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【ワーキングペーパー】 

地方創生のための観光マネジメントのあり方 
− 歴史的資源保有地域を中⼼に − 

A Study on Tourism Management for Community Development 
- A Focus on Historical Towns- 

 
張 海燕 (Haiyan ZHANG)* 

 
【 要 約 】 

 
 本稿の目的は、地方創生のために観光マネジメントを行う際に必要不可欠な評価指標のあり方について考察することである。

日本における観光は「地方創生」の切り口として位置づけられた。同時に日本版DMO 登録制度は新しい観光振興の主体として

創設された。それの特徴は従来の観光振興組織と異なり、顧客視点に立脚した科学的なアプローチを重視している。しかし、特

に歴史的資源保有地域において、量的拡大を追求するような定量的な指標は、望んだ結果を導いてくれるかという疑問が生ま

れる。ドラッカーの非営利組織のマネジメント理論から見れば、観光地域づくりを行う際に地域の特有の使命を定めることが

最も重要である。本稿は、こうした使命に合わせて定義した成果を評価するにあたり、定量的な指標だけでは不十分であること

を指摘した。また、石見銀山の事例と台湾の華山文化創意産業園区の事例を取り上げ、歴史的資源保有地域における観光地域づ

くりのマネジメントにおいて、地域の使命に見合わせた評価指標の重要性について検討したのである。 
 
キーワード（Keywords）: 観光マネジメント（Tourism Management） 
            評価指標（Key Performance Indicators） 
            歴史的資源保有地域（Historical Towns） 
 

Ⅰ. はじめに 
日本政府は、「地方創生」の一環として、2014年に
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を制定し、戦略の

中では観光を「地方創生」の「切り札」と位置づけた。

同時にこれまで保存優先であった地域における「文化

財」に対しても観光客目線での「理解促進」と「活用」

をはかることが強調され 
るようになった。この政策の背景として、インバウン

ド観光の急成長による大きな経済的効果をもたらした。

また国内旅行市場も着地型観光が主流になってきた。そ

こで、特に歴史的資源保有地域は、自ら地域の魅力を磨

きながら、観光客の誘致活動を行うことが求められるよ

うになった。 
これに応じて、2015年に政府は地域の「稼ぐ力」を引
き出すため日本版DMO（Destination Management / 
Marketing Organization）登録制度を創設した。日本版
DMOの大きな特徴は、徹底的に科学的アプローチを行
うことである。この科学的アプローチは従来の観光振興

組織に欠けていたと政府に指摘されている。 
日本版DMOの評価指標は、顧客視点に立脚して定め
られたとされ、主には観光客数や消費額などの定量的な

指標となっている。一方、社会的側面を測る指標は少な

いと指摘することができる。ここでの評価指標とは、観

光庁によれば、⽬標を達成するための取組の進捗状況を
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定量的に測定するための指標である。 
本稿は、日本および海外の歴史的資源保有地域の事例

を紹介することを通じて、観光地域づくりのマネジメン

トにおける評価指標のあり方について検討する。 
 
Ⅱ. 日本の観光マネジメントの現状と日本版DMO 

１．日本の観光マネジメントの現状 
日本は超高齢化社会でありながら、人口減少時代に突

入した。東京一極集中はこの実態を悪化させる一方で、

一部の地域は消滅になりかねないという危機的な状況に

置かれている。地域経済の低迷の状況を打開すべく、観

光は「地方創生」の「切り札」として位置づけられた。 
近年、日本におけるインバウンド観光は、国内観光市

場の停滞に対して驚異的に成長した。そのため、政府は

訪日外国人旅行者の地方分散による地域活性化に大きな

期待を寄せている。観光庁によれば、定住人口1人当た
りの年間消費額（125万円）が減少すると、外国人旅行
者8人分の消費額で補うことができる。つまり、「イン
バウンドが手っ取り早く地域にお金を落とし定住人口の

減少を補う効果をもつと試算している」。日本政府は

2020年に4000万人、2040年に6000万人の訪日外国人
旅行者の誘致目標を掲げた。これもインバウンド観光が

日本経済への寄与を見据えたからである。 
確かに定量的な指標を用いて測った結果は、インバウ
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ンド観光増加のインパクトを可視化する効果を持つ。し

かし、こうした定量的な指標は、果たして望んだ結果を

導いてくれるだろうか？周知のように、昨今、深刻なオ

ーバーツーリズムは一部の地域で起きてしまい、地域に

大きなダメージを与えた。特に歴史的資源保有地域で

は、地域住民が観光資源となる歴史的資源の中で暮らし

ている。地域に受け入れられる以上の観光客を招くこと

は、住民生活に深刻な影響を及ぼした。これは過度に量

的拡大を追求した結果ではなかろうか。 
訪日外国人旅行者（2018年）は東京都、大阪府、北海
道、京都府、沖縄県、千葉県などに集中している反面、

これら一部知名度の高い観光地を除き多くの地域は訪日

外国人旅行者の誘致が難航している。インバウンド観光

による地域間格差を是正し、知名度の低い地方へ観光客

呼び込み流れを創っていくことが急務となる。 
日本における観光を取り巻く市場環境は大きく変化し

たが、従来の担い手の観光協会はこの変化に対応できる

ような能力が不十分であると指摘されている。政府はイ

ンバウンド観光のアンバランスをはじめとする様々な課

題の原因を地域の観光協会の能力不足に帰結している。 
具体的には、 (1) 多様な関係者の巻き込みが不十分、

(2) 各種データの収集･分析が不十分、(3) 民間的な手法
の導入が不十分、であるという3点が挙げられた。 
これらの課題を対応すべく、政府は従来の観光振興組

織にとって代わって、「日本版DMO」登録制度を2015
年に創設したのである。 

 
２．日本版DMOの誕生とKPIによる評価指標 
観光庁は、日本版DMOを「地域の『稼ぐ力』を引き
出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する『観光地経

営』の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、

多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づ

いた観光地域づくりを実現するための戦略を策定すると

ともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた

法人である」と定義し観光地域づくり主体を明記した。 
日本版DMOの役割は、以下の3つ要約されている。 
①観光地域づくりを行うことについて、多様なステー

クホルダーと合意形成をはかること。②継続的にデータ

を収集･分析し、データに基づいたブランディング等の

戦略を策定すること。そして、戦略の目標達成について 
KPI（Key Performance Indicators：主要業績評価指標）を
設定し、PDCAサイクルを繰り返して改善をはかってい
くこと。③ステークホルダーが実施する観光事業と設定

した戦略の整合性について調整したりプロモーションを

行ったりすることである。 
このうち、本稿は特にKPIの設定に注目したい。なぜ
なら、観光地域づくりの成果を測るためにどのような指

標が適切かという課題は極めて重要であるからである。 
日本版DMOの登録要件にあるKPI設定に関する判断
基準について、「充足状況に係る判断基準 Ⅰ．少なくと
も、①延べ宿泊者数、②旅行消費額、③来訪者満足度、

④リピーター率、WEBサイトのアクセス状況 以上①～
④のデータを原則として全て収集していること。Ⅱ．収
集したデータに基づいたターゲット設定を行っているこ

と。Ⅲ．設定するコンセプトが地域の強みや魅力を端的
かつ分かりやすく表現していること。Ⅳ．上記Ⅰ～Ⅲを
踏まえた適切な項目及び目標数値のKPIが設定されてい
ること。（※延べ宿泊者数・旅行消費額、来訪者満足
度、リピーター率の 4項目は必須とし、地域の実情に応
じた適切な年次、目標数値、伸び率等が設定されている

こと。） Ⅴ．KPIの達成状況について毎年評価・分析し
た上で関係者と共有していること。Ⅵ．Ⅴの評価・分析
に基づき、必要に応じて計画の見直しを行っているこ

と」（観光庁「観光地域づくり法人（DMO）登録要件の
充足状況に係る判断基準」）。 
以上の要件からわかるように、日本版DMOの評価指
標は、数や額、率といった定量的な指標で設定されてい

る。しかし、このような定量的な指標を用いて経済的側

面の効果を測るだけで、本当の観光マネジメントの成果

を適切に評価できるだろうか。 
 
３．日本版DMOの問題点 
「観光振興による地域経済への金銭的効果のみが先走

れば、『適切な量』を超えて観光客が地域に流れ込む」

張・森田（2020）。特に歴史的資源保有地域では、「それ
によって、地域の住環境が悪化するだけでなく『文化

財』そのものの劣化も引き起こされることにもなる」

張・森田（2020）。前述でも触れたように、地域住民の

プライバシー侵害の事例も続出していた。 
言い換えれば、定量的な指標だけでは、地域の住民数

に対する観光客数の「適切な量」をマネジメントするこ

とができない。それゆえ、観光地域づくりの評価指標を

設定するにあたり、社会的側面を測る定性的な指標も必

要となる。また、歴史的町並みでは、地域住民の生活そ

のものが観光資源となりうる。そのため、観光振興を進

める際に、単なる顧客視点だけではなく、地域住民の立
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場からの評価も求められるだろう。 
 

Ⅲ. 観光マネジメントにおける評価指標のあり方 
ドラッカーは、企業をはじめ政府機関、大学などのあ

らゆる組織におけるマネジメントを対象とするが、ここ

では、特に非営利組織について見ていこう。なぜなら、

日本版DMOは地方創生のための観光地域づくりの組織
であるが、法人格から見ると一般社団法人、すなわち、

非営利組織が62％を占め最も多い。また、ここで取り上

げる台湾の華山の事例は、ドラッカーのマネジメント理

論から知見を借りたと見受けられるからである。 
 
１．ドラッカーの理論から見る観光マネジメント 
ドラッカーの非営利組織経営の理論において、非営利

組織にとって最も重要なのは、使命を定めることであ

る。ドラッカーは「非営利組織は使命からスタートしな

い限り、成果をあげることはできない。というのは、使

命が、その非営利機関にとって、成果は何であるかを規

定するからである」（P.F.ドラッカー1994、p.134）と非営

利組織の「使命」と「成果」の重要性を強調する。 
また、ドラッカーはここでいう非営利組織の成果を定

義するにあたり、「関係者全員の同意を得る」必要があ

ると指摘している。それとともに「多種多様の関係者を

統合するには長期的な目標を中心とするしかない」と主

張している。（P.F.ドラッカー1994、p.137）。 
したがって、観光地域づくりを取り組む中でも、特に

歴史的資源保有地域では、地域の歴史・文化の価値に見

合わせた特有の使命を達成しなければならない。また、

その使命を達成するための成果を定義するにあたり、地

域住民を含めた関係者全員の同意が不可欠である。ここ

でいう関係者全員の同意を得るためには、「長期的な目

標」が重要となるのである。こうした多種多様な関係者

の統合を目的とする長期的な目標を中心とした成果は、

定量的な指標だけで測れるものであろうか。ドラッカー

は「使命をさらに高めるような結果ではなく、安易な結

果を求めることは危険である」と短期利益志向の危険性

について警鐘を鳴らしている。 
 以下、観光マネジメントを行う際に、高い使命感を持

ち、その使命に合わせて評価指標を定めた歴史的資源保

有地域の事例を紹介しておこう。 
 
2．石見銀山の事例 
 石見銀山遺跡は、2007年に「石見銀山遺跡とその文化

的景観」として世界遺産に登録された。世界遺産登録前

に大田市は観光客急増が地域社会へ大きく影響を及ぼす

と見据え、2006年に「石見銀山行動計画」を策定した。         
「穏やかな暮らしを維持しつつ、観光客に遺跡や町並

みの価値を伝えることができるまちづくりがしたいとい

うこと」（張・森田（2020））が目標とされた。この目標
を達成するために、「石見銀山ルール」や「大森町住民

憲章」が定められた。具体的には、「石見銀山パーク＆

ライド」と「歩く観光」の推奨、大森町の町並みにおけ

る出店マナーの策定、土地利用の規制などである。 
石見銀山では、「遺跡と共にそれを取り巻く自然と生

き生きとした人々の暮らしが調和している姿にある」と

早い段階で地域の価値を見極めたのである。（石見銀山

共同会議（2006）「石見銀山行動計画」）。こうして遺跡

を守り遺跡とともに暮らしていくという使命を定めたか

らこそ、短期的目標ではなく長期的目標を中心とした。

それで、「世界遺産ブーム時でも大森町の空き地に観光

用の有料駐車場を建設するなどの動きが起こらなかっ

た」（張・森田（2020））のである。 
 

3．台湾の華山文化創意産業園区の事例 
華山文化創意産業園区（通称：華山）は1914年に日
本によって建造された酒工場をリノベーションしたエリ

アである。この荒廃した工場は1990年代に芸術文化活

動の拠点に活用され、2007年に台湾文化創意産業の拠点

になり、運営権は台湾文創発展株式会社に委託された。 
華山の経営者である王栄文社長は、会社の使命が華山

をテーマパーク化せず、新たな産業創造の孵化器として

の役割、人材育成の場となることであると強調する。 
こうした使命に基づき、華山の経営内容は、工場の倉

庫や作業場を修復し、これら産業遺産を芸術・文化活動

（講演会、展覧会および音楽会など）の空間に再利用す

ることである。華山の最も大きな特徴は、常設する店舗

が少なく、しかも多くの店舗と短期契約を結ぶところで

ある。なぜなら、来訪者に常に新しい体験を与えられる

ほか、より多くの若いアーティストや起業家にクリエイ

ティブアイデアを展示させる機会を与え、文化創意産業

のための人材育成に貢献しようとしている。 
華山では、2018年に年間2000件以上のイベントが行

われ、年間イベント参加者と消費者数が455万人に達し
た。園区総売り上げは6億5023万元で、創造した付加

価値は34億元以上という実績を上げた（張（2020））。 
王栄文社長は、株式会社としての華山の経営成果を評
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価するにあたり、単純に来訪者数や店舗売上高などの指

標ではなく、組織としての役割を果たせたかという指標

で評価をすべきであると主張する。 
華山の経営成果を評価するために、以下の3つの定性
的な指標が設けられた。第1、文化有名人やクリエイテ

ィブ人材の集まる場所となったか。この指標は台湾によ

る定義された文化創意産業における「クリエイティブま

たは文化の積み重ね」ができているかを判断するのであ

る。第2、ベンチャーキャピタル基金が「クリエイティ

ブの人材」を発見できる場所となったか。この指標はク

リエイティブ人材の育成できたかを判断するのである。

第3、来訪者に感動を与え文化観光のホットスポットと

なったか。この指標は華山に利益をもたらしたかを判断

するのである。 
以上の3つの評価指標は、華山の経営において、単な

る経済利益に着目するだけでなく、会社の使命を果たす

とともに、働く人、産業に関わる人たちを生かし、文化

創意産業をけん引するような社会問題にも貢献しようと

反映している。 
 

Ⅳ.おわりに 
 以上、観光マネジメントを行う際に評価指標のあり方

についてみてきた。とりわけ、歴史的資源保有地域で

は、量的拡大ではなく質的向上を測れるような定性的な

指標を重視すべきであると強調した。 
現在、コロナ禍で世界的に観光は大きな打撃を受けて

いる。日本ではインバウンド観光が消え、国内観光客も

激減している。しかし、今こそ観光の課題を見直すチャ

ンスである。今まではインバウンド観光に依存し量的拡

大の短期的目標の達成に追われていた。今は観光の付加

価値を高めることに注力すべきではなかろうか。 
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【ワーキングペーパー】 

