態が明らかになっていない。また専門の担当者

が不在のケースでは、各地域で収集するデータも表面的

な事項にとどまることが多い。このまま訪日教育旅行を

継続しても、その場限りの対応に終わってしまう。それ

では改善に向けた検討を行うことが出来ない。今回調査

した事例で、専門人材が配置されている地域では、活動

を通して様々な問題意識が生じ、その結果、実施にあた

りさまざまなデータの収集を行っていた。様々なデータ

が蓄積されることで、訪日教育旅行の地域の実態が明ら

かとなり、実施後に検討することで、今後に向けて再考

出来、取り組みの改善がされる。また各地域のデータを

比較することで、各地域の訪日教育旅行の特色や今後の

向かうべき方向性も見えてくる。実施を検証する上で、

詳しい訪日教育旅行のデータの収集が望まれる。 
（４）訪日教育旅行の定義の再考 
 現状では、観光庁の報告書はじめ、多くの場面で、

「訪日教育旅行とは、学校交流を含むもの」と定義され
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ている。これは、学校を対象に実施後のデータ収集がし

やすく、訪問学校だけでなく、受け入れた日本の学校側

の生徒達にも教育効果があり、双方の教育効果が期待で

きるメリットがあると考えられるからだ。また、国によ

っては、学校交流や民泊体験など指定されたプログラム

を入れることで補助金が支給される場合もある。学校に

とっては、経費削減の意味から学校交流や民泊を入れる

ことが前提となる。しかし、国内教育旅行では、学校交

流を行わずに教育効果を上げる場合も多く、交流がなけ

れば訪日教育旅行として効果がないわけでもない。様々

な形の教育旅行があり、その教育効果も様々である。 
日本を訪れ、様々な文化や生活、科学技術を含む多く

の教育資源に触れること、また生徒だけでなく、様々な

人とふれあうことによる教育効果がある。その意味で、

学校交流を伴わない訪日教育旅行の可能性を考えること

も今後は必要だろう。特に、自治体や観光協会、さらに

は地域の体験プログラム事業者が関与するのであれば、

そのような学習体験型の旅行の商品化と活用は地域活性

化につながる。受入数の大幅な増加も期待できる。新た

な定義とそれに伴う訪日教育旅行のあり方を検討する余

地はあるだろう。 
（５）その他の課題 
 今回の事例研究を通して、既に述べた（１）～（４）

の観点以外の課題を述べる。概ね以下の4点である。 
①訪日教育旅行を扱う事業者の質と管理 
地域の事例を調査していく中で、送客してくる諸外国

の旅行事業者のマネジメントの課題も指摘されていた。

キャンセルや日本国内での各種手配に確認不足も見ら

れ、現場が苦慮したケースもあるという。国内の教育旅

行においては、安心と安全は必須であるが、海外の事業

者の手配においては必ずしもその点がクリアになってい

ない場合もある。この点で、窓口となった組織がある場

合には、十分な確認と引き継ぎの重要性が求められるだ

ろう。また訪日教育旅行を取り扱う事業者に対する基準

作りが必要だという意見も聞かれた。 
②訪日教育旅行に関する知見の集積と共有 
国の施策であるものの、訪日教育旅行の推進は、各地

域が有効な情報を得ぬまま、独自の手法で進めている。

窓口となっている JNTOも苦慮している様子がうかが

え、観光庁の担当者にも十分な知識と経験がないと感じ

られる。地域が独自に取り組むことで、時に新しい手法

を創造するが、多くの場合は非効率的アプローチになり

がちでもある。窓口を一元化するだけでなく、それぞれ

の取り組みのデータを収集し、導き出された知見を共有

することも必要である。 
③訪日教育旅行の担当者のネットワーク化 
多くの地域の取り組みを調査する中で、担当者に話を

聞くと、他の地域事例への関心や担当者間のネットワー

ク化を期待する声が大きかった。特に専門人材である学

校交流コーディネーターの配置とその連携は、今後の訪

日教育旅行の推進の鍵となると考える。現状では、協議

会等の設立を提唱した2005年の報告書の仕組みと変わ

り、2015年の報告書では JNTOの一元窓口化と各地域内

の対応が示されているが、あらためて地域の関係者間の

ネットワーク化が有効ではないかと考える。 
④訪日教育旅行の理念と展望の再構築 
訪日教育旅行の理論的な枠組みの提示と目指すべき方

向性の確認が求められる。全ての地域が取り組む必要は

ないが、多くの地域が関心を示さないのは、経済効果が

期待出来ないことが最大の要因である。これは現状では

仕方がないことだろう。一方で、積極的に取り組む地域

は、未来の訪問者への投資や教育効果という理念を持っ

ている。こう考えると、訪日教育旅行をなぜ受け入れる

のか、あらためてその理念と今後の展望を議論すること

が必要である。 
訪日教育旅行の受入による観光の効果は幅広い。その

意義を問いかけ、あらためて国及び地域、学校、そして

事業者等のステークホルダーで議論すべき時期に来たと

考える。 
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【フルペーパー】 

留学業界と旅行業界との融合による TRAVEL&EDUCATION 業界の事業モデル 
アカデミック留学、語学留学、グローバル研修が形成する新事業モデル 

model for the TRAVEL & EDUCATION industry 
that combines the study abroad industry and the travel industry 

 - New business model formed by academic study abroad, language study abroad, and global training - 
 

万浪 靖司 (Yasushi MANNAMI)* 
 

【 要 約 】 
 2009 年（平成 21 年）11 月に経済産業省が「グローバル人材育成委員会」を設立以降、産業界でのグローバル人材育成と日本

の大学のグローバル大学化とは密接な関連性を持ち、その影響を受けて留学業界が非常に大きく変化し成長してきた。そのよ

うな環境下において、グローバル人材力（語学力、コミュニケーション力、考動力、異文化適応力）の習得を海外での留学に求

める動きが活発になり、留学プログラム内容と留学サービス事業者の役割が大きく変化し成長する時期を迎えている。特に日

本の大学のニーズにマッチしたプログラムや留学サービス事業者の役割については、従来の留学業界の領域を超え、旅行業界

の領域との融合が必要となってきていると考えられる。その新たな領域をTRAVEL&EDUCATION 業界と表現し、あるべきモデ

ルに必要となるプログラム内容、サービス事業者の役割について構築を進めている。また、大学生を中心として留学生は限られ

た時間での習得が必要となるためそのメソッドについても同時にモデル構築を行っている。今回策定したモデルを今後の研究

において検証し、あるべき姿の確立に向けて推進する。 
 
キーワード（Keywords）: グローバル人材育成（Global human resource development） 

留学業界と旅行業界の融合（Fusion of study abroad industry and travel industry） 
TRAVEL&EDUCATION 業界あるべきモデル（To be model of the TRAVEL & EDUCATION industry） 

 
Ⅰ．留学業界の現状把握 
 まず、現状の留学業界を把握するため、留学事業マー

ケット、留学業界全体の現状を整理していく。 
 
１．留学業界の現状把握 

 留学業界のマーケットについては、正確な実績数の公

表がないため、複数の公表数値より各分野の分析を行

い、留学事業全体マーケット規模の分析を独自に行う。 
 まず、独自分析に当たり、下記【Ａ】～下記【Ｄ】の

ように定義し分類を行う。 
【Ａ】海外大学などへの留学、海外中学・海外高校への

留学を「アカデミック留学」と定義する。 
【Ｂ】上記以外の語学学校や専門学校への留学を 

「語学・専門留学」と定義する。 
【Ｃ】語学研修を伴わないグローバル人材研修プログラ

ムを「グローバル研修留学」と定義する。 
【Ｄ】上記以外の研修並びに修学旅行などを「その他」

と定義する。 
留学マーケット全体数については、一般社団法人日本

旅行業協会（JATA）発行の「数字が語る旅行業」より、

海外旅行目的が「留学・修学旅行」と回答した数値をも

とに表１のように実績値を算定した結果、マーケット全

体数（海外旅行目的が「留学・修学旅行」と答えた割合

から予測した場合）の2015年から2017年の3か年で、

 
* 有限会社マンナミコンサルタント 

2015年210,779人（1.3％）、2016年273,863人
（1.6％）、2017年286,229人（1.6%）となり、2017年は

2015年比で136％と増加している。 
 

表１：留学・修学旅行目的の日本人海外旅行者数 

 
出典）一般社団法人日本旅行業協会「数字が語る旅行業」 

（2016、2018、2019）より筆者作成. 

 
 また、【Ａ】アカデミック留学、【Ｂ】語学・専門留

学、【Ｃ】グローバル研修＋その他研修に分類し、表２

のように実績値を算定した結果、2017年実績は、【Ａ】

121,171人(42%)、【Ｂ】54,683人（19%）、【Ｃ】4,145人
（1%）、また【Ｄ】その他106,230人（37%）となり、

アカデミック留学の比率が最も高い結果となる。 
 
 

表１：留学・修学旅行目的の日本人海外旅行者数
15年 16年

割合 人数 割合 人数 割合 人数 vs17年 vs17年

観光旅行 70.6% 11,446,935 71.1% 12,169,775 71.1% 12,719,287 111% 105%

新婚旅行 3.9% 632,338 4.4% 753,122 4.4% 787,129 124% 105%

家族・友人訪問 5.2% 843,117 4.4% 753,122 4.4% 787,129 93% 105%

業務出張 13.0% 2,107,793 12.1% 2,071,087 12.1% 2,164,604 103% 105%

研修・視察・研究 1.6% 259,421 2.0% 342,328 2.0% 357,786 138% 105%

会議出席 1.6% 259,421 1.6% 273,863 1.6% 286,229 110% 105%

留学・修学旅行 1.3% 210,779 1.6% 273,863 1.6% 286,229 136% 105%

その他 1.8% 291,848 2.2% 376,561 2.2% 393,564 135% 105%

無回答 1.0% 162,138 0.6% 102,699 0.6% 107,336 66% 105%

合計 100.0% 16,213,789 100.0% 17,116,420 100.0% 17,889,292 110% 105%

※出典：2015年数値は、2017年発行「一般社団法人　日本旅行業協会　数字が語る旅行業」を参照に作成

※出典：2015年数値は、2018年発行「一般社団法人　日本旅行業協会　数字が語る旅行業」を参照に作成

※出典：2017年数値は、2019年発行「一般社団法人　日本旅行業協会　数字が語る旅行業」を参照に作成

2015年 2016年 2017年
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表２：留学・修学旅行マーケット全体 

 
出典）一般社団法人海外留学協議会 統計資料より筆者作成. 

 
【Ａ】－①アカデミック留学（海外大学等への留学） 
 独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）が日本国内

の大学等と諸外国の大学等との学生交流に関する協定等

（以下「協定等」という。）に基づき、教育又は研究等

を目的として、海外の大学等（海外に所在する日本の大

学等の分校は 除く。以下、「海外の大学等」という。）

で留学を開始した日本人学生及び該当協定等についての

調査をもとに分析を行う。 
 日本人学生の留学数は、表３に示すように海外の大学

等で日本人が留学した実績の2015年から2017年の3か
年で、2015年84,456人、2016年96,853人、2017年
105,301人となり、15年比では125％と増加している。 
 また、海外留学期間により、長期留学①～③、短期留

学①～②に区分した結果、2015年は長期留学24,670人
（29％）に対して短期留学59,294人（70％）、2016年は

長期留学26,774人（28％）に対して短期留学69,420人
（72％）、2017年は長期留学27,415人（26％）に対して

短期留学77,280人（73％）となり、短期留学の増加が長

期留学に対して年々大きくなっていることがわかる。 
 
一方、留学生数の多い国・地域については、2017年実

績値でアメリカ合衆国 19,527人（対前年度比687人
減）、オーストラリア9,879人（対前年度比394人増）、

カナダ9,440人（対前年度比532人増）となる。 
 
表３：留学期間別日本人留学生数（日本の学生）の推移 

 
出典）独立行政法人日本学生支援機構（2019） 

「平成29年度協定等に基づく日本人学生留学状況調査」より筆者作成. 

 

【Ａ】－②アカデミック留学（海外中学高校への留学） 
 一般社団法人海外留学協議会が正会員である留学サー

ビス事業者の協力による JAOS統計資料（表４）のうち

海外中学高校への留学のみを対象とした。2016年は調査

対象企業数が40社で、中学高校留学15,200人、2017年
は調査対象企業数が38社で、中学高校留学15,873人
（前年比104%）、となる。 
 
【Ｂ】語学留学・専門留学の留学 
一般社団法人海外留学協議会(JAOS)統計資料（表４）

のうち海外語学学校並びに専門学校への留学を対象とし

た。2016年は調査対象企業数が40社で、語学学校留学

56,350人、2017年は調査対象企業数が38社で、語学学

校留学54,683人（前年比97%）、となり、2017年は、前

年対比で対象企業数の影響もあるが3％減少した結果と

なる。 
 
【Ｃ】グローバル研修留学（一部のその他研修含む） 
一般社団法人海外留学協議会(JAOS)統計資料（表４）

のうちその他研修を対象とした。2016年は調査対象企業

数が40社で4,393人、2017年は調査対象企業数が38社
で4,145人（前年比94%）、となり、2017年は、前年対

比で対象企業数の影響もあるが6％減少した結果とな

る。 
 

表４：日本人学生の海外大学等以外への留学数 

 
出典）一般社団法人海外留学「日本人留学生数調査」（2017、2018）より筆者作成。 

 
 なお、参考情報となるが、一般社団法人海外留学協議

会(JAOS)統計資料（表４）の全体留学数でみると、2016
年は調査対象企業数が40社で、合計留学75,943人、

2017年は調査対象企業数が38社で、語学学校留学

74,698人（前年比98%）、となり、2017年は、前年対比

で対象企業数の影響もあるが2％減少した結果となる。 
 以上の様なマーケット全体において、日本の学校（中

表２：留学・修学旅行マーケット全体
2015年 2016年 2017年 備考

【Ａ】アカデミック留学 海外大学等長期留学 24,670 26,774 27,415 JASSO統計

海外大学等短期留学 59,294 69,420 77,280 JASSO統計

海外大学等留学計 84,456 96,853 105,301 JASSO統計

中学・高校留学 15,200 15,870 JAOS統計

112,053 121,171

【Ｂ】語学留学・専門留学 56,350 54,683 JAOS統計

【Ｃ】グローバル研修＋その他研修 4,393 4,145 JAOS統計

【Ｄ】その他（JAOS協力企業以外の留学・その他研修・修学旅行　他） 101,067 106,230 計算値

留学・修学旅行合計 210,779 273,863 286,229 JATA統計

※一般社団法人海外留学協議会（JAOS）統計情報は、2016年よりスタートのため。2015年情報は不明。

※JASSOは、独立行政法人日本学生支援機構の略称

※JATAは、一般社団法人海外留学協議会の略称

126,323

表３：留学期間別日本人留学生数（日本の学生）の推移
2015年度(人) 2016年度(人) 2017年度(人) 16年vs17年 15年vs17年 14年vs17年

長期留学① 1年以上 1,913 2,456 2,022 82% 106% 123%
長期留学② 6カ月以上～1年未満 13,115 13,669 13,704 100% 104% 104%
長期留学③ 3カ月以上～6カ月未満 9,642 10,649 11,689 110% 121% 135%

長期留学小計（①～③） 24,670 26,774 27,415 102% 111% 117%
（全体に占める割合比率（％）） 29% 28% 26%
短期留学① 1カ月以上～3カ月未満 8,028 9,069 10,404 115% 130% 124%
短期留学② 1カ月未満 51,266 60,351 66,876 111% 130% 137%

短期留学小計（④～⑤） 59,294 69,420 77,280 111% 130% 135%
（全体に占める割合比率（％）） 70% 72% 73%
不明 492 659 606 92% 123% 141%

留学合計 84,456 96,853 105,301 109% 125% 130%
出典：右記資料より表を作成（文部科学省平成31年1月18日「日本人の海外留学者数」等について（独）日本学生支援機構による調査）

