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【ワーキングペーパー】 

DMO運営組織に関する考察 
－観光振興における地域エコシステムに向けて－ 

Consideration about DMO management organization 
- Towards a regional ecosystem in tourism promotion- 

 
髙橋 一夫 (Kazuo TAKAHASHI)* 

 
【 要 約 】 

 本研究は、アクションリサーチにより筆者が理事長を兼職する地域 DMO（A=DMO）の実務に関わり、現実の課題を分析す

るとともにアクションの計画・実行を通じて望ましい解決につなげようとする「実践を通しての研究」である。A=DMO が成果

を出しづらい要因は、地域連携DMO・地域DMO に多くみられる小規模DMO に内在する組織マネジメント上の課題にあるこ

とが明らかになり、その解決のためにアクションの計画を提示するに至った。実践を通しての考察はアクションリサーチのサ

イクル毎に行っており、現時点ではアクションプランの計画までの段階にある。A= DMO が地域の観光関連産業を中心に共益

を生み出す地域エコシステムの機能をもつことを目的に、アクションの計画を検証し実行していくことが今後の研究課題であ

る。 
 
キーワード（Keywords）: 小規模DMO（Small DMO）、アクションリサーチ（Action research）、 

地域エコシステム（Regional Ecosystem） 
 
１. はじめに 
 DMO は地域の観光振興において集客のためのマーケ

ティング及びエリアマネジメントの先導をする組織とし

て認知され、舵取り役としての役割を期待されている（図

１）。しかし、これらの機能はDMO内の組織のマネジメ

ントによって成果が左右されることは、海外の成果を出

している DMO と日本の観光振興組織の比較研究の中で

明らかになった(高橋 2107）。 
 

 
図1．DMOに関する3つのマネジメント 

出所）筆者作成 

 
 観光庁が DMO の設立を後押しするため登録制度を導

入し、「広域連携DMO（10件）」、「地域連携DMO（95件）」

「地域DMO（108件）」とマネジメントエリアの範囲によ

って階層別に登録を進めたことで 2011 年 11 月時点には

213件のDMOが登録されるに至った。しかし、地域連携

DMOや地域DMOの中には小規模のDMOが新たに設立

され、「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』」（観光庁）ができる組

織としての期待を背負っていることから新たな組織マネ

ジメントの課題が浮かび上がってきた。筆者は、20 年 5
月からある地域DMO（以下、A-DMOと表記）で週1回

 
* 近畿大学経営学部教授（Professor, Faculty of Business, Kindai University） 

程度の兼職をする理事長としてその課題を目の当たりに

することとなった。 
 本稿は、アクションリサーチの手法を用い、小規模

DMOにおける現状を整理するとともに、どうアクション

を計画し、実施していくかについて考察する。 
 
２. アクションリサーチでの研究のサイクルと考察 

 アクションリサーチは、現実の課題を解決し望ましい

と考える状態の実現を目指した実践と研究を行っていく

ことである。そのため、今回の研究は、理事長という立場

から「実践を通して研究をする」のであり、小規模DMO
の組織マネジメントの「実践について研究をする」のでは

ない。 
 様々な事案に対し職員からの報告が上がり、それを決

裁するということもある。職員との考え方の違いから起

きる議論や組織内の不始末などを通じマネジメントの不

具合を感じることもある。こうした実践を通してA-DMO
の実務に「介入」し、現状把握や分析を行っているが、本

稿では「責任のある立場」として、現時点で開示できる範

囲でプロセスと結果を整理し提示する。 
 
３．実践を通しての考察 

 図２のアクションリサーチのサイクル毎に考察する。 
（１）現状の把握 
 A-DMOは、15年のまち・ひと・しごと創生基本方針で

日本版 DMO を地域の観光振興を戦略的に推進する専門



 
DMO運営組織に関する考察－観光振興における地域エコシステムに向けて－（髙橋 一夫） 

Consideration about DMO management organization - Towards a regional ecosystem in tourism promotion- (Kazuo TAKAHASHI) 

Copyright © 2022 Tourism Business and Research Association of Japan. All Rights Reserved. 
 

3 

的な組織として早急に育成すると示されて以降、設立さ

れた組織であり、新型交付金の支給対象でもあった。その

ため、当初は潤沢な事業費が予算化されたものの、イベン

トをおこなうことが目的化してしまい、観光コンテンツ

の育成、デジタルマーケティングができる人材育成など

DMO の基本となる要素が欠けたまま 4 年の歳月が経過

する。本来、地域DMOは地域の観光関連産業から、その

地域をオーケストレートする地域エコシステムとして認

められる存在でなければならないが、職員の退職も続き、

各種の調査報告書も活かされないまま、成果を上げる意

識の薄い組織となっていた。 
 そこで、20 年度には事業計画を再構築して事業ごとの

目標を明らかにし、成果を出す組織となるべく、観光庁の

登録DMOの認定を受けることを目指した。 
 

 
図2．アクションリサーチのサイクル 

出所）中村（2008） 
 
（２）分析 
 20 年度は成果を出せた職員、効果的・効率的に業務を

推進できなかった職員、求められる知識に追いついてい

ない職員などまちまちの状況が見受けられた。21 年度へ

と続くこれらの結果は、以下の組織上の課題から導き出

されると考えられる。 
①職員の高齢化 
成果を出すために即戦力の人材を求めながらも、報酬

に上限があるため、一定の専門性や経験を有しているこ

とを求人ニーズとすると、人材が高齢化してくる 
②偏った専門性 
 一定の専門性は、必ずしも時代が求める専門性に移り

変わることが容易ではない。年齢の問題からくる「壁」や

成功体験からくるこだわりなどの要因が認められる。そ

のため、新しいこと、面倒なことが忌避される傾向にある 
③人間関係の固定化 
 異動がない組織であることや三セクであるため 1 年更

新の契約であっても基本的には毎年更新を基本とするこ

とから人は変わらない。そのため、人間関係は職場の雰囲

気も固定化させる。 
実績がでなくても役員でいることで報酬が高止まりし、

報酬に差が出ていることに不満を募らせる 
（３）アクションの計画 
 これらの課題を解決し、効果的・効率的に成果を出して

いく組織とするために、事務局の全部委託を検討する計

画をつくり関係者へのヒアリングを行っている。いわば、

観光振興というソフトの指定管理の発想である。 
①必要な専門性の確保 
地元と人間関係を構築したり、その地域の特性を把握

したりするフロントラインと必要な時に必要なスキル・

ノウハウ・ノウフーを提供するスタッフ部門を分けて考

えることができる。 
スタッフ部門は必ずしも専属の必要性はなく、範囲の

経済性を活かすことが可能で効果的・効率的な運用が可

能となる 
②良い緊張感のある関係 
 成果を出すことが求められ、3年～5年の期限で入れ替

わる可能性がある組織には、成果を出さずとも安定的な

雇用が維持される組織とは違い、良い緊張感のある関係

ができる 
③組織人員の一定の流動化 
 必要な人材が必要な時に調達できる可能性が高まる。

年齢構成なども固定化することは避けられる 
 
４．まとめ 

 計画を実行に移すにあたり、受託可能な会社があるの

かサウンディングしたところ、3社から条件の整備により

可能だという回答を得た。次のサイクルに動かしていく

ための条件は 1 つクリアされた。三セクである A-DMO
が地域の観光関連産業を中心に共益を生み出し、オーケ

ストレートできるプラットフォーム（地域エコシステム）

の機能をもつためには、アクションの実行につなげてい

くための計画の検証が今後の研究課題である。 
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【フルペーパー】 