地域企業のCSVの可能性 
− 宿泊業の経営者を中心とした取り組み事例 − 

Possibility of CSV in Local Company 
- A Case Study of Ryokan Managers - 

 
大野 富彦 (Tomihiko OHNO)* 

 
【 要 約 】 

 
 本研究は、観光地の取り組み事例をもとに地域企業が CSV（Creating Shared Value：共通価値の創造）をどのように進めてい

くのかについて、その知見を提供することを目的とする。まず、Porter and Kramer（2011）のCSV と地域企業に関する先行研究

をいくつかレビューする。そして、「企業が拠点を置く地域を支援する産業クラスターをつくる」について、観光地での取り組

み事例をもとに検討していく。検討の結果、地域企業のCSV への取り組みについて以下が示唆された。地域には多様なステー

クホルダーと地域活動を行う組織が複数あり、重層的な構造になっている。こうした地域では、特定の企業が常に中心にいて全

体を取り仕切るというのは現実的ではなく、地域に対して危機感を持った地域企業が、いくつかの地域企業と新たな組織をつ

くる等して、こだわりを追求すべき範囲で活動する。周辺の（観光）地域ともゆるやかに連携して、自分たちの地域や事業の価

値創造につながることを期待するが、軸足はあくまで自分たちの企業の位置する地域と自社の活動である、ということである。 
 
キーワード（Keywords）: 地域企業（Local Company） 
            CSV（Creating Shared Value） 
            観光地（Tourist Destination） 

 
Ⅰ. はじめに 
 2020年版中小企業白書・小規模企業白書によると、こ

こ数年、中小企業数は減少傾向にあるものの、その割合

は、日本の全企業数のうち99％以上を占めていること、

そして、中小企業の約9割が非製造業で、それに対して

製造業は約1割であるという（中小企業庁、2020、
p.170）。つまり、現在の日本は、中小企業、そのなかで

も非製造業の割合が極めて高いということである。冨山

（2014）は、Gの世界（グローバル経済圏）とLの世界

（ローカル経済圏）の特徴や相違点などを整理して議論

し、Lの世界に注目している。グローバル経済圏は製造

業や IT産業が中心で、基本的には「モノ」を扱い「規

模の経済性」が効く（冨山、2014、p.46）。ローカル経済

圏は非製造業が中心で、GDPと雇用の約7割を占めてい

る。そして、基本的には「コト」の価値を顧客に提供

し、どちらかというと分散的な経済構造を持つ。公共交

通、飲食・小売業、ホテル・旅館などの宿泊業、医療・

介護、教育といった対面でのサービス提供が基本にな

り、生産と消費の同時性という経済構造を持つ（冨山、

2014、p.49）。こうしたGとLの世界を説明したうえ

で、「これからの中小企業に関わるメイン・イシュ―

は、地域密着型の中小非製造、すなわちローカル経済圏

でがんばる中小サービス業の問題なのである」と主張し

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

ている（冨山、2014、p.144）。これらを参考にすると、

今日の日本では、ローカルの非製造業に関する議論を深

めていく必要があると思われる。本研究は、以上を背景

に、地域に根ざした中小企業（以下、地域企業と呼ぶ）

についてCSV（Creating Shared Value：共通価値の創造）

の観点から検討していく。具体的には、観光地における

宿泊業経営者を中心とした取り組みをもとに、地域企業

のCSVをどのように進めていくのかについて、その知

見を提供することを目的とする。 
 
Ⅱ. CSVと地域企業 

 CSVは、Porter and Kramer（2011）において提唱され

た概念である。これは、「社会のニーズや問題に取り組

むことで社会的価値を創造し、その結果、経済的価値が

創造されるというアプローチ」（Porter and Kramer, 2011, 
邦訳p.10）とされる。Porter and Kramer（2011）では、共

通価値を創造する方法として、「製品と市場を見直す」

「バリューチェーンの生産性を再定義する」「企業が拠

点を置く地域を支援する産業クラスターをつくる」の3
つが示されている。本研究は「企業が拠点を置く地域を

支援する産業クラスターをつくる」に着目する。成長し

ている地域では、クラスターが形成されているという。

クラスターとは、特定分野の企業や関連企業、供給業
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Copyright © 2021 Tourism Business and Research Association of Japan. All Rights Reserved. 
 

7 

者、業界団体、教育機関が地理的に集積したもので、そ

こでは、競争と協調が保たれている。Porter and Kramer
（2011）では、シリコンバレーの ITやケニアの切り花

などが紹介され（Porter and Kramer, 2011, 邦訳p.21）、企

業がクラスターをつくり、そこで成長することによっ

て、新たな雇用が生み出されるなど、地域経済にプラス

に働くという（Porter and Kramer, 2011, 邦訳p.22）。さ

て、Porter and Kramer（2011）では、CSVの事例をいく

つか取り上げているが、そのほとんどはグローバルに展

開する大企業が中心である。たしかに、大企業は自らク

ラスターを形成したり、バリューチェーンを見直したり

して、共通価値に資する活動を行いやすい。一方、地域

企業は、経営資源が乏しく難しい（福沢、2017、
p.148）。それでは、地域企業のCSVをどのように考えて

いけばよいのだろうか。本研究で対象とする地域企業は

地域に根ざした宿泊業などが中心である。はたして、

CSVというひとつのレンズを通して地域企業を分析する

ことは難しいのか、そもそも地域企業にCSVは関係な

いことなのだろうか。以下ではこの点に関する研究をい

くつか紹介する。地域企業は小回りが効きスピード感を

もって取り組むことができ、また、非上場や同族経営が

多いので短期主義になりにくいことは、CSVを展開する

上で有利（名和、2015、p.224）との指摘がある。中小企

業白書では、 2014年版と2015年版でCSVが取り上げ

られている。2014年版では、CSVの概要と3つの方法

を説明した後に、4つの事例を通じて地域企業のCSVを

検証している。そして、「中小企業・小規模事業者が、

地域課題の解決に自らの事業として取り組み、持続的な

事業活動を行うことは、『CSV』を真に実現していくと

いう意味で『CRSV（Creating and Realizing Shared 
Value）』ということもできる」（中小企業庁、2014、
p.447）、「CRSV は、地域でこれからも事業者が持続的

に生き抜いていくための『生きる道』といえる」（中小

企業庁、2014、p.448）と指摘している。2015年版で

は、2014年版の流れを受けて、まずCRSV概念につい

て、CSRやCSVと比較している（中小企業庁、2015、
p.419）。最後に、奥村（2014）は、事業活動の観点から

CSVを整理している。事業活動では、サプライチェーン

から原材料を調達（インプット）して企業内の活動を行

い、顧客への製品・サービスが提供（アウトプット）さ

れる。この枠組みを地域にあてはめて考えると、クラス

ターに存在する利用可能な資源（実際には、地域外から

の資源も用いるが）を地域企業が取り入れ価値に変換し

アウトプットする。経営資源の乏しい地域企業がCSV
を単独で行うことは容易ではない。したがって、何らか

の形での連携が求められると考える。以降では、これを

「企業が拠点を置く地域を支援する産業クラスターをつ

くる」に着目して、観光地での取り組みをみていく。 
 
Ⅲ. 観光地でのCSVの可能性－宿泊業の経営者を

中心とした取り組み－ 
 さて、CSVが地域企業の「生きる道」だとしても、具

体的にCSVを実践しているのであろうか。観光地には

旅館やホテルといった宿泊業のみならず、飲食店、交通

事業者、行政、そして地域住民など、多様なステークホ

ルダーが存在する。筆者が調査で訪問するなかでは、た

とえば、熊本県の黒川温泉や新潟県の月岡温泉は、こじ

んまりとした、いかにも温泉地といったところであり、

宿泊業がそれなりのポジションに立って活動している。

一方で、たとえば、群馬県のみなかみでは、そのなかに

温泉地がいくつかあり、また、温泉以外にも、アウトド

ア、観光農園、道の駅など、複数の観光コンテンツがあ

り、それに伴いステークホルダーの種類も多い。したが

って、まず理解しなければいけないことは、観光地とい

っても特性は様々であり、地域の活動は、そうした特性

に影響されるということである。本研究では、後に月岡

温泉の合同会社ミライズを取り上げ、若干の考察を試み

る。なお、この組織は自らCSV活動を行っていると言

っているわけではないが、これからみていくように、地

域企業が連携して地域の活動を行っており、学ぶ点は大

きいと考える。 
 
１．観光産業革新検討会の最終報告書～観光産業が我が

国の基幹産業となるために～（平成29年11月） 

 本報告書は、観光産業の裾野は広く、大きな経済波及

効果が期待できるとの認識に立つ一方で、市場規模は大

きくなっているものの、宿泊業の生産性の低さや活気の

ない観光地がみられるなどの課題があると指摘してい

る。そのうえで、観光地のなかで重要な役割を果たす宿

泊業の改革を、第一に行うことが必要だとしている（観

光庁、2017、pp.1-2）。報告書の章立てが、「1．宿泊業の

競争力強化に向けて」「2．地域の活性化に向けて」「3．
最後に」となっており、1が経済的価値について、2が
社会的価値について、と整理できる。最後のまとめの部

分には、以下のような指摘がある。宿泊業においては、

「生産性を向上させるためにオペレーションを改善し付

加価値の向上とコスト削減に取り組むこと」、「ターゲッ

トとなる顧客を絞り顧客の視点から価格やサービスを見

直すこと」、「経営マインドを持って継続的な努力を行う

こと」、そして、「宿泊施設同士の連携などにより柔軟性
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を持った経営により生産性の向上をはかること」が求め

られる。観光地については、「その地域の環境整備、観

光資源の発掘・磨き上げと魅力的な観光コンテンツの作

成」、そして、「ターゲット顧客に向けたプロモーショ

ン」が求められる（観光庁、2017、p.9）。観光地の宿泊

業は、地域の特性がどのようなものであれ、その地域か

ら逃れることはできない。宿泊業単体での競争力向上と

ともに、経営の持続性のためには、CSVを取り入れた取

り組み、すなわち、観光地全体の生産性を高める取り組

みを、他の宿泊業など（ステークホルター）と連携して

行っていくことが求められているのである。 
 
２．事例紹介：月岡温泉の合同会社ミライズ 

 月岡温泉は、新潟県新発田市の南端に位置する温泉地

で、新潟市内から車で約30分と、地理的に恵まれたと

ころにある。訪れる客の多くは県内からで、宿泊はもと

より、日帰り客も多い。ミライズは、月岡温泉の若手経

営者が中心になって2014年4月に設立され、温泉街の

空き店舗の再生事業を行っている。設立以来、日本酒、

発酵食品、海産物などのこだわりをもった専門店を1年
に1店舗のペースで展開し、今年（2020年）はチョコレ

ートの専門店が7店舗目としてオープンした。ミライズ

の店舗展開によって、月岡温泉に来る客が伸びていると

いう。そうした活動が評価され、第1回先進的まちづく

り大賞を受賞している。 
ここからは、主にミライズの飯田武志氏へのインタビ

ューをもとに月岡温泉およびミライズについて述べてい

く。月岡温泉といえば、特に、新潟県の人には名の知れ

た温泉地である。しかし、有名だからといって、永遠に

安泰ということはない。かつては、旅館が30軒以上あ

り、年間100万人近い宿泊客が訪れる温泉地であった

（現在、月岡温泉旅館協同組合に加盟する旅館・ホテル

は11軒である）。バブルの崩壊や旅行ニーズの変化など

により旅館の閉鎖や空き店舗が増え、温泉街は寂しさを

増していった（コンパクトなまちづくり推進協議会・一

般財団法人都市みらい推進機構、2019）。状況を打開す

べく、イベントを実施するなどするも、効果は一時的で

あった。こうした状況のなか、2014年の開湯100年を迎

えるにあたりイベントの開催などが考えられたが、その

時の旅館組合青年部を中心にできた「未来委員会」での

検討内容が、ミライズのもとになっている。「歩いて楽

しめる温泉街」づくりをテーマに、月岡温泉街のこだわ

りを追求した魅力づくり、街の再生事業を行い、現在に

至っている。当時、月岡温泉観光協会や月岡温泉旅館協

同組合の世代交代がうまくいったことも、ミライズの活

動を後押ししている。温泉街のメンバーはみな頭のなか

では、このままでは衰退のいっぽうだと認識はしていた

が、有効な策を講じることは十分にできなかった。そこ

に危機感を持った若手を中心に活動（ミライズ）が展開

されていったと理解できよう。なお、月岡温泉には、月

岡温泉観光協会、月岡温泉旅館協同組合、ミライズがあ

る。構成メンバーは部分的には重なっていて、各組織の

会合は、知った仲間たちによる議論（雑談含む）であ

る。メンバー・事業者は、けっして敵対関係ということ

ではない。そもそも、子供のころからの知り合いが多

く、月岡温泉での決め事、合意形成は難しいものではな

い。観光協会が街並みの環境整備といった公的な側面を

担当するのに対して、ミライズは民間視点で街が稼げる

ことを行う。このように役割分担ができているのであ

る。月岡温泉のある新発田市には新発田市観光協会があ

り、DMO（Destination Management/Marketing 
Organization）の候補補人になっている。新発田市観光協

会からみると、ミライズなどはステークホルダーにな

り、今後、どのような関係で新発田全体の観光に取り組

んでいくのか気になるが、ミライズの立場からすると、

月岡温泉街に特化した取り組みを進めていくことに変わ

りはない。若手経営者のこだわりを追求すべき範囲で月

岡を盛り上げていこうとする軸は明確になっている。 
 
Ⅳ. 若干の考察 
観光地の地域企業は、地域から逃れられない。事業者

単体での競争力向上とともにCSVを取り入れた取り組

みを、ステークホルターと連携して行っていくことが求

められると考えられる。ミライズの事例では、事業者単

体での競争力向上にはふれなかったものの、CSVともい

える取り組みをたしかに行っている。宿泊業などの各事

業者がまとまり、ミライズという合同会社（地域企業）

をつくり空き店舗を活用する事業を進めている。本研究

は、共通価値を創造する3つの方法のなかで、「企業が

拠点を置く地域を支援する産業クラスターをつくる」を

中心にみることとした。この点を事例から考察していき

たい。 
 ミライズは月岡温泉という比較的狭いエリアに特化し

た活動をしており、地域に対する危機感から活動を始め

ている。このままでは地域は駄目になってしまい、自分

たちの事業も立ち行かなくなる。そうした危機感から新

たに組織をつくり活動している。次に、こだわりを追求

すべき範囲で活動している。CSVは、もともとグローバ

ルに展開する大企業を念頭に置いているため、GAFAの

ようなプラットフォームを思い浮かべると理解しやすい

が、地域の場合はそのようにはいかない可能性がある。

この点に関わることとして、牧野（2017）の指摘があ

る。牧野は、活動目的を共有したコミュニティを「小さ

な社会」とし、地域にはそのような「小さな社会」が数

多くあるとしている。そのうえで、上から網をかぶせる

ようにして指導しても、「まち」は動かない。「小さな社



 
地域企業の CSVの可能性 −宿泊業の経営者を中心とした取り組み事例−（大野 富彦） 
Possibility of CSV in Local Company- A Case Study of Ryokan Managers - (Tomihiko OHNO) 
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会」が増えていってそれがたまに重なったりして、その