表４：日本人学生の海外大学等以外への留学数（JAOS協力会社調査数値）

留学国 2016年実績 　 (参考) 2017年実績 　 (参考) 16年vs17年

語学学校 中学・高校 その他 合計 海外大学 語学学校 中学・高校 その他 合計 海外大学 　

専門学校 (交換/私費) 研修 海外大学院 専門学校 (交換/私費) 研修 海外大学院 　

アメリカ 11,719 4998 913 17,630 1,394 10,798 4758 776 16,332 1,562 93%

オーストラリア 11,891 3662 1078 16,631 780 10,894 4339 1040 16,273 803 98%

カナダ 9,207 2455 302 11,964 230 9,664 2400 248 12,312 261 103%

フィリピン 5,894 34 310 6,238 0 6,391 38 326 6,755 0 108%

イギリス 4,756 1528 52 6,336 225 4,997 1402 41 6,440 208 102%

ニュージーランド 2,614 2405 338 5,357 227 2,457 2722 275 5,454 218 102%

韓国 1,564 9 81 1,654 49 1,854 7 83 1,944 50 118%

中国 1,754 8 24 1,786 32 1,770 6 24 1,800 30 101%

フランス 1,306 6 36 1,348 26 1,364 19 36 1,419 36 105%

台湾 778 9 154 941 52 800 8 164 972 61 103%

マルタ 789 0 1 790 0 863 33 0 896 0 113%

シンガポール 665 54 294 1,013 31 717 69 319 1,105 40 109%

アイルランド 524 8 15 547 2 579 7 5 591 3 108%

ドイツ 381 2 29 412 20 406 0 26 432 19 105%

その他 2,508 22 766 3,296 112 1,129 62 782 1,973 120 60%

合計 56,350 15,200 4,393 75,943 3,180 54,683 15,870 4,145 74,698 3,411 98%

出典：右記資料より作成（JAOS 一般社団法人海外留学による日本人留学生数調査2017実施&2018実施) 

※JAOS協力会社による調査情報（2017年実施：40社／2018年実施：38社）
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学・高校・大学）におけるキャリア教育の視点より、留

学生の増加が予測される。大きなインパクトとなるのは

短期プログラムの更なる増加、危機管理の徹底、グロー

バル化への対応プログラムの増加が考えられる。そのた

めには、留学サービス事業者は旅行業界のノウハウを活

かした短期プログラム企画と危機管理体制などのニーズ

に合った対応がポイントと考える。 
 
２．留学業界における団体組織 

 このような留学マーケットを取り巻く環境において、

留学サービス事業者は、留学事業の健全な育成と発展を

目的とした業界組織を結成され主要な団体組織（主要３

団体組織）は連携して環境の整備を行っている。1991年
に留学団体懇談会が留学サービス事業者の団体組織第一

号として設立され、2008年に一般社団法人海外留学協議

会(JAOS)となった。 
 
また、他の留学サービス事業者が2003年5月に内閣

府より認証を受け、留学業の健全な育成と発展に資する

ために留学を専門に消費者相談や紛争処理を行う消費者

団体としてNPO留学協会（内閣府認証特定非営利活動

法人）を発足した。 
 

 一方で、旅行業界ではホームスティツアーを取り扱う

JATA会員の旅行会社によって、（社）日本旅行業協会

（JATA）の協力を得て「ホームステイツアー等適正化協

議会」として設立され、 2007年に「留学・語学研修等

協議会（CIEL：Council of International Education & 
Language Travel,Japan）」に名称を変更した。 
  
この3つの業界団体が協業し、2011年11月に消費者

庁、文部科学省、経済産業省、観光庁のアドバイスも受

け、留学事業者が遵守すべきルール（基準）を作成し、

個々の事業者がそのルールを満たすかどうかの認証を第

三者の立場で行うために J-CROSS（一般社団法人 留学

サービス審査機構）を悦率した。 
  
以上のような団体組織が、業界における中立的な組織

として、マーケットの変化と成長に対応したルール化の

徹底とともに留学生の安心安全な環境整備を行っていく

ことが重要であると認識する。また、業界団体組織の視

点では、すでに留学業界と旅行業界との融合が始まって

いることを特筆しておく。 
 
Ⅱ．留学ビジネスモデルの現状把握 

 次に、現状の留学ビジネスモデルを把握するために、

モデル概要、価格設定、収益性の視点で整理する。 
 

１．留学ビジネス概要 

 留学ビジネスを【Ａ】アカデミック留学、【Ｂ】語

学・専門留学、【Ｃ】グローバル研修留学に区分し、下

記の様に整理する。 
【Ａ】アカデミック留学（留学と進学モデル） 
 アカデミック留学には、海外の学校で期間を限定して

学ぶ「留学モデル」と海外の学校で学び卒業する「進学

モデル」がある。 
また、「留学モデル」は、留学に際してビザを必要と

する留学とビザを必要としない留学に分かれる。 
ビザは、国、目的により種類が異なるが、ビザが必要な

留学は13週間以上の滞在を行う留学モデルが主流とな

り、業界では「長期留学」と表現し、ビザを必要としな

い留学は12週間以内の滞在となり、業界では「短期留

学」と表現する。 
一方で、「進学モデル」は、海外の学校を卒業し卒業

証明書や業績証明書を取得するモデルとなる。主に海外

の高校、海外の大学、海外の大学院に進学するケースが

ある。 
 
【Ｂ】語学／専門留学 
 海外の学校（中学・高校や大学）の正規プログラム以

外で語学力を向上させることを目的としたり、専門的な

資格を取得することを目的とした留学が対象となる。 
こちらのモデルも長期留学、短期留学と期間を選択する

ことが可能で、国、目的によりさまざまなレベルのプロ

グラムがあるのも特徴である。 
また、専門分野で資格を取得する目的で留学するプロ

グラムもあり、ニーズに応じた最適なプログラムを選択

することが必要である。 
 
【Ｃ】グローバル研修留学について 
 海外ボランティア、海外インターンシップ、海外PBL
型研修などのグローバル人材育成につながる体験型プロ

グラムを海外で実施するケースが多くなってきた。海外

インターンシップは、有給や無給がある。 
また、長期インターンシップと短期インターンシップ

より選択することも可能である。一方で、海外ボランテ

ィアや海外PBL型研修については夏休み、春休みなど

の短期間で参加するプログラムが主流となる。 
 
２．留学ビジネスモデル 

 留学業界のプレーヤーは、海外の学校、海外の語学学

校、海外の留学サービス事業者、日本国内の留学サービ

ス事業者に区別され、プログラムメーカーとしてプログ

ラムを企画造成する役割、サービス事業者としてプログ

ラム代理販売する役割、プログラム運営や留学中の現地

サポート業務を行う役割などに分かれる。日本国内のサ
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ービス事業者は、プログラム代理販売する役割が主流と

なる。 
  
また、ビジネスフローは、プログラムメーカー（海外

の学校／語学学校／海外の留学サービス事業者）→代理

販売（国内の留学サービス事業者）→顧客（個人、法

人）となるが、一部のプログラムについては、日本国内

の第一種旅行業を所有する事業者による旅行企画商品

（募集型企画旅行や受注型企画旅行）として、留学プロ

グラムメーカー商品と航空券を組み合わせたプログラム

の販売を行うモデルもある。この場合は旅行業法のルー

ルにより、第一種旅行業資格を有していることが条件と

なり、プログラムの行程保証などの責任も負うことにな

る。 
 
３．販売価格の設定方法 

 販売価格設定については、プログラムメーカーのプロ

グラム代理販売モデルと募集型企画旅行（受注型企画旅

行を含む）販売モデルで異なる。 
プログラム代理販売モデルでは、①プログラム料金、

②サポート費用から構成される。①プログラム料金は現

地学校並びに現地サービス事業者より提示される価格と

なる。 
 
一方で、②サポート費用は、留学サービス事業者が提

示するスタイルが大半を占める。 
 また、募集型企画旅行モデルでは、企画旅行価格を設

定して販売する。募集型企画旅行価格に含まれるもの

は、行程中の往復航空運賃、現地研修費用、空港とホテ

ルの往復送迎、滞在費、食事、事前研修・事後研修費用

などとなる。尚、ファシリテーターなどが同行する費用

についても含めるケースがある。 
  
ただし、募集型企画旅行モデルについては、旅行業法

のルールにより、第一種旅行業を取得している事業者の

み販売が可能である。 
 
４．収益性 

 収益性は、プログラムメーカーのプログラム代理販売

モデルと募集型企画旅行（受注型企画旅行を含む）販売

モデルで異なる。 
①プログラムメーカーのプログラム代理販売モデル 
 主な収益は、海外の学校、語学学校プログラムのコミ

ッション収入（学校により条件が異なる）と、留学カウ

ンセリングから帰国までのサポート料収入から構成され

る。 
 収益性は、現地滞在期間が長い長期留学は高く、短期

留学は低くなるのが特徴である。 

②募集型企画旅行（受注型企画旅行を含む）販売モデル   
 主な収益は、プログラム企画料収入、事前研修／事後

研修実施料収入、各種予約手配手数料収入となる。 
 収益性は短期プログラムが主流であるが高いと言え

る。 
 
 ただし、募集型企画旅行モデルについては、旅行業法

のルールにより、第一種旅行業を取得している事業者の

み収益を得ることが可能である。 
 
Ⅲ．業界を取り巻く環境の変化 

１．グローバル人材化が与える留学業界への影響 

 2015年に編集人として「地球の歩き方MOOK成功す

る留学 留学ランキング＆テクニック５０」を発行し

た。その中で取り上げた「海外留学でグローバル人材に

なろう！」の記事掲載の中から、留学事業への影響を与

えるポイントを下記の様にまとめた。 
 
①産学官が主張するグローバル人材の必要性 
 企業経営の生命線は、「ヒト・モノ・カネ」と言われ

る。なかでも、「ヒト」は脳であり、心臓であり、血液

（カネ）や肉体（モノ）を司る役割である。 
 こうした背景のなかで、「グローバル人材」の必要性

が産業界を中心に取り沙汰されるようになり、行政が動

き始め、2009年（平成21年）11月に経済産業省が「グ

ローバル人材育成委員会」を設立した。委員会設立の動

機は下記の様な内容である。 
 
近年、国内市場の絶対的規模の縮小により、我が国の

企業はその事業活動をボリューム・ゾーンの新興国市場

を含めた海外市場での発展を求める必要性が高まるな

ど、経済のグローバル化は着実に進展している。 
こうした中、真にグローバルに通用する人材（グロー

バル人材）が必要とされている。しかしながら、日本人

の英語力は世界的に見ても低水準であることに加え、最

近では20代の出国率が低下するなど、若者のグローバ

ル意識の変容も見られる。これまでも各大学・企業等に

おいて「グローバル人材」の育成に向けた様々な取り組

みが行われているが、社会で求められる「グローバル人

材」の人材像が必ずしも明確になっておらず、そうした

人材が十分に育っているとは言い難いのが現状である。  
 
そこで、我が国の産業競争力強化のため、社会のニー

ズに合った「グローバル人材」を産学が連携して育成で

きるように、「産学人材育成パートナーシップ」全体会

議の下に「グローバル人材育成委員会」を設置し、必要

とされる人材像の検討を行った。（経済産業省ホームペ

ージより） 
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 図１のように、その後も文部科学省が「幹事役」とな

り、グローバル人材の育成を産官学（産業界・行政・学

校）で討議し、推進している。 
また、図２のように、2014年（平成26年）には国・

公・私立37大学が「スーパーグローバル大学」として

採択され、国からの補助金を受けながら、大学自体が学

生とともに、よりいっそうのグローバル化を目指すよう

になった。 

 
図１：グローバル人材における行政主導の略年表 

出典）万浪靖司（編）. 2015. 成功する留学ランキング&テクニック50」 

 
図２：スーパーグローバル大学のできるまで 

出典）万浪靖司（編）. 2015. 成功する留学ランキング&テクニック50」 

 

②求められる海外留学とグローバル人材の存在意義 
 図３のように、企業が求める「グローバル人材」は、

語学力を用いたコミュニケーション力と考動力（考えて

動く力）と異文化適応力と定義している。 
 語学力、つまり、英語をはじめとした外国語を一定水 
準でマスターしていることが前提だが、留意すべきは、

「英語ができる＝グローバル人材ではない」ということ

である。 
 「語学力（英語力）」は、「グローバル人材」の必要条

件であり、十分条件ではなく、「コミュニケーション

力」「考動力」と「異文化適応力」こそが重要と位置付

けている。 
 教科書学習や大学の講義からでは得られない「３つの

グローバル人材力」習得の最も早道なのが「海外留学」

であり、異国の地でのさまざまな体験や自省の時間がか

けがえのないテキストとなる。 
 経済産業省は、「社会人の基礎力」という概念を提唱

し、それを「前に踏み出す力（アクション）」「考抜く力

（シンキング） 」「チームで働く力（チームワーク）」

と定義づけている。 
 
 いま一度、図３の「企業が求めるグローバル人材像」

を見てもらいたい。「社会人の基礎力」を形成する「語

学力・コミュニケーション力・考動力・異文化適応力」

は、日本人が国際社会のなかで他国の人々と共存共栄

し、日本人としての誇りとアイデンティティーを持って

生きるために必要な力といえるでだろう。 
 

 
図３：企業が求めるグローバル人材像 

出典）万浪靖司（編）. 2015. 成功する留学ランキング&テクニック50」 

 
２．日本の大学動向が与える留学業界への影響 

 各大学ではさまざまなグローバル大学化を目指す方針

が進められている。新規の学部の設立、学部生の全員留

学などの方針の策定と実施、外国人留学生の受け入れの

活発化などにより、各大学の日本人留学生数が増加して

いる状況である。 
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表５は、独立行政法人日本学生支援機構が平成31年1
月発表の「平成 29 年度 協定等に基づく日本人学生留

学状況調査結」の情報で協定等に基づく日本人学生派遣

数の多い大学ランキングを発表している。第1位の立命

館大学をはじめとしてTOP4の大学が約1,500名規模の

学生を留学させている結果となる。しかし、在籍学生数

における割合は、第1位の立命館大学で約5%、第2位
の関西外国語大学で約10%となり、今後更なる日本人留

学生の増加に向け、各大学がさまざまな施策を推進する

と予測する。 
主要な施策として海外大学との新規提携、短期プログ

ラムの強化、短期集中型語学力向上プログラムの強化、

グローバル研修プログラムの開発とアカデミックプログ

ラムとの組み合わせモデルの構築などが考えられる。 
 

表５：協定等に基づく日本人学生派遣数の多い大学 

 
出典）独立行政法人日本学生支援機構（2019） 

「平成29年度協定等に基づく日本人学生留学状況調査」. 

 

 日本の大学が上記施策を実施するために、留学サービ

ス事業者がパートナーとなる必要があると考える。 
そのためには、ニーズに合ったプログラムの企画提案

力、募集型企画旅行商品販売できる旅行業界のノウハウ、

第一種旅行業としての催行責任など持ち備えることが必

須条件となる。 
 
Ⅳ．取り巻く環境の変化への対応施策 
１．取り巻く環境の変化による留学業界の変化予測 
 産業界のグローバル人材化が留学業界に与える影響を

受けて、「留学プログラムの役割の変化」が留学業界と

して必要となる。 
 産業界は、グローバル人材力を習得した大学生を求め

る時代となり、そのために留学業界における「海外留学

プログラムの役割」が海外での学び、体験の場の提供か

らグローバル人材力（語学力・コミュニケーション力・

考動力・異文化適応力）習得のためのカリキュラムの役

割へと大きく変化し成長しなければならない。 
 同時に、限られた時間でグローバル人材力習得を達成

するためには「習得のための独自メソッド」の構築も重

要なポイントとなる。 
 一方で、日本の大学がグローバル大学化に向けた施策

を推進するうえで、留学サービス事業者は、留学プログラ

ムの従来型販売を行うモデルから、日本の大学のパート

ナーとなり、プログラム企画提案型販売を行うモデルに

舵を切る必要が出てきたと言える。 
 また、留学サービス事業者は、従来通りの留学業界に属

する事業者ではなく、留学業界と旅行業界の両方に属す

る事業者の存在に成長する時代の到来であるとも言える。 
 
２．留学業界の留学プログラム視点での重点施策 

 留学業界における「留学プログラム」は、グローバル

人材力習得に向けて、下記の様な新規モデルへと成長す

る必要がある。 
・モデル①：アカデミックプログラム 
専門性とコミュニケーション力習得を目的とし、期間

とニーズに対応したアカデミックプログラム 
・モデル②：語学プログラム 
語学力向上を目的とし、期間とニーズに対応した語学

プログラム 
・モデル③：グローバル研修プログラム 
コミュニケーション力、行動力、異文化適応力習得を

目的とし、期間とニーズに対応した実践型のグローバ

ル研修プログラム 
 また、上記モデル①～上記モデル③のプログラムを通

して、グローバル人材力を習得するには、十分な時間と

経験の回数が必要であるが、日本の大学生は限られた時

間で習得することが必須となり、円滑な習得を行うため

には、横軸に習得に必要な時間を縦軸に習得の深さをと

り、ニーズに応じたプログラムMAPを作成し、そこか

ら選択できることが望ましい。 
 
３．留学業界の留学サービス事業者視点での重点施策 

 産業界のグローバル人材育成の流れを受け日本の大学

がグローバル大学化に向け推進する施策の重点ポイント

は下記と考えられる。 
・海外大学との新規提携 
・短期プログラムの強化 
・短期集中型語学力向上プログラムの強化 
・グローバル研修プログラムの開発とアカデミックプロ