観光まちづくりにおける伝統文化の再創造・再生産活動をする実践共同体 
―システムと構造についての理論的考察― 

A community of practice that recreates and reproduces traditional culture in tourism-based community development 
- Theoretical consideration of system and structuring - 

 
竹内 宏文 （Hirofumi Takeuchi）* 

 
【 要 約 】 

 本研究は観光まちづくりにおける伝統文化の再創造・再生産活動をする実践共同体について、そのシステムと構造を理論的

に考察することを目的としている。「観光まちづくりとは、地域の自然環境や文化を資源化して観光客を呼び、活性化する手法」

（敷田, 2009）である。「実践は、知識を生み出す活動を意味する」（Wenger et al.,2002=2002, p.16）。まちづくりは「内発的発展

を基本原則とすることが多」（森重 ,2020）く、鶴見（1989）は「内発的発展には、文化遺産、またはもっと広くいえば伝統のつ

くりかえの過程が重要である」（鶴見,1989, p57）という。内発的発展は、目標達成「へ至る経路と、目標を実現する社会の姿と、

人々の暮らしの流儀とは、それぞれの地域の人々および集団が、固有の自然生態系に適合し、文化遺産（伝統）に基づいて、外

来の知識・技術・制度など照合しつつ、自律的に創出する」（鶴見,1989, p.49）。本研究では、地域の人々および集団が「伝統の

つくりかえの過程」において「外来の知識・技術・制度など照合しつつ、自律的に創出する」知識を生み出す活動を、観光まち

づくりにおける伝統文化の再創造・再生産活動の実践ととらえ、この集まりを実践共同体としている。その実践共同体からシス

テムを明示し Giddens の構造の二重性を参考に構造について考察する。 
 
キーワード（Keywords）: 観光まちづくり（Tourism-based community development） 
            実践共同体（A community of practice） 
            伝統文化の再創造・再生産（Recreates and reproduces traditional culture） 
            構造の二重性（Duality of structure） 

 
Ⅰ. はじめに 
 伝統文化と観光まちづくりの文脈では「資源を魅力的

にするためのサービスも観光まちづくり活動の中で創出

してきた。そのため、伝統的に維持されてきた地域文化の

改変や新たに創られる『文化』もあった」（敷田, 2021, pp.5-
21）。「観光の場では、従来『伝統的』とされてきた文化要

素やパフォーマンスが、観光客の嗜好に合わせて操作的

に改変され商品として提供される」（鈴木,2013, p.161）。
「伝統的と見なされてきた文化要素も,新しい文化要素と

して解釈し直され」、「文化や伝統はある価値体系によっ

て解釈された結果、はじめて『真正さ』を獲得する。その

ような価値体系は、その文化の担い手がつくりあげるこ

ともあれば、また、外部のものがつくりあげることもある」

（太田, 1993, pp.383-410）。「人間は、自然及び伝統という

ものから様々なものを生かして、創造性のある新しいも

のを作り出し、それらを享受する力のある人々を育てる

システムや制度をつくりだしてきた。」（池上, 2001, p.9）。
このように観光まちづくりにおいて地域の伝統文化は資

源とされ再創造・再生産されることがある。観光における

伝統文化の資源化についての研究も多く見られる。しか

し、そのシステムと構造にまで踏み込んだ研究は多く見

られない。 

 
* 北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 後期博士課程 

創造性という事では、文化経済学や創造的都市論にお

いて「創造の場」（大阪市立大学大学院創造都市研究科, 
2010）の研究がある。「創造の場」は「住民の自発性や創

造性を引き上げ」、創造都市は「産業と文化の『創造の場』

を個性的に多様に創り出すことを重視」（佐々木, 2001a, 
p.42）する。構造について萩原（2014）は「創造の場」の

持つ要素や内実について考察を加えシステムモデルを提

示し「新たな価値を生み出す相互作用の時空間、創造性を

評価し育成する社会的作用の過程としてとらえられるべ

き」（萩原, 2009, p.105）としている。しかしこの「時空間」

に関してGiddens（1979）によれば「構造それ自体は非時

間的および非空間的なもの」（Giddens ,1979=1989, p.3）と

していることから、萩原が提示したシステムモデルは構

造までは踏み込んでいないと考えられる。後藤（2003）も
指摘するように「創造の場」とはどのようなものなのかそ

の構造を理論的に明らかにするといった課題はいまだ残

されている。 
そこで本研究では観光まちづくりにおける伝統文化の

再創造・再生産活動のシステムと構造について研究を行

う。研究にあたっては観光まちづくり、伝統文化の再創

造・再生産活動、創造の場、本研究の分析単位とする実践

共同体について先行研究にて理論を整理し導き出された
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システムから Giddens の構造の二重性を参考に構造につ

いて考察を加えていく。 
尚、本研究は観光まちづくりを伝統文化の再創造・再生

産活動によって実践する共同体の構造だけではなく、文

化資源を対象としている創造都市論における創造の場に

ついての構造、さらに地域コミュニティの活動や学校な

どの公式・非公式のグループや組織といった実践共同体

のシステムと構造の研究にも大いに役立つものと考えて

いる。 
 
Ⅱ. 先行研究 
1. 観光まちづくり 

 観光まちづくりの先行研究を整理し定義を行う。観光

とは「楽しむことを目的とした、日常生活圏外への旅行」

（敷田他, 2009, p.11）であり、観光客を受け入れる地域か

らみれば「人が地域外（よそ）から地域へきて、楽しんで、

また地域外に戻っていく」ことである（敷田, 2021）。「ま

ちづくり」は「アクターが望ましいと思う地域の状態を実

現するために、地域の持つ課題を解決するプロセス」であ

り「地域住民などによる状況改善や前向きの意識が含ま

れている。関連して使われる用語である地域活性化や地

域再生、地域振興、地域創生を総称して『まちづくり』と

して用い」（敷田, 2021）ている。 
観光まちづくりとは「地域が主体となって、自然、文化、

歴史、産業、人材など、地域のあらゆる資源を活かすこと

によって、交流を振興し、活力あふれるまちを実現するた

めの活動」（観光まちづくり研究会, 2000, p.26）と、観光

まちづくり研究会によって定義されている。森重（2015）
は、観光まちづくりに関して2014年までの「国内におけ

る観光まちづくりの先行研究をレビューし、その定義や

考え方がどのように論じられているかについて，要素に

分けて分析」（森重, 2015, p.22）しており「観光まちづく

りは①地域社会が主体になる，②地域資源を活用する，③

交流を促進する，④まちの魅力や活力を高めるという4つ
の要素で構成されている」という（森重, 2015, p.23）。さ

らに観光まちづくりの定義を「地域社会が主体となって，

地域のあらゆる資源を活用し，交流を促進することで，ま

ちの魅力や活力を高める活動」（森重, 2015, p.24）として

いる。他にも「1997年以前に発行された文献では観光ま

ちづくりという用語は使われておらず、『観光地づくり』

や『観光地域づくり』などと表現されている」（森重, 2015, 
p.22）。 
敷田他（2009）によれば「観光まちづくりとは、地域の

自然環境や文化を資源化して観光客を呼び、活性化する

手法で」（敷田他, 2009, p.10）ある。地域づくりとは「地

域を『元気』にする（活性化する）ために、何らかの努力

をすること」（敷田他, 2009, p.11）であり、「地域資源の魅

力を高めるための還元や再投資にあたる活動」（敷田他, 
2009, p.40）を指す。「より具体的には①人材育成、②コミ

ュニティ再生、③経済再生を一体的に取り組むことが求

められている」（小田切, 2019, p.201）。「地域活性化のため

に観光を使って努力することは観光地域づくり」であり、

「この点では、まちづくりも同じ」（敷田他, 2009, p.11）
であるという。しかし、この「観光地域づくり」に関して

いえば2015年以降は、より経済が強調されるようになっ

たと思われる。 
2015年「まち・ひと・しごと創生総合戦略（総合戦略）」

が閣議決定され、その中に「観光地域づくり、ローカル版

クールジャパンの推進」「効率的な事業を継続的に推進す

る主体（日本版 DMO）が必要」 （内閣官房, 2015, p.26） 
とされた。DMOとは「観光地域づくり法人」（観光庁, 2021）
のことであり「 Destination Management / Marketing 
Organizationの略。戦略策定、各種調査、マーケティング、