なかから新しい価値が生まれていくと指摘している（牧

野、2017、pp.195-196）。月岡温泉には、ミライズのほ

か、月岡温泉観光協会や月岡温泉旅館協同組合があり、

メンバーが部分的に重なって活動している。それぞれの

組織が各目的にもとづいて単独で、時には連携して活動

する。つまり、地域は重層的な構造をしており、特定の

企業が常に中心にいて全体を取り仕切るというのは現実

的ではない。以上から考えられることは、「地域を支援

する産業クラスターをつくる」というよりは、「自分た

ちのこだわりを追求すべき範囲を明確にしたうえで、仲

間と組織をつくり、活動する。必要に応じて他の組織と

つながる」という姿が地域における実際の姿だといえ

る。そもそも、観光産業革新検討会の最終報告書には、

ステークホルターとの連携が強調されていた。ミライズ

の事例は、その証例ともいえる。 
 
Ⅴ. おわりに 
 本研究の研究成果をあらためて示すと次のようにな

る。地域には多様なステークホルダーと地域活動を行う

組織が複数あり、重層的な構造になっている。そうした

組織のメンバーは、ある時は、観光協会のメンバーとし

て、ある時は旅館協同組合のメンバーであったりするな

ど、部分的に重なって活動している。地域においては、

特定の企業が常に中心にいて全体を取り仕切るというの

は現実的ではなく、地域に対して危機感を持った地域企

業が、いくつかの地域企業と新たな組織をつくったりし

て、こだわりを追求すべき範囲で活動する。周辺の（観

光）地域ともゆるやかに連携して、自分たちの地域や事

業の価値創造につながることを期待するが、軸足はあく

まで自分たちの企業の位置する地域と自社の活動であ

る。 
最後に、本研究の課題を2つ挙げる。まず、本研究で

の考察をより深めていく必要がある。本研究では、地域

企業が新しい組織をつくり活動している事例を紹介した

が、新しい組織をつくらず、地域企業同士が純粋に連携

し、CSVといえる活動を行う事例もあると思われる。事

例数を増やして考察の精緻化をはかる必要がある。その

際、検討範囲に含めなかった「製品と市場を見直す」と

「バリューチェーンの生産性を再定義する」もあわせて

検討することや、共通価値の定量的な把握も必要にな

る。もう一つ、地域で活躍する人材の育成についてであ

る。本研究で取り上げた事例では、危機感を持った地域

企業の経営者が動いたことがCSVの出発点であった。

観光産業革新検討会の最終報告書には「経営マインドを

持って継続的な努力を行う」とあり、ミライズは、経営

マインドを持ち、地域のためにリスクを負って活動する

人たちが存在している。そうした者は、たとえば、大

学・大学院などでの教育によって、ある程度養成するこ

とができるのか、それとも、危機感を持つ者が創発的に

現れることを期待するしかないのか、そのあたりの検討

を今後深めていく必要がある。 
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【ワーキングペーパー】 

Withコロナ時代における留学業界の変化と対応 
− プログラムメーカー経営の変化 − 

Changes and response to the study abroad industry With COVID19 
- Changes in program maker management- 

 
万浪 靖司 (Yasushi MANNAMI)* 

 
【 要 約 】 

 
 本研究の目的は、旅行業界と同様のモデルである留学業界におけるWith コロナ時代の変化と対応について、プログラムメー

カーの視点よりあるべき姿について考察することである。筆者は 2018 年より留学業界の海外留学協議会に所属し、会員企業と

の連携を密にし、2020 年 2 月より同協議会会員企業であるプログラムメーカーのコンサルティングを行う立場として、With コ

ロナ時代に対応できる戦略を策定した。そのプログラムメーカーをモデルとしてWith コロナ時代の回復シナリオに沿ったある

べき姿を策定し検証を行った。その結果として、従来機能があり、柔軟な対応ができるプログラムメーカーは、顧客ニーズの変

化を的確にとらえ、変化のスピードに遅れない方針決定と実行を行えば成果があがることが回復期Ⅰの検証で明確となった。今

後の留学業界の重要なポジションをプログラムメーカーが担う可能性が高いと言える。一方で、コロナの影響についてはまだ

まだ変化を続ける可能性があり、その様な変化への対応力が今後の留学業界の動向に大きく影響を与えると考える。 
 
キーワード（Keywords）: With コロナ時代（With COVID 19 Era） 
            プログラムメーカー（Program Maker） 
            ICT の活用（Utilization of Information and Communication Technology） 

 
Ⅰ. はじめに 
 2020年初より発生したコロナの感染拡大に伴い留学業

界は大きな影響を受け、2020年6月からWithコロナ時

代がスタートした。Withコロナ時代では環境や顧客動向

が大きく変化し、その変化に対応できるあるべき業界の

姿をスピード感を持って策定する必要がある。このよう

な状況下の中で、本稿では留学業界のプレーヤの中で今

後重要な役割を果たすプログラムメーカーに視点を置

き、あるべき姿の考察を行うことを目的とする。 
 
Ⅱ．コロナの影響を受ける前の留学業界規模 
 留学業界の全体規模は、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、留学業界

全体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】の様に留学業界のモデルを

定義した。 
 
【Ａ】アカデミック留学 
海外大学などへの留学、海外中学・海外高校への留学 

【Ｂ】語学・専門留学 
上記以外の語学学校や専門学校への留学を 

【Ｃ】グローバル研修留学 
語学研修を伴わないグローバル人材研修プログラム 

【Ｄ】その他グループ案件 
上記以外の研修並びに修学旅行など 

 
* 有限会社マンナミコンサルタント（Mannami Consultant Inc.） 

 
 留学業界全体規模は、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

様に実績値を算定した結果、業界全体数（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人数）

の2015年から2017年の3か年で、2015年210,779人
（1.3％）、2016年273,863人（1.6％）、2017年286,229
人（1.6%）の規模となり、2019年までは順調に推移し

ていると推測する。（（）内は海外旅行者に対する割合） 
 また、【Ａ】アカデミック留学、【Ｂ】語学・専門留学、

【Ｃ】グローバル研修留学、【Ｄ】その他グループ案件に

分類し、表２の様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%）、【Ｄ】その他 106,230 人（37%）となり、

アカデミック留学が 42％、グローバル研修留学＋その他

グループ案件が38％となり全体の80％を占める結果とな

った。 
  



 
Withコロナ時代における留学業界の変化と対応 − プログラムメーカー経営の変化 −（万浪 靖司） 

Changes and response to the study abroad industry With COVID19- Changes in program maker management-(Yasushi MANNAMI） 
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表１：留学・修学旅行目的の日本人海外旅行者数 

出典）一般社団法人海外留学協 

 

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. 

 
Ⅲ. Withコロナ時代における留学業界の変化 
 2020年初よりのコロナ感染拡大に伴い、留学業界全て

において海外渡航がゼロとなり、留学業界を取り巻く環

境は大きな変化を求められることとなった。このような

環境下で、Withコロナ時代への対応シナリオを図１に示

す様に3つの回復期に分けて策定を行った。 
 
回復期Ⅰ：約半年間でのビジネス回復を想定し、留学業界

では対象と捉えていないオンライン留学や国内留学が対

象となる。(オンライン留学とは、ICTを活用モデル) 
 
回復期Ⅱ：約1年間でのビジネス回復を想定し、ビザを

必要とする海外長期留学が対象となる。 
 
回復期Ⅲ：約1.5年間でのビジネス回復を想定し、ビザ

を必要としない短期留学（語学・専門留学・アカデミッ

ク留学）やグローバル研修留学が対象となる。 
 

 
図１：Withコロナ時代の留学業界変化シナリオ 

出典）有）マンナミコンサルタント作成 

 
 また、留学プログラムの変化は、図2に示す様にオン

ラインとリアルを組合わせるモデルが主流となると想定

する。特に、回復期Ⅰではオンライン留学と国内研修留学

の組合せという新規プログラムが必要となること、回復

期Ⅱや回復期Ⅲではオンライン研修留学と海外留学（長

期・短期）の組合せという現在のプログラムをカスタマ

イズしたプログラムが必要となることから、既存のプロ

デュース機能と新たなプログラム企画機能を発揮できる

プレーヤーが必要となり、プログラムメーカーへの依存

度が高まると考えられる。 
 

 
図2：Withコロナ時代の留学プログラムの変化 

出典）有）マンナミコンサルタント作成 
 
Ⅳ．プログラムメーカーの存在意義の変化 
 留学業界のプレーヤーは、海外プレーヤー（学校、語

学学校、留学サービス事業者、第一種旅行業を所有する

事業者）、日本国内プレーヤー（留学サービス事業者、

第一種旅行業を所有する事業者）に区別される。 
 また、プレーヤーの役割は、プログラムメーカー（プ

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

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
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ログラムを企画造成する役割）、サービス事業者（プロ

グラム販売する役割）、現地サポート業者（プログラム

手配や留学中の現地サポートを行う役割）などを担って

いる。一方で、取引フローは、プログラムメーカー（海

外の学校／語学学校／海外や日本国内の留学サービス事

業者）→サービス事業者（国内の留学サービス事業者、

第一種旅行業を所有する事業者）→顧客（個人、法人）

となる。特に短期プログラムは、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

より仕入れたプログラム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が主流である。 
こ のような留学ビジネス環境において、プログラムメ

ーカーとサービス事業者との関係性は、旅行業界におけ

るランドオペレータと旅行会社との関係性に似ており、

サービス事業者が顧客チャネルを有する理由より強い立

場を持っている。ところが、Withコロナ時代の業界変化

やプログラム構成変化により、プロデュース機能やプロ

グラム企画機能を持つプログラムメーカーが優位に立

ち、プログラムメーカーとサービス事業者との関係性が

逆転することとなった。プログラムメーカーの存在が重

要となる時代の到来と言える。 
 
Ⅳ. Withコロナ時代のあるべき姿 
1. プログラムメーカー経営のあるべき姿 
従来のプログラムメーカーは、サービス事業者（留学サ

ービス事業者、留学・研修を扱う旅行会社）よりの依頼

を受けて企画を行い、卸売りを行う立場である。このよ

うな環境下においてプログラムメーカー経営のポイント

は下記の様になる。 
 
・顧客との接点が取れず、営業戦略はサービス事業者へ

の依存による策定となる。 
・サービス事業者との価格交渉となり、プログラム収益

性を高めることが困難である。 
・競争優位に立つために海外でのネットワーク構築と現

地体制の安定化が重要である。 
・先行投資や費用の最適化もサービス事業者の影響を大

きく受ける立場であり、主体的に推進できない。 
・主体性を持ったマーケティング戦略の策定ができず、

サービス事業者との関係性が優先される。 
 
 ところが、コロナ感染拡大に伴い個人顧客は海外渡航

ができないことよりキャンセルとなり、法人顧客は海外

でのプログラムが実施できず、代替案となるプログラム

を求める動向となり、法人顧客のニーズは下記の様に変

化することとなった。 
 
・法人顧客の求める機能がプロデュース機能やプログラ

ム企画機能へと変化した。 
・プログラムメーカーが法人顧客である学校法人より直

接期待されるようになった。 
・サービス事業者よりオリジナリティーのある代替案の

企画依頼を受けるようになった。 
 このような動向変化を受けて、プログラムメーカー経

営は、攻めの経営への変革が要求されることになっ

た。また、下記の様なポイントに沿って速やかな経営

戦略の再構築が必要となった。 
・海外のネットワークを活用した新プログラムの企画が

可能となる企画体制の構築 
・ICTを活用した展開が可能となる ITインフラの整備 
・学校法人への直接営業体制とサービス事業者向けの 
攻めの営業体制の構築 

・プログラム収益を独自視点で策定する事業計画の策定 
 
2. プログラムメーカーのプログラム企画のあるべき姿 
 Withコロナ時代の業界変化やプログラム構成変化によ

り、プログラムメーカーのプログラム企画機能は、下記

顧客ニーズに応えられるか否かがカギとなる。 
 
・従来実施している海外プログラムの代替案となる新規

プログラムが企画できること 
・従来実施している海外プログラムと同等レベルの効果

が期待できるプログラムが企画できること 
・海外で体験する内容を ICT活用によりオンライン受講

できるプログラム企画駕できることこと 
・将来の海外での研修に繋がる内容であること 
・プログラムの運営やファシリテートをオーガナイザー

に代わり担当できること 
 
 それでは、具体的なプログラムメーカーのケースとし

て2020年2月よりコンサルティングを実施しているプ

ログラムメーカー（Ｊ社）をモデルとして紹介する。 
Ｊ社は、個人向け並びに学校法人向け留学販売を行うプ 
ログラムメーカー兼サービス事業者である。 
 特にアメリカでの海外留学、グローバル研修留学を自

社直販並びにサービス事業者（留学・研修を扱う旅行

会社）を経由して日本国内の高等学校向けに販売する



 
Withコロナ時代における留学業界の変化と対応 − プログラムメーカー経営の変化 −（万浪 靖司） 

Changes and response to the study abroad industry With COVID19- Changes in program maker management-(Yasushi MANNAMI） 
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モデルがコアビジネスとなっていた。その J社のＳＷ

ＯＴ分析は下記の様になる。 
 
Ｓ（強み）ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学

とのネットワークを活用したプログラム企画 
Ｗ（弱み）短期での語学留学プログラム企画 
Ｏ（機会）留学・研修を扱う旅行会社の販売チャネル 
Ｔ（脅威）スタンフォード大学連携の他社プログラム 
 
 ところが、コロナ感染拡大に伴い全てのプログラムが

キャンセルとなり、2020年4月よりWithコロナ時代に

対応した回復期Ⅰをターゲットとした下記の様なプログラ

ムの企画を高等学校を対象として実施した。 
 
・強みを活かしたプログラム 
１）ハーバード大学生との交流型研修やＰＢＬ型研修 

をカスタマイズしたオンライン研修プログラム 
 ２）ハーバード大学生を日本に招聘して実施するクリ 

ティカルシンキング手法を取り入れた研修をカス

タマイズしたオンライン研修プログラム 
・弱みを補うプログラム 
フィリピンの語学学校と連携したオンライン語学研修

モデルを構築した。 
・中長期的な視点でのプログラム 
アメリカの高校の卒業資格が取得できるオンラインプ

ログラム運営をスタートした。 
 
 上記ケースの様にWithコロナ時代で競争力のあるプ

ログラム提供を行うためには、従来の顧客ニーズに加

え、Withコロナ時代での顧客ニーズに対応する新規プロ

グラムを企画でなければならない。そのような環境で勝

ち残るプログラムメーカには、既存の企画力と共に柔軟

な対応力を持っていることが必要十分条件となる。 
 
Ⅴ．Withコロナ時代における営業戦略 
 Withコロナ時代の第一ステージと言える「回復期Ⅰ」
の営業戦略をSTP分析手法を活用して策定した。 
 
・セグメンテーション：個人顧客と法人顧客に分類し、

法人顧客は海外でのプログラムが実施できず、代替案と

なるプログラムを求める動向より法人顧客にセグメンテ

ーションする。 
・ターゲティング：法人顧客である高等学校、大学、専

門学校、企業のうち複数の海外研修を予定していた高等

学校向けをターゲットとする。 
・ポジショニング：高等学校向け海外研修において、プ

ログラムメーカーの強みを活かせるプログラムを選定

し、競合他社に負けない企画が可能な案件に絞り込む。 
そこで、Ⅳ章で紹介した J社のケースをモデルとして J
社の営業戦略を下記の様に策定した。 
・セグメンテーション：法人顧客として直販並びにサー

ビス事業者経由の販売先に絞った。 
・ターゲティング：コロナ前に海外プログラムを実施予

定であった高等学校にさらに絞り込んだ。 
・ポジショニング：強みを活かした2つのプログラム、

弱みを補った１つのプログラム、中長期的な視点のプ

ログラムに絞った。 
 
Ⅵ．Withコロナ時代におけるあるべき姿の検証 
 2020年12月末時点では「回復期Ⅰ」のステージが半年

間経過した状況と言える。この時点では、顧客層のうち

個人顧客は停滞状況が続いている状況である。一方で法

人顧客である学校法人は従来型プログラムの中止が続く

中での対策を検討しており、大きな変化が検証できた。

そこで、Ⅳ章で紹介した J社のケースをモデルとして具

体的な検証を行うこととする。 
 
・J社案件の回復期Ⅰでの検証 
 直販並びにサービス事業者経由にて高等学校向け案件 
 において、下記成約実績が上がる結果となった。 
・強みを活かした２つのプログラムモデルの成約が10
件を超え、2021年3月までの実施並びに2021年4月
以降の成約が成立した。 