グラムとの組み合わせモデルの構築 
 

学校名 国公私 派遣数（人）

立命館大学 私立 1,543
関西外国語大学 私立 1,525
早稲田大学 私立 1,478
関西学院大学 私立 1,449
芝浦工業大学 私立 1,025
東京大学 国立 1,021
立教大学 私立 922
同志社大学 私立 883
城西国際大学 私立 858
明治大学 私立 852
近畿大学 私立 838
東京外国語大学 国立 836
国際医療福祉大学 私立 819
法政大学 私立 819
北海道大学 国立 811
上智大学 私立 808
千葉大学 国立 798
東洋大学 私立 776
広島大学 国立 744
慶應義塾大学 私立 744
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 上記のような重点ポイントを推進する日本の大学との

関係を留学サービス事業者が強化していくために、「留

学サービス事業者の役割」が下記の様に成長する必要が

ある。 
①留学業界のノウハウを最大限生かせるコンサルティン

グ機能を有し、日本の大学のパートナーとなり、ニー

ズに合ったプログラムの企画提案力を持つこと。 
②募集型企画商品を企画販売できる旅行業界ノウハウや

第一種旅行業として催行責任などを持ち備えること。 
  
また、学生が大学生活において留学を1回経験する時

代から、留学を複数回経験する時代に入り、自分に合っ

たプログラムを選択する時代が到来した。 
これに応えられる留学サービス事業者でなければ生き

残りが厳しい時代となってきている。 
 
従い、日本の大学の視点、学生の視点の両面より、必要

となる留学サービス事業者は、従来の留学業界ノウハウ

に加え、第一種旅行業の取得を行い、旅行業界のノウハウ

を活用した事業者でなければならない。 
 
Ⅴ．TRAVEL&EDUCATION業界としてのあるべ

きモデル 

 「Ⅳ．取り巻く環境の変化への対応施策」にて整理し

たように、「プログラムのあるべきモデル」並びに「サ

ービス事業者のあるべきモデル」は、すでに従来の留学

業界の領域を超えた留学と旅行の両方の業界ノウハウ、

ネットワークが必要である。 
 その新たな業界を、「TRAVEL&EDUCATION業界」と

定義する。この業界は、従来の留学業界ノウハウ、ネッ

トワークと旅行業界ノウハウ、ネットワークを融合させ

たスタイルで事業を展開する新業界領域となる。 
この業界のあるべきモデルの構築を行う上で「【Ａ】

プログラム」と【Ｃ】サービス事業者」の条件、機能の

整理を行う。 
また、学生が習得に必要な時間や習得の深さを日本の

大学や学生ニーズに応できるモデルとなるためには、習

得のための「【Ｂ】オリジナルメソッド」の構築が必要

である。 
 
【Ａ】プログラムのあるべきモデル 
 「アカデミックプログラム」、「語学プログラム」は、

留学業界のノウハウ、ネットワークを最大限活用し、日

本の大学のニーズに合ったモデル構築が必要である。一

方で、「グローバル研修プログラム」は、旅行業界のノ

ウハウ、ネットワークを最大限活用し、日本の大学のニ

ーズに合ったモデル構築が必要である。 
 

また、短期プログラム構築の必要十分条件として募集

型企画（受注型企画を含む）」のノウハウ、ネットワー

クが必要なことも重要なポイントである。 

 
「モデル①：アカデミックプログラム」 
 日本の大学生が期間を限定して取り組み、帰国後に日

本の大学を卒業する前提で、日本の大学で経験できない

価値のあるプログラムでなければならない。 
従い、従来の海外大学での講義モデルのみではなく、

講義＋PBL型フィールドワークモデル、講義＋インター

ンシップなどの講義と実践を組み合わせモデルの開発が

重要と考える。 
そのためには、海外大学で既に展開されているモデル

のみならず、海外大学との連携によるオリジナルプログ

ラムの開発やカレッジやコミュニティーカレッジのよう

な専門分野に特化した学校とのプログラム開発を進めて

いくことが必要である。 
 
「モデル②：語学プログラム」 
語学プログラムは、多岐にわたる既存プログラムが海

外学校企画で存在しているが、今後のニーズに対応する

ためには「レベル別プログラムの開発」と「複数プログ

ラの組み合わせ企画の実施」を下記ポイントに沿って実

施しなければならない。 
レベル別プログラム開発のポイントは、語学力レベル

と達成までに必要な時間とのバランスを考え選択できる

プログラム開発である。 
例えば、語学力アップステージとして日本国内で学ぶ

モデルやフィリピンの語学学校で短期集中型で習得する

モデルなどがある。 
また、専門分野での語学力習得ステージとして、海外

学校の特徴より最適なプログラムを選択するモデルなど

をそろえる必要がある。 
プログラムの組み合わせ企画の実施のポイントは、留

学生の目的、レベル、期間に応じてステップを分け、 
最適なプログラムをステップ別に組み合わせたトータル 
企画の実施である。 
例えば、語学力アップステージと専門分野での語学力

習得ステージを組み合わせたモデルとして「二か国留

学」としてプログラムを組み合わせる燃えるが必要であ

る。 
 
「モデル③：グローバル研修プログラム」 
実践体験を求めるためには、海外インターンシップと

海外PBL型研修の2種類が推奨モデルとなる。この2
種類を組み合わせたモデルを習得できるプログラムが今

後主流となると考えられる。 
インターンシップは、特定の職の経験を積むために、
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企業や組織において労働に従事することと定義する。 
また、PBL（Project-based Learning またはProblem-

based Learningとも呼ばれる）は、少人数のグループで行

う「課題解決プロジェクト」をツールとして、企業や組

織より現場の活きたテーマに対して取り組むことと定義

しする。 
この2種類のプログラムを組み合わせて実施すること

により３つのグローバル人材力（コミュニケーション能

力、考動力、異文化適応力）の習得が円滑となり、各業

界の専門性も習得できると考える。 
 
 
【Ｂ】オリジナルメソッドの構築 
従来の考え方では、グローバル人材に必要な３つの力

を習得するには、十分な時間と経験の回数が必要であ

る。 
一方で、大学生は限られた時間でレベルに応じた習得

が必須となる。 
そのために独自の３つのメソッド（①期間の3段階ス

テージ化、②プログラムの3段階ステージ化、③習得プ

ロセスの4ステップ化）をモデル化する。 
 
①期間の3段階ステージ化 
 大学4年間の限られた時間をホップ→ステップ→ジャ

ンプに分けて経験することにより、自らの経験を次のス

テージで行かせる形にする。 
図４に示すようにそれぞれのステージで自らにマッチ

したプログラムを選択し、レベルに応じたオリジナルス

テップアップを実現する。 
 

 
図４：レベル別プログラム開発 

 
②プログラムの3段階ステージ化 
プログラムを事前、現地、事後の3ステージに分ける

ことで、深い習得を目指す。 
図５に示すのは、台湾で実施している旅行会社並びに

ホテルでのインターンシッププログラムとなる。 
このプログラムは、旅行会社でのPBL型研修とホテ

ルでのインターンシップの組み合わせプログラムとな

る。特に、PBL型では旅行企画を行い現地旅行会社に対

して提案を実施するのが特徴である。 
 事前研修では、旅行業界全般、現地旅行会社について

学び、グループワークで現地での課題（旅行企画のテー

マ）説明、取り組みプロセスを理解したうえで、企画業

務に取り組む。現地研修では、旅行会社よりの説明、旅

行会社の企画プログラムへの参加、自分たちの企画プラ

ンの検証などを行い、最終提案を実施する。帰国後の事

後研修では、後述する海外での実践体験を生かす手法

（Ｃ→Ｐ→Ｄ→Ｃ手法と定義）に沿って、Afterレビュ

ーを行う。 
 このように、事前研修→現地研修→事後研修を通し

て、理解を深めるモデルである。また、この手法を活用

することにより、グローバル人材力の「コミュニケーシ

ョン能力」を磨くことにも役立つと考える。 
 

 
図５：モデルプログラム（台湾プログラム） 

 
③習得プロセスの4ステップ化 
 製造メーカーにおける品質管理・品質改善の手法とし

て採用されたと言われるＰ→Ｄ→Ｃ→Ａサイクルは、ビ

ジネスの領域でも採用される手法と言われる。 
一方で、ビジネスに精通したビジネスパーソンにおい

て最初に行う重要なステップは現状分析である。現状分

析の結果を踏まえ方針を定め計画を立てる。その計画に

沿って実行し結果をレビューするのが鉄則である。 
そのため、プログラムにおいても参加者が、現状認識

を行うことから始める。このプロセスをＣ→Ｐ→Ｄ→Ｃ

手法と定義する。 
また、最初の「Ｃ：Check」をBefore Checkと定義

し、最後のＣ：Check」をAfter Checkと定義する。この

最初の「Ｃ」と最後の「Ｃ」を比較しレビューを行い、

次のステージへの課題点を整理することが重要である。
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この手法を活用することにより、グローバル人材力の中

で重要と位置付ける「考えて動く能力：考動力」を身に

着けることにも役立つと考える。 
 

 
図６：大学4年間のゴールから見た推進MAP 

 
【Ｃ】サービス事業者のあるべきモデル 
 「Ⅴ．留学プログラムのあるべきモデル」で説明をし

たように、これからの「サービス事業者の役割」は、日

本の大学よりの信頼関係において、留学業界のノウハウ

を活かせるコンサルティング機能を有し、モデル構築を

実現できることである。 

 また、短期プログラムの重要性に対応するために旅行

業界における第一種旅行業所有事業者として、募集型企

画商品を企画造成から販売まで実施できることを求めら

れる時代でもある。 
 
 そのような変化の中で、サービス事業者は、下記の視

点からすべての条件を満たす事業者となれるか否かが最

大のポイントとなる。 
①英語で学ぶステージで十分対応できる語学力を限られ

た時間で習得できるプログラム企画提案が可能か？ 
②日本の大学のニーズに合ったアカデミックプログラム

の企画提案が可能か？ 
③グローバル研修プログラムの企画提案が可能か？ 
④アカデミックプログラムとグローバル研修プログラム

を組み合わせる対応力があるか？ 
⑤短期プログラムを第一種旅行業者として企画造成から

販売までを実施できるか？ 
⑥プログラム催行責任者として、プログラム行程保証、

が可能か？ 
⑦危機管理として参加者の安心安全を確保するためのサ

ポート体制が徹底できるか？ 
 
Ⅵ．今後の課題 

 「TRAVEL&EDUCATION業界」事業モデルについて

は、私が留学業界と旅行業界の両方に所属する企業で代

表取締役を務めた2014年から、実際の事業戦略として

実施し事例検証を進めてきた。 

この度、2019年4月より有限会社マンナミコンサルタ

ントとして活動を再スタートしたことにより、事例検証

を新たにスタートさせることとなった。 
  
また、有限会社マンナミコンサルタントは、留学業界

団体である一般社団法人海外留学協議会(JAOS)の正会員

であるが、旅行業界の第一種旅行業を持っていないた

め、2019年8月に旅行業界の第一種旅行業を持つ旅行会

社（トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社）と

TRAVEL&EDUCATION事業を実施することを目的とし

た業務提携契約を有限会社マンナミコンサルタントとの

間で締結し、ビジネス環境が整った。 
 
従い、TRAVEL&EDUCATION業界におけるビジネス

を推進する企業の立場よりマーケット分析の実施やある

べきモデル（上記【Ａ】【Ｂ】【Ｃ】）の検証が可能とな

った。具体的な案件をベースとした本格的な分析、検証

は、2020年1月より実施予定となる。 
 
Ⅶ．まとめ 

 留学業界の従来型モデルは、海外大学のアカデミック

プログラムや海外語学学校の語学研修プログラムなどを

中心に、留学サービス事業者が海外の学校や海外のサー

ビス事業者の代理販売を行うビジネスとして成長してき

た。 
 
そのような環境において1991年以降、留学サービス

事業者による留学事業の健全な育成と発展のための業界

団体も設立され、業界団体がさまざまな視点でルール化

を進めると同時に業界の拡大につながる活動を行い、大

きく成長してきた業界である。 
  
一方で、2009年（平成21年）11月に経済産業省が「グ

ローバル人材育成委員会」を設立以降、産業界でのグロ

ーバル人材育成と日本の学校（中学・高校・大学）のグ

ローバル化とは密接な関連性を持ち、その影響を受けて

留学業界動向が非常に大きく変化している。 
特に、日本の大学が、グローバル人材力（語学力、コ

ミュニケーション力、考動力、異文化適応力）の習得を

海外留学に求める動きが激しくなり、そのニーズに対応

できる留学プログラムや留学事業者の必要性が業界変化

に与える影響が大きい。 
 
このような業界を取り巻く環境の変化に伴い、留学サ

ービス事業者に一部の旅行会社が参入するような従来型

業界から。留学と旅行の両業界のノウハウ、ネットワー

クをベースとしたビジネスが中核となる業界領域

（TRAVEL&EDUCATION業界）として成長していると
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考える。 
その業界領域のマーケット分析、あるべきモデル（「【Ａ】

プログラムモデル、【Ｃ】サービス事業者モデル」の研究

と共に、習得に必要な時間や習得の深さを日本の大学や

学生ニーズに対応できるモデルとなるための習得モデル

「【Ｂ】オリジナルメソッド」の構築と検証を継続して進

めて、あるべきモデル確立に向けて研究を継続していき

たいと考える。 
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【ワーキングペーパー】 

観光人材育成につながる地域貢献型観光英語を目指して 
外国人宿泊客への接客に関するニーズ分析を基に 

-Tourism English Contributing to Regional Development and Human Resource Development- 
 Based on Needs Analysis to Accommodation business 

 
岩田 聖子 (Shoko IWATA)* 

 
【 要 約 】 

 観光を基幹産業とする地域の人材育成の一環として、外国語対応に不慣れながらも宿泊施設等で働く人々、特にこれまで英

語を使うことのなかった観光従事者のための「英会話集」の作成とその指導を目的に、和歌山県田辺市の宿泊施設を対象に実施

したアンケートについて報告する。調査対象は欧米豪の旅行者が多い地域の宿 39 軒で、2019 年 2 月、9 月、11 月に調査を実施

した。事前に配布したアンケートを回収し、内容について詳しく質問した結果、宿泊施設が直面している課題として、▽緊急時

やトラブル発生、不測の事態での対応▽外国人客が日本の文化や日本旅館の慣習を知らないこと（特に土足で旅館に上がろう

とすることや、雨でも傘を差さないこと）への対応、そして、なにより▽外国語のスキル不足が挙げられた。英語のスキルが不

足していると感じている宿泊施設は、宿泊客に対して「笑顔」「食事」で補っていることが分析の結果わかった。そして、食事

の際の料理解説などに使える会話冊子や、スマホやタブレットで使える翻訳アプリのニーズも明らかになった。地区、英語力、

年齢と宿泊施設のサービスや工夫を中心に内容分析を行った結果、それぞれのサービスの仕方が異なることも明らかになり、

観光従事者の英語使用のカスタマイズ化の必要が分かった。 
 
キーワード（Keywords）: 熊野古道（Kumano Kodo） 

歴史的観光地（Historical and Sightseeing Spots） 
ニーズ分析（Needs Analysis） 
言語的接遇（Language Skills for Customers Service） 
テキストマイニング（Text Mining） 
KH Coder 

 
Ⅰ．はじめに 
 2020年に訪日外国人旅行者数4,000万人、旅行消費額

8兆円等の目標を掲げ、2030年には6,000万人、15兆円
を目指している日本では、訪日外国人の訪問地は従来の

「ゴールデンルート」から地方へと広がりを見せてお

り、外国語を使う機会が少なかった地域でも、その対策

が急務となっている。観光庁による外国人客の満足度調

査1では、2019年度も前年同様、訪日外国人が旅行中に

最も困ったことは「施設等のスタッフとのコミュニケー

ションが取れない」という結果だった。そこで、今回

は、欧米豪の訪日外国人が急増した歴史的観光地におけ

る、観光を基幹産業とする地域の人材育成として、言語

的接遇2における観光従事者の現状を調査してそのニーズ

を測り、今後のサービスに反映すべくアンケートを実施

し、その課題を探った。自由記述については、KH Coder
によるテキストマイニングを行い、そして調査結果を基

に分析し、地域の人材育成、特に外国人対応ができる人

材の育成支援に焦点を当てた。 
 
Ⅱ．アンケート調査 

１．調査対象の選出と調査内容 
 調査地である田辺市の年間外国人宿泊客数は、「熊野

古道と紀伊山地の霊場」が世界遺産に登録された2004
 

* 追手門学院大学 常勤講師（Lecturer, Otemon Gakuin University） 
1 観光庁「訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するアンケート」 
2 言語による接客サービス（高民定・藤田依久子、2017） 