商品造成、プロモーション等を一体的に実施する、主に米

国・欧州で見られる組織体」 （内閣官房, 2015, p.26） を
意味し、「生産性の高い、活力に溢れた地域経済の構築」

に向け地域の「稼ぐ力」を引き出すことを目的としている

（内閣官房, 2015, p.15）。このようにDMO は「地域の経

済発展を目的とした経営手段の一つととらえることがで

きる」（永井他, 2019, pp.41-50）。このDMO」の社会への

広がりとともにDMOの目的とする「地域経済」「稼ぐ力」

の意味合いが「観光地域づくり」に強く認識されるように

なっている。 
観光まちづくりに関してもこの影響により、それまで

の「まちの魅力や活力を高める活動」、「地域を『元気』に

する」、「活性化する」といった目的から「地域経済」や「稼

ぐ力」が強調されるようになってきたと思われる。 
一方、安村（2005）は「観光まちづくりは、住民が元気

に暮らせる生活空間としての“まち”を、住民自らが観光

で創造する一種の社会運動である」（安村, 2005, p.113）と

いう。敷田他（2009）は観光まちづくりを第１世代・第2
世代・第３世代と分類し、第 1 世代の失敗を「地域が主

体性をもたずに、地域外の旅行会社に依存した」（敷田他, 
2009, p.14）こと、第2世代の失敗を「地域を活性化しよ

うとする人々の関心が、地域磨きにばかり向かってしま

う」（敷田他, 2009, p.22）ことを指摘し、「地域の経済もあ
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る程度維持できて、住民が将来に希望を持てる収入があ

りながら、カネで買うことができない仕事や地域への誇

りも同時にもてる暮らしにするまちづくり」（敷田他, 
2009, p.37）を第３世代の観光まちづくりとしている。 
観光まちづくりにおいて地域の文化は「観光資源とし

て集客する」ための資源である（敷田, 2021, pp.5-21）。「地

域資源の観光資源化をめざす場合、観光利用の対象とな

る資源の多くは、すでに地域社会の生活や生業に利用さ

れている。そのため、既存の利用と新たな観光利用との間

で調整が必要になり、既存の資源利用者も観光にかかわ

らざるを得ない」（森重他, 2018, pp.29-36）。また後藤（2010）
は「地域資源が内包する文化や環境といった潜在的な価

値を見出すとともに，産業を担う人間の潜在能力を引き

出すことが重要であることは見落とされがちである」（後

藤, 2010, pp.21-28）ことを指摘している。 
これまでの議論を踏まえ本研究では観光まちづくりの

定義を「観光をまちづくりの手段として用いるために、地

域の自然環境や文化を観光資源として集客する地域活性

化のためのまちづくりの一種であり、地域社会が交流を

促進することでまちの魅力や活力を高める活動」とする。

また、本研究では、後述するように観光客も含む観光まち

づくりに参画するそれぞれの成員を地域内・外といった

地理的場所を単位とせずに実践共同体としてとらえてい

る。実践共同体には、交流人口や関係人口、定住人口など

地域住民や移住者、観光客、産業を担う人々、産業を担う

人々の中にはDMOといった組織体も含むものと考える。

ただし、DMOと観光地域づくりの意味を住み分けDMO
は地域の稼ぐ力を目的とするマネジメントやマーケティ

ングをおこなう組織体であり経営手段の一つとして定義

し、観光地域づくりは地域活性化のために観光を使って

努力する手法ととらえ観光まちづくりに観光地域づくり

の意味が含まれているものとする。 
 
2. 伝統文化 

 本研究は文化経済学の立場をとっており文化は経済的

価値だけではなく文化的価値ももつ。文化や文化資本の

定義を先行研究にて整理する。 
 
（1）文化について 

文化については様々な定義がなされている。文化経済

学ではThrosby（2001）の文化の定義を基本においている。

「文化の定義―つまり文化とは価値、信念、伝統、習慣な

どの一連のものであり、ある集団を確認し結びつけてい

る」（Throsby, 2001＝2002, p.105）。文化は「第一は人類学

や社会学の枠組みであり、ある集団に共有される態度や

信念、習慣、価値観、風習などを表すものであ」り、「第

二の定義は、もっと機能的な方向づけをもっており、人間

生活における知的・道徳的・芸術的側面をともなって行わ

れる人々の活動や、その活動が生み出す生産物を表して

いる」（Throsby, 2001＝2002, p.23）。「文化資本の定義は、

経済的価値に加え、文化的価値を具現化し、蓄積し、供給

する資源である」（Throsby, 2001=2002, p.81）。「文化資本は、

建物や芸術作品などの有形物として、あるいは、音楽や文

学などの無形物として存在する」（後藤他, 2019, p.7）。「ノ
ウハウ、組織、制度など」 （後藤他, 2019, p.135）もある。

「文化資本が歴史的建造物のような有形物の場合、経済

的価値は、文化的価値によって高められる。音楽や言語等

無形の文化資本は、文化的価値が高いが、そのままでは経

済的価値はない。サービスのフローとして取り出しては

じめて経済的価値を持つ」（後藤, 2019, p.8）。「文化は外部

性として経済に影響を与えるのみではなく、ストックと

して文化が様々な要素と結合してフローとしての文化サ

ービスを生み出すことにより、経済システム内部に取り

込まれている」（後藤他, 2013, p.ⅱ） 
伝統文化といった地域固有の資源である文化資本は文

化的価値と経済的価値をもつが経済的価値をもつために

は観光まちづくりにかかわる人々の活動により有形物と

して存在させるか、サービスのフローとして取り出し生

産物として資源化する必要がある。 
 
（2）伝統文化の再創造・再生産 

鶴見（1989）は内発的発展において「伝統とは、ある地

域または集団において、世代から世代へわたって継承さ

れた型（構造）である」（鶴見, 1989, p.58）とする。「古く

から伝わる型を、新しい状況から生じる必要によって、誰

が、どのように作り変えるのかの過程を分析する方法が、

内発的発展の事例研究には不可欠である」（鶴見, 1989, 
p.58）。伝統について Giddens は論じており「伝統は『も

っとも純粋』でもっとも単純な社会的再生産の様式であ」

（Giddens, 1979=1989, p.221）り、「伝統とは、《集合的記憶

を組成する媒体》である」（Giddens et al., 1994=1998, p.120） 
という。 
文化に含まれる伝統はある集団を確認し結びつけてお

り、人々の活動やその活動が生み出す生産物を表す。ある

集団を確認し結びつけ世代から世代へわたって継承され

た型（構造）は伝統であり、人々のその時々の活動がその
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型（構造）を創造的に変化させることもある。変化させた