・弱みを補うプログラムモデルの成約が5件を超え、

2021年3月までの実施並びに2021年4月以降の成約

が成立した。 
・アメリカの高校の卒業資格が取得できるオンラインプ

ログラムの成約が5件を超え、2021年4月以降の成約

が成立した。 
 
以上の様に、Withコロナ時代を迎えた顧客ニーズにマッ

チした対応が実施できたことにより、ある一定の成果が

あったと言える。 
 
 
 



 
日本観光経営学会 

Tourism Business and Research Association of Japan 

第 2回年次大会（立命館大学、2021年 1月 9-10日） 
The 2nd Annual Conference（Ritsumeikan University, January 9-10th, 2021） 

14 

Ⅶ．今後の課題 
 2020年6月よりスタートしたWithコロナ時代のため

2020年12月末時点では「回復期Ⅰ」のステージが展開さ

れている状況であり、今後は「回復期Ⅱ」並びに「回復

期Ⅲ」を想定した長期海外留学、短期海外留学、グロー

バル研修留学などの顧客ニーズへの対応したあるべき姿

については、1年から2年をかけて継続検証が必要であ

ると言える。 
 
Ⅷ．まとめ 
 本稿では、Withコロナ時代における留学業界の変化と

対応をプログラムメーカーの視点より研究を行った。そ

の結果として、従来機能があり、柔軟な対応ができるプ

ログラムメーカーは、顧客ニーズの変化を的確にとら

え、変化のスピードに遅れない方針決定と実行を行えば

成果があがることが回復期Ⅰの検証で明確となった。一方

で、コロナの影響についてはまだまだ変化を続ける可能

性があり、その様な変化への対応力が今後の留学業界の

動向に大きく影響を与えると考える。 
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【ワーキングペーパー】 

郊外における子供連れ訪日外国人旅行客に向けたコンテンツ開発 
− 観光庁、最先端観光コンテンツ インキュベーター事業を活用した検証 − 

Developing contents for foreign visitors to Japan with children in the suburbs area 
- Verification through the Cutting-Edge Tourism Content Incubator Project sponsored by Japan Tourism Agency - 

 
赤坂 美保 (Miho AKASAKA) *1 
廣岡 裕一 (Yuichi HIROOKA) *2 

 
【 要 約 】 

 
 子供連れ訪日外国人観光客が増加する中、観光庁による「最先端コンテンツインキュベータ事業」の採択事業として、観光ベ

ンチャー企業が地域住民団体と協力し、京都郊外の「お茶の京都」にて、子供連れ外国人旅行客向けの 1 日ツアー造成し、モニ

ターツアーの実施を通じ実証を行った。 
この論文では、今後の観光や地域振興に寄与すべく、このコンテンツ造成の過程や、それらを通じて得られた子供連れ家族む

け旅行コンテンツ造成のポイントを、郊外におけるコンテンツ開発の際に生じる際する二次交通の課題と提言を行う。そして、

旅行者、観光起業、地域住民とのコラボレーションによる地域振興への可能性を述べる。 
 
キーワード（Keywords）: 子供連れ訪日観光客 (Visitors to Japan with children) 

郊外への旅行客誘客 (Attracting travelers to the suburbs) 
オーバーツーリズム (Overtourism) 
地域振興 (Regional promotion) 

 
Ⅰ. はじめに 
コロナ感染症の世界的流行前の2018年から2019年

頃、2020年に開催予定であった東京オリンピックを見据

え、世界的に知られる観光都市、京都の外国人観光客は

増え続けていた。同時に、オーバーツーリズムや観光公

害の問題がニュース等で取り上げられるようになり、盛

り上がるインバウンド観光と地元住民の生活のバランス

を考えざるを得ない時期であった 。 
 このような中、観光庁「令和元年度最先端観光コンテ

ンツ インキュベーター事業」の展開事業として、京都

のベンチャー企業（株）たおやかカンパニーが実施主体

となり「主要観光都市に宿泊するお子様連れ家族観光客

に向けた郊外体験ツアーの造成及びその検証 ～京都中

心からお茶の京都（京都府南部）へ誘客する自然文化体

験ツアー」を実施した。 
当ツアーは、子供連れ外国人旅行客が増加する中、オ

ーバーツーリズムで観光客があふれる京都中心地からの

分散化を図る目的である。このワーキングペーパーは、

この観光庁の展開事業として実施した、当コンテンツ造

成の経緯及び検証を通じて得た知見、及び課題と提言を

述べることで、今後の観光や地域振興に寄与するもので

ある。 
 

*1 株式会社たおやかカンパニー代表取締役（President, Taoyaka & Co.） 
*2 京都外国語大学国際貢献学部グローバル観光学科教授（Professor, Department of Global Tourism, Faculty of Global Engagement , Kyoto University of 
Foreign Studies） 

Ⅱ. 検証の実施内容 

コンテンツ造成のプロセスとしては、以下の通り実施

した。 
１．地域課題の整理と環境分析 
（1）宿泊施設ヒアリングによる仮説検証 
子連れ観光客外国人旅行客向けのコンテンツが不足して

いるという仮説の確からしさを検証した。 
（2）地域課題の確認とコンテンツ実施地域の選定 
京都中心地では分散化、京都郊外では観光地域としての

育成が課題であることを確認し、コンテンツ実施地域と

して宇治田原を選定した。 
（3）環境分析 
 当事業案の有⽤性の検討とターゲットの明確化のため
にSWOT分析を⾏った。内部環境の強みとしては、京

都が世界的に知られる観光地であること、京都の郊外に

は、「もうひとつの京都」として観光地としての育成を

指定されているような、自然豊かな郊外地域が存在する

ことである。 
 また、内部環境の「弱み」についてはオーバーツーリ

ズムに起因する「人が多い、混雑」ことであり外部環境

の「脅威」としても、これらによる満足度低下による京

都離れが懸念される。 
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図1 当事業のSWOT分析まとめ 

出所）筆者作成 

 
2．コンテンツの造成 
（1）地元との連携 
コンテンツ造成において宇治田原の住民団体「やんた

ん」との連携し進めることとした。 
（2）モニターツアーの造成 
保育の専門家や通訳案内士を起用し、在日外国人を対象

とするテストツアーを実施しながら、ツアー内容を固め

て行った。 
（3）モニターツアーのモニターへのプロモーション 
SNSやWeb広告を活用、宿泊施設でのチラシ配架など

によるプロモーションを実施した。 
３．モニターツアーの実施およびアンケート結果分析 

7家族に対してモニターツアーを実施。アンケートに

よると、ツアー内容には概ね満足であった。一方、価格

設定及びコスト構造が課題となった。参加者アンケート

による当ツアーの適正価格はばらけた結果となったが、

ツアー中タクシーの貸し切りが必要な当ツアーでは、コ

スト中タクシー料金の占める比率が大きく、自ずと高価

格なツアーにせざるを得ない。実施のためには価格設定

及びコスト構造の検討が必要である。 
 

ⅡI. 検証により明らかとなった知見 

当事業におけるコンテンツ造成と検証を通じて、以下

の知見が得られた。 
１．子供連れ旅行客向けコンテンツ開発のポイント 
一般的な成人を対象とするコンテンツ開発と違い、子

供連れ家族に向けたコンテンツ開発の際には、通常以上

に危機管理や細やかな対応が求められる。具体的には、

応対するスタッフに向けた子供の安全確保や、子供特有

の対応方法についての研修実施や、万一の状況に備えた

保険加入を推奨する。 
また、アクティビティの企画・実施に際しては、（1）

子供連れ家族がストレスなく安心・安全に過ごせる工夫

に加え、（2）子供が退屈しないコンテンツ内容の工夫が

必要となる。当事業でのコンテンツ造成と検証を通じ

て、これらのために必要な具体的な工夫のポイントが明

らかとなった。 
 
２．郊外コンテンツ開発に際する二次交通の課題 
郊外の観光コンテンツを効率よく訪問するにあたって

は、二次交通の問題がある。特に、公共交通機関におけ

る長時間の移動や乗り継ぎなどは、幼い子供連れ家族に

とっては、困難である。こうした困難を克服するには、

レンタカーやタクシーの利用が必要になる。 
しかしながら、レンタカー使用については、訪日外国人

にとって普遍性のあるものとは言い難く、外国人観光客

のレンタカー分担率は、入国者数1位の成田空港で

1.9%、2位の関西空港で1.8%に留まる ）。 
一方、タクシーの運賃は、道路運送法により認可制が

とられ、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客

自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

により、特定地域又は準特定地域 ）においては、組織

された協議会において運賃の範囲が指定される。そし

て、運賃が、適合しないと認めるときは、国土交通大臣

はその運賃を変更すべきことを命ずることができる、と

されている。そのため、タクシーの利用については、市

内と比べ距離の出る郊外においては、旅行者が市内の移

動と同様の値ごろ感を持っていると高額になることが否

めなく、その受容は高所得者向けのコンテンツとなって

しまう。そのため、タクシー運賃における時間制運賃の

適用の弾力化や宿泊施設での送迎サービスやエコツアー

等の事業者 ）のように、アクティビティサービス提供

者も送迎が提供できる環境が整うような法的考慮が求め

られる。 
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【フルペーパー】 

南九州地域における芋焼酎産業による「酒造ツーリズム」を通じた販売戦略の一考察 
A study on marketing strategy through “Shochu distillery tourism”  

produced by Imo-shochu industries in the region of the southern part of Kyushu 
 

東 史翁 (Fumio HIGASHI)* 

 
【 要 約 】 

 
 南九州地域は伝統的に芋焼酎の醸造文化があり，今では当該地域のみならず酒税法の改正などを経てブランド焼酎も

でている。本稿では，その南九州地域における酒造産業の発展について，スコットランドで行われている酒造蔵巡りのよ

うな酒造ツーリズムについて検討し，さらにツーリストが，それぞれの地域に帰って，南九州地域の焼酎の消費を続けて，

焼酎産業のさらなる発展を模索するものである。鹿児島県だけに地域ブランドとして，「薩摩焼酎」が扱われているが宮

崎県の南西部も，明治維新の廃藩置県までは，薩摩藩の領土であった。現在では，宮崎県で生産される焼酎には「本格芋

焼酎」，鹿児島県で生産されるものは本格芋焼酎の表示に加えて「薩摩」のブランドで販売されている。鹿児島県産でも

「薩摩」を名乗っていないものなど，様々なものが存在する。本稿では芋焼酎全体の消費拡大，さらに輸出拡大を模索す

るものである。都道府県単位ではなく，南九州地域が一丸となって伝統的酒類である芋焼酎の消費を拡大することと，酒

蔵見学などで，交流人口の拡大を図り地域振興へとつなげることが必要である。 
 
キーワード（Keywords）：芋焼酎（Imo-shochu） 

ツーリズム（Tourism） 
南九州地域（The region of the southern part of Kyushu） 

 
Ⅰ. はじめに 
 日本では地方部における人口の減少や農産物の消

費量の減少など国内問題，アメリカなどからの輸入

の圧力1による外的要因により, きびしい状況が続

いている。本稿では，その農業の活性化にツーリズ

ムとの融合により新たな地域創生2と発展策を模索

するものである。 
日本全体の人口は，2008 年の 1 億 2,808 万人を境

に減少に転じており3，人口減少は日本社会にとって

大きな問題となっている。特に地方における農業地

域では，高齢化や，それに伴う農業離れによって人

口減が進むという傾向が顕著であり，深刻な問題と

なっている4。本稿では，鹿児島県（島しょ部を除く）

と宮崎県南西部を合わせた南九州地域（図 1 本研

究の対象地域）について焦点をあて研究としたい。 
 

 
* 一般財団法人京都大学名誉教授森下正明研究記念財団研究員 
1 1988年の日米牛肉・オレンジ交渉の最終合意による関税率の引き下げや輸入自由化などの外的圧力。日米通商交渉の歴史（概要）：
外務省（2012） 

2 本稿では，「地域創生」を広い意味で「地域を活性化させる取り組み」として扱い，2014年に内閣府が掲げた政策としての「地方創
生」とは区別する。 

3 国勢調査結果・人口推計：総務省 
4 令和元年度 食料・農業・農村白書（2020年 6月 16日公表）：農林水産省 
5 第 1位 北海道（12,593億円），第 2位 鹿児島県（4,863億円），第 3位 茨城県（4,508億円），第 4位 千葉県（4,259億円）， 
第 5位 宮崎県（3,429億円）となっている。都道府県別農業産出額及び生産農業所得（2018年）：農林水産省 

6 賃金構造基本統計調査（2019年）：厚生労働省 

 
図 1 本研究の対象地域 

 
この地域は 2018 年の農業産出額において，鹿児島

県が北海道に次いで第 2 位，宮崎県が全国第 5 位と

なっていて農業が盛んである5。南九州地域は，全国

平均と比較して所得水準6も低く，たとえば最低賃金

が全国最低ラインである。全国平均 901 円，鹿児島
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県 790 円，宮崎県 790 円である。この政府の最低賃

金の決め方では地方創生どころか，鹿児島県と宮崎

県の若者に県外に出て行けと政府が煽っているとも

とらえられる。南九州地域は，地理的に首都圏，関

西圏など大消費地から遠いため物流にコストが掛か

り，山間部が多くを占め平野部が少ない7ため効率的

な農業が経営できない。またプラザ合意8以前は，あ

る程度，工場誘致なども目指していたが，現在は大

規模な工場は，中国や東南アジア諸国へ出ていって

しまっている。大きな産業9を呼び込めない地域とも

考えられる。前述のように大消費地から遠いという

一方で，鹿児島県は，全国ネットワークの高速道路

に接続する，九州自動車道といった高速道路網も古

くから整備されており，フル規格の九州新幹線（鹿

児島ルート）10の発着点でもある。また，港湾におい

ても，志布志港11やマリンポートなど大型客船や外

洋コンテナ船が入港できる港湾施設も整備されてい

る。宮崎県南部においても，油津港12があり海運の拠

点となっている。空の便では，鹿児島空港は滑走路

が 3,000m で，多くの国際線の発着13が可能である。

また，宮崎ブーゲンビリア空港は，早くからジェッ

ト化14がなされ，現在は 2,500ｍの滑走路がある。こ

のため，南九州地域は地理的に大消費地，大人口地

域から離れているものの，九州内では物流や人々の

交流が盛んな地域であり，域外からの観光客などを

呼び込みやすい地域でもある。 
表 1 鹿児島県及び宮崎県の農業の概要を示す。

 
7 「鹿児島は小さな山脈や河川がとても多く，平野部が限られていますが，2,643キロメートルにおよぶ変化に冨んだ海岸線があるこ

とが大きな特徴となっています」鹿児島県ホームページ  http://www.pref.kagoshima.jp/aa02/pr/gaiyou/shizen/chiri/tirigaiyo.html 2020
年 10月 27日閲覧 

8 プラザ合意：1985年 9月 22日，過度なドル高の是正のために米国の呼びかけで，米国ニューヨークのプラザホテルに先進国 5 カ国

（日・米・英・独・仏＝G5）の大蔵大臣（米国は財務長官）と中央銀行総裁が集まり，会議が開催された。（中略）日本ではドル高

の修正により急速に円高が進行し，輸出が減少したため，国内景気は低迷することとなった。（後略） 
野村證券 証券用語解説集 https://megalodon.jp/2020-1026-0348-58/https://www.nomura.co.jp:443/terms/japan/hu/plaza_a.html 2020年 10月

26日閲覧 
9 全国の上場企業 4163 社のうち，本社所在地が鹿児島県は 12 社，宮崎県は 6 社である。（2020年 10月 26日現在） 
10 2011年 3月 12日に博多－鹿児島中央の全線が開通した。山陽新幹線経由で，新大阪駅まで乗り入れている列車もあり，新大阪－鹿

児島中央間を最速 3 時間 41 分，博多－鹿児島中央間を最速 1 時間 16 分で運行する。（2020年 10月 26日現在） 
11 志布志港は，九州南東部の志布志湾内にある港で，外貿コンテナ定期航路及び国際フィーダー航路が，4 航路週 11 便体制で就航