年の1,409人から、2018年には4万3,939人と欧米豪を

中心に増加している。なかでも歴史的な温泉のある田辺

市本宮町は492人から2万4,957人と急増し、地域ぐる

みの外国語対応が非常に重要な鍵となってきている。田

辺市熊野ツーリズムビューローは、早くから観光従事者

へのワークショップを開催したり、宿泊施設に「対訳宿

泊ガイドツール（日本語・英語）」を配布したりして支

援に取り組んできた。しかしながら、2015年よりこの地

域で宿泊施設への聞き取りを繰り返した結果、細やかな

「おもてなしのための観光英語表現」の編集とその普及

といったニーズが見えてきた（岩田、2018）。 
 観光庁のDMO事例集にも取り上げられている田辺市

は、外国人観光客誘致に力を入れている。今回、宿泊業

者への調査にあたって、市企画課および観光振興課、田

辺市熊野ツーリズムビューロー、和歌山県世界遺産セン

ター、熊野本宮観光協会、中辺路町観光協会などを訪問

して研究概要を説明した。結果、和歌山県全域の約

22％、県内第1位の総面積をもつ田辺市の協力を得て、

広範囲な宿泊エリアにおけるヒアリング調査環境が整

い、「宿泊施設における外国人対応アンケート」調査が

可能になった。田辺市を訪れる外国人の多くは、田辺市

街地から、熊野本宮大社へと至る熊野参詣道の途中にあ
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る中辺路地区を通り、熊野本宮大社まで2～3日かけて

歩く。 
 当初、2018年9月に、熊野本宮大社がある本宮地区で

調査を始める予定だったが、台風の被害で休業を余儀な

くされる施設が多かったため、翌2019年2月に本宮地

区の調査を開始した。同年9月に中辺路地区、11月に中

辺路地区の追加調査と田辺市街地での調査を行った。調

査内容は、宿泊業の日頃のサービスと、外国人宿泊客へ

の言語的接遇を中心に、以下の項目からなっている。

1．宿の基本情報 2．外国人宿泊の現状と接客の際の使

用言語 3．外国人対応におけるサービスや工夫、およ

び困ったこと 4．英語力および場面別使用状況 5. 外
国人受け入れのための情報発信 6．苦情対策 7．行政

への要望についてである。1. 2. 4. 5に関しては選択回

答、3，6，7については自由記述で回答してもらった。

その中から、自由記述をしてもらった外国人対応（サー

ビスや工夫）の回答に対し変数として▽年齢▽英語での

接客▽地区別について、内容分析を行い、共起ネットワ

ーク図を使ってそれぞれの特性を抽出した。 
 
２．アンケート内容の分析と考察 
a. 対象地区 

 今回の調査の回答を、年代別、地区別、英語力につい

て精査した。図1で示した、①田辺市街地の宿泊施設9
軒最大収容人数計（約300人） ②中辺路地区の14軒
（約270人） ③本宮大社近くの歴史的温泉地などの16
軒（約470人）の計39軒にアンケートを配布し、聞き

取り調査を電話及び対面式で実施した。 
 

 
図１：調査地 

田辺市熊野ツーリズムビューロー提供 

表１ 2018 年エリア別外国人宿泊者数 

エリア 外国人 
宿泊数 比率 聞き取り 

件数 
宿泊収容 
人数 

① 田辺市街地 10,524 24% 9軒 約300人 

龍神 724 2%   

② 中辺路 7,734 18% 14軒 約270人 

大塔 0 0%   

③ 本宮 24,957 57% 16軒 約470人 
合計 43,939     

出典）田辺市各観光協会調査を参考に筆者が加筆作成 
 
 田辺市は、2005年5月に龍神村、中辺路町、大塔村、

本宮町と合併し、新しい田辺市が発足した。田辺市街地

は武蔵坊弁慶と深い関係があると言われる闘鶏神社を有

し、また熊野古道中辺路ルートの入り口である滝尻王子

に向かうバスの始発点として、多くの外国人がバスを待

つ。彼らは滝尻から熊野本宮大社までの間に1泊あるい

は2泊している。 
 どの地区も、「外国」「対応」としての「英語」の必要

性が共通認識としてあるものの、①田辺市街地は、チェ

ックインの時間および荷物の搬送 ②中辺路地区は、外

国人宿泊者が「熊野古道を歩く」ことを念頭にしたサー

ビス、③の温泉地を有する本宮地区では、「温泉」「送

迎」を重視するといった、それぞれの地区の特性が明ら

かになった。 
 

 
図２ 地区別の宿のサービスと工夫の共起ネットワーク 

 
b. 年齢 

 回答者のほとんどは宿泊施設のオーナーまたは女将

で、年代の平均値及び中央値は50歳代であるが、50歳
代と並んで70歳代も最頻値として現れた。表2のそれ

ぞれの地区の年代別平均値は、①田辺市街地40歳代
（n=9）、②中辺路町50歳代（n=14）、③本宮町60歳代
（n=16）であった。筆者が主に聞き取りをしていた本宮

町地区は16軒中11軒が60歳以上で、70歳代も7名い

るなど、3地区の中では高齢化が突出していた。各地区

で、二世代で営業している宿もあり、親世代は70歳
代、子世代は30歳代という宿が、田辺市街地で１軒

（創業70年）、中辺路地区で1軒（創業12年）、本宮地

区では3軒（創業44年、45年、35年）であった。 
 

表２ 地区別年齢別回答者数 
 市街地 中辺路 本宮 全体 

20代 1 0 0 1 
30代 2 1 0 3 
40代 1 4 3 8 
50代 4 3 2 9 
60代 1 3 4 8 

70代以上 0 3 7 10 
 
 年齢間におけるサービスや工夫では、どの世代も、
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「料理」と「人」の必要性を共通認識で持ちながら、49
歳以下の回答者と50～69歳以下の回答者間での共起抽

出語として出たのが、「英語」であった。一方、70歳以
上では「英語」の抽出語がなかった。 
 

 
図３：回答者年齢とサービス工夫の共起ネットワーク 

 
c. 英語力 
 地区別、年齢別におけるサービスや工夫の抽出語に続

いて、ここでは、英語レベルの際によるサービスや工夫

の違いがあるかどうか検討する。そこで回答者の英語レ

ベルと、そのニーズについて分析した。調査対象地全区

の回答者の英語レベル（表3）では、あいさつ程度及び

それ以下と答えた回答者が56％と過半数を占めた。英語

の話せるスタッフがいるかいないかでは、「いる」の

38％、に対し「いない」が62％だった。 
 
表３ 調査対象の宿泊施設回答者の英語レベル（n=39） 

英語レベル 件数 割合 
TOEIC® 860点以上程度 2 5% 
TOEIC® 730～859点程度 6 15% 
TOEIC® 470～729点程度 9 23% 
TOEIC® 220～469点程度 20 51% 

TOEIC®219点以下程度 2 5% 

 
 聞き取りの中で、開業して3年になる田辺市街地のゲ

ストハウス店長(40歳代女性) は、市が提供する＜外国

人観光客おもてなし向上事業＞に参加し、英語の近隣マ

ップの配布を受けたり、店内英語表記などの支援を受け

たりしたことが役に立っていると述べ、「英語は喋れな

かったが、外国人宿泊客から教えてもらった表現が役に

立っている」という。多くの宿泊施設で困ったこととし

て挙げている土足で上がり込もうとする客に対して、

“Could you take off the shoes? Just the socks.”との言い方を教

えてもらったと語った。他のゲストハウスでは、英語の

対応に困った際には、24時間体制で応対をする田辺市熊

野ツーリズムビューローのスタッフに連絡を取るとの回

答であった。一方、開業して25年余りになるビジネス

ホテルは、英語での対応は行っているものの、意思疎通

の点で「日本人の方が楽だ」という回答だった。 
 中辺路地区では、スタッフ不足の解消策として、外国

人旅行客に1日6時間の仕事をしてもらう代わりに寝食

を提供するという「WWOOF」仕組みを取り入れている

宿泊施設がある。英語を使うことのなかった日本人従業

員も、このおかげで英語を使うようになったという。こ

のシステムを利用して２か月間滞在しているフランス人

旅行客に尋ねたところ、“WWOOF is a system that can be 
called "exchange of services" : in exchange of 4 to 6 hours of 
work by day, the volunteer have food and accommodation. For 
me, it was a great way to travel and spent more time with local 
people, getting to know them more.”という回答だった。宿

泊施設と、システムを利用する外国人の双方に相乗効果

を上げているという。このほか、通訳案内士や、インバ

ウンド専門の旅行会社の現地支店スタッフが宿泊施設を

開くなど英語に精通している宿泊従業者も現れている。 
 熊野本宮大社や著名な温泉を有し、歴史的観光地であ

る本宮地区は、これまで英語を使うことのなかった観光

地であり、宿泊従事年数の平均が33年に及ぶ。バス停

までの道順を説明する代わりに、一緒に行くといった話

も出た。また、夕食と朝食の時間を言うだけで、浴室や

室内での必要なことは館内に英語で表示しているため必

要以上の言語的接遇はしないという回答もあった。室内

にスリッパで入ってきた時は、“Sorry.”,“ No.”で対応し、

食事のリクエストに対しては、“No meat?  No pork?  No 
chicken? No breakfast?  No dinner?”と、すべて“No”で十分

であるという。一方、英語力を「あいさつ程度」と回答

した宿であっても、筆者が手伝いとして参与観察を行っ

た宿の女将は、館内の説明、食事時間および食事の材料

に関して英語で説明をしていた。そして、英語対応スタ

ッフの有無と宿のサービスや工夫を対応分析して、共起

ネットワーク図化したのが、下の図である。 
 

図４ 英語スタッフの有無と宿のサービスや工夫（１） 
 
 英語スタッフのいない宿泊施設では、「笑顔」「食事」

のサービス、英語スタッフのいる施設では、「送迎」「必

要に応じたサービス」の語と共起した。聞き取り調査で

も、英語スタッフのいないと答えた宿泊施設は、「英語
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はしゃべれませんが笑顔で頑張っています」など、「笑

顔」でコミュニケーション不足をカバーしようとしてい

る姿が垣間見られた。また、「古道」巡礼に来る人のた

めの「食事」を挙げている。また、図5における「言

う」という抽出語に関する自由記述文を参照すると、▽

「言われ」なくても困っていることは顔を見たらわかる

▽明後日のことを“tomorrow, tomorrow”と「言う」と笑っ

てくれる（ジェスチャーを交えて）▽洋食の朝食で、

（久しぶりに）洋食を食べたと「言う」感じが分かる―
といった推測による接客サービスを行っていた。 
 

 
図５ 英語スタッフの有無と宿のサービスや工夫（２） 

 
d. 外国人宿泊客に対して宿からのニーズ 

 
図６ 取り入れたい外国人接客対応の要望 

 
 調査の結果、宿泊施設のうち半数以上の回答者が、

「挨拶など最低限の意思疎通。外国語スキルに不安が残

るレベル」と答えている。その宿泊業者の「外国人対応

で困ったこと」として「外国語のスキル不足」を挙げて

おり、▽宿のニーズに合った外国人対応の英会話冊子、

▽英語対応の翻訳機器や端末サービス（アプリ）の利用

などに高い関心を示した。一方、英語での対応で業務上

の支障がない業者も「さらなる館内英語表記」ニーズが

高かった。 

 また、全体として、「緊急時やトラブル発生、不測の

事態での対応」「外国人客が日本の文化や日本旅館の慣

習を知らないこと（特に土足で旅館に上がろうとし、雨

でも傘を差さないこと）」に苦慮しているとの回答があ

った。 
 
Ⅲ．考察と課題 
 今回のアンケート調査で、▽緊急時の英語▽文化によ

る違いへの対応▽宿のニーズに合った外国人対応の英会

話冊子▽英語対応の翻訳機器や端末サービス（アプリ）

の利用▽さらなる館内英語表記のサポート―の必要性が

明らかになった。さらに、端末サービスの情報提供も、

地区や年齢、などそれぞれの特性に合わせたアプリ提供

の支援の必要性が見えてきた(図2，3，4)。また、館内

英語表記の一層の充実化への支援も必要となろう。外国

人客の対応宿泊施設のセールスポイント・外国の方に喜

ばれること・心掛けていることに対する自由記述の共起

表現を分析した結果、<人>、つまり客を中心にした一連

のおもてなし構造が明らかになり、英語スキル不足を挙

げている施設では特にその傾向が強く出た。言語的接遇

の不足を「笑顔」でカバーし、英語対応に支障のない施

設は「送迎」や「案内」に力を入れていることから、言

語的接遇の差は、英語力スキルがあることで「案内」な

どの情報サービスの差と捉え、外国人宿泊客の対する宿

での案内情報の英語支援も必要であろうと思われる。 
英語力での対応が不足している宿では、「笑顔」といっ

た表情やジェスチャーなどで外国人宿泊者に応対してい

るため、おもてなしのためのジェスチャー（外国人対

応）の向上も必要だと思われる。その一方で、熊野を訪

れる訪日外国人から見たこの地域の言語的接遇における

英語対応の現状を調査し、双方向のニーズに沿ったおも

てなし英会話集の作成など、人材支援につなげたい。 
 
本研究は科研費18K00806の助成を受けたものである。 
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【ワーキングペーパー】 

訪日外国人旅行者の満足度向上を目指した飲食店向け英語メニュー開発の検討 
An Examination of Development of English Menu for Restaurants 

to Meet Foreign Tourists’ Satisfaction 
 

村上 彩実 (Ayami MURAKAMI)* 
 

【 要 約 】 
 増加の一途を辿る訪日外国人旅行者は、日本での食体験に大きな期待を寄せており、その経済効果も大きい。しかしながら、

飲食店の言語面に対する対応の対策は課題を抱え、訪日外国人旅行者から不満の声が上がっている。とりわけ、訪日外国人旅行

者は料理を注文することに困難を覚える。本稿は、訪日外国人旅行者の満足度を高める英語メニューの構成要素について検討

する。写真やピクトグラムの使用、形容詞を活用した料理名の表記、そして料理方法、食材、郷土料理などの説明書きを充実さ

せることが重要である。しかしながら、近年急速に発達している情報技術の影響から ICT の活用やデジタルマーケティングを

駆使した多言語対応メニューの開発が求められる。 
 
キーワード（Keywords）: 顧客満足（Customer Satisfaction） 

英語メニュー（English Menu） 
訪日外国人旅行者（Foreign Tourists） 

 
Ⅰ．はじめに 
 近年、増加の一途を辿る外国人旅行者の数は、2018年
に3,000万人を超え、3,119万人を記録した（観光庁

2019a）。2013年に日本食がユネスコ無形文化財に登録さ

れたこともあり、日本食は訪日外国人旅行者の訪日目的

の一つになっている。訪日外国人旅行者の食への関心が

高いことから、外国語表記のメニューを導入している飲

食店は多いものの、外国人利用者の満足度は高くないこ

とがわかる（金沢大学香坂研究室・日本政策投資銀行

2013）。そこで本稿は、 訪日外国人旅行者の満足度を高

めるメニューに必要な要素について議論する。なお、世

界人口のうち4人に一人が英語話者であることから

（Tsedal 2012）、本研究のメニューの表示言語は英語に限

定する。 
 本稿の構成は以下の通りである。第2章では、訪日外

国人旅行者とその対応に取り組んでいる飲食店の現状に

ついて俯瞰する。第3章では、英語メニュー作成におけ

る指針を示す。最後に、第4章ではまとめと課題につい

て述べる。 
 
Ⅱ．訪日外国人旅行者と飲食店の対応状況 

 観光庁(2019a)の調査によると、2018年の訪日外国人

旅行者の数は約3,119万人で過去最多となった。また、

その消費額は約45,189億円、一人当たり約153,029円と

推計される。費目別で見ると買い物代が最も高く、

51,256円、次いで宿泊費45,787円、飲食費33,748円で

ある。とりわけ、飲食費を国別で見ると、スペイン

62,129円、オーストラリア58,878円、イタリア57,803
円、フランス56,933円、英国56,050円、米国50,630円

 
* 追手門学院大学、特任助教（Otemon Gakuin University, Specially Appointed Assistant Professor） 