結果として生産物が表れる。その生産物は経済的価値を

もつ。伝統はその時々で再創造されその時々の人々は生

産者でもあり、生産物を継承させる媒介者でもある。媒介

される生産物は集合的記憶を組成する媒体であり文化を

表している。 
 
3. 実践共同体 

鶴見（1989）が「伝統のつくりかえの過程が重要」であ

るとする内発的発展論は、分析単位が「土と水とに基づい

て定住者が生活を営む場所である」（鶴見, 1989, p.53）。し

かしながら、最近の研究では新たに概念化した範域を単

位とする内発的発展の実践についての研究が増えている

（小田切, 2019; 森重, 2020; 筒井, 2019; 竹田, 2021; 他）。

これらの研究は関係人口や交流人口など地域外関係者と

の交流や相互作用の広がり、インターネットなどの社会

環境の変化等により鶴見がいう限定された地域とはとら

えていない、またはとらえられない。また稼ぐ力を目的と

したDMOもできている。そのため、本研究においても分

析単位が必要である。創造の場について先行研究を整理

し実践共同体について本研究での必要性を説明する。 
 
（1）創造の場 

「創造の場」を提唱した佐々木（2001）によれば「『創

造の場』 とは野中郁次郎の『場』の概念を企業の中から

地域社会へ拡張したもの」（佐々木, 2001a）であり「『創造

支援インフラストラクチュア』と『創造支援システム』と

いう概念をわかりやすい表現にしたもの」（佐々木, 2001b, 
p.231）とのことであるが、「Landry（2000）の『創造的環

境』Creative milieuと近い概念である」（佐々木, 2001a, p.42）
ともいう。そのため定義を整理する必要がある。 
野中によれば、監修した「マエカワはなぜ『跳ぶ』のか」

（前川, 2011）のなかで「場」とは「単なる物理的な場所

のことではなく、生きた文脈が人々の間でうまく共有さ

れている心理的・物理的・仮想的空間です。言葉を変えれ

ば、人と人が何かを行う社会的プロセスの基盤」（前川・

監訳野中, 2011, p.109）。Landry（2000）によれば創造的環

境Creative milieuとは「創造的な環境―それは、創造的な

人々、プロセス、アイディア、成果が相互作用する舞台装

置である」（Landry, 2000＝2003, p.16-17）。野中は「場」を

「人と人が何かを行う社会的プロセスの基盤」といい、

Landry は「創造的な環境」を「相互作用する舞台装置」

という。 Giddens（1984）によれば「場とは単なる場所で

はなくて、相互行為の舞台装置である」（Giddens, 1984＝
2015, p.14）という。つまり「場」も「舞台装置」も同じ意

味合いであり、創造の場とは人と人が何かを行う社会的

プロセスの基盤であるし、創造的な人々、プロセス、アイ

ディア、成果が相互作用する舞台装置でもある。「相互行

為の舞台装置のさまざまな特色は、空間的物理的側面を

含んでおり、社会的行為者がコミュニケーションを維持

しようとして日常的に用いるものである」（Giddens, 
1979=1989, p.228）。 
では、創造とはいかなるものであろうか。創造性の定義

に関しては姜（2009）が論じたように様々にある。Amabile
（1996）は「創造性とは、あらゆる分野で斬新で有用なア

イディアを生み出すこと」と定義する。日本創造学会では

様々な研究者の定義をまとめたうえで創造とは「人が問

題を異質な情報群を組み合わせ統合して解決し社会ある

いは個人レベルで新しい価値を生むこと」と定義してい

る。本研究の流れでいえば、野中（2003）は「コンセプト

創造は、仮説をつくり、背景になるアイディアや要件の因

果関係から、新たなモデルを導き出していく行為」（野中・

紺野, 2003, p.164）であり「対話すなわち共同思考によっ

て引き起こされる」（野中他, 1996, p.95）。Landry（2000）
は「創造性とは、人々が手に負えず予想外で普通ではない

問題や状況を解決するための方法を評価し発見する能力

を伴った、多面的で機知に富むある種の実在であると思

われる」（Landry, 2000=2003, p.13）。どの定義にも共通にみ

られることは創造性には人が何かをするための意思が働

いており、突然その瞬間だけに起こるものではなく時間

の流れの中にある。 
これまでの議論から本研究では創造の場とは、何かを

するための意思を持った人の集まりがそのカテゴリー内

で新しい価値を生み出すために相互に何かを行う社会的

プロセスの基盤であり舞台装置であると定義する。特色

としてコミュニケーションを維持し創造性を働かせよう

として日常的に用いるものである。参加している人たち

はある目的を持った集まりであり、中には何かをするた

めの意思をもった集まりに「私はいる」といった共通の理

解を示すだけのものもいる。 
 
（2）実践共同体 

 「実際に相互交流している人たちの集団」（Wenger et al., 
2002=2002, p.16）を共同体あるいはコミュニティと呼ぶ。

コミュニティは一般的な言葉であり定義はさまざまにあ

る。飯田（2014）はコミュティの語源から com の意味を
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説明しておりコミュニティには「『共通の』，『一緒の』，『一