し，本港の沖合いは，環太平洋の国際海上コンテナルートとなっている。このほか，阪神，東京，沖縄とを結ぶ内航フェリー・

RORO 航路ネットワークが開設されていて，南九州地域における国内外との物流拠点としての機能を担っている。 
12 宮崎県と東京・大阪を結ぶ定期 RORO 航路，神戸とを結ぶコンテナフィーダー航路が開設されており，県南地域と大都市圏,アジア

との海の玄関口として重要な役割を果たしている。16 万トン級クルーズ船が寄港可能となっており，宮崎県内のクルーズ受入拠点と

しての役割も果たしている。 
13 韓国（ソウル），中国（上海，香港），台湾（台北）便が就航している。鹿児島空港ホームページ   

https://www.koj-ab.co.jp/flight/routemap.html 2020年 10月 26日閲覧 
1972年 4月 1日 2,500mの滑走路を持つ現在の空港が完成し，1980年には 3,000mに滑走路が延伸された。 

14 1979年に滑走路が 1,900mに延伸，さらに 1990年 3月に 2,500mに延伸 
15 独立行政法人農畜産業振興機構ホームページ https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_002052.html 2020年 10月 27日閲覧 
16 原料にイモ類，麹，水のみを用いて発酵させたアルコールを単式蒸留器で蒸留したアルコール飲料 
17 鹿児島県酒造組合ホームページ https://www.tanshikijyoryu-shochu.or.jp/kuramoto/ 2020年 10月 27日閲覧 

鹿児島県では，農業が地域経済を支える基幹産業と

なっており，農業産出額の 6割を畜産（豚・肉用牛

など）が占める一方，畑地の面積が全国第2位（79,200 
ha）となっており，野菜や花き，茶などの生産も盛

んなことが特徴である。宮崎県においても，農業が

主要な産業となっており，鹿児島県と同様に畜産が

農業産出額の 6割を占める一方，米，野菜，果樹な

どの生産も盛んである。野菜の中でも，特に鹿児島

県において，サツマイモが盛んに栽培されており，

その生産量の全国に占める割合は 34.9％（278,000 t）
で，全国第 1 位15である。鹿児島県で生産されたサ

ツマイモの約半分が芋焼酎16の原料として使用され

ている。宮崎県においても地域は限定されるものの，

サツマイモが生産されている。 
 

表 1 鹿児島県及び宮崎県の農業の概要 

 
芋焼酎は，南九州地域を代表する酒類であり，本

地域では芋焼酎文化が根付いており，芋焼酎を主力

製品とした酒蔵が 100 軒17以上存在していることか

項目(単位) 鹿児島県 宮崎県 全国

総農家戸数(千戸) 63.9 38.4 2155

販売農家戸数(千戸) 37.5 25.6 1330

主業農家数(千戸) 11.3 8.9 294

農業就業人口(千人) 97 45 2097

耕地面積(千ha) 116 66.8 4444

農業産出額(億円) 4863 3429 91283
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ら，芋焼酎産業は南九州地域を特徴づける主要な産

業の一つとなっている。図 2 に芋焼酎造りの工程を

示す。芋焼酎の原料は，基本的にはサツマイモ，米，

水であり，特にサツマイモは長期保存が難しいこと

から，輸送にかかる時間を短くするため，酒蔵周辺

の地域で栽培されている。このため，芋焼酎産業は，

原料の生産，加工，販売を地域で行っており，農業

地域における収入を支える，6 次産業化18として地域

振興とも関わりの深い産業である。上の内容を鑑み，

本稿では，南九州地域の主な地域産業である芋焼酎

産業の現状と，課題を明らかにし，地域振興策とし

て，ツーリズムとの融合の可能性を模索することを

目的とする。 
 

図 2 芋焼酎造りの工程 
出所）焼酎の基礎知識（枻出版社）より著者一部編集 

 
Ⅱ. 研究の方法 
 本稿の分析手法としては，先行研究から焼酎産業

についてマクロな視点から分析された研究は見受け

られないことから，本研究では南九州地域の芋焼酎

産業をとりまく外的環境について，PEST分析19を用

いて，政治（Politics），経済（Economy），社会（Society），
技術（Technology）の４つの視点から分析を行う。 
本来は，マーケティングとしては定量的研究，味と

かは質的研究をしなければならないのであるが本稿

ではツーリズムとの融合性を検討する基礎的研究で

あるので質的研究を中心にした分析を採用すること

とする。 
 

 
18 農林水産省「農林漁業の 6次産業化」https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html 2020年 10月 26日閲覧 
19 リードプラス株式会社 ホームページ https://www.leadplus.net/blog/pest-analysis.html 2020年 10月 27日閲覧 
20 盧生奇，白武義治（2005）「地域経済に寄与する焼酎製造業の展開条件−鹿児島県の芋焼酎産業を事例に−」『農業市場研究』， 
第 14 巻，第 2 号，pp.33-44. 

21 中野元（2006）「第 3次本格焼酎ブームと産地間競争の変容」『熊本学園大学産業経営研究』第 25 号，pp.14-36. 
22 中野元（2007）「地域ブランドと産業振興～本格焼酎産業の地域ブランドづくり～」『社会関係研究』，第 12 巻，第 2 号，pp.1-28. 
23 農林水産省ホームページ https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/1902/01.html 2020年 10月 27日閲覧 
24 西村泰長（2013）「産業観光の形態と産業特性の関連性について～清酒産業と焼酎産業の比較からの考察～」『第 28回日本観光研究 
学会全国大会学術論文集』pp.273-276. 

Ⅲ. 芋焼酎産業に関する先行研究の考察 
 芋焼酎の先行研究については，芋焼酎に含まれる

香り成分など，品質に関わる研究は多くなされてい

るが，マーケティングとして報告されているものは

多くはない。 
 盧・白武（2005）20は芋焼酎産業が地域産業に寄与

する展開条件として，「①地域の人，歴史，伝統的な

製造技術による地域内発的な資源の利活用，②地場

業界間の資源の利用整備，原料生産農業との共生体

制の構築，③環境保全に配慮した資源循環システム

の確立」を挙げている。注目される点は，共生体制

である。実際にどれほど共生されているのかは，疑

問の残るところである。そして中野（2006）21は，1970
年代から始まり，2005 年までに 3回あったとされる

焼酎ブームについて経過を整理している。その中で，

第 3 次焼酎ブームについて，①焼酎の課税移出数量

が清酒を上回ったこと，②焼酎甲類より本格焼酎の

課税移出数量が多いこと，③本格焼酎消費の増加は

大都市圏を中心に展開していることと特徴づけてい

る。また，鹿児島や宮崎のように原料の芋が地域の

農業によって確保されている地域では，焼酎産業は

地域産業のコアとして重要な役割を担っているとし

ており，地域経済の発展のためにはメーカー，農家，

地域の各種研究機関，農協，行政および市民の連携

が課題として述べているが，詳細な産業分析は行わ

れていない。 
 さらに中野（2007）22は，本格焼酎産業による地域

ブランドについて，2005 年 10 月に認定された地理

的（原産地）表示「薩摩」23焼酎ブランドを挙げ，芋

焼酎が地域ブランドとして地域の自然資源や歴史，

文化が問われるものであり，次世代にも繋がる地域

の人材づくりが本質であると述べている。地域ブラ

ンディングが重要であることを述べている。また西

村（2013）24は，産業観光と産業特性の関係性につい

て，清酒産業と焼酎産業を例に挙げ，歴史的には清

酒産業のほうが焼酎産業より古いが，両産業とも地
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域性の強い産業という点で共通しており，観光形態

についても比較的類似していると述べている。日本

酒については，諸説あるが奈良県が発祥25とされて

いるが，焼酎については原料の種類こそはちがうも

のの，九州以南の伝統的酒類26であることは間違い

なく，焼酎系飲料は日本の酒文化としては大きなも

のと考えられる。尹（2013）27は，南九州地域の焼酎

産業における仲買人による取引制度について，芋焼

酎の原料であるサツマイモの生産農家と焼酎メーカ

ーの間に仲買人が入ることによってサツマイモの価

格を調整しており，本産業を特徴づけるものとして

いる。伝統的な商業習慣がのこっておりイノベーシ

ョンを阻んでいるとしている。兼子（2014）28は，九

州地域のブランド力を測定しており，鹿児島県，宮

崎県では食べ物のおいしさを示す「食文化資産」と

して評価されているとの結果を得ているが，本研究

では地域を県ごとに区切っており，各県内の地域に

よる違いについては，研究されていない。現実問題，

この酒文化については，現在の行政の区割りでは測

れないものである。現在は宮崎県に所属している都

城市は，薩摩藩であった29。 
 小林（2019）30は，焼酎原料用サツマイモ31につい

て，高でん粉，多収のコガネセンガンが主力となっ

ているが，それ以外にも 17品種で焼酎原料としての

利用実績があると報告しており，焼酎の多様性に寄

与していることを示唆している。芋焼酎といっても，

その味は多様であるとしている。この点からも本格

焼酎32は，独自のものが多く，その酒蔵巡りにも応用

できる可能性があると考えられる。 
 

Ⅳ. 南九州地域の芋焼酎産業の分析 
4.1 南九州地域の酒造産業の分析 
南九州として，鹿児島県と宮崎県南西部をあわせた

 
25 奈良県にある正暦寺が日本酒の清酒発祥の地といわれている。 

奈良県歴史文化資源データベース，http://www.pref.nara.jp/miryoku/ikasu-nara/seishu/shoryakuji/，2020年 11月 1日閲覧 
26 小川喜八郎, 永山久春. (2002). 『本格焼酎 南九州の風土を味わう』. 鉱脈社. 
27 尹大栄（2013）「地場産業における共存共栄の取引制度：―南九州地域の焼酎産業のケースを中心として―」『組織科学』， 
第 47 巻，第 1 号，pp.28-39. 

28 兼子良久（2014）「九州地域のブランド力測定―鹿児島における地域ブランド構築に向けて―」『鹿児島経済論集』，第 54 巻， 
pp.1-27. 

29 都城市ホームページ https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/shimazu/list17-364.html 2020年 10月 27日閲覧 
30 小林晃（2019）「焼酎原料用サツマイモ―品種改良と今後の展望―」『日本醸造協会誌』，第 114 巻，第 2 号，pp.71-78. 
31 農林水産省ホームページ https://www.aist.go.jp/Portals/0/kyushu/images/collabo/knowhow/H24/theme_4.pdf 
  2020年 10月 27日閲覧 
32 焼酎の種類 連続式蒸留焼酎は蒸留を繰り返し無味無臭のものが多く，本格焼酎は蒸留を 1回だけ行うため原料の香りや特徴がの 

こる。 
33 国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/01.htm 2020年 10月 27 
日閲覧 

地域を理解するため下記の，芋焼酎醸造産業の分析

（表 3）を行った。 
 
表 3 南九州地域の芋焼酎産業外的環境の PEST 分析 
政治（Politics） 経済（Economy） 
・法的な規制 
・税制の変更 

・景気動向 
・物価動向 
・消費量 
・地域ブランド 

社会（Society） 技術（Technology） 
・人口動態 
・流行（ブーム） 

・製造法 
・原料 

 
4.2 政治 
芋焼酎については，2006 年 5月に改定された酒税

法で明確に区分されている。それまでは「しょうち

ゅう」の中に甲類焼酎，乙類焼酎があり，芋焼酎は

乙類焼酎であった。2006 年の改定後は，甲類焼酎は

連続式蒸留焼酎，乙類焼酎は単式蒸留焼酎となり，

単式蒸留焼酎の中でも，定められた原材料を使用し

ているものだけを本格焼酎と呼ぶことができるよう

になった。また，酒造メーカーとして新規参入する

には条件が厳しく，酒税法33によると新規参入する

には，第 7条第 2項「酒類の製造免許は，一の製造

場において製造免許を受けた後一年間に製造しよう

とする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める

数量に達しない場合には，受けることができない」

となっている。実際，過去 5 年の間，鹿児島県内で

酒造免許を取得している業者数はほとんど変わって

いないことからも，新規参入の難しい産業であるこ

とが窺える。かつてクラフトビールの参入で雨後の

筍のように色々な会社が参入し，淘汰された。その

ように規制を緩和するべきであると考えられる。 
前述のとおり，鹿児島県と宮崎県は厚生労働省のき

める最低賃金でも最低ラインである。農業と酒造に
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関して特区として，せめて時限立法でも特区として

もよいのではないかと考えられる。 
 
4.3 経済 
 本格焼酎産業の価格戦略は他の酒類と異なり，

1990 年代の流通販売店における各種の規制緩和が

促進された結果，ディスカウントスーパーの急拡大

が生じたにも関わらず，製品の値崩れは起きなかっ

た（中野 2006）。 
地域ブランドについては，2005 年 12 月に国税庁

長官が指定した酒類の地理的表示として「薩摩」を

用いることができるようになった。地理的表示につ

いては，知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

（TRIPS協定34）において，「世界貿易機関の当該加

盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原

産地とする地理的表示」を保護することとされてお

り，蒸留酒では「薩摩」のほか，「壱岐」，「球磨」，

「琉球」35の三種類が指定されている。酒類の地理的

表示を使用するためには，原料及び製法に関する事

項が厳格に定められている。 
「地理的表示『薩摩』を使用するためには，次の

事項を満たしている必要がある。 
（1） 原料 
イ いも類に鹿児島県（奄美市及び大島郡を除く。

以下同じ）で収穫したさつまいものみを用い

たものであること。 
ロ こうじに米又は鹿児島県で収穫したさつまい

もから製造されたもののみを用いたものであ

ること。 
ハ 水に鹿児島県内で採水した水のみを用いたも

のであること。 
（2） 製法 
イ 鹿児島県内で原料の発酵及び蒸留が行われて

いること。 
ロ こうじ，いも類及び水を原料として発酵させ

たもろみを，単式蒸留機をもって蒸留したも

のであること。 
ハ 製造工程上，貯蔵する場合は鹿児島県内で行

 
34 特許庁ホームページ https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/trips/index.html 2020年 10月 27日閲覧 
35 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/information/consulation/ichiran/050704/03.htm 2020年 10月 27日閲覧 
36 特許庁ホームページ https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/dansho.html 2020年 10月 27日閲覧 
37 芋焼酎「金国」コガネセンガンを全面的にアピールしてはアサヒビールが製造している。 
38 37同様 サントリーも芋焼酎 甕八を発売している。 
39 天星酒造ホームページ https://tensei-shuzo.com/tenpedia/ 2020年 10月 27日閲覧 
40 薩摩酒造ホームページ https://www.satsuma.co.jp/ 2020年 10月 27日閲覧 

うこと。 
ニ 消費者に引き渡すことを予定した容器に鹿児

島県内で詰めること。」 
このように，「薩摩」の地理的表示は，鹿児島県の

芋焼酎のブランドを確立するためにある。一方，宮

崎県の芋焼酎のブランドについては，宮崎県内のメ

ーカーによる芋，米，麦，蕎麦等の原料を使って醸

造した焼酎が，特許庁が定める団体登録商標制度36

で「宮崎の本格焼酎」（第 5070515号）として登録さ

れている。 
また，酒類大手メーカー37も 2000 年代から本格焼

酎に参入し，芋焼酎もラインアップに並んでいる（中

野 2006）。サッポロビールは，焼酎甲類乙類混和焼

酎「こくいも」，アサヒビールは，「ニッカウヰスキ

ーさつま司蒸留蔵」造の芋焼酎を生産している。大

手メーカーもブランドとしての「さつま」の芋焼酎

を意識していることが分かる。そこからも「薩摩」

「本格芋焼酎」にブランド力があることがみてとれ

る。このブランド力を現状では十分に活かしきれて

いないと分析できる。ナショナルブランド38である

酒造メーカーが芋焼酎産業に乗り出してきているに

も関わらず，鹿児島県と宮崎県がもともと薩摩国で

あるのに，伝統的酒類である芋焼酎に，明治以後の

人為的に引かれた県境を当てはめ，ブランド力をあ

えて分散させているのには違和感がある。 
 
4.4 社会 
 焼酎は蒸留酒類に区分されており，焼酎産業につ

いては現在までに３回のブームがあった。まず，1970
年代後半に起こった。それを第１次ブームとすれば，

1971 年に酒税法が改定され，それまで焼酎乙類と呼

ばれていた単式蒸留器39で蒸留した焼酎の呼称・表

記を本格焼酎と変更したことである。これにより，

「さつま白波」（薩摩酒造40・鹿児島県）を，はじめ

としたブームが起こり，市場が九州全体に拡大した。

しかし全国的には広まりはよわかった。次に，1985
年頃に第 2 次とされる本格焼酎ブームが起こり市場

を九州から全国へとさらに拡大し，それと同時に焼
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酎甲類を炭酸で割った酎ハイ41のブームも起こった。