の順に多く、欧米圏に集中している。もちろん、これら

の金額は滞在期間や場所によって大きく左右されるが、

飲食店がその対応の必要性に追われているのは明らかで

ある。 
 しかしながら、その対応は不十分であり、訪日外国人

旅行者は不満を示している。観光庁（2018）が実施した

「訪日外国人旅行者の受け入れ環境整備における国内の

多言語対応に関するアンケート」の調査結果によると、

訪日外国人旅行者が旅行中に困ったこととして「施設な

どのスタッフとコミュニケーションが取れない」が

26.1%と最も高い。なかでも、「訪問した場所の中で多言

語表示・コミュニケーションで困った場所」については

飲食店が28.5％を占める。とりわけ、「料理を選ぶ・注

文する際」が特に困ったとの回答が65.8%と最も多い。

その理由には、従業員とのコミュニケーションによる不

満が最も多い（33.1%）であるが、次いで、表示言語数

の不足29.5%、多言語で記載量の少なさ14.0%、多言語

表示の誤訳8.3%の順に多く、これらは全て多言語表示

に関することである。 
 加えて、金沢大学香坂研究室・日本政策投資銀行

（2013）が金沢市内の飲食店33軒と、訪日外国人旅行

者192名に行った調査によると、約85％の飲食店がコミ

ュニケーション面に対する不安から外国人客の呼び込み

に対して消極的であることがわかった。しかしながら、

訪日外国人旅行者は、従業員とのコミュニケーションに

対して満足18.0%、やや満足30.9%、普通34.5%と、不

満を抱いていないことがわかった。むしろ、接客に関し

ての満足度は極めて高かったと言える。一方、不満に感

じる点はメニュー上の外国語表記である。50％以上の飲
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食店は外国語メニューの開発や導入を重視しているにも

関わらず、外国人客の満足度は低かった。普通と回答し

たのが31.4%と最も多く、やや不満が17.1%、不満が

7.9%であった。外国語メニューに対する不満の理由に

は、①外国語表記がない、②英語での説明文が少ない、

③ローマ字表記がない、④わかりにくいデザイン、が挙

げられた。 
 観光庁（2019a）によると、約70.5%の外国人旅行者

は、日本食体験を訪日の目的としており、とりわけ、

27.9%は食体験に最も期待をしている。このことから、

日本での食体験の期待を裏切らないためにも、外国語で

表記したメニューの開発に取り組むことは必要不可欠で

ある。では、訪日外国人旅行者の満足度を高めるメニュ

ーとはどのようなものであるか、次章で議論する。 
 
Ⅲ．英語メニューの必要構成要素 
 本章では、訪日外国人旅行者が料理を注文しやすいメ

ニューの構成要素について議論する。 
 
１．写真・ピクトグラム  

 観光庁（2018）の調査によると、約54％の訪日外国人

旅行者が飲食店において写真やイラスト入りのメニュー

の必要性を指摘していることから、写真を掲載すること

は必須であると考える。McCall & Lynn(2008)は、写真は

抜粋して掲載すべきだと指摘する。そうすることで、顧

客に選択して欲しいメニューアイテムに焦点を当てるこ

とができる。つまり、訪日外国人旅行者用に提供する料

理を新たにもしくは別で開発する必要は全くないのであ

る。むしろ、同じ料理をメニューに記載し、訪日外国人

旅行者の選択を促進するように、写真やイラストを掲載

することで見やすいデザインにしておくことが重要なの

である。 
 加えて、農林水産省（2018）は、訪日外国人旅行者に

アレルギーと宗教上の戒律の観点から食べられない食材

を把握するためのツールとして、英語の併記と共にピク

ドグラムの活用を提案している。2017年の「飲食業者の

ためのインバウンド対応ガイドブック」と2018年の

「地域で取り組む人たちのためのインバウンド対応ガイ

ドブック」を比較すると、2018年版の方にはアレルギー

症状の例やドレッシングなどにも含まれる可能性のある

食材などに関する注意書きが充実している。また、宗教

の戒律で禁じられている食材のセクションを設け、その

項目も細部にわたり、見やすいデザインになっている

（図１）。また、指差しコミュニケーションツールとし

ても使用できるように設計されている。顧客と従業員の

双方が食材を指差すことでコミュニケーションを図りな

がら使用食材の確認ができる仕組みになっている。 
 

 
図１ ピクトグラムを用いた指差し会話シート 

出典）農林水産省（2018）「地域で取り組む人たちのための 
インバウンド対応ガイドブック」p.35の一部を抜粋 

 
２．商品名  

 次に、商品名である。顧客の満足度を高める英語メニ

ューには、メニュー名に効果的な形容詞を含むことが重

要である。Wansink, Painter, & Ittersum（2001）は、地理

（geographic）、感情（affective）、味覚・食感（sensory）、
ブランド (brand)を連想しやすい形容詞を含めること

で、売り上げ促進に効果があると主張する。地理には、

食材の産地や調理方法などを表す形容詞を使用する。感

情には、「伝統的な（classic）」や「おばあちゃんが作っ

た（Nana’s）」などどこか懐かしい味を連想できる様な形

容詞が効果的である。味覚や食感は、「栄養たっぷりの 
（hearty）」「シャキシャキの（snappy）」などの形容詞を

使用する。そして、ブランドには「ブラック・アンガス

牛の（Black Angus®）」など使用している食材の名前を形

容詞として使用することでその効果が見込まれるとい

う。 
 メニュー名にこれらのキーワードが含まれている商品

は、その質や価値を高めるだけでなく、売り上げ促進の

効果があるという。Wansink, Painter, & Ittersumは、効果

検証を行なった。6週間にわたり大学の食堂のランチタ

イムに２つの同じメニューに異なる商品名をつけたもの

を用意し、レジでそのメニューを選択した人に追加のア

ンケートを配布した。アンケートの質問は、商品に対し

ての意見を1（全くそう思わない）から9（とてもそう

思う）の異なる段階で回答してもらった。対象商品を選

択した被験者のうち、約56％の人が名前に工夫が施され
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たメニューを選択し、約44％の人がそうでない方を選択

した。その結果、形容詞を含むメニュー名の商品の方が

品質と価値、飲食店に対する評価が高く、再購入の可能

性も高いことがわかった。そして、売り上げ率は27％向
上した。一方で、選択した商品に対して「いくら払う

か」の質問に対しては、販売価格とほぼ同等金額の結果

となった。この結果から、詳細な情報が記載されている

メニューは、初めて注文をする人により鮮明なイメージ

や使用されている食材に対する安心感を与え、売り上げ

促進につながったのだと考えられる。加えて、サービス

は無形であるが故に事前に品質を把握することが困難で

ある。したがって、メニュー名に形容詞を使用し提供さ

れる商品をイメージしやすい情報を掲載することで、顧

客が購買に対するハードルを下げる役割を担ったと考え

られ、顧客が満足のいく消費につなげることが可能にな

ったと言える。 
 

表１ 形容詞を使用したメニュー名の例 
n 地理 

- Southwestern Tex-Mex Salad 
（南西部テキサス流メキシコ風のサラダ） 

n 感情 
- Classic Old World Italian Pasta 
（伝統的な古代イタリアンパスタ） 

n 味覚・食感 
- Snappy Seasonal Carrots 
（シャキシャキ旬のにんじん）  

n ブランド 
- Black Angus® Beef Burgers 
（ブラック・アンガス牛のハンバーガー）  

出典）Wansink 2001: p.70を一部修正 

 
３．食材や調理方法の説明  

最後に、商品の食材や調理法などの説明が気に焦点を

当てる。メニューアイテムの説明書きは情報の複雑度が

大きな要素であると言える。McCall & Lynn (2008)は、メ

ニュー意掲載されている商品の説明の複雑度が高いほど、

顧客は商品を高価格・高品質であることを示すことがで

きると主張する。アメリカの大学生 160 人は、メニュー

に記載されている料理の説明の複雑度が価格、質、購買意

欲をどのように決定するかを回答した。価格は、＄10 か

ら＄24の中から選択し、質と購買意欲に関しては、１（全

く思わない）から９（非常にそう思う）の９段階で判断し

た。メニューは、牛フィレ肉、鶏胸肉の詰め物、そしてパ

スタに限定し、メニューの説明書きの複雑度を低いもの

と高いものを提示した（図１）。その結果、全てのメニュ

ーにおいて、説明書きが複雑であるほど高価格、高品質で

あると予測された。購買意欲に関しては、牛フィレ肉にの

み関係性が見られる結果となった。このことから、メニュ

ーの説明書きを詳しく記載することで商品に関する認識

度を高めることができると言える。また、商品を提供時に

感じられるギャップの軽減も見込める。 
島（2016）によると、この現象は「フレーミング効果」

であると言える。「同じ製品・サービスを異なる表現で消

費者に対し提示するだけで，消費者選好が変化するので

ある。この製品・サービスの価格や品質が提示される方法

を判断や選択の「フレーム」と呼び、フレームが異なると、

消費者選好が変化する（消費者が異なった判断や選択に

導かれる）ことを「フレーミング効果」という。」と説明

している（p.442）。したがって、同じ商品でも使用食材や

調理方法を詳細に記すことで、顧客は絶対的評価ではな

く、事故の基準点の比較により選択が為されたことがわ

かる。 
また、食材や料理に関するストーリーを紹介すること

も効果的だろう。観光庁（2019b）「宿泊旅行統計調査」に

よると、外国人述べ宿泊者数を都市部および地方部にお

いて前年度と比較すると、三大都市圏（東京、神奈川、千

葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫の8都府県）では12.3％
増に対し、地方部では 18.7％と、地方に対する監視が高

まっている。このことから、地方部における訪日外国人旅

行者への対応が重要であることがわかる。また、経済産業

省は、地域経済活性化を目的とした活動の一環として地

域資源をストーリー化し発信するための手法などを研究

する「地域ストーリー作り研究会」を2014年に発足した。

同会は、観光消費減少に関わる要因として、急増する訪日

外国人旅行者の対応が遅れていることや地域全体での消

費を促す仕掛けが不十分であることを挙げている。そし

て、その解決策の糸口として、地域の様々な観光資源を発

信する体制作りに取り組んでいる。地元食材の栽培から

収穫までや郷土料理の歴史や慣習などをストーリー仕立

てに紹介することで、訪日外国人旅行者は日本食に対す

る理解を深めることが可能となり、購買意欲を掻き立て

ることも可能になるだろう。 
 
牛ヒレ肉ステーキ 
１．複雑度：低 
ステーキ（283g） マッシュルームソース添え ポテトか野

菜の付け合わせをお選びいただけます。 
 
２．複雑度：高 
ニンニクとタイムが香るテンダーロインステーキ（283g） 

完熟トマトのマリネ、薫製モッツアレラチーズ、シェリー酒

のお酢を使用したデミグラスソースを添えて 
図２ 複雑度の高低別メニューアイテムの説明書き例 

出典）McCall & Lynn 2008: p.442を翻訳および一部修正 

 
Ⅳ．まとめと課題 

 以上をまとめると、外国人旅行者は日本食体験に大き

な期待を寄せている。しかしながら、飲食店における英
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語メニューの開発は進んでいない。本稿では、訪日外国

人旅行者の満足度を高める英語メニューの構成要素につ

いて検討した。その結果、写真やピクトグラムの使用、

形容詞を活用した料理名の表記、そして料理方法、食

材、郷土料理などの説明書きが必要であることが窺え

る。 
 飲食店の紹介を行う「ぐるなび」の外国語版は、2004
年にサービスを開始して以来、掲載店舗数は87,000店を

超える。また、そのうち詳細メニューを登録している店

舗数は26,000店を超え、英語、繁体字、簡体字、韓国

語、インドネシア語、マレーシア後、タイ語の７カ国語

で対応している。 
 

 
図３ 「ぐるなび外国語版」の英語メニュー例 

出典）ぐるなびウェブページ 
https://corporate.gnavi.co.jp/release/2015/20150119-012794.htmlより転載 

 
 このように、今後はオンラインや ICT（情報通信技

術）を活用した英語メニューの推進を検討していく余地

がある。また、JTOC（Japan Travel Online Community）
のように、外国人から訪日旅行に関する声を丁寧に収集

し、分析するデジタルマーケティングを活用した英語メ

ニュー開発が必要となる。今後の課題とする。 
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ファミリービジネスとユニバーサルツーリズム 
日本旅館（「なにわ一水」（島根県））をケーススタディとして 

Family Business and Universal Tourism 
 -Analyzing a Japanese-Style Hotel (Ryokan) as a Case Study - 

 
児島 幸治 (Koji KOJIMA)* 

 
【 要 約 】 

 本論文では、日本におけるユニバーサルツーリズム、観光立国への取り組みの経緯と現状を概説し、旅館業の現状についての

問題点を整理し、ファミリービジネスとして旅館業を営む「なにわ一水（島根県）」のケーススタディを紹介する。ユニバーサ

ルデザインの考えを観光に適用したユニバーサルツーリズムは、少子高齢化が進む日本において、新規の観光需要を掘り起こ

すことによる経済活性化効果という観点からも重要であることを指摘する。日本には、創業 1000 年以上の旅館（慶雲館、古ま

ん、法師）も含め、多くの老舗のファミリービジネスが存在している。ファミリービジネス研究は歴史が浅いが、世界で有数の

老舗企業（創立 100 年以上）が存在する日本において、ファミリービジネスの長寿の理由を検証するための事例として旅館業の

企業を取り上げた。具体的には、ユニバーサルデザインの考えに基づきながら、潜在的な観光需要を取り込み、顧客ベースを拡

大し革新的なサービスを提供し続け業績を向上させている「なにわ一水」を 1 つのケーススタディとして取り上げている。本研

究は日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究（B）課題番号 JP18H00901）の研究成果の一部である。 
 
キーワード（Keywords）: アクセシブル・ツーリズム（Accessible Tourism） 

ファミリービジネス（Family Business） 
ユニバーサルツーリズム（Universal Tourism） 

 
Ⅰ．はじめに 
 2006年12月に議員立法により成立し、翌年より施行

されたのが「観光立国推進基本法」であり、観光が21
世紀における日本の重要な政策の柱として明確に位置づ

けられた。2013年には、ビジット・ジャパン事業が開始

され、訪日外国人旅行者数が初めて1000万人を超え

た。2016年には「明日の日本を支える観光ビジョン」が

策定され、2020年の東京オリンピック・パラリンピック

を契機とし、「ユニバーサルデザインの街作り」、「心の

バリアフリー」をテーマに掲げて、高水準のバリアフリ

ー基準を全国の主要な観光地で展開し、観光・交通分野

の事業者向けの統一的なガイドラインの策定や学校・企

業における啓蒙活動を実施するなどの方針が打ち出され

た。ここで、ユニバーサルデザインは「障害の有無、年

齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやす

いようあらかじめ都市や生活環境をデザインする考え

方」1と定義される。日本は2014年に「障害者権利条

約」を締結し、効力が発生している2。 
 「ユニバーサルデザイン2020行動計画」では、「障害

のある人もない人も基本的人権を享有し、スポーツ活動

や文化活動を含め社会生活を営む存在」であり、「「障

 
* 関西学院大学 国際学部 教授 (Professor, School of International Studies, Kwansei Gakuin University) 
1 「ユニバーサルデザイン2020行動計画」. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/ud2020kkkaigi/pdf/2020_keikaku.pdf、2頁、注5より引

用。 
2 条約締結に先立ち、国内法の整備も推進されており、2011年障害者基本法が改正、2012年障害者総合支援法が成立、2013年には障害者差別解消法が

成立、障害者雇用促進法が改正されている。その結果2013年の国会決議を経て、2014年に障害者権利条約が締結された。 
3 国土交通省・観光庁https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/manyuaru.html 

害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用に

よって創り出されているものであり、社会的障壁を取り

除くのは社会の責務である、という「障害の社会モデ

ル」をすべての人が理解し、それを自らの意識に反映さ

せ、具体的な行動を変えていくことで、社会全体の人々

の心の在り方を変えていくことが重要である」と指摘す

る。そして、「この「障害の社会モデル」の考え方を反

映させ、誰もが安全で快適に移動できるユニバーサルデ

ザインの街づくりを強力に推進していく必要がある」と

主張する。 
 ユニバーサルツーリズムとは、「すべての人が楽しめ

るよう創られた旅行であり、高齢や障害等の有無にかか

わらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行」3と定義され

る。観光庁では、「誰もが安心して旅行を楽しむことが

できる環境を整備するため、地方自治体、ＮＰＯ等の幅

広い関係者の協力の下、地域の受入体制強化を進めるほ

か、旅行商品の造成・普及のための取組を実施し、ユニ

バーサルツーリズムの普及・促進」を図るユニバーサル

ツーリズム促進事業を行っている。少子高齢化、人口減

少が進み、GDPの成長率の停滞が続く日本において、潜

在的な需要が大きい高齢者や障害者の旅行への対応を進
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めていくことは、経済活性化効果も期待できるため、ユ

ニバーサルツーリズムの推進はこれからの重要な課題で

あると考えられる。 
 国内企業の平均的な寿命は約20年と言われるが、創

業1000年を超える企業も世界には存在する。帝国デー

タバンクによる2016年の調査では、同社の147万社の

データベースのうち創業100年を超える企業が3万3259
社存在する。さらに、個人商店といったものも含める

と、日本には創業100年を超える老舗が5万社以上ある

と指摘する研究も存在する4。さらに、創業200年を超え

て現存する世界中の企業の内、半数近くが日本に存在す

るともいわれる。特に旅館業では長い歴史を有するファ

ミリービジネスが多く、石川県粟津温泉にある旅館の法

師は創業1300年であり、山梨県西山温泉にある旅館の

慶雲館は現在世界最古の宿泊施設はそれより古くの創業

であり、世界最古の宿泊施設としてギネス認定されてい

る。さらに兵庫県城崎温泉にある「千年の湯古まん」も

法師と同時期に創業し、旅館業では非常に長い歴史を有

するファミリービジネスが存在する。 
 このように長寿企業としての旅館業が存続している日

本であるが、厚生労働省の調査によれば、旅館業（ホテ

ル・旅館・簡易宿所・下宿）のうち旅館は、1980年度の

83,226軒をピークに2016年度には39,489軒、2017年度
には38,622軒と減少傾向が続いている5。井門(2017)がそ
の理由としてあげるのが、（1）団体旅行から個人旅行へ

のシフト、（2）生産年齢人口の減少、（3）実質賃金と国

内宿泊旅行実施率の低下である。過小資本、高い金融機

関依存率、低い利益率と高い債務超過比率といった旅館

業が抱える問題が後継者不足を引き起こし、これが旅館

数の減少につながっている。 
 これらファミリービジネスに関する課題としては伝統

と革新、事業承継、ガバナンス体制が挙げられる。歴史

が古く、ファミリービジネスとしての企業形態を色濃く

残している日本の旅館業に注目して研究を行うことは、

そのガバナンス体制、革新を起こす仕組み、企業業績向

上への取り組み、事業承継手法などについて総合的に分

析し、その長寿の理由を解き明かすための一助となると

考えられる。そして、減少を続けている日本における旅

館業の再興のための糸口となるような研究上の発見があ

ることを期待するものである。 

 
4 横澤(2012)を参照。 
5 旅館業法の改正（2018年6月15日施行）により「ホテル営業」「旅館営業」の営業種別が統合し「旅館・ホテル営業」 となったため、2018年度以降

の旅館軒数は公表されていないが、旅館・ホテル営業の合計数は、2017年度49,024軒、2018年度49,502軒と微増している。 
6 国土交通省・観光庁「ユニバーサルツーリズムについて」（https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/manyuaru.html） 
7 （https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf）なお、岐阜県高山市におけるユニバーサルツーリズムの取り組み

は伊藤（2015，2016）に詳しい。 
8 ENATは、2006年1月に設立されたベルギーに本拠を置く、誰もが参加できるツーリズムを推進するNPO法人である（参考：

https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.who_we_are） 
9 Darcy and Dickson (2009), p. 34. 