緒に何かをする』という感覚が含まれている」（飯田, 
2014）。國領（2011）は「プラットフォームを共有してい

る主体の集合をコミュニティと」定義している。Bruckman
（2006）は昨今のオンライン環境も踏まえ地理的範囲に

拘束されないコミュニティを「人々のグループによるア

ソシエーションなカテゴリーとして定義できる」と議論

している。アソシエーションは共通の目的や関心をもつ

人々が、自発的に作る集団や組織のことである。このよう

な目的を持った集まりに実践共同体がある。 
実践共同体とは「あるテーマに関する関心や問題、熱意

などを共有し、その分野の知識や技能を、持続的な交流を

通じて深めていく人々の集団である」（Wenger et 
al .,2002=2002, p.33）。「実践は、知識を生み出す活動を意

味する」（Wenger et al., 2002=2002, p.16）。「共同体というこ

とばは、必ずしも同じ場所にいることを意味しない」。そ

れは「人と活動と世界の間の時間を通しての関係の集合

であり、またそれに接したり重なり合ったりしている他

の共同体との関係を持っている」（Lave & Wenger, 
1991=1993, p.81）。 
石山（2016）は、実践共同体は地域社会におけるネット

ワークの結節点となり得る可能性があり、地域における

学習と知識共有を促進できると論じている。実践共同体

は参加の度合いをあらわす正統的周辺参加といった周辺

的参加から十全的参加を通じて「新しいつながりを形成

する」（飯盛, 2015, p.67）。この新しいつながりを形成する

境界である「正統的周辺性は、関連する共同体の結節点で

ある」（Lave & Wenger, 1991=1993, p11）。この「周辺性の

概念を用いることでプラットフォームの境界設計が考え

られる」（飯盛, 2015, p.67）。「周辺性」は「人がより一層

強く参加するように動いていく場」でもある（Lave & 
Wenger, 1991=1993, p.11）。 
本研究の対象となる伝統文化には文化的価値と経済的

価値があることから 2 つの共同体の相互作用が働く実践

共同体とみなすことができる。この実践共同体からプラ

ットフォームの境界設計が考えられる。プラットフォー

ムとは「多様な主体が協働する際に、協働を促進するコミ

ュニケーションの基盤となる道具や仕組み」（國領, 2011, 
p.1）と定義されており「交流の場なども、協働を促す『道

具』として、プラットフォームである」（國領, 2011, p.2）
「プラットフォームは道具を使って場を現出させる」（國

領, 2011, p.21）。道具や仕組みは、すなわち舞台装置に属

するものでもあり、本研究では創造の場とプラットフォ

ームは同義である。しかしながら先の萩原が示すシステ

ムモデル同様、創造の場が社会的プロセスに組み込まれ

ている限り「時間の経過のなかで、連続的な構造化によっ

て存在するのは、社会システムのみ」であり（Giddens, 
1979=1989, p.3）、本研究においてもこのシステムモデルを

明示するだけでは構造までは踏み込んでいないことにな

る。 
Giddens（1984）によれば「構造化理論において『構造』

は、社会的再生産に再帰的に関わる諸規則と諸資源だと

みなされる」（Giddens ,1984＝2015, p.20）。「社会的再生産

を研究する格好の場は、相互行為を組成する過程そのも

ののなかにある」（Giddens ,1993=2005, p.23）。この過程に

おける場と全体にかかわる論点としては「表層の場のシ

ステムに現れる深層の構造としての全体」、「全体の構造

が前提にあり、それが具体化したのが場に現れている」

（宮本,1998, p.188）。「相互行為を組成する過程」つまり具

体化した表層の場である「創造の場」のシステムをとらえ

ることで深層の構造としての全体を考察することができ

ると考えられる。 
 
Ⅲ. 本研究の理論枠組み 

1. 行為する自己の階層モデル 

実践共同体は Giddens の構造の二重性の概念を取り入

れている。Lave and Wenger（1991）によれば「 ギデンズ

（Giddens, 1979）は志向性（intentionality）というものを、

暗黙の実践における関わり合いの文脈でのモニタリング

（自己監視）の反省的瞬間の絶え間ない流れとみなすこ

とによって、『構造的決定』（structural determination）の落

とし穴を避ける脱中心化の見方を支持する議論をしてい

る。私たちはさらにこの反省的瞬間の流れは傘下の軌道

の周りで組織されるという議論を展開するのである」

（Lave & Wenger, 1991＝1993, pp.30-31）。 
Giddens（1984）のこの行為の反省的モニタリングは、

行為の合理化、行為の動機づけとともに「行為する自己の

階層モデル」（図表１）と呼び、「相互に埋め込まれた一連

のプロセスとして扱っている」（Giddens, 1984＝2015, 
p.29）。行為の意図せざる結果は、非反省的なフィードバ

ック循環において、それ以降の行為の認識されざる条件

を形成する（Giddens, 1984＝2015, p.40）。そのプロセスに

よって、戦略的に位置づけられた行為者はシステム再生

産の全体的条件を反省的に規制することで、事態の現状

を維持しようとするか、もしくは事態の変革を目指すの

である。「相互作用―出会いとエピソード―の場面では、
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行為の反省的モニタリングが、その相互作用の舞台装置

のモニタリングと一体化するのが一般的であり、しかも

それはルーティンとして行われる」（Lusch & Vargo, 1984
＝2015, p.29）。「行為者は自己の活動の流れを継続的にモ

ニターし、他者に同様のことを期待するだけにとどまら

ず、自らの活動が行われるコンテクストの社会的ならび

に物質的様相をもルーティン的にモニタリングしている」

（Giddens, 1984=2015, p.31）。 
 

図表 1 行為者の階層モデル 

 
 
2. 構造の二重性 

 Giddens（1984）によれば「社会的システムは人間行為者

の状況づけられた活動から成り立つもの」であり「構造が

再帰的に関わっていく」（Giddens, 1984＝2015, p.52）そし

て「時間と空間を超えて再生産されていく」（Giddens, 
1984=2015, p.12）。社会とは「境界をもった一つのシステ

ムと社会結合一般という二重の意味があり」（Giddens, 
1984=2015, p.52）、システムは「行為者間あるいは集合体

間の再生産された関係で、一定の社会的慣習として組織

化される」（Giddens, 1984＝2015, p.52）。構造化は「諸構造

の連続性あるいは変成を、それゆえ社会的システムの再

生産を統御する条件」である（Giddens, 1984＝2015, p.52）。
「構造化理論の重要命題に一つは、社会的行為の生産お

よび再生産で利用される規則と資源が、同時にシステム

再生産の手段でもある、とみなす点にある（構造の二重

性）」（Giddens, 1984＝2015, p.46）。「社会生活の再帰性と

は、社会活動の構造特性が、構造の二重性を経由して、そ

の構造特性を構成している資源そのものからたえず再創

造されている、いうことである」（Giddens, 1984=2015, 
p.12）。 
 
Ⅳ. 本研究におけるシステムと構造についての考

察 
加藤（2011）は「技術システムの構造と革新」において、 

Giddensが提唱した「構造の二重性」にある「社会的な構

造と人間の主体性との間の関係」（図表 2）を要素として

取り入れ基盤の一部として「技術システムの構造化理論」

を提示している（加藤, 2011, p.175）。「技術システムの構

造化とは、要素技術間での一定の関係性とそれに対応す

る解釈が生み出されて、その中で特定のものが社会に定

着し、最終的には行為主体間で自明視された諸活動の前

提となる一連の過程を指す」（加藤, 2011, p.178）。「複数の

要素技術から構成される『技術システム』とそれに対応す

る解釈が、時間の経過とともに収斂し、安定していく」（加

藤, 2011, p.177）。「構造は実現可能性をもたら」し、「究極

的には絶対的な根拠が外的に存在しない状況において、

アイデンティティや『存在論的安心感』が行為者に安定的

な状況認識をもたらす」（加藤, 2011, pp.176-177）。 
これらの概念を本研究に照らし合わせるならば、観光

まちづくりにおける伝統文化の再創造・再生産システム

とは、実践共同体に参加する成員または共同体間の状況

づけられた活動であり、周辺性にある行為の反省的モニ

タリングとともに、行為の合理化、行為の動機づけとい

った「相互に埋め込まれた一連のプロセス」であるとい

える。そして、その規則と資源からなる構造から諸構造

の連続性あるいは変成から伝統文化の再創造・再生産シ

ステムを構造化することができる。 
 
図表2 ギデンズにおける社会構造と人間の主体性との関係 

 

 
1. 観光まちづくりにおける伝統文化の再創造・再生産プ

ロセス 

「観光まちづくりにおける伝統文化の再創造・再生産

プロセス」（図表 3）にある実践共同体には大きくは二つ

の共同体があり、それぞれの成員が参加している。成員に

は関係人口や交流人口、定住人口、移住者など、観光客、

DMO、地域住民、伝統に深いアイデンティティをもった

地域のコア住民、経済優先をする新事業メンバーなどが

いる。二つの共同体は結節点でつながっており、一つの共

同体は①文化的価値に重きにおく共同体の向かっていく

ところ（十全的参加）に「伝統」つまり「型」、もう一方

の共同体は②経済的価値に重きにおく共同体が向かって
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いくところ（十全的参加）にその共同体の活動が生み出す