そして，2003 年頃に起きた第 3 次本格焼酎ブームで

は，「黒霧島」（霧島酒造・宮崎県）を中心に全国で

芋焼酎の知名度が上がり，さらに入手困難な銘柄も

脚光を浴び，原料のサツマイモの品種「コガネセン

ガン42」の増産が行われた。現在は，ブームが落ち着

き消費量はほぼ横ばいとなっている（小林 2019）。
ここでブームが落ち着いてしまったことの原因につ

いては十分なマーケティングが行われていない。一

般的には，酒類の消費が落ちてきていることも原因

であると推測される。日本を代表する酒造メーカー

であるサントリーは非アルコール飲料に力をいれ，

本体のサントリー株式会社は非上場であるのに，非

アルコールを製造しているサントリーフーズは上場

している。また飲酒運転などに対する社会的な批判

なども影響しているものと考えられる。しかしタバ

コとは違い，イスラム圏43を除く世界の各地で特徴

のある酒類が飲まれていることからして文化の一つ

であるとも考えられる。アルコール飲料が悪である

という考え方は歴史や民族を考えていない文化視点

であると考えられる。南九州の文化を全国，全世界

に発信することが重要である。 
 
4.5 技術 
 芋焼酎の主原料であるサツマイモは，日本全国で

栽培されていて，市場販売用，でん粉原料用，焼酎

原料用，加工食品用を主な用途としている。特に宮

崎県と鹿児島県では，多くのサツマイモが焼酎原料

用として栽培されている44。焼酎原料用のサツマイ

モ品種としては，「コガネセンガン」が最も主流で，

本品種は開発された当初の昭和 40 年代（1965 年）

 
41 焼酎(しょうちゅう)ハイボール」の略。「チューハイ」とも書く》炭酸水で割った焼酎。多く，果汁やシロップなどで風味づけを 
する。コトバンク https://kotobank.jp/ 2020年 10月 27日閲覧 

42 独立行政法人農畜産業振興機構 https://www.alic.go.jp/starch/japan/arekore/201002-01.html 2020年 10月 27日閲覧 
43 イスラム教では，アルコールを含む飲料は経典であるコーランにて禁止されている。 
44 農林水産省政策統括官付地域作物課：平成 28年度いも・でん粉に関する資料（2017） 
45 サツマイモの品種開発については，国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センターで盛んに行わ 
れており，宮崎県では都城市に所在する同センター都城研究拠点サツマイモ育種グループで行われている。 

46 ジョイホワイト，アヤムラサキ，ジェイレッド，コナホマレ，ムラサキマサリ，べにまさり，すいおう，ハマコマチ，ダイチノユ 
メ，アヤコマチ，アケムラサキ，ときまさり，べにはるか，タマアカネ，こなみずき，サツママサリ，コガネマサリの品種で焼酎 
利用の実績がある。小林晃（2019）焼酎原料用サツマイモ―品種開発の変遷と今後の展望―『醸造協会誌』第 114 巻, 第 2 号, 
pp71-78 

47 麹菌がもっている酵素により，米や芋に含まれるデンプンが糖に分解される。分解された糖は，酵母によってアルコールへと変化 
する。 

48 原料に米と水のみを使用した焼酎。 
49 一般的に日本の酒類に使用されている麹は黄麹，黒麹，白麹の 3種類がある。黄麹は主に日本酒で使用されている。黒麹と，その 
突然変異種である白麹は，醪を作る際にクエン酸を生成し雑菌の繁殖を防ぐため，気候的に雑菌が繁殖しやすい暖かい地域での焼酎 
造りで使用されてきた。 

にはでん粉原料用として使用されていたが，コーン

スターチの登場によるサツマイモでん粉産業の衰退

を受けて，昭和 60 年代（1985 年）から焼酎原料用

として利用されている。「コガネセンガン」は，でん

粉が原料用として開発された当初は，でん粉量が多

く，収穫量が多いという特長に着目されていたが，

これらに加えて焼酎に使用した際のイモの風味や独

特の甘味といった酒質が評価され，芋焼酎に好適と

されている。一方，「コガネセンガン」は，イモの貯

蔵性や形状が悪く，土中の線虫にも弱いという欠点

があり，これらを補うべく，平成 18 年（2006 年）

から品種改良が行なわれた結果，「サツママサリ」，

「コガネマサリ」という品種が誕生し，焼酎向けの

品種として普及し始めている。また，1980 年代後半

以降，芋焼酎の香味に関する研究が進められると共

に，品種による香味の違いに着目された結果，焼酎

用品種の品種改良45が進み，小林（2019）によると現

在では 20種類近い品種46が芋焼酎の原料として利用

されている。 
 芋焼酎の製造工程において，重要な役割を担う麹

菌47について，技術の進歩が図られてきた。焼酎が普

及し始めた 1900 年頃までは米焼酎48が主であり，黄

麹菌が使用されていたと考えられている。南九州に

芋焼酎が普及し始めた 1950 年代には，黒麹菌49が使

用されるようになり，その後，1970 年代から黒麹菌

の突然変異種である白麹菌が主流となっている。現

在は，温度管理技術が向上したため，日本酒で用い

られている黄麹菌も使用できるようになり，消費者

の酒質多様化の嗜好に伴い，麹菌を使い分け，また

は混合して使用している。 
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4.6 分析結果の考察 
 PEST 分析からみえてきた芋焼酎産業の特徴をま

とめると以下のとおりである。政治面では，酒税法

の影響を大きく受けており，国税庁によって厳格に

管理されている。社会面では，第 3 次ブームと呼ば

れる 2000 年代の流行により，芋焼酎の消費は全国に

広がり，消費が大きく増加した。焼酎甲類に対し本

研究で扱う本格焼酎は，それぞれの原料からくる，

いわゆる「くせ」がある。それは商品価値としての

強みでもあり，弱点でもある。特に本格焼酎のなか

でも本稿で取扱っている芋焼酎は，米，麦などにく

らべ香りや風味で，強いものがあり，焼酎甲類や洋

酒のウオッカと違いかなりの「くせ」がある種類で

ある。台湾の「金門高梁酒50」ほどの度数はないが，

芋焼酎は標準的に 25°である。鹿児島市の多くの飲

食店では温湯ポットを用意されていて，お湯割り51

で飲むのが一般的である。また九州といっても特殊

な民族や風習，食習慣があるわけでないので，日本

全国にそのマーケティングをかけ，大量販売につな

がる余地はと考えられる。日本酒にも辛口や甘口が

あるように個性のある焼酎醸造，販売ルートの全国

開拓も肝要であることが分析できる。経済面では，

芋焼酎は地域ブランドとして「薩摩」，「宮崎の本格

焼酎」というブランド名で地域に根差しており，全

国的な知名度を高めてきていることが分かる。技術

面では，かつては，くせが強く，一定の層に好まれ

るに留まっていたが，近年の技術の進歩52により，

様々な味を作り出せるようになり，より多くの顧客

に訴求できるようになっている。 
 
Ⅴ. おわりに 

5.1 芋焼酎のプロモーション 
鹿児島県と宮崎県南部（旧薩摩藩）地域にはたく

さんの酒蔵があり，個性のある芋焼酎を生産してい

 
50 台湾「金門高梁酒」はアルコール分 58°である。 
51 一般的には，お湯６：焼酎４の割合で提供されることが多いが，客が好みの割合に濃さを変えて飲むこともできる。 
52 芋焼酎は，常圧蒸留の製品が多いが，減圧蒸留の技術も実用化されてきた。減圧蒸留により低い温度での蒸留が可能となり，くせ 
や雑味が少ないタイプの芋焼酎が製品化されている。 

53 月桂冠ホームページ https://www.gekkeikan.co.jp/ 2020年 11月 1日閲覧 
54 白鶴酒造ホームページ http://www.hakutsuru.co.jp/ 2020年 11月 1日閲覧 
55 キリンビールホームページ https://www.kirin.co.jp/entertainment/factory/kobe/ 2020年 11月 1日閲覧 
56 サントリーホームページ https://www.suntory.co.jp/factory/yamazaki/ 2020年 11月 1日閲覧 
57 山梨県では，一般社団法人ワインツーリズムが主催する「ワインツーリズムやまなし」（https://www.yamanashiwine.com/）という 
県内のワイナリーを巡ることができるイベントを行っている。一方，長野県では，県が行っている「信州ワインバレー構想」の施 
策の展開として『プロモーション：販路の拡大と的確な情報の発信』の中で『ワインツーリズムの推進』を掲げている。 

58 武安栄子ほか（2016）「スコットランドにおけるツーリズムの現状－ウィスキー醸造所を中心に－」．『京都女子大学大学院現代社会 
研究科博士後期課程研究紀要』，第 10 号, pp.75-103. 

る。京都伏見で月桂冠53や，神戸灘の白鶴酒造54，兵

庫県三田市のキリンビール工場55，京都・山崎のサン

トリーのウイスキー工場56は，プロモーションとし

て工場見学を実施している。これには，案内担当や

試飲の経費もかかるが，そこでのお土産ショップで

経費の回収をしているものの，それ以上に，いかに

大切に丁寧に製造されているかをアピールして，ブ

ランドについて，大変大きなプロジェクトとなって

いる。焼酎工場を巡るバスツアーを，宮崎空港，鹿

児島空港，鹿児島中央駅発などの企画が地域を活性

させる源となると考えられる。さらに東京，大阪な

ど大都市からの募集型企画旅行にすれば，観光によ

る地域の活性化だけにとどまらず，焼酎の全国ブラ

ンド化も図ることもできる。芋焼酎のブランド力が

強化され，需要が増加することで，主原料のサツマ

イモの生産を増産することが可能になる。芋焼酎の

特徴の一つは，サツマイモを酒蔵の周辺地域から調

達していることである。焼酎生産量が増加すること

で，酒蔵の周辺地域のサツマイモ生産農家の収入を

上がることになる。また，前述の募集型企画旅行に

より，大都市圏から多くの観光客が地域を訪れ，酒

蔵のみならず周辺産業においても消費が拡大し，地

域経済の振興につながることが予想される。これは，

日本でも近年山梨県や長野県で盛んになっているワ

インツーリズム57とも通じている。芋焼酎が現地で

製造される蒸留酒であるという点はスコットランド

のウイスキー58とも共通していることから，全世界

で人気の高いスコットランドのウイスキーのように，

芋焼酎が世界的な飲料になる可能性も秘めている。

本稿では世界の種類と比べていないが，スピリッツ

系の種類としては，特殊な人のみに飲まれるもので

もないと考えられる。 
南九州地域の芋焼酎産業のプロモーションには課

題もみられる。南九州地域には共通する芋焼酎文化



南九州地域における芋焼酎産業による「酒造ツーリズム」を通じた販売戦略の一考察（東 史翁） 
A study on marketing strategy through “Shochu distillery tourism”  

produced by Imo-shochu industries in the region of the southern part of Kyushu 
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があるにも関わらず，鹿児島県の「薩摩」と宮崎県

の「宮崎の本格焼酎」とで名称が異なっているため，

全国，または世界に情報を発信する際に，消費者を

分散させてしまい，芋焼酎産業全体をアピールする

ことができない可能性が考えられる。 
 
5.2 ツーリズムと酒造産業の融合 
本稿で芋焼酎は，ブランド力があることがみてと

れた。鹿児島県，宮崎県の産品として観光客を呼び

込み，交流人口を増やし，さらに，その観光客が住

居地域に帰り，そこで再び鹿児島県，宮崎県産の焼

酎を購入して消費する。このツーリズムとの融合に

よる好循環が達成されれば，地域振興に大いにプラ

スとなるものである。昨今では，糖類の摂取が話題

となっているが，糖類を調整したもの，はじめから

アルコール度数を濃め，薄めにしたものなど，いろ

いろなバリエーションの商品化も必要である。甲類

とレモンやライムと組み合わせた，いわゆる「缶チ

ューハイ」が売り上げを伸ばしている。商品のバラ

エティー化も重要であると考えられる。鹿児島県と

宮崎県が，協働して芋焼酎のマーケット自体を伸ば

さなければならない。本稿では酒蔵巡りのツーリズ

ムと，酒造業の融合で農業の活性化と観光の活性化

が両翼として，発展させていくべきとの主張をする

ことである。 
 
5.3 研究の果実 
 本稿では，農業地域を活性化させる産業として南

九州地域の芋焼酎産業を例に研究を行った。その結

果，南九州地域の芋焼酎産業は地域ブランドとして

確立しており，100 を超える焼酎蔵がそれぞれ個性

的な芋焼酎を製造し，ブームが落ち着いた現在でも

原料芋の品種改良や技術の革新が行われている産業

であることが分かった。また，ブランド力を利用し

ツーリズムと融合可能な産業であることも分かった。

さらに，芋焼酎の主要な産地である鹿児島県と宮崎

県とでブランド力を分散させていることが，南九州

地域の芋焼酎のプロモーションの課題であることが

明らかになった。 
 
5.4 研究の限界 
 本稿では，鹿児島県と宮崎県南部の酒造とツーリ

ズムの融合について，PEST分析を実施した。酒造メ

ーカー，つまり酒造蔵をめぐるツアーには２つの経

済的な効果があると考えられる。ひとつは観光客の

訪問による交流人口の拡大と消費，観光に訪れた人

人々に，さらにそこで気に入った酒造蔵の焼酎をそ

れぞれ地域に帰ったとき，酒の大型量販店やスーパ

ーマーケットでの購入，あるいは酒造メーカーから

のホームページからの購入も期待できるという２つ

の経済効果が見込まれることである。さらに今後は，

それぞれの銘柄や地域についての詳細な研究を続け

たいと考えている。しかし鹿児島県，宮崎県と大ま

かな区分けしたものの，鹿児島県，宮崎県とも焼酎

の味わいや，香りなどの成分がツーリズムに与える

影響まで踏み込んでいない。今後は，詳細な旅程や

顧客の興味をひくマーケティングを踏まえて，さら

に研究をすすめていきたいと考えている。 
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【フルペーパー】 

観光業界における外国籍人材のキャリア観に関する考察 
− 韓国籍人材のキャリア初期に着目して − 

A study on the career design of foreign employees in the tourism industry 
- Focusing on the early career of employees from Korea - 

 
朴 美玲 (Mirei PARK)* 

 
【 要 約 】 

 
 本研究の目的は，日本に長期居住経験なく就業と同時に来日した，韓国籍の若手就業者を対象に彼らの内的キャリアに着目

し考察することである．調査の結果から，日本に就業する長期居住経験のない，韓国籍人材のキャリア初期において，＂目的意

識の二極化＂，＂幅広い経験＂，＂家族の存在感＂の３つのカテゴリが抽出された．今回の研究結果では，日本の観光業界を目

指し準備をしている学生が存在し，日本の雇用システムを理解した上で来日しているため，上手く起用することが出来れば優

秀な人材確保の機会に十分になりえると考える．他方で，好奇心が強い傾向があるため，企業においてその好奇心を埋められる

要素を常に提供でき，なお且つ企業の人材育成計画や人員計画と合致するかが課題となり得るが，この場合，必ずしも昇進や昇

格を意味するのではなく，彼らがまだ経験をしたことのない業務や事象を提供することでも大いに効果はあると推察した. 本

研究の普遍性に関する調査，他国籍人材との内的キャリア比較などを行い，観光業界の人材獲得および人材育成についての研

究が今後の課題である. 
 