 本論文では、日本におけるユニバーサルツーリズム、

観光立国への取り組みの経緯と現状を概説し、旅館業の

現状についての問題点を整理し、ファミリービジネスと

して旅館業を営む「なにわ一水（島根県）」のケースス

タディを紹介する。特にユニバーサルデザインの考えを

重視しながら、革新的なサービスを提供し続け業績を向

上させているファミリービジネスとしてのなにわ一水を

1つのケーススタディとして取り上げているが、前述し

た長寿の旅館を含め、ファミリービジネスの長寿の理由

を検証するための参考事例となる旅館業が多くあると考

えており、対象企業を拡大しながら研究を続けていくこ

とを計画している。本研究は日本学術振興会科学研究費

補助金（基盤研究（B）課題番号 JP18H00901）の研究

成果の一部である。 
 
Ⅱ．ユニバーサルツーリズム 
国土交通省・観光庁によればユニバーサルツーリズム

とは、「すべての人が楽しめるよう創られた旅行であ

り、高齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが気兼ね

なく参加できる旅行を目指す」6とされる観光形態であ

る。ESCAP（国際連合アジア太平洋経済社会委員会）に

よるアジア太平洋2009バリアフリー高山会議7やENAT8

（European Network for Accessible Tourism）によれば、ユ

ニバーサルツーリズムは、「アクセシブル・ツーリズ

ム」、「インクルーシブ・ツーリズム」、日本においては

「バリアフリー・ツーリズム」とも表現され、移動・聴

覚・視覚・認知・知的・精神的障害、高齢者、一時的な

障害を有する全ての人のニーズに応え、誰もが旅を楽し

むことができることができるための取り組みであるとさ

れる。Darcy and Dickson （2009）によれば、アクセシブ

ル・ツーリズムとは、移動・視覚・聴覚・認知的側面で

助力が必要な障害者ならびにベビーカー利用者、高齢者

など全ての人がユニバーサルデザインに基づく観光商

品、サービス、環境が提供されることで、独立して、公

平かつ尊厳をもって旅を楽しむことができる取り組みで

あるとされる9。 
「ユニバーサル・ツーリズムに向けて」と題した小出

（2016）によれば、世界各国の動きとして、1960年ロー

マで行われた第1回パラリンピック開催時には交通機関

のバリアフリー化はほとんど進んでおらず移動が極めて
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困難であったこと、デンマークにおける交通機関のバリ

アフリー化の進展が1959年から進み、国連において

1975年に「障害者の権利に関する宣言」が採択されたこ

とを契機に1980年代から1990年にかけて欧米諸国にお

いてバリアフリー化に向けた法整備が図られていった。 
日本においても、1994年のハートビル法が制定されて

以来、建築物のバリアフリー化が推進され、さらにユニ

バーサルツーリズム（UT）の普及のために様々な法整

備や計画の公表が行われてきた。観光庁の報告書10によ

れば、2000年には交通バリアフリー法、2005年のユニ

バーサルデザイン政策大綱、2006年のバリアフリー法、

2008年には観光庁が発足、観光のユニバーサルデザイン

ガイドラインが公表され、2016年には障害者差別解消

法、2017年にはユニバーサルデザイン2020行動計画が

公表されるなどして、日本におけるユニバーサルツーリ

ズムを普及する試みが進んできた。少子高齢化が進み、

国内の旅行需要の減少が見込まれるなか、高齢者や障害

者の潜在的な旅行需要によって経済の活性化を図ること

が期待されている。 
 
Ⅲ．観光立国とユニバーサルツーリズム 
 一般社団法人日本旅行業協会（JATA）11は正会員1187
社（2018年5月現在）を有し、「観光立国をリードでき

るよう、価値創造産業への進化、新しい需要の喚起、観

光立国の推進」という3つの柱をミッションに掲げてい

る団体であるが、会員企業の内、バリアフリー旅行に関

しての問い合わせ先一覧に掲載されているのはわずか20
社のみである。一般社団法人バリアフリー旅行ネットワ

ーク12は、「誰もが安心して外出・国内外旅行が楽しめる

心豊かな社会を一緒に築き、幸せを感じ、笑顔あふれる

健康長寿社会の一翼を担う」との理念を掲げ、「『国土交

通省「バリアフリー基本構想」・観光庁「観光立国推進

基本法」の中に位置づけられているユニバールツーリズ

ムの総合促進』の課題解決の一助を担う」べく活動して

いる団体であるが、こちらのメンバー会社数も20社
（タクシー、旅行会社、サポートサービス会社などを含

む）と決して多くはない。 
 秋山他（2013）によれば、日本におけるユニバーサル

ツーリズムの取り組みについての調査を行い、1990 年
台後半「旅とぴあ北海道」の取り組みが最初であり、そ

の後2000 年台から伊勢志摩バリアフリーツアーセンタ

ーなどの小規模の取り組みが出現しているが、その歴史

は浅く普及もこれからであるという現状について述べ、

 
10 観光庁観光産業課「ユニバーサルツーリズムの促進業務」2019年3月。（https://www.mlit.go.jp/common/001284685.pdf） 
11 https://www.jata-net.or.jp/ 
12 http://www.bari-net.jp/ 
13 平井・大西（2015）、1頁。 
14 平井・大西（2015）、5頁。 

旅行事業者を対象としたアンケート調査から、「旅行業

者は、ユニバーサルツーリズムの必要性を感じている

が、妥当な価格で旅行サービスを提供するノウハウがな

い」と指摘する。さらに、観光庁による「ユニバーサル

ツーリズム促進事業報告書（2019年3月）」によれば、

旅行会社へのアンケートを行っているが、その中でユニ

バーサルツーリズムに対する課題として、サポート体制

の確保、受入可能な観光施設の確保、専門知識を有する

人材育成、訪問可能先の情報提供不足、緊急時対応、安

全性確保、介助者の不在、採算性の確保といった事柄が

挙げられている。 
 平井・大西（2015）は、ユニバーサルツーリズムの普

及に向けた課題を明らかにするため、ヒアリングおよび

アンケート調査を行った。結果として、（1）主に移動的

補助に対するハード面での整備は進みつつあるが、情報

補助やソフト面での対策が不十分であること（2）ユニ

バーサルツーリズムの認知度が低いこと（3）行政、民

間企業、NPO法人の連携が不足していることの３つを問

題点として指摘している13。 
 まず、（1）ハード面での改善点については、下見をす

ることで事前に対策を練ることができるが、対策を立て

にくいアクシデントに対するソフト面での対応充実が求

められると平井・大西（2015）は指摘する。次に（2）
ユニバーサルツーリズムの社会的認知度の向上として

は、採算性の低い商品のため、旅行業者が積極的に宣伝

を行っていない実情を指摘し、旅行業者は主な宣伝媒体

としてインターネットを使用しているが、高齢者にとっ

ては有効な情報源ではないことについても指摘する。旅

行業者に求められるのは、利用者の年齢層や障害の特性

を考慮し、文字・音声・画像情報を含めた広告で、全て

の人が的確な情報を享受できないといけない。（3）関係
組織の連携体制の構築としては、ユニバーサルツーリズ

ムは、宿泊、移送、飲食、福祉など様々なサービスが関

連しており、これらに関する民間企業のみならず、法制

度や都市計画など行政も連携することが必要であり、そ

の橋渡しとしてNPO法人が期待される。関係機関が情

報を共有し、連携体制を構築すると同時に、民間企業が

協賛金を、行政が共催事業としてPRすることで、NPO
法人が安定的に運営していくための仕組みづくりが必要

となると指摘する14。 
 観光庁はユニバーサルツーリズム促進事業の一環とし

て、「ユニバーサルツーリズム促進に向けた実証事業」

の公募を2018年4月に開始し、1年間の成果の報告会と
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して2019年3月に6件の事業に関する報告がなされ

た。簡単に紹介すると、（1）一般社団法人山形バリアフ

リー観光ツアーセンターによる「世界一自由な空へ～つ

ばさへ乗って行こう」と題された車いすによるパラグラ

イダーフライトの体験、（2）NPO 法人石川バリアフリ

ーツアーセンターによる「車いす滝行＆車いすで走る千

里浜の旅」と題された車いすのままでの滝行体験、浜辺

走行の体験、（3）株式会社 i-link-u 代表による「武士が

案内する鎌倉ガイド」と題された寺・能舞台見学、（4）
NPO 法人カムイ大雪バリアフリーツアーセンターによ

る「地域の視覚障がい者＆盲導犬がプロデュースする雪

と氷の世界（盲導犬を伴う視覚障がい者たちが楽しむ雪

遊びツアー」と題されたツアー、（5）株式会社国際旅行

社による「八重山おもいでプラン」と題された石垣市内

観光、いえあそび体験、リスザル観察を行うプラン、

（6）NPO 法人長崎バリアフリー推進協議会による「世

界遺産・軍艦島上陸ツアー」と題された長崎観光プラン

の合計6件の事業報告が行われた。 
 観光庁では2019年度から、2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会を見据えバリアフリー旅行

相談窓口の全国展開を目指し、ユニバーサルツーリズム

事業の受入強化に向けたモデル事業を実施している。

「高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇

マニュアル（宿泊施設編／旅行業編／観光地域編）

（2018年度）」、「宿泊施設におけるバリアフリー情報発

信のためのマニュアル（2019年度）」など各種マニュア

ルの作成・公表を行っているが、竹内（2019）が指摘す

るように旅行業者の意識改革が必要であり、ユニバーサ

ルツーリズムに向けての取り組みはまだ端緒についたば

かりといえよう。 
 
Ⅳ．ファミリービジネスとユニバーサルツーリズ

ム 
 日本において、最も歴史のある老舗企業としては多く

の旅館業を営む企業が存在し、創業1000年以上の旅館

も存在（慶雲館、古まん、法師）し、50代以上に渡るフ

ァミリービジネスとして存続している例もある。これら

の旅館業を営む企業は企業の伝統・強みを守り抜くこと

によってその永続性を保ち、何百年、もしくは千年以上

に渡って同じ製品やサービスを提供してきた。 
 入山・山野井（2014）、ファミリービジネス学会

（2016）、玄場（2018）などが指摘するように、日本で

も近年、ファミリービジネス（同族企業、オーナー企

業、老舗企業）に対する注目が高まっている。ファミリ

ービジネス研究の理論的背景には、（経営者と株主間の

エージェンシー問題を明らかにしようとする）エージェ

 
15 本節の記述は、2019年2月10日に「なにわ一水」で行った著者による勝谷有史社長へのインタビュー、および後日提供を受けた参考資料群に基づい

ンシー理論、（企業の持続的な競争優位性を説明するた

めに特異な経営資源が必要であるとする）資源ベース理

論、（ファミリービジネスにおける非財務的な効用に着

目する）社会情緒的資産理論があるといわれる（入山・

山野井2014、奥村2015など）が、従来の米国における

初期の研究（Ward 1987など）では、スリー・サーク

ル・モデル、PPPモデル、4Cモデルといったファミリ

ービジネスの経営モデルや実態調査が中心として行われ

てきた。 
 スリー・サークル・モデルは、ファミリー、ビジネ

ス、オーナーシップの3要因からファミリービジネスが

構成されると図示するものであり、ファミリービジネス

を8つの型に類型化するものである。PPP（パラレル・

プラニング・プロセス）モデルは、階戸（2014, 120頁）

によれば、ファミリーの価値観に加えて、その価値観に

よって導かれるビジョン、戦略、投資、およびガバナン

スという 5つのステップで構成されると説明する経営モ

デルである。4Cモデルは、欧米のファミリービジネス

の事例分析により、4つのC、すなわちContinuity（継続

性）、Community（コミュニティ）、Connection（コネク

ション）、Command（コマンド）の組み合わせにより経

営が行われていると説明する経営モデルである。これら

の初期の研究から、現在は、前述したエージェンシー理

論、資源ベース理論、社会情緒的資産理論を応用した実

態・実証分析がファミリービジネス研究の主流になって

いる。 
 日本においても、ファミリービジネスに関する実証研

究、実態研究がさらに行われることが期待され、それ

が、著者が本論文において、旅館業におけるファミリー

ビジネスの成功事例のケーススタディを行おうと考えた

きっかけでもある。次節ではユニバーサルツーリズムに

適応し、業績を飛躍的に向上させたファミリービジネス

である「なにわ一水」をケーススタディとして紹介す

る。 
 
Ⅴ．ユニバーサルツーリズムによるファミリービ

ジネス（島根県「なにわ一水」旅館）の業績向上

例 
島根県松江市の「なにわ一水（1994年に「なにわ旅

館」から改称）：代表取締役勝谷有史」は1918年松江大

橋北詰において創業し、1967年に現在立地する松江しん

じ湖温泉にて温泉旅館「なにわ別館」として開業した。

創業地の本館は現在「味処なにわ本店」として営業し、

「なにわ別館」は現在「なにわ一水」旅館業を営んでい

る15。 
「なにわ一水」は、1977年頃から投資費用を抑えるた
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め、既存施設の改築を繰り返し、2006年より段階的にバ

リアフリー化が図られ、障害者も健常者も快適に宿泊で

きる施設を提供している。2016年にバリアフリー・ユニ

バーサルデザイン推進功労者表彰式で内閣府特命担当大

臣表彰優良賞を受賞した。翌年には、「松江市障害のあ

る人もない人も共に住みよいまちづくり条例に基づく市

長表彰」を受賞している。 
5階建ての館内の至る所に障害者や高齢者への配慮が

なされた設計となっており、病院や介護施設に劣らない

機能を備えている。しかし、福祉施設としての雰囲気を

感じさせず、高級感漂う温泉旅館らしさを醸し出してい

る。なにわ一水は「バリアフリーと旅館の情緒の両立」

をコンセプトにバリアフリー化を目指す温泉施設の先駆

者的存在となっている。 
2016年に同旅館が打ち出したコンセプトは次のような

ものである。「私たちの挑戦は、身体が不自由なお客様

やご年配のお客様がご家族やご友人と一緒に楽しむこと

ができる「旅館」をつくることです。私たちは、既存の

「３Ｈ」ではありません。私たちは、Not a “Hospice”.
「介護施設」でもNot a “Hospital”.「病院」でもNot a 
“Hotel”.「ホテル」でもありません。私たちは、優雅で美