創造性が含まれる文化資本、つまり再生産される生産物

がある。それぞれの共同体には「周辺性」があり、向かっ

ていくところに「しだいにのめり込んでいくことにより

理解の資源へのアクセスをふやしていく」ことになる。情

報の流れは様々な成員によってもたらされ逆方向にも流

れていく。それゆえ、周辺性付近は不確定・不安定な状況

である。媒介者でもある成員の相互交流を通じて「ルーテ

ィン的にモニタリング」されており「社会的行為の生産お

よび再生産で利用される規則と資源が、同時にシステム

再生産の手段」である。この実践共同体は伝統文化の再創

造・再生産活動を行い、生産物を産み出す。 
 

図表3 観光まちづくりにおける伝統文化の 
再創造・再生産プロセス 

 
出所）筆者作成 

 
2. 観光まちづくりにおける伝統文化の再創造・再生産シ

ステムの構造 

「観光まちづくりにおける伝統文化の再創造・再生産

プロセス」に加藤（2011）の技術システムの構造化理論を

援用し「観光まちづくりにおける伝統文化の再創造・再生

産システムの構造化」（図表 4）を行い構造について考察

する。 
① 実践共同体内の共同体間に起こる不確定・不安定な 
状況では、伝統文化を継承すべきかどうかなど社会的文

脈などの影響を受け経済的価値、文化的価値の双方から

検討され解釈される。 
② 時間の経過ともに収斂され、そのままの状態あるい 
は型の再創造といった解釈が支配的となり実践共同体内

は安定化に対応していく 
③ 伝統文化が再創造されない場合は時間の経過ととも 
に再解釈へ向かう。そのため、この段階で離脱もある。つ

まり伝統が途切れるということである。 
④ 文化的価値と経済的価値をもつ共同体間の折り合い 
がつけば、再創造が支配的になり再生産へと固定化され

ていく 

⑤ 共同体間により型が再創造され、再生産された伝統 
の解釈は固定化される。伝統の解釈が固定化されたこと

により共同体は発展的に広がりをみせる。 
⑥ 他の共同体へ広がりをみせることにより、固定化さ 
れていた解釈がその時々の社会的文脈の影響により共同

体間は伝統に対する再解釈を行い①の不確定・不安定な

状態となっていく。このように構造は構造化されルーテ

ィン化されていく。 
観光まちづくりにかかわる実践共同体は地域資源とし

ての伝統文化を再創造し、再生産といった活動を行い集

客し地域を活性化する。資源化された媒体を媒介するこ

とでまちの魅力や活力を自律的に創出する。「社会的シス

テムは人間行為者の状況づけられた活動から成り立つも

ので、時間と空間を超えて再生産されていく」（Giddens, 
1984=2015, p.52）。社会システムによる活動の広がりは周

辺のビジネスにメリットを与え地域に良い影響を与える。 
 

図表4 伝統文化の再創造・再生産システムの 

構造化理論の基本的な構図 

 
出所）筆者作成 

 
Ⅴ. おわりに 
本研究は観光まちづくりにおける伝統文化の再創造・

再生産活動について、観光まちづくり、伝統文化の再創

造・再生産活動、創造の場について先行研究を行い 
定義づけや解釈をおこなった。先行研究により導かれた

実践共同体についても文献整理を行い観光まちづくりに

おける伝統文化の再創造・再生産システムを示し解釈す

ることで構造化している。その構造化から構造について

の考察を行った。 
 観光まちづくりは様々な地域で伝統文化を資源化して

おり多様でユニークな事例も多い。今後は、実証的に研究

していくことが課題であると考えている。 
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【ワーキングペーパー】 

神戸ワイナリーガストロノミーウォーキング調査報告 
 

Kobe Winery Gastronomy Walking Practice Report 
 

西村 典芳 (Noriyoshi NISHIMURA)* 
高根沢 均 (Hitoshi TAKANEZAWA)** 
傍嶋 則之 (Noriyuki SOBASHIMA)*** 

 
【 要 約 】 

 ガストロノミーツーリズムは、単に料理やその飲食経験にとどまらず、食材生産の場も対象とする幅広い観光であることか

ら、特に地方の農山漁村の活性化にとっても重要な役割を果たすと注目されている。特にフランスでは、食の現場を健康的な運

動と結びつけた観光が活発に展開されている。研究代表は、このような観光はより幅広いウエルネス（＝多様な観点における健

康に基づく豊かな人生と自己実現）の概念から理解されるものであり、また、ウォーキングによって「点」から「面」の観光が

可能となることから、コミュニティの活動や景観保全も含む総合的な地域づくりとして日本の農山村でも応用しうると考えた。 
そこで本調査では、フランスのアルザス地方のワインを活かしたガストロノミーウォーキングをモデルとする神戸ワイナリー

ガストロノミーウォーキングにて、参加者のウエルネス意識の状態、および参加後の参加者の意識の変化を調査した。その結

果、「農山村の農業が健全に営まれている景観の大事さを感じるようになった。」「地域の食文化を支える人々に敬意を感じるよ

うになった。」の項目が高い数値を示したことから、参加者のウエルネスの向上に加えて、地域の伝統的な生業景観や町並み、

自然環境の保全をも含む社会的な取り組みに対する意識が高まり、農山村の総合的な地域づくりに役立つ可能性があるという

本研究の仮説の一端が明らかになった。 
 
キーワード（Keywords）: ガストロノミーツーリズム（Gastronomy Tourism）、ウエルネスツーリズム（Wellness Tourism）、 

ヘルスツーリズム（Health Tourism）、ワインツーリズム（Wine Tourism）、フードツーリズム（Food Tourism） 
 
Ⅰ. はじめに 

2013年 12月に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登
録され、日本の食への関心は国内に留まらず海外からも

高まり、世界の注目を集めている。特に、発酵技術が海外

の一流シェフ達に高く評価されるなど、日本の伝統的な

食文化の多様な側面に対する認知度が世界的に高まって

いるといえるだろう。こうした「食」に対する関心は、人々

に旅を促す重要な観光動機の一つであり、欧米では早く

から“食”をテーマに観光客を誘致するガストロノミーツ
ーリズムが注目されてきた。 
ガストロノミーツーリズムとは、その土地の気候風土

に適した食材と歴史や伝統、習慣が組み合わさって形成

された「食」を楽しみ、固有の食文化に触れることを目的

としている。したがって、単に料理やその飲食経験にとど

まらず、食材を生産する現場までも対象とする幅広い観

光であることから、特に地方の農山漁村の活性化にとっ

ても重要な役割を果たす観光活動として注目されている。

とくにフランス・アルザス地方では、6月から9月の週末
には、ワイナリーを巡るガストロノミーウォーキングが

開催され賑わいを見せている。これは、食材の生産現場の

見学を健康的な運動と結びつけた観光であり、ガストロ

ノミーにとどまらず、より幅広いウエルネスの概念から

理解される活動といえるのではないだろうか。さらに、比

 
* 関西国際大学現代社会学部観光学科教授 
** 関⻄国際⼤学国際コミュニケーション学部観光学科准教授 
*** 名古屋産業⼤学現代ビジネス学部経営専⾨職学科教授 

較的な長い距離を移動するウォーキングによって、地域

を「点」で見るのではなく「面」として観光することが可

能となる。結果的に、観光対象が広大な地域景観そのもの

となることから、ガストロノミーウォーキングの実施に

あたっては、地域全体の景観づくりが重要なポイントと

なる。筆者らは、フランス・アルザス地方のガストロノミ

ーウォーキングについて、ウエルネスの視点から参加者

の意識を分析することに加えて、コミュニティとしての

活動や景観保全も含む総合的な地域づくりという視点か

らその事業運営を検証し、日本の農山村への応用可能性

の検討に取り組んでいる。今回は、フランス・アルザス地

方のガストロノミーウォーキングを参考として始まった

神戸ワイナリーのガストロノミーウォーキングを対象と

して、参加者の意識調査を行った。 
 
Ⅱ. フランス・アルザス地方のガストロノミーウォ
ーキング 
フランス・アルザス地方では、6 月から 9 月の週末に
は、各村のワイナリーを巡るガストロミーウォーキング

が開催されている。そこで、筆者（西村）は2018年9月
8日（土）に開催された（フランス東部ストラスブールか

ら南に 40km）バール村のガストロノミーウォーキング

に参加した。 



 
神戸ワイナリーガストロノミーウォーキング調査報告（西村 典芳、高根沢 均、傍嶋 則之） 

Kobe Winery Gastronomy Walking Practice Report (Noriyoshi NISHIMURA, Hitoshi TAKANEZAWA, Noriyuki SOBASHIMA) 

Copyright © 2022 Tourism Business and Research Association of Japan. All Rights Reserved. 
 