キーワード（Keywords）: キャリア デザイン (Career Design) 
            外国籍人材 (Foreign Employees) 
            観光業界 (Tourism Industry) 
 

Ⅰ. はじめに 
 近年，観光業界は安倍政権が成長戦略の一環として外

国人観光客の増加を掲げたのを受け，訪日外国人旅行者

数の増加に伴い観光業界は過渡期にあった．訪日外国人

旅行者とのコミュニケーションやニーズへの対応だけで

なく，Wi-Fiやキャッシュレス対応などインフラ整備から

サービスの提供まで，新たな「日本的おもてなし」を創造

する時期にあったと言える. 
 他方で，観光が国の成長戦略の一つとして位置づけら

れた現在の観光業界では深刻な人材不足が起きている．

約６割の旅館・ホテルが人手不足を感じており1，人材不

足の影響に加え，前途した業界内の外国人観光客への対

応の多様化も重なり，観光業界において外国籍人材の登

用が目立つようになった． 
 日本における全体の外国人労働者数は 1,460,463 人で，

前年同期比14.2％増加している．在留資格別では，「専門

的・技術的分野の在留資格」の労働者数が 276,770 人で，

２０１５年の外国人労働者数は787,627人で，約５４％も

増加している2．また，業界別に見た場合に，宿泊業・飲

食サービス業は 34,345 か所，206,544 人が就業している．

前途同様に５年前の２０１５年と比較すると，21,624 か

 
* 韓国海洋通商貿易研究院 研究員（Research Fellow, Korea Maritime Business & Trade Institute） 
1 福山 佳与子(2017)「観光業界における人材課題～日本の経済発展のために求められること～」リクルートライフスタイル 
2 生労働省（2020）「外国人雇用状況」の届出状況まとめ 
3 厚生労働省（2015）「外国人雇用状況」の届出状況まとめ 
4 洪 承元(2018)「韓国若年層の就職事情と若手人材の日本進出」西日本シティ銀行 

所107,258人，52％増加していることになる3． 
 このように外国人雇用は年々増加傾向にあり，短期的

な観点においては，２０２０年の新型コロナウィルス

(COVID-19)感染症による影響はあるものの，長期的な観

点においては，2019 年４月１日の入管法改正により，新

たな在留資格として「特定技能」が創設され，宿泊業も受

け入れ対象になったことで，外国籍人材の言語能力等の

強みを活かすとともに，業界の労働力不足解消への動き

がみられることからも，今後観光業界における外国人人

材の受け入れによる人材確保は継続して増加すると予測

される． 
 他方，韓国では深刻な就職難が続いている．２０１７年

の韓国の失業率は，過去５年間で最も高い３・７％となり、

失業率の改善が続く日本と比べると対照的であり，特に

若年層の失業率は９・８％と、就職できない若年層がここ

数年で大きく増加している4． 
 韓国政府は，若年層の雇用対策として様々な雇用拡大

支援策を導入しており，その中でも海外就職支援を積極

的に行っている．大韓貿易投資振興公社 は「K-MOVE」
事業「ワールドジョブプラス」事業，就職イベント「Career 
Vision」やその他支援事業など，就職支援に力を入れてい
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る.中でも就職イベント「Career Vision」は参加企業への負

担が少なく出展料は無料であるだけでなく韓国への渡航

費・宿泊費の補助まで用意しており，毎回１５０社～２０

０社の企業が参加している. 
 また，社団法人韓日協会や釜山市など地方自治体でも

日本企業への就職を支援する取組みが行われていたり，

日本語学部を持つ大学が学生の就職支援として日本の企

業への就職あっせんを支援する動きもある. 
 加えて，日系の人材会社や人材系広告会社である株式

会社パソナや株式会社マイナビ などが，韓国現地で大規

模な就職イベント「Job博」， 「Career in Japan」などを開

催し日本を含む海外での就職が熱を帯びている． 
 このように，日本で留学する外国人学生だけでなく，本

国で勉学を終えた学生が就職と同時に日本へ来日し，就

業を始めるケースも増加傾向にあり，長期的な視点で捉

えた場合に，韓国だけでなく海外各国から留学という形

式にとらわれず，就業人材が増加すると推察する． 
 しかしながら，外国籍人材に関する研究は留学生を対

象にしたものが多く5，日本での長期居住経験がない学生

又は若年層に対する研究はまだ少ないと言える．留学生

は数年間の学生生活の中で語学や，日本の生活様式，文化

だけでなく，日本の新卒採用制度や雇用システムなどの

日本独自の就業文化についても学ぶ機会がある一方で，

日本での居住経験が少ない又はないに等しい学生が日本

で就業すると決意した場合，どのようなキャリア観や目

的を持って就職活動及び就業に挑んでいるのかを探求し，

今後増加するであろう，留学経験のない外国籍人材の理

解に努めることは，観光業界における人材確保や人材育

成に有益であると考える．そこで本研究では外国籍人材

の就業時の様々な要素の中でも内的キャリアに着目する． 
 
Ⅱ. 先行研究 

 まず，キャリアの定義付けとして，金井（2002）6は，

成人になってフルタイムで働き初めて以降，生活ないし

人生全体を基盤にして繰り広げられる長期的な仕事生活

における具体的な職務・職種・職能での所経験の連続と，

大きな節目での選択が生み出している回顧的意味づけと

将来構想・展望のパターンとしている． 
 また，田路・月岡（2014）7は，金井のキャリアの定義

に基づき，キャリアについて６つのポイントを提示して

いる． 
１）キャリアそのものに貴賎はないということが大前

提である. 
２）キャリアについての評価や決定は，キャリアを歩む

 
5 李 奎台(2017)「発達及び価値観に関する心理学研究の整理ー留学生から労働者に立場を変える外国人のキャリア問題を扱うためにー」東京外国語大学

大学院総合国際学研究科 
6 金井 壽宏(2002)『働くひとのためのキャリア・デザイン』 
7 田路則子，月岡亮(2014)『キャリアデザイン』ファーストプレス 

当事者によってなされる． 
３）キャリアの評価・決定においては，価値観などの主

観的な側面と，職歴などの客観的な側面の両面がある． 
４）キャリアは仕事生活だけを対象とするのではなく，

生活全般を対象とする． 
５）キャリアをパターンとしてとらえる．つまり，過去

の歩みを振り返って意味づけをし，その中からパター

ンを見出し，それによってこれからの歩みを展望する． 
６）キャリアは毎日考えるものではなく，節目（移行期）

においてクローズアップされるものである． 
 この６つのポイントの中から，キャリアを歩む当事者

がキャリアの評価や決定を行い，その評価・決定には，価

値観などの主観的な側面と職歴などの客観的な側面の両

面が関わっており，またキャリアは節目においてクロー

ズアップされるという点に着目し先行研究を行う． 
 
１．パーソンズ 特性因子理論  
 パーソンズ（1909）は，個人の特性（個性・パーソナリ

ティ・自分自身）と因子（環境・仕事内容・必要能力）を

理論に基づきマッチングさせることで職業満足度やパフ

ォーマンス向上につながるとする特性因子理論を提唱し

た．適格な職務選択のためには，３つの要素と７段階の支

援が必要であるとしている．３つの要素の 1 つ目は自己

分析である．自身の適性や能力，強み弱み，目標，興味な

どについて理解することが重要な要素であるとした．2つ
目が職業分析である．自身の職務に対する要件や将来性，

報酬や福利厚生，成功要因など，利点及び不利な点など，

職務についての正しい知識が2つ目の要素であるとした．

最後に，理論的推論である．上記２つの要素の関連性を正

しく推論することである．また，３つの要素を支援する７

つ段階があるとした． 
１）個人資料の記述 
２）自己分析 
３）選択と意思決定 
４）カウンセラーによる分析 
５）職業についての概観と展望 
６）推論とアドバイス 
７）選択した職業への適合のステップ 

 このパーソンズの理論はキャリア・カウンセリング，キ

ャリア・ガイダンスの礎を築いた理論であり，キャリアを

よりシステム化し捉え発展させた． 
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２．シャイン キャリア・アンカー理論 

 内的キャリアに着目している理論の一つに，シャイン

のキャリア・アンカー理論がある．キャリア・アンカーと

は，自身が自己のキャリアを決める際，指針にも制約にも

なる自己イメージのこと8である．  
 このような自己を動かす指針や価値観は，組織に貢献

する一人前の人間として完全に受け入れられたころに気

づくとされている．すなわち就業してから５年～10 年程

度で形成され，自身の才能や，強み弱み，自身の欲求や人

生の目標，自身の望み，キャリアへの誇りなどの自己概念

についてしっかりと意識ができるようになり，その後の

キャリア選択に大きく影響するとされており，キャリア・

アンカーには８つのカテゴリで構成されている. 
１）専門・職務別コンピタンス 
２）全般管理コンピタンス 
３）自律・独立 
４）保障・安定 
５）起業家的創造性 
６）奉仕・社会貢献 
７）純粋な挑戦 
８）生活様式 
 このひとつひとつはある程度誰しもが関心を持ってい

るが，突出して自身にとって重要な領域があるとされる． 
 

３．ブリッジス トランジション理論 
 発達的アプローチとして，ブリッジスのトランジショ

ン理論が挙げられる．ブリッジスは過渡期をどう乗り切

るかについてそのトランジションのプロセスを、１）終焉

期（何かが終わる時期），２）中立期（ニュートラル・ゾ

ーン），３）開始期（新しい始まりの時期）の3つの段階

があるととらえ，それぞれの段階で自身がおかれる心理

状態や各段階における乗り切り方を唱えている． 
 第 1 段階の終焉期は，自身のアイデンティティや方向

性が失われ混乱する時期を指す．特に空虚感といった心

理的苦痛と伴う．第 2 段階の中立期（ニュートラル・ゾ

ーン）は，内的な再方向づけの時期で，1段階目で直面し

た，喪失感や空虚感を受け止める段階である．第 3 段階
の開始期は，今までの状況や気持ちを整理し，次に進む時

期にあたる．何かが新たに始まる時期である．計画的・偶

発的に関わらず、新たに何かが始める時期であるため，慣

れ親しんだ現状が壊れてしまう可能性もあることから，

その不安により内的な抵抗が生じやすい時期でもある．    
 このトランジション理論では，第２段階の中立期（ニュ

ートラル・ゾーン）はただ立ち止まっているような感覚に

陥るため，この中立期（ニュートラル・ゾーン）をどう乗

り切るかが重要であると捉えられている． 

 
8 エドガー H. シャイン 『キャリア・アンカー自分の本当の価値を発見しよう』白桃書房 P.12 

 上記から，キャリアには自己の特性や価値観が大きく

影響しており，その主観的側面つまりキャリア・アンカ

ーはキャリア初期に形成される．前述のとおり，キャリ

ア・アンカーは職業に就いてから５～10年のキャリア初

期段階の時期に開発され，その後の職業選択やキャリア

発達を方向付けるとされているが，外国籍就業者は，キ

ャリア初期のキャリア・アンカーが開発される段階で彼

らとしては他国である日本で就業することとなる．彼ら

は学生から社会人になるという変化（学生が終わる時

期）と，他国で暮すという環境の変化（自国での生活が

終わる時期）が同時にやってくるため，自身の方向性や

決断に対しての不安や近藤がより深刻に感じる可能性が

あると仮定する．そのような状況で外国籍若年就業者が

どのような目的意識やキャリア観によってその不安を払

拭し乗り越えているのかを内的キャリアの視点から考察

する． 
 
Ⅲ. 先行研究 

 本研究の研究対象は，１）日本において長期留学経験が

なく(ワーキングホリデー・短期留学・旅行除く)，２）日

本以外の国で大学を卒業し，３）就職を機に来日した，４）

観光業界（ホテル/旅館・空港・免税・旅行会社など)に勤
める，５）就業３年目までの若年就業者を対象とした．ま

た，文化的背景から国籍別の差異がある可能性を考慮し，

今回の調査においては韓国籍の人材に限定した． 
 研究方法としては，２次資料を基にした文献調査およ

びインタビュー形式による質的調査をおこなった．イン

タビュー結果は，Colaizzi(1978)が提唱した現象学的分析

方法を用い分類化する方法で，まず研究対象者とインタ

ビューを行いその内容を録音し，文章化したものを複数

に分類した．また，分類結果の整合性を確認するため，

インタビュー対象者に内容の確認を行った．図１は今回

のインタビュー対象者の属性をまとめたものである. 
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名前 性別 業界 地域 年次 
転職 

回数 

就業 

状況 

G.H 男性 航空 大阪 １年 0 現職 

H.K 男性 航空 大阪 １年 1 現職 

E.O 女性 ホテル 福岡 ３年 0 現職 

D.L 男性 ホテル 大阪 １年 0 現職 

J.L 女性 ホテル 大阪 ３年 0 離職 

Y.J 女性 
貿易 

ホテル 

大阪 

ソウル 
３年 1 現職 

S.L 男性 
ホテル 

飲食 
大阪 ３年 1 現職 

図1 調査協力者の属性（筆者作成） 

 
Ⅳ. 分析結果および考察 

 分析の結果，観光業界における外国人人材のキャリア

初期において，＂目的意識の二極化＂，＂幅広い経験＂，

＂家族の存在感＂の３つのカテゴリが抽出された． 
 

１. 目的意識の二極化 

 まず，日本で留学経験のない外国人人材は，その就業に

おいて業界における目的意識に欠け，インターンシップ

や留学の延長線上として，日本語習得だけを目的として

いる場合が多いため，業務や現実とのリアリティショッ

クの大きさと相まって，早期に離職する事が多いと仮定

した．しかし，日本での就業における＂目的意識＂が明確

な場合とそうでない場合の乖離が大きい傾向にあった． 
 低い目的意識を持つ場合，仮説の通り，日本語習得が主

な目標になっているため，属する業界や業務についての

興味度合が低く，就職活動においても，業務内容が軸では

なく，日本で日本語を上達させたいとの目的が軸となる

傾向にあるため，業務においても業務の難易度や実業務

と理想の差より，日本語習得と実業務の差異がフラスト

レーションによりなりえる傾向にあった．また業務に対

して低い目的意識を持つ場合は，離職を判断することが

容易であり，業務内容よりも給与や休日などの福利厚生

の内容をより重視し，より良い条件の仕事がある場合は

容易に離職を検討する傾向にあった． 
 
＂日本語の実力をもっとみにつけたいと思って，日本で

なんでもいいから働いて日本語を学ぼうと思った．どの

仕事でも関係ないと思ってた．＂ 
（航空 １年目） 

 
＂色んな選択肢がなく，１つしかなかった．漢字は読めな

いし，韓国に帰って何かしようかなと思っていた時に，英

語が大丈夫であれば良いと言われたので＂ 
（航空 １年目） 

 
＂前の会社より規模が小さい分、社員が少ないくお互い

ささえあっている．韓国人の同僚がたくさんいて，その

方々と仲良くなりながら，精神的に頼りにしている． 
精神的に余裕がでているが，最初の目的（日本語習得）に

関してはちょっといまいちというか，韓国人しかいない

ので韓国語をしゃべる時間が増えているが残念．＂ 
（航空 １年目）  

 
 
 言語習得が主な目的となっている場合は，帰国時期が

入国当初からある程度明確になっており，時間軸として

1-2年ほどを考慮していることが分かった. 
 しかし，高い目的意識を持つ場合，就職前から希望する

業界の日本国内の動向を調査し，就職活動においても希

望する業界に絞って面接を受けるなど目的に徹底して忠

実な行動を取る傾向にあった．また，就業時においても業

務への熱意が高く，業務における責任感が強い傾向にあ

った． 
 
＂（１年目の時は）自分は新入社員ではなく、一番下っ端

ではなく、後輩を育てなければならない″や，“後輩のミス

は自分がちゃんと教えていないこと，後輩には厳しくと

いうか細かく，インターンやアルバイトで韓国人の子が

いたら，語学力不足もあるので，先輩としてではなく同じ

韓国人として教えていた．（できない子がいたら）韓国人

はなんでこうなんだ（仕事ができないんだ）といわれたく

ない＂ 
（ホテル ３年目 離職） 

 
＂シニアサーバーに昇格することが，一緒に働くみんな

から認められることなのかをすごく悩んでいてあまり嬉

しくなかったので，しっかりしないとという気持ちがす

ごくしてて、うん，なんか責任感です，2年目は． 
すごく仕事ができる同期が異動してきて、自分もシニア

サーバーなのに、あの同期より仕事ぜんぜんできないと

いう気持ちが（あった）．最初は同期がもっと仕事ができ

ると感じたときはすごく辛かった．同期より同じ部署で

長く勤めてるのに，私はなんであんな風に出来なかった

んだろうという気持ちがあった．ライバルだった，自分の
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気持ち的には．＂ 
（ホテル ３年目 離職） 

 
＂誰も外国人がいなくて大変だった．（外国人の）入社は

24名中私ひとりで、びっくりしたのもあるし，がんばら

ないととも思った．（中略）なんでもチャレンジしてみよ

うという冒険的になった．勇気をだせるきっかけ．＂ 
（ホテル ３年目） 

 
業務への責任感は就業年数に関係なく，入社当初から持

っており，見本や手本になりえる位置や状況におかれた

場合により一層その度合いが増加する. 
 