しい『旅館』です。そして、全てのお客様に「新しい日

本の雰囲気」を感じていただける空間を提供します。こ

れこそが、私たちの「おもてなし」です。」 
『月刊ホテル旅館（2017年4月号）』に「なにわ一

水」がバリアフリー事例の特集で取り上げられている。

勝谷社長のインタビュー記事および筆者によるインタビ

ュー取材（2019年2月10日）と、ユニバーサルツーリ

ズムを意識したバリアフリー化は2006年頃に始められ

た。バリアフリー化に着手し始めた当時は、厳しい経営

状況にあり、生き残りを懸け、高級感ある露天風呂付き

客室を備えることを決定した。宍道湖と松江の空をテー

マにした「水と雲の抄」を4階に7室オープンし、その

うちの5室と1階のロビーや食事処をバリアフリー化し

た。当時、バリアフリー化は「ついで」だったという。 
しかし、その「ついで」が障害者や高齢者の宿泊者を

増やし、稼働率は61％から73％まで伸びた。障害者や

高齢者の宿泊客には家族らが付き添うことが多いため、

客室当たりの売上が伸び、また、障害者を含む宿泊客は

綿密な計画を立て旅行するため、キャンセル数が一般客

と比較し少ない。「１人の障害者に対して、介護者を含

めて何人もの方が同行する。障害を持つお客様を受け入

れることができないと、そのお客様１名ではなく、その

背後にいる何人もの潜在的なお客様を失うことになる」
16と勝谷社長は語った。 

 
ている。インタビューにご協力いただいたことに改めて感謝したい。 
16 『月刊ホテル旅館2017年4月号』、57頁。 
17 キャスター付きの入浴用イスのことである。 

バリアフリー化に可能性を見出した勝谷社長は、館内

を全面的に改装していく。3階を改装するとともに、2
室を1室にまとめ、入り口開口部幅を全て80㎝以上と

し、段差のない車椅子対応の客室を設け「MINAMO」
としてリニューアルオープンした。新たなバリアフリー

客室開設で、稼働率は73％から81％に上がった。平均

宿泊単価も20,000円から22,000円に上昇した。 
2015年には全国旅館初（勝谷社長談）で車椅子対応の

リフト付き送迎用マイクロバスを購入した。 
 

 
図1 

出典：なにわ一水ウェブページ 
（http://www.naniwa-i.com/restaurant/#569839）より転載。 

 
 大浴場に手すりを装備し、露天風呂の浴槽の一部を浅

くして寝湯に改修した。浴場横のパブリックスペースに

は、多目的トイレを新設した。また、手すりやオストメ

イトトイレの導入だけでなく、フィッティングボードや

おむつ交換台、チャイルドシートも設置した。同年、稼

働率も12％上昇の93％に、平均宿泊単価も23,000円を

達成した。バリアフリー化着手前と比較すると、稼働率

で33％、単価で6,500円の上昇を実現した。 
 シャワーキャリー17対応の特注浴槽をデッキテラスに

設置することにより、シャワーキャリーの自動昇降機能

により介護者の負担が軽減され、健常者と障害者が一緒

に露天風呂を利用できるように改装した。バリアフリー

客室は、専用FAXとPHS、聴覚障害者用のタブレット

などを完備しており、様々なタイプの障害に対応できる

よう整備されている。 
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図2 

出典：なにわ一水ウェブページ（http://www.naniwa-i.com/page6） 
より転載。 

 
 障害者に対する対策に対して通常の住宅や施設に出る

助成金も旅館に対しては支給されず、介護用品を扱う業

者も一般に旅館は営業対象外と見なしているという。旅

行業者の認識も低く、高齢者・障害者の観光ニーズが増

えているにも関わらず、対応できていない業者が多い。

なにわ一水では、ハード面のバリアフリー化が進んだこ

とから、今後は点字マップの作成やAMラジオを使った

音声ガイダンスの開発といったソフト面でのバリアフリ

ー化、ユニバーサルデザイン化にも取り組んでいくとの

ことである。 
 副次的効果としては、館内をバリアフリー化にしたこ

とで、食事を運ぶワゴンも移動しやすくなり、従業員の

負担が減るなどの効果があった。さらに、宿泊客だけで

なく、従業員も働きやすく、過ごしやすい館内にするた

め、宿泊客が出入りしないリネン倉庫などのバックヤー

ド部分の段差も解消した。 
 
Ⅵ．おわりに 
 本論文では、日本におけるユニバーサルツーリズム、

観光立国への取り組みの経緯と現状について述べ、旅館

業が全体として衰退している現状の中、ユニバーサルツ

ーリズムを梃子に業績向上を果たしたファミリービジネ

スとして旅館業を営む「なにわ一水（島根県）」のケー

ススタディを紹介した。 
 特にユニバーサルデザインの考えを重視しながら、革

新的なサービスを提供し続け業績を向上させているファ

ミリービジネスとしてのなにわ一水を1つのケーススタ

ディとして取り上げたが、ファミリービジネスとして営

まれる旅館の長寿の理由を検証するための参考事例が他

にも多く存在するため、対象旅館を拡大しながら研究を

続けていくことを計画している。 
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【ワーキングペーパー】 

産官学連携に基づく地域インターンシップの展開 
− 熊野本宮観光インターンシップを事例に − 

Development of Local Internship Based on Industry-Government-Academia Collaboration 
- A Case Study of Tourism Internship Program in Kumano Hongu - 

 
大島 知典 (Tomonori OSHIMA)* 

 
【 要 約 】 

 本研究の目的は、観光人材の確保・育成に向けた取り組みの一つとして、産官学連携に基づく地域インターンシップの発展可

能性について考察することである。筆者は 2016 年度より熊野本宮観光協会（和歌山県田辺市）と連携し、旅館と観光協会で研

修・実践を経験するインターンシップを実施している。産官学連携に関しては、大学と事業者と観光協会の役割分担による補完

とシナジー効果が期待される一方、業務の縦割りが弊害となる危険性もあるため、組織的な連携体制を構築することが課題と

なることが明らかになった。また、地域インターンシップに関しては、複数の事業所での研修・実践を通して、幅広い業務を経

験するだけでなく、地域観光振興についても学べるという教育効果が期待され、発展可能性があることも明らかになった。しか

し、インターンシップの目的である地域の観光人材の確保・育成に寄与するものであるかを長期的に検証していくことが、研究

の今後の課題として残された。 
 
キーワード（Keywords）: 観光人材（Tourism Human Resource） 

インターンシップ（Internship） 
産官学連携（Industry-Government-Academia Collaboration） 

 
Ⅰ. はじめに 
 日本では地域経済の活性化の手段として観光振興が注

目されている。とりわけ、2003年のビジット・ジャパン

事業開始以降、観光査証の発給要件緩和やLCC就航等

の様々な要因で急増した訪日外国人旅行者の誘致によっ

て地域の観光振興を図る取り組みが活発化している。当

初、インバウンドでは東京、箱根・富士山、京都、大阪

を巡る「ゴールデンルート」と中国人観光客の「爆買

い」が象徴的であった。近年では、リピーターを中心に

地方を訪れ、体験や交流を目的とする外国人旅行者が増

加しつつある。観光庁によれば、2018年の外国人延べ宿

泊者数は9,428万人泊で、そのうち三大都市圏を除く地

方部のシェアが4割を上回っている。 
 しかし、地方では人口減少と超高齢化により、地域に

おける観光産業の人手不足が深刻な問題となっている。

地域において観光産業の強化・発展を推し進める観光人

材の確保・育成が喫緊の課題である。地域コミュニティ

が衰退・崩壊していく状況にあって、観光人材の確保・

育成にはどのような取り組みが必要だろうか。 
 以上を踏まえ本稿では、産官学連携に基づく地域を舞

台に研修・実践をする地域インターンシップの発展可能

性について考察することを目的とする。事例として、筆

者が2011年より研究調査地としている和歌山県田辺

市、とりわけ旧本宮町を取り上げる。当該地域は、世界

遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産を有し、こ

こ数年で外国人宿泊者数が急増している。しかし、人口

減少と超高齢化により観光産業の深刻な人材不足に直面

 
* 阪南大学流通学部准教授（Associate Professor, Faculty of Business, Hannan University） 

しており、観光人材の確保・育成の新たな試みがなされ

ている。 
 
Ⅱ. 熊野本宮観光インターンシップ導入の経緯 

 まず、背景として旧本宮町における観光産業の人手不

足についてみていく。田辺市「住民基本台帳」によれ

ば、旧本宮町の現在（2019年9月）の人口は2,670人と

なっている。図１は、田辺市「住民基本台帳」を基にし

て、旧本宮町の年齢別人口（年少人口、生産年齢人口、

老年人口）の推移を表したものである。 
 

 
図１ 田辺市旧本宮町の年齢別人口の推移 

出所）田辺市「住民基本台帳」をもとに筆者作成 
 
 図１によると、年少人口が1990年からの約30年間で

当時の約3分の1にまで減少し、少子化が深刻な問題と

なっている。一方、老年人口は2005年まで増加傾向に

あったが、それ以降は減少もしくは横ばいで推移してい

る。そして、2019年9月の時点で、総人口に対する年少

人口比率は7.2%、高齢化率は49.8%に達している。生産

年齢人口も減少傾向にあり、1990年から約30年間で半
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分以下の水準まで減少している。 
 次に、旧本宮町の観光客数をみていく。図２は、和歌

山県「観光客動態調査報告書」を基にして、旧本宮町の

日帰り客数と宿泊客数の推移を、図３は外国人宿泊客数

と外国人占有率の推移を表したものである。 
 

 
図２ 旧本宮町における日帰り客数と宿泊客数の推移 

出所）和歌山県「観光客動態調査報告書」をもとに筆者作成 

 
図３ 旧本宮町における外国人宿泊客数と外国人占有率の推移 

出所）和歌山県「観光客動態調査報告書」をもとに筆者作成 
 
 図２によると、旧本宮町の１年間の観光客総数は、

2003年まで約50〜60万人をほぼ横ばいで推移していた

が、2004年に「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に

登録されると約115万人に倍増した。その後、若干の起

伏はみられるものの、約150万人で推移している。2011
年には紀伊半島豪雨とその風評被害により観光客数が激

減したが、翌年より徐々に回復し、2018年には過去最高

の160万人に達した。 
 ちなみに、旧本宮町における観光客数の推移の特徴と

して、宿泊客は長期的に緩やかな減少傾向にあった。旧

本宮町の宿泊産業は、数軒の中規模旅館を除き、ほとん

どが小規模旅館と民宿やゲストハウスといった簡易宿所

で構成されおり、世界遺産登録を契機に増加した団体客

の恩恵に与れなかった。また、阪和自動車道と紀勢自動

車道の延伸による移動時間の短縮、さらに常連客の高齢

化によって、宿泊客が減少したのである。 
 しかし、図3によると、近年、旧本宮町では外国人宿

泊客が増加傾向にある。田辺市熊野ツーリズム・ビュー

ローによる欧米豪をターゲットとした観光プロモーショ

ンと地域の受入態勢整備の推進、スペインの世界遺産

「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼道」との共

同プロモーションの展開が功を制したといえよう。2004
年の492人であったが、2018年には24,957人に急増

し、宿泊客総数に占める外国人占有率は20.84%に達し

ている。 
 地域経済の活性化に向けて観光振興を図る取り組みが

全国的に活発化する中で、旧本宮町は外国人観光客の誘

致に成功した地域であるといえよう。しかしながら、生

産年齢人口は確実に減少し、今後、観光振興の担い手で

ある観光人材の不足は避けられない。とりわけ温泉地で

は、旅館や簡易宿所が深刻な人手不足に直面している。 
筆者が旧本宮町での研究調査を着手したのは2011年で

あり、紀伊半島豪雨による風評被害を払拭するための産

官学連携事業に参加したことがきっかけであった。デス

ティネーション・マネジメントの観点から地域再生に向

けた観光振興を研究するにあたり、旧本宮町を研究調査

地とした。そして、約3ヶ月にわたって地域に滞在し、

旅館と観光協会で働きながら研究調査を行った。そし

て、2015年に当時の熊野本宮観光協会事務局長より、不

足している観光人材の確保と育成の要望があった。そう

した経緯から、学生を対象としたインターンシップの可

能性を模索することとなった。 
 
Ⅲ. インターンシップ•プログラムの策定プロセス 
 プログラムの策定にあたっては、熊野本宮観光協会の

会員と事務局、大学による産官学連携で進められた。ま

ず、会員にヒアリングを実施し、受入側の観光人材の確

保と育成に対するニーズを把握することから始めた。 
 日本では1997年にインターンシップの制度が導入さ

れ、当時の文部省、通商産業省、労働省が「インターン

シップの推進に当たっての基本的な考え方」を取りまと

めた。そこでは、インターンシップは「学生が在学中に

自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行う

こと」と定義されている。インターンシップは、キャリ

ア教育・専門教育の一環として、学生の新たな学習意欲

を喚起するとともに、高い職業意識を形成し、自主性・

独創性のある人材を育成する意義があるとされている。

また、企業にとっての意義として、「実践的な人材の育

成」「大学等の教育への産業界等のニーズの反映」「企業

等に対する理解の促進、魅力発信」が挙げられている。 
 しかしながら、熊野本宮観光協会の構成員、とりわけ

旅館の専らのニーズは「繁忙期の労働力確保」であっ

た。外国人旅行者が急増する中、とくに繁忙期には、旅

館が人手不足により、予約を断らざるを得なかっただけ

でなく、最低賃金の倍近い金額を支払っても従業員が集

まらない状況にあったからである。ちなみに、リゾート

バイトとして学生を募集することも提案された。しか

し、それはあくまで一時的な人手不足の解消に過ぎず、

根本的な問題の解決には至らない。したがって、受入側

の労働力確保というニーズにも配慮しつつ、中長期的な

観光人材の確保と育成に向けたインターンシップ・プロ
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グラムを策定することになった。 
 図４は、経済産業省が定義したインターンシップの類

型である。インターンシップは、体験中心の「仕事理解

型」「採用直結型」と実践中心の「業務補助型」「課題協

働型」「事業参画型」に分類される。 
 

 
図４ インターンシップの類型 

出所）経済産業省（2014）「成長する企業のためのインターンシップ活用ガイド 基本編」p.４. 
 
 体験中心のインターンシップは、期間が数日から数週

間と短めで、学生の自己分析や業界理解といった教育効

果が期待されており、いわゆるキャリアガイダンスに位

置付けられている。企業にとっては、企業・業界の広報

や採用マッチングといったメリットが期待されている。 
 実践中心のインターンシップは、期間が数週間〜数ヶ

月で、基礎的・汎用的能力の育成、さらには教養・専門

教育としての教育効果が期待されている。企業にとって

は、若者を活用した業務の推進、発想の活用・社内活性

化、新規事業などの推進が期待されている。 
 ちなみに、近年、日本のインターンシップは、体験中

心の「仕事理解型」や「採用直結型」が主流となってい

る。リクルートキャリア「就職白書2016–インターンシ

ップ編–」によれば、期間は１日が最も多く、１週間以

上は激減と短期化の傾向にあった。また、プログラムは

「通常の業務ではなく、別の課題やプロジェクトを経

験」が最も多く、通常業務は減少の傾向にあった。 
 しかしながら、観光インターンシップについては、よ

り高度で専門的な知識・技能の修得のために不可欠と指

摘されているが、実際には2〜4週間の短期研修が圧倒

的多数を占め、単なる職場体験に終始していることが指

摘されている1。また、日本の観光インターンシップが社

会人基礎力を高めることに重点を置いた単なる職場体験

に終始し、職場の個別具体的な課題に対する問題意識の

醸成や大学で培った専門性を活かした問題解決能力の向

上に結びついていないことも指摘されている2。 
 そうした、日本の観光インターンシップの問題点と受

入側の労働力確保という問題を踏まえて、熊野本宮観光

インターンシップでは、実践中心の業務補助型のプログ

ラムとした。しかし、受入側がインターンシップに労働

 
1 太田和男. (2012). 「インターンシップとキャリア教育−観光・ホスピタリティ課程にインターンシップは必要か−」. p.451. 
2 根木良知, 折戸春雄. (2015). 「欧米日比較による観光人材育成のカリキュラムとインターンシップに関する研究」. p.76. 
3 楠奥繁則（2007）「文科系大学生における進路選択過程に対する自己効力と社会的スキル−キャリア教育における手がかりの探究−」. pp.102-103. 