15 

参加者はパリから来た人や近隣の住民など 300 名ほど

であった。受付を済ませたあと、村の中心にある公園のス

タート地点から30分おきにスタートする。筆者のグルー

プは90名で、午前11時にスタートした。 
スタートにあたっては、首からつるすように紐がつけ

られている50ccのワイングラスをもらい、まずは小高い

丘の上で"プレッツェル"を食し、肉料理、フロマージュ、

コーヒーと続くフルコースが提供される。その後、ルート

上にある各フードポイントで、気に入ったワインを注文

する仕組みである。コースはブドウ畑の小高い丘を登り、

松林を抜ける距離は7ｋｍである。イベントの実施にあた

っては、地元の人たちが一体となり、協力しながら運営し

ている。このように地元の特産物を活かしたウォーキン

グはワインだけでなく、その地域食材の絶好のプロモー

ションとなっていると考えられる。 
 
Ⅲ．ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーウォーキング 
日本でも「ガストロノミーツーリズム」が広がりを見せ

ている。前述のようにガストロノミーツーリズムは地域

に根ざした色や自然、歴史などの魅力に触れることを目

的とした旅のスタイルである。これに「温泉」をプラスし

た新しい体験が「ONSEN・ガストロノミーツーリズム」
である。 

2016年10月には一般社団法人ONSEN・ガストロノ
ミーツーリズム推進機構が設立され、普及に向けた体制

が整った。同機構が「ONSEN」というワードを使ったの

は、海外からの観光客にも温泉の魅力を広く発信してい

きたいという思いからである。「温泉」を単なる日本語で

はなく、食文化を楽しみ、地域を称揚するヘルスツーリズ

ムとして「ONSEN」が国際語になるようにという願いを

込めている。 
同機構は2016年11月に、大分県別府市の海岸沿いで

世界初となる ONSEN・ガストロノミーウォーキングを
実施し、約 300人の参加者が別府の自然や名産、温泉を

満喫した。2019年1年間では全国50 カ所で実施され、

約 15000人が参加した。2020年 2月には海外初の台湾

で開催されている。  
そこで、筆者（西村）は2019年9月29日（日）に行

われた「ONSEN・ガストロノミーウォーキング IN湯梨

浜町・はわい温泉東郷温泉」に参加した。参加者は約300
人で、フードポイントは 7か所設置された。最初のポイ

ントは「東郷湖産鬼蜆（おにしじみ）のお吸い物」で、日

本一の大きさといわれる東郷湖産のシジミのうち、特に

大粒のものを厳選した鬼蜆（おにしじみ）が提供された。

次の湖畔のウォーキングカフェ「cafe ippo」では、「貝殻

フィッシュバーガー」が提供された。ハワイ語で「マヒマ

ヒ」と呼ばれる、地元産のシイラの身をフライにして貝殻

模様のバンズで挟んだオリジナルバーガーである。鳥取

バーガーフェスタでパフォーマンス賞を受賞している。

次に、いま日本で一番肉質が良いと言われる「鳥取和牛串

焼き」が振舞われた。鳥取和牛は2017年に開かれた「第

11回全国和牛能力共進会」で肉質１位を獲得している。

田園風景のポイントでは「とっとりウェルカニ」鳥取を代

表する味覚、ベニズワイガニが、もっとも味を堪能できる

茹で加減で提供された。最後は「鳥取牛骨ラーメン」であ

る。「牛骨（ぎゅうこつ）ラーメン」とは、読んで字のご

とく＜牛骨でスープをとったラーメン＞のことである。

スープは少し甘めでコクがあり、まろやかな味わいが特

徴で、鳥取中部のソウルフードとして親しまれている。こ

のように地元の特産品、Ｂ級グルメや地酒、ワインなどに

触れながらの8.9ｋｍのウォーキングである。歩いた後は、

はわい温泉・東郷温泉でさっぱりと汗を流して終了、とい

う流れである。 
同機構の調査によると、「コース満足度98％」が満足と

いう結果となり、全国開催地の中で最優秀賞を受賞して

いる。 
 
Ⅳ．神戸ワイナリーガストロノミーウォーキング 
神戸ワイナリーでは、旅行者のワイナリーツアーやイ

ベントを開催するなど、順調に売上を伸ばしてきた。しか

し、2020年4月以来のコロナの影響でツアー客が減少し

ているため売上が低迷した。今後もこの状態が続き、冬に

閑散期となり来園者数が現状よりさらに減退することが

予想されていた。 
そこで、フランスのアルザス地方のワインを活かした

ガストロノミーウォーキングをモデルとして、自然豊か

な魅力溢れる神戸ワイナリーを舞台に、ウォーキングに

よって「食」、「自然」、「歴史」を一度に「体感」できるガ

ストロノミーウォーキングを企画することになった。 
ウォーキングと食、そしてワイン、健康に繋がる要素を

持っていることを知っていただき実感していただく体験

型イベントである。 
当日は、大ホールで説明後、各自案内に従い圃場内3km
のコースを歩いた。途中には 5か所のフードポイントが

設けられた（①菜の花畑では、スパークリングワインとお

つまみ（図１）。②古民家では、ベネディクシオンブラン

と六甲山チーズ。③展望台では、ベネディクシオンルージ

ュ。④リースニング畑では、ブランデーとオリジナルチョ

コレート。⑤元ホテル前では、サングリアと神戸イチゴ）。 
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図1 菜の花畑でスパークリングワインとおつまみを渡す様子 
 
Ⅴ．調査の目的 
 コロナ禍による影響で、海外調査対象であるフランス・

アルザス地方で、ガストロノミーウォーキングの開催が

なく、渡仏できなかった。さらに、国内調査対象である「や

まがたワインツーリズム」も中止になった。そこで、予備

調査として「神戸ワイナリーガストロノミーウォーキン

グ」において、神戸ワイナリーの協力でアンケート調査を

実施した。 
本調査では、イベントの参加者はどのようなウエルネ

ス意識を持っているか、およびイベント参加後に参加者

の意識はどのように変化したかを計測し、ガストロノミ

ーウォーキングという観光形態についてウエルネスおよ

び地域づくりの視点から考察することを目的とする。 
 
Ⅵ. 調査方法 
1. 対象 
調査対象者は、神戸ワイナリーにて2021年3月20日
に募集した「神戸ワイナリーガストロノミーウォーキン

グ」150名の参加者である。神戸市内57％、その他の兵
庫県内 18％、兵庫県以外 22％。構成は、男性 27％、女
性73％、年齢は40代28%、50代27%、60代18%、30
代15%、20代9%、70代3%。であった。 
 
2. 調査手順と項目 
参加者を対象に参加前後にアンケート調査を実施した。

イベントは3回（10時、12時30分、14時30分）に分

かれてスタートした。参加者は、受付にてアンケート用Ｑ

Ｒコードからアンケートを読み込み回答した。 
 
Ⅶ. 結果 
調査の結果、参加前のウエルネスチェックでは、「運動

を楽しむ」分野のスコアはばらつきが大きく、日ごろから

体を動かすことを意識しているわけではないことが示さ

れた。一方で「自分についての注意」分野のスコアは、性

別・年齢を問わず高く、普段から自身の健康については意

識が高いことがわかる。また、「楽しく食べる」分野では、

「バランスの良い食事」「リラックスして食事を楽しむ」

といった項目で全体的にスコアが高い傾向がみられた。

ワインの飲酒頻度は、月に1～4日が40%、週に2～3日
が22%、毎日17%％、ほとんど飲まない方が21%であっ
た。 
参加後のアンケート調査では、参加者の反応は、大変満