２．幅広い経験 

 目的意識が高く特定の業界を志す場合において，“色々

な経験をしたい”，“会社全体のことを知りたい”，“全部学
びたい”という広範囲の目的をもつ傾向にある．また，1社
で会社全体のことや業務について学ぶ期間として３年～

５年を挙げている.  
 一見すると，短期間で一つの企業全体の業務や動向を

知りたいと感じていると捉え方もできるが，韓国の４年

制大学卒業者のうち８６％が平均１１ヶ月後に最初の職

に就いており，そのうち６３％が最初の就業場所を退職

しているが，彼らの金属年数は平均１年2.6ヶ月と相当短

い. 目的意識が高く日本において観光業界へ進むことを

前提に準備をしている場合は，大学時に担当教授や先輩

などからの情報収集により，日本での就業については，長

期的な視野をもって就業する重要性は認識しており，キ

ャリアの開始時には，少なくても３年は就業しようとい

う意思を持つ場合がある9． 
  
＂実際にお客様と接しながら、いろんな部署や担当をし

てみたいと思った．サーバーの仕事だけでなく，ルームサ

ービスをやってみたり，グリーターをやってみたり，部署

外の仕事に興味がある．緊急事態宣言のあと，レストラン

の仕事だけでなくルームサービスの仕事をする機会があ

り，ハウスキーピングなどにも連絡をとるようになった

り，他の部署はどういう部分を担当しているか知るよう

になって良かった＂ 
(ホテル １年目) 

 
＂時間軸としては３～５年働いたほうがいいなと思って

いた．経験としても３～５年くらいは必要だと思ってい

た，仕事としても慣れていると思った．バイトするときも

３～５年くらいは必要だと聞いていた．＂ 

 
9 Sung and Ahn（2016）「일자리 만족도와 이직의사 및이직-청년층을 중심으로」 
10 パーソル総合研究所(2020) 「日本で働く外国人の意識に関する調査結果」 

（飲食 3年目） 
 
＂フロントやゲストリレーションズへの異動を打診され

たこともあったが，自分は動きたいし，お客様とお話した

いと思って断った. ３年目でベルキャプテンを任せても

らえて自分なりにはがんばろうと思っている．＂ 
(ホテル ３年目) 

 
 上記の場合，与えられた業務だけでなく，新しい業務を

得られることで満足度が上がる場合や，新しい環境への

打診において本人が選択できること及び選択した状況に

おいて業務レベルが上がることで，「幅広い経験」ができ

ていることで満足度が向上し，業務意欲や業務継続に結

びついていると推察する． 
 他方で，この「幅広い経験」ができないと感じた時に，

急激に意欲が下がり，離職を決意する傾向にあると考え

られる．特定の業界を志す場合，特定の業界または類似の

業界に根付く可能性は高いが，同じ会社に長期に渡って

就業する場合には，複数のキャリア選択肢が提示された

場合が多いと推察する．パーソル研究所（2020）10による

と，「日本で働く外国人の意識に関する調査結果」におい

て，「正社員の外国人の不満ランキング」の「1 位 昇進

昇給が遅い」，「４位 明確なキャリアパスがない」という

調査結果がでていることからも裏付けられる． 
 下記の場合，日本国内の同じ業界で転職活動を行った

上手く行かず，帰国を選択している．また２つ目の例の場

合は，韓国における兵役義務で社会への進出が他の同僚

よりも年齢的に遅れており，２０代のうちに様々な経験

をすることを優先するため，大手飲食チェーンにて店舗

管理の職につくことでホテル時代では経験できなかった，

又は早期に経験できそうに思えなかった業務内容を行え

ると転職に至ってる． 
 
＂このレストランの中で新しく教えてもらうことはない

と感じた．キャプテンになれるような道が見えなかった．

１年後も２年後もサーバーのままな気がするし，もっと

他の仕事を学ぶ機会がぜんぜん見えない＂ 
（ホテル ３年目） 

 
＂心の中ではがまんしてがんばった方がいいかなとは思

ったが、３０歳を超えて一から新しい仕事をするのは大

変ではないかと思った．後悔するかもしれないが、自分の

役にたつと思い退職を決めた＂ 
(飲食 ３年目) 
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 また，興味をもった事が他業種，他職務だった場合にお

いて，長期的に計画を立てて行動を起こすというよりも，

まずは実践してみる傾向がある．興味が他に移った場合

に，本来自身が目指していた業界や当初の目的からの方

向転換への決断が早く，また行動に移すのも早い傾向に

あると言える． 
 
＂サーバーの仕事をしながら，韓国での採用博覧会に人

事部長と一緒に参加する機会があって，こういう仕事も

あるんだという，人事が何をする仕事かもわからないけ

れど，人事の仕事をしてみたいと思った．色んなレストラ

ンの仕事をしながら，人事になるまでの道が明らかに見

えなくて，英語の勉強だと思った．＂ 
（ホテル 3年 離職） 

 
上記の場合，語学留学のため離職している．また次の場合

は，営業職に興味を持ったことから退職を決意し，営業職

として転職をしたのちに飲食業へと舞い戻っている． 
 
＂ホテルで２年間働きながら、一番自信をもったのが営

業成績で．もっと（その）幅を広げたいと思ったときに（営

業職）縁があった．＂ 
（飲食 ３年目） 

 
 韓国人若年就業者の内的キャリアの思考として，若い

うち特に２０代は色々と自身を試す時期であると捉えて

いる傾向が強い．目的意識が低い場合，すなわち言語習得

が目的である場合も，目的意識が高く業界知識を得た場

合で，同業界で継続してキャリアを積むことを想定して

いる場合においても，一つの業務を極め継続することよ

りも，様々な自身の可能性を実際に行動に移しながら模

索すると同時にそこで得られる多種多様な知識や経験が

あることがより有益であると捉えている．例え失敗した

としても，その行動に無駄はないと捉える傾向が強い傾

向にある. 
 また，３０代になると色々な分野にチャレンジをして

経験を積むことが難しくなるという考えを持っており，

若ければ若いうちにやりたいことや経験したいことにつ

いて行動を起こす必要があると思う傾向があるため，よ

り一層行動力が増していると推察する. 
 

３．家族の存在感 

 キャリア初期の韓国人就業者の内的キャリアに＂家族

の存在＂が大きく影響してる．日本を就業先に選択した

理由として，すぐに帰国できる距離にあること，就業中に

おいても定期的に帰国し家族との時間を大切にできる環

境にあることで，彼らの就業へのモチベーションになっ

ている．他方で，帰国の安易さから離職への検討も容易に

なりえるのではないかと推察する． 
 
＂コロナで全世界，何処にもいけない状態になって、３か

月～半年に 1 回帰国できなくなった．またこういうこと

があったら、誰か亡くなったりしても戻れなかったらつ

らいなと思った．なのでずっと外国にいるのは難しいと

思った．（コロナウィルス感染症が収まったら）1回帰ろ
うと思っている，会社をやめて．＂ 

（飲食 3年目） 
 
＂両親も心配だったし、韓国に帰ることにした．いつか韓

国に戻るなら、1歳でも早く帰って安定した方がいいなと

思った．＂ 
（ホテル 3年目 離職） 

 
＂住むなら韓国がいいなと思う．（中略）友達とか会いた

い人が韓国にいるので．最初は日本での暮らしへの期待

が大きかった．あんまり心配しなかった理由があって，1
か月に 1 回は韓国に戻れると思っていたので，日本にく

るときに心配してなかった．実際に 1 か月に 1回は帰っ

ていたが，コロナ以降それができなくなった＂ 
（空港 １年目） 

 
＂（キャリアを振り返って，今は帰国して）家族との時間

過ごせられる．友達と遊んだりできることが幸せ．＂ 
（ホテル 3年目 離職） 

 
＂家族とそんな離れたこともなかったし，自分ひとりで

何かをする勇気がなかった．お兄さんが（私より）前に日

本語を勉強しはじめた．東京で大学に通い福岡で働いて

いる．両親も子供が２人とも海外にいくことになったの

で不安だったと思うが応援してくれた．日本は何かあっ

たときにすぐ会える距離＂ 
（ホテル ３年目） 

 
 新型コロナウィルス (COVID-19) 感染症の影響で，家

族の存在や家族との距離感が満足にとれないことが，日

本での就業について再考するきっかけを与えている．新

型コロナウィルス (COVID-19) 感染症の流行前は，日本

という国の立地上，韓国へ帰国がしやすい事が彼らにと

って利点として作用していた.しかし，家族との距離感が

物理的には近い場合でも，今回のような感染症等の影響

で遮断された場合は，急激に不利な点として作用する傾

向にある．  
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 Kim（2014）11の研究でも，韓国は家族との意思疎通に

基づく相互依存性において，中国よりは低いが日本より

有意に高い得点を示しており，家族への情緒的結びつき

においては中国との有意差がなく日本よりは有意に高く，

このことからも韓国の家族とも情緒的な結びつきが高い

ことが，日本における職務従事にも大きく影響している

と言える． 
 日本においても新型コロナウィルス (COVID-19) 感染

症の影響により，働き方の改革や家族との時間などにつ

いての議論がなされていることからも，今回の感染症流

行をきっかけに，韓国籍人材の日本就業の市場の捉え方

が変わる可能性も否定できない.今までは魅力的に見えて

いた日本という市場を今後どのように捉えていくのか継

続して着目して行きたい. 
 
Ⅴ. まとめと今後の展開 

 本研究では，日本に長期居住経験なく就業と同時に来

日した，韓国籍の若手就業者を対象に彼らの内的キャリ

アに着目し考察することを目的とした．調査の結果から，

日本に就業する長期居住経験のない，韓国籍人材のキャ

リア初期において，＂目的意識の二極化＂，＂幅広い経験

＂，＂家族の存在感＂の３つのカテゴリが抽出された． 
 今回の研究結果では，学生時代に特定の業界を志し準

備をしている場合が半数を超えており，観光業界の人材

として準備をしている学生を上手く起用することが出来

れば，優秀な人材確保の機会に十分になりえると考える． 
 彼らの職務に対する姿勢はとても忠実で，何事にもそ

こから学びがあると捉え熱心に就業する姿勢が伺えた.   
 特定の業界を志し高い意識をもって就業を始める場合

にも，好奇心が就業目的を上回り，長く就業することで得

られる＂深い経験値＂よりも様々な職務また業界を実際

に経験することで得られる＂広く浅い経験値＂が彼らに

とって優位に作用することはあったが，人事担当者また

はメンターなどが社内の業務内容における新たなチャレ

ンジを提示し，興味の方向を社内に向け続けられるよう

コミュニケーションをとることで，長期就業につなげる

ことは十分に可能ではないかと判断する. 
 企業において従業員ひとりひとりの好奇心を埋められ

る要素が提供でき，なお且つ企業の人材育成計画や人員

計画と合致するかが大きな課題となり得るが，この場合，

必ずしも昇進や昇格を意味するのではなく，彼らがまだ

経験をしたことのない業務や事象を提供することでも大

いに効果はあると思われる. 
 ディスコ(2019)の調査によると，企業での外国人人材の

活用課題の上位 5 つの中に「キャリア形成の考え方の乖

離」「 離職率が高く定着しない」が挙げられているとお

 
11 金 愛慶(2014)「家族機能から見た大学生の家族意識 : 日本・韓国・中国における国際比較」名古屋学院大学論集 社会科学篇 

り，外国籍人材の活用において言及される，日本型雇用シ

ステムの諸問題，つまり新卒一括採用や終身雇用の仕組

みによるキャリア形成が外国籍人材の活用の課題となっ

ているが，韓国籍人材の中でも高い目的意識を持つ場合

は，就業地や就業希望業界についての調査や日本人教諭

や就業経験のある先輩からの情報提供などを受けている

場合が多かったため，キャリア形成についての大きな見

解の相違は少ないと考えられる. 
 ただし，本研究はいくつかの課題も残る．まず，調査対

象数が多くないため，普遍性に欠ける可能性がある．次に

インタビュー方式として大学時代から年次を追って回想

する方法を採用した．しかし記憶をたどってのインタビ

ューであるため，自身がその後に経験した経験値も無意

識に作用する可能性は排除できない.年次ごとにインタビ

ューを行うことでより鮮明に心理的な変化を分析できる

と考える．また，今回の研究は新型コロナウィルス 
(COVID-19) 感染症流行時と研究時期が重なったため，将

来に対するイメージが持ちづらく不安定な気持ちを抱え

ている時期でのインタビューのため，その結果において

すくならず何らかの心理的影響をインタビュー時に排除

することが難しかったと考える. 
 今後は，今回の研究で得た内容を基に，質問票調査など

による本研究の普遍性に関する調査，他国籍人材との内

的キャリア比較などを行い，観光業界の人材獲得および

人材育成についての研究を深めていきたい． 
 観光業界（ホテル/旅館・空港・免税・旅行会社)は建物
や観光地などのハード面ともてなす人のソフト面が揃っ

て初めて一つの商品になる.ソフト面を作るのは人であり，

どのようなサービスを提供するかによってその商品の質

は大きく異なってくる.今回インタビューをした対象者の

一人は以下のような発言があった. 
 
＂私はこのホテルでこれから何がしたかったのかを思っ

たら、私なりのサービスをつくりたい.日本のいいサービ

スもわかるし，実は韓国のいいサービスもあるので. 
仕事をしていたら、マニュアル的にしないといけないと

いうこともあって，自分らしいのは全然できていなかっ

た. ＂ 
(ホテル 3年目) 

  
 観光業界において人材は単なる働き手ではなく商品を

作りあげる重要な要素であるからこそ，新しい時代に日

本の良きおもてなしを理解し，また他の良いものを取り

入れ独自の良さを持ってより多くの方にご満足いただき

たいとの思いを持った人材が増えるようより深く考察し

ていきたい. 
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