力の確保を期待している以上、キャリア教育であるとい

う前提が崩れる危険性もあった。事実、インターンシッ

プの問題点として、学生が悪質で安い労働力として悪

用・転用されることが指摘されている3。 
 以上を踏まえて、①業界知識、マナー、ホスピタリテ

ィの研修、②パート・アルバイトでは経験できない社員

の基幹的な業務の体験、③地域観光振興について学ぶ機

会をプログラムに組み込んだ。表１は、熊野本宮観光イ

ンターンシップの特徴である。 
 

表１ 熊野本宮観光インターンシップの特徴 

 
出所）筆者作成 

 
 参加学生は、夏期休暇の8月上旬から9月下旬の2ヶ
月のうち、最低2週間以上で自由に期間を設定すること

ができるようにした。最低2週間というのは、単なるキ

ャリアガイダンスに留まらず、業務に関する一定の理解

や技術を習得できるようにするためである。また、4週
間程度、参加する学生には複数の旅館でインターンシッ

プを経験し、旅館ごとの業態や業務等の違いについて学

ぶことができるようにした。また、旅館だけでなく観光

協会でもインターンシップを経験し、熊野本宮地域の先

進的な観光振興を学ぶ機会をプログラムに組み込んだ。 
 なお、インターンシップでは、学生は一定のルーティ

ンワークを担うことから、受入事業者による労働力と搾

取にならないように配慮した。具体的には、実働同時間

は有償とし、学から旧本宮町までの交通費、滞在中の宿

泊費と食費（寮と賄いの提供）も受入事業者が負担する

こととした。また、労働時間や休日については、労働基

準法の用件を満たした上で、学生と受入事業者が個別に

交渉することとした。 
 
Ⅳ. インターンシップの試験的実施と課題 
 参加者の募集は大学側が担当し、2016年5月中旬から

6月下旬に、京阪神の大学の観光ホスピタリティ分野の

授業で告知し、参加学生を募集した。その結果、経営系

学部3回生の女子学生1名、2回生の男子学生3名、外

国語系学部2回生の男子学生3名の計7名が応募した。 

期間 8月上旬から9月下旬の2ヶ月のうち、最低2週間
受入事業所 旧本宮町の旅館5施設、熊野本宮観光協会

研修先と内容

（研修・実践）

旅館（旧本宮町の旅館5施設から1もしくは2施設を選択）
※2週間程度の場合は1施設、4週間程度の場合は2施設
研修：業界知識、マナー、ホスピタリティ

実践：カウンター業務、配膳業務、客室清掃業務

熊野本宮観光協会　※期間に応じて3日〜1週間程度
研修：地域理解、観光振興

実践：カウンター業務、電話対応、イベント補助

プログラムの特徴

・社員の基幹的な業務を体験する業務補助型

・複数の旅館で研修することで、旅館ごとの業態や業務等の違いを学べる

・観光協会で研修することで、熊野本宮の先進的な観光振興を学べる

※旧本宮町までの交通費、滞在中の宿泊費と食費（寮と賄いの提供）、
　実働時間中の賃金の支払いをすべて受入事業所が負担する
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 経営系学部の学生は、観光ビジネスや地域観光振興に

興味・関心のある学生であった。就職を希望する業界の

一つにホテル旅館業界を想定し、旅館の経営や業務につ

いて理解することを目的としていた。ちなみに、経営学

部系3回生の女子学生は中国人留学生で、日本の「おも

てなし」を学びたいという目的で参加した。一方、外国

語系学部の学生は、欧米豪の外国人旅行者の多い旧本宮

町の旅館で、自らの英語力がどれだけ通用するのかを試

すことを目的としていた。 
 学生の参加状況については、中国人女子留学生が最短

の2週間で、旅館1施設11日間、観光協会3日間、そ

の他の学生は3週間以上（44日間が最長）で、旅館2施
設と観光協会の約1週間の研修・実践であった。その具

体的な内容については、各旅館と観光協会に一任した。 
 筆者は8月下旬に旧本宮町に滞在し、参加学生と受入

事業者を対象にヒアリング調査を実施した。その結果、

各々インターンシップを以下のように評価をしていた。 
 

表２ 熊野本宮観光インターンシップに対する評価 

 
出所）筆者作成 

 
 参加学生と受入事業者の評価から見えてきたインター

ンシップの課題として、以下の3点が挙げられる。 
① 受入事業者はインターンシップの参加学生に労働力

としての期待があったため、事前に配慮を求めたにもか

かわらず、結果的にルーティーンワークが多くなってし

まっていた。インターンシップはあくまで教育であるこ

とを受入事業者に再認識してもらう必要がある。 
② インターンシップの期間、研修・実践の内容と教育

効果の相関関係を検証しつつ、事前・事後学習の導入や

コーディネーターの育成も含め、プログラムの改善を図

る必要がある。 
③ 産官学連携でインターンシップに取り組んでいるに

もかかわらず、実質的には業務の縦割りに留まってい

る。インターンシップの質向上に向けてより連携を強化

し、組織的にPDCAサイクルを推進する必要がある。 
 
Ⅴ．おわりに 
 本研究では、熊野本宮観光インターンシップを事例

に、観光人材の確保・育成に向けた産官学連携に基づく

地域インターンシップの発展可能性について考察した。 
 産官学連携に関しては、大学が参加学生の募集や事

前・事後学習の実施、教育効果のあるプログラムの提案

を、事業者がプログラムの開発と学生の受け入れを、観

光協会が受入体制の整備とプログラムのコーディネート

を、といった役割分担による補完とシナジー効果が期待

される。しかし、業務の縦割りが弊害となる危険性もあ

るため、組織的な連携体制を構築することが課題となる

ことが明らかになった。 
 また、地域インターンシップに関しては、複数の事業

所での研修・実践を通して、幅広い業務を経験するだけ

でなく、地域観光振興についても学べるという教育効果

が期待される。そうした特徴に学生も概ね満足していた

ことから、今後の発展可能性があることも明らかになっ

た。しかし、インターンシップの目的である地域の観光

人材の確保・育成に寄与するものであるかを長期的に検

証していく必要があるだろう。 
 本研究は、あくまで試験的に実施した熊野本宮インタ

ーンシップの概要と課題を整理したに過ぎない。教育実

践報告として、各々の旅館や観光協会における研修・実

践の詳細な内容とその教育効果について検証することな

どが研究課題として挙げられる。さらに、熊野本宮観光

インターンシップにも多くの課題もあるため、改善と発

展に努めつつ、PDCAの一環として実践報告をしていき

たい。なお、本研究は、日本学術振興会科学研究費補助

金 JP19K20575の研究成果の一部である。 
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肯

定

的

・旅館や観光協会の業務という普段のアルバイトではできない経験ができた。

・旅館の経営や業務、観光協会の役割や業務について知ることができた。

・複数の旅館で研修・実践を経験し、同じ旅館でも経営が全く異なることがわかった。

・日本のホスピタリティやマナーについて学ぶことができた。

否

定

的

・ルーティンワークが多く、途中から緊張感がなくなり、アルバイトのようになってしまった。

・インターンシップの担当者が明確に決められていないため、スタッフによって指示が異なり、対応に困った。

・田舎のため、中抜きの時間や休日にすることがなく、退屈だった。

・複数の旅館でインターンシップをすると、1施設あたりの期間が１週間と短くなってしまう。ようやく業務にも慣れ、
職場での人間関係が築けたタイミングで、次の旅館でまたゼロからスタートしなければならないことが残念だった。

・期間を長期にし過ぎてしまったため、途中で飽きてしまった。

肯

定

的

・学生に地域の観光産業をPRできる機会となった。
・若い学生が組織に入ることにより、スタッフに刺激を与えることができた。

・英語での接客を学生に任せることで業務効率が向上し、繁忙期には大助かりであった。

否

定

的

・学生によってモチベーションが異なり、遊び感覚の学生もいたため、大学側で学生を選考してほしい。

・ほとんどの学生が社会人としてのマナーが接客の心がまえが備わっていないため事前学習をする必要がある。

・旅館１施設あたり１週間程度の研修・実践では戦力とはならないため、諸経費を負担するメリットがない。

受

入

事

業

者

の

評

価

学

生

の

評

価
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【ワーキングペーパー】 

地域産品と観光土産マーケティング 
Marketing of regional products and tourist souvenirs 

 

近藤 祐二 (Yuji KONDO)* 
 

【 要 約 】 
 観光土産購買は旅行滞在先での一過性の消費行動であるにもかかわらずその市場規模は大きく、現在多くの事業者が関心を

示し、他エリアや異業種からの参入も多くみられる。歴史的にも土産品は訪れた地域の名産品を購入されるべきものであるが、

現実は全国的に同じような製品が他エリアの事業者によって販売されていることが多い。本報告の目的は、年々増加傾向にあ

る観光消費額の中で、約 1 兆円を占める観光土産菓子市場に焦点をあて、地域資源を活用した観光土産の開発ならびにマーケ

ティングについて検証する。本報告が「地域の活性化」の手段として、地域産業が観光需要の増大に上手く対応できるイノベー

ションを起こすきっかけとなり、地域への観光消費拡大、新たな雇用創出とともに地域の文化・伝統に基づく地域資源の再発見

に結びつくものとしたい。 
 
キーワード（Keywords）: 土産菓子（Souvenir Sweets） 

観光土産（Tourist Souvenir） 
地域産品（Regional Product） 

 
Ⅰ. はじめに 
 日本人観光客の消費行動の大きな特徴として，国内外

を問わず訪れた観光地で土産物を購入するという行為を

挙げることができる。古来，観光土産とは旅人が観光地

を訪れ，その土地の気候風土や出会った人々との交流に

感銘を受け，旅の思い出として訪れた地域の名品や特産

品を持ち帰ることにより土産物をその旅の証のひとつと

してきたものである。しかし、近年では海外都市や空港

の免税店，国内の観光地・主要駅・空港などの売店では

多くの観光客がこぞって土産物の購入を楽しみ，その多

くは土産物の購入が観光の目的そのものとなっている。 

観光土産購買は旅行滞在先での一過性の消費行動であ

るにもかかわらずその市場規模は大きく、年間約1兆円

を占める観光土産菓子市場には現在多くの事業者が関心

を示し、他エリアや異業種からの参入も多くみられる。

歴史的にも土産品は訪れた地域の名産品を購入されるべ

きものであるが、現実は全国的に同じような製品が他エ

リアの事業者によって販売されていることが多い。北海

道の「白い恋人」とその類似商品群に代表されるよう

に、観光土産とは名ばかり類似品であるにもかかわら

ず、全国的にどの地方にもラング・ド・シャやバームク

ーヘン等の同じような製品が土産品として観光客から支

持を得ている現状がある。 

このような大量生産大量消費販売されている観光土産

にもっと地域独自の特産品を活用した商品を生み出すこ

とで、地域独自の文化・伝統に基づく地域資源の再発見

と活用、そして、新たな産業を生み出し、ひいてはわが

国の課題である地域活性化につなげることができないか

という考えに至った。  

 
* 大阪商業大学総合経営学部特任教授（Specially Appointed Professor, Faculty of Business Administration, Osaka University of Commerce） 

 
Ⅱ. 観光土産の成り立ち 

１．観光土産のルーツ 

 「みやげ」の語源に多くの説があるが、最も有力とさ

れる宮笥説をもって採用したい。「宮笥」とは伊勢神宮

へ参詣したときに授かる神札を貼る板の事で、旅人が神

宮に参詣したという証拠のために村に待ちかえったもの

である。神崎（1997）によると「本来、みやげとは宮笥

－ところが、寺社詣での人数が増えると、すべての寺社

からのあるいは御師や先達からの授かり物とはいかなく

なる。そこで宮笥に準じる記念品や、宮笥にかわる土産

品を並べて売る店が門前に発達する。それが「土産」と

表記されるようになったわけである」 。この「土産」

という表記が一般化したのは江戸時代の中期で、伊勢神

宮参詣や湯治に代表される庶民の旅の活性化がみやげを

大衆化せしめ、「旅みやげ」となった。こうして江戸時

代中期に庶民の生活が安定期を迎える時期に観光土産が

発生したと考えられる。 
また、なぜ土産物に菓子が多く使われるようになった

のか。長峯（2009）によると、土産物は、江戸中期から

の寺社参りや湯治など庶民の旅の発達により参詣の証明

として手工芸品が主流であった。それに、供餞の分配を

起源とするわが国独自の贈答文化とあいまって、門前で

売られていたその土地の名物の菓子が土産物の中心とな

ってきているとしている。  
このように、わが国で土産物に菓子が多く使われるよ

うになった。その原因のもうひとつとしては、明治以降

鉄道網が全国的に整ったことが挙げられる。それまで、

庶民の旅というものは徒歩での移動が中心であり、旅先
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で購入する土産物も長旅で変質するものは避けられた。

しかし、交通インフラが発達するにつれ、旅先から自宅

までの移動時間が短縮することにより食品が土産物とし

て主流になってきた訳である。移動手段が、自動車、新

幹線、旅客機と多様化・高速化するにつれ、観光土産も

日持ちする「せんべい・おかき類」から「まんじゅう」

などの半生菓子、そして生菓子へと多様化しており、近

年では、要冷蔵商品であるシュークリームや生クリーム

使用のロールケーキまでもが土産店で販売されている。 
 

２．観光土産の機能 
観光土産が果たす機能について考えてみると。観光客

に土産を販売する地域に経済的効果をもたらし。そし

て、土産物に込められた地域の情報を受け手に伝える媒

体としての役割がある。また、観光客が旅先で食事をし

たり、様々な体験を通じて感動や感銘を受けた事を人に

共感してもらうためのツールであったり、旅先で感じた

非日常的な思い出を土産に込めて思い出と共に持ちかえ

るツールとしての役割を果たしている。〈図１〉 
 

 
図１ 観光土産の機能 

出典）筆者作成 

 
Ⅲ. 観光土産商品のブランド特性 
長峯（2009）の調査によると、わが国で有名な観光土

産菓子の商品名の認知率と，その商品を製造販売してい

るメーカー名の認知率を比べると、ほぼ100%の認知率を

誇る土産菓子でも，その商品を作っている会社の名前を

答える人が極端に少ないという結果であった。〈図２〉 

 
 

 

図２ 主要観光土産の認知率 

出典）長峯憲史（2007）消費者調査より筆者一部修正 

 
これは全国的に同じ傾向であり、この調査から導き出

される事は、観光土産菓子商品選択の際には商品のブラ

ンド名は重視してもメーカー名は商品選択時の判断基準

に関係ないという事である。 

観光土産菓子を製造販売する側は，企業ブランドを育

てる戦略よりも単品商品のブランドを育てるマルチブラ

ンド展開が有効であるという事であり、実際に多くの事

業社がマルチブランドで全国展開をおこなっている。自

社でその地方に応じた様々な商品ブランドを創出し、そ

れぞれの地方で観光土産菓子として販売されているので

ある。〈図３〉〈図４〉 

 

 

図３ グレープストーン社のマルチブランド展開 

出典）http://www.grapestone.co.jpp=s#brandlist 2016年12月26日取得 

 
 



 
日本観光経営学会 

Tourism Business and Research Association of Japan 

第１回年次大会（阪南大学、2020年 1月 11-12日） 
The 1st Annual Conference（Hannan University, January 11-12th, 2020） 

78 

 

図４ 寿スピリッツ社のマルチブランド展開 

出典）http://www.kotobukispirits.co.jp/recruit/ 2016年12月26日取得 

 
Ⅳ. 地域産品の観光土産への活用 
 前章で論じたような一つの事業社がマルチブランドで

観光土産の商品開発し、全国展開をおこなっている事と

は逆の事例もある。全国的に同じような製品が他エリア

の別事業者によって販売されていることも多くみられ

る。北海道の「白い恋人」とその類似商品群に代表され

るように、観光土産とは名ばかりの類似品であるにもか

かわらず、全国的にどの地方にもラング・ド・シャやバ

ームクーヘン等の同じような製品が観光土産として観光

客から支持を得ている現状がある。〈図５〉〈図６〉 

 

 

図５ 京ばあむ 

出典）http://www.otabe.jp/shop/c/cbaum/ 2016年12月26日取得 

 

Ⅴ．おわりに 
報告者は、このような大量生産大量消費販売されてい

る観光土産にもっと地域独自の特産品を活用した商品を

生み出すことで、地域に訪れる観光客が増えることによ

る経済効果がその地域にもっと直接的に波及し、地域の

雇用促進や所得向上など観光振興による経済的な恩恵が

実感できるようになるのではないかと考えた。 

昨今、農林漁業の「6次産業化」というキーワードが

脚光を浴びているが、こと観光土産の業界においては、

販売拠点をはじめとする流通側に主導権があり生産者側

主導ではなく流通主導のビジネスとなる傾向がある。し

かし、その地域産品をブランド化することで生産者・生

産地域が主導権を握れるようになるのではないかと考え

た。ブランド化された地域特産品を活用した川上主導の

観光土産品開発やマーケティングができれば地域独自の

文化・伝統に基づく地域資源の再発見と活用が可能にな

り、地域に新たな産業を生み出し、ひいてはわが国の課

題である地域活性化につなげることができないかという

考えに至った。 

本報告では、特に訪日外国人旅行者の趣向に沿った観

光土産製品開発の新たな方向性を示していく。 
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