足47%、満足40%で、ワインの試飲、付け合わせの食事、

圃場内のウォーキング、ブドウ畑の景観、各所での説明が

好評であった。また、5段階評価で行った意識変化に関す

る項目では、「健康で安全な食をより積極的に心がけたい

と思うようになった」の項目が 4.3、「自身の健康につい

てより気を付けたいとおもうようになった」の項目が4.4、
「ゆとりのある生活」など、ウエルネス意識の向上に関す

る項目においていずれも高い評価がついた。また、「農山

村の農業が健全に営まれている景観の大事さを感じるよ

うになった。」「地域の食文化を支える人々に敬意を感じ

るようになった。」といった地域づくりにつながる項目も

4.5となり、いずれも高い評価がついた。 
 
Ⅷ. 考察 
参加前のアンケート結果からは、ガストロノミーウォ

ーキングに関心を持って参加する層は、日常的に運動を

しているわけではないが、自身の健康は意識しており、軽

度の身体活動による健康の向上に潜在的な関心が高いと

いうことが推定される。すなわち、健康な食を楽しむこと

と運動のバランスを重視するウエルネス意識の傾向を持

っているといえる。さらに参加後のアンケート結果から

は、ブドウ畑の景観を眺めながらのウォーキングと試飲・

試食を通じてウエルネス意識が向上することが明らかに

なった。また、農業景観の維持とそれを支える人々に対す

る意識の高まりが示されたことは、参加者に対してガス

トロノミーウォーキングが地域づくりに対する関心を強

化する効果があったことを意味する。 
このように、今回の調査から、「ガストロノミーウォー

キング」は単なる観光イベントではなく、参加者のウエル

ネスの向上に加えて、地域の伝統的な生業景観や町並み、

自然環境の保全をも含む社会的な取り組みとなり、農山

村の総合的な地域づくりに役立つ可能性があるという本

研究の仮説の一端が明らかになったと考える。 
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1. ONSEN ガストロノミーツーリズム公式サイト

https://onsen-gastronomy.com/（アクセス2021/11/10） 
2. ガストロノミーツーリズム In Japan シンポジウム概要.日

本観光振興協会報告書（2018）p.6.7 
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【ワーキングペーパー】 

障害のある人の旅行機会の拡大に向けた考察 
− 英国ツアーオペレーターのフランチャイズ事例を通じて − 

Considerations on Expanding Travel Opportunities for People with Disabilities 
- Through the Franchise Case of a British Tour Operator - 

 
大島 安奈 (Anna OSHIMA)* 

 
【 要 約 】 

本稿の目的は、障害のある人の旅行ビジネスの先進事例として、英国ツアーオペレーター（ATL）のフランチャイズビジネス

を取りあげ、障害のある人の旅行機会の拡大に向けた考察を行うことである。これまで多くの旅行会社では、健常者を中心とし

た商品・サービスの提供を行ってきたため、障害のある人の旅行に対応するためのノウハウやネットワークがないという課題

がある。しかし、ATL は障害のある当事者が自身の障害や経験を強みに事業を立ち上げ、フランチャイジーとして障害のある

人を採用することで、彼らの経験やネットワークを活かしながら、拠点を拡大し、就労機会の創出にもつなげている。障害のあ

る人の旅行機会の拡大の糸口は、障害のある当事者の積極的な社会参加にあるのではないだろうか。今後、ATL の発展過程や

ビジネスの仕組み、スタッフや利用者への聞き取り等により、民間ビジネスとしての発展モデルを検討することが課題である。 
 
キーワード（Keywords）: 障害のある人（people with disabilities） 
            旅行機会の拡大（expanding travel opportunities） 
            フランチャイズビジネス（franchise business） 

 
Ⅰ. はじめに 
 近年、SDGsにみられるように、共生社会の実現に向け、

社会変革が求められている。観光領域においても、障害等

の有無に関わらず、すべての人が観光旅行に参加できる

環境を整えようとする取り組み、いわゆるユニバーサル

ツーリズム（以下、UT）が観光政策としても推進されて

いるところである。しかし、観光は交通、宿泊、飲食、観

光地などのあらゆる機関が関連する活動であるうえに、

障害と一口に言ってもその程度やニーズが多様であるた

め、これまでの健常者をメインストリームとする社会か

らの変革には取り組むべき課題が多い。  
日本ではこれまで、NPO や行政主導でUT の取り組み

が進められており、たとえば、地域におけるバリアフリー

旅行相談窓口設置の支援を実施しているが、財政や人材

の確保・育成といった課題もある。今後の持続可能な発展

や障害のある人個々のニーズに高いレベルで対応してい

くには、画一的な取り組みや制度だけでは対応しきれず、

民間ビジネスとしての拡大も望まれる。 
そこで、本稿はまず初めに、障害のある人の潜在需要を

示したうえで、旅行のコーディネーターとしての役割を

担う旅行会社の UT 取り組み状況と課題を概観する。次

に、障害のある人の旅行ビジネスの先進事例として、英国

ツアーオペレーターのフランチャイズスキームをとりあ

げ、障害のある人の旅行機会の拡大に向けた考察を行う。 
 

 
* 大阪商業大学公共学部専任講師（Lecturer, Faculty of Public Affaires, Osaka University of Commerce） 

Ⅱ. 障害のある人の潜在的需要 
 Alen et al. (2012) は障害のある人の潜在的需要について、

文献からデータを整理し、以下のようにまとめている。世

界では人口の約9～13%（6億～8億5千万人）、ヨーロッ

パでは人口の 20～25%（9200 万人～1 億 1500 万人）、米

国では人口の16～26%（5000～8000万人）が何らかの障

害を有する。日本では人口の7.6%にあたる約965万人が

障害をもつとされ、近年の高齢者人口の増加により障害

率が上昇傾向にある（内閣府, 2020）。 
 Wright(2011) の調査によると、障害のある人はよほど

自立していない限り、単独で旅行に行くことはほとんど

なく、88%が友人や家族と一緒に旅行をしている。したが

って、同伴者の旅行も含めると潜在的需要はさらに大き

いといえる。しかし、観光庁（2014）の調査によれば、家

族を介護している人の旅行実施率は介護をするようにな

ってから半数近くに低下する傾向にあり、障害のある人

の旅行機会の拡大に向けた取り組みは、障害のある当事

者のみならず、その家族にも影響を及ぼすといえる。先進

諸外国にみられる世界的高齢化や要介護者の増加という

社会的背景からも、もはやニッチ市場とはいえない潜在

的需要があるといえる。 
 

Ⅲ. 旅行会社のユニバーサルツーリズムの取り組

み状況と課題 
 旅行会社のUT取り組み状況調査（観光庁, 2019）によ
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ると（旅行会社約4500社を対象としたアンケート調査（回

収数：442））、障害者等の旅行の取扱状況及び意向につい

ては「取扱している」38%、「今後取扱していきたい」11%、

「現時点で取扱の予定はない」38%、「わからない」13%
であり、UTの取り組みは2極化している。取扱いしてい

る事業者の障害者等への対応内容については、「旅行（運

輸・宿泊機関、食事・観光施設）の手配」が9割、その他

の項目「募集広告などで障害者等の参加も可能とした一

般の企画旅行商品の販売」「専ら障害者等を対象とした企

画旅行商品の販売」「従業員への対応マニュアル整備や研

修などの実施」は 1 割強から 2 割弱であり、旅行素材の

手配はしているものの、UT対応や商品化までには至って

いない状況である。 
 障害者等の旅行の取扱に関する課題については「訪問

先でのサポート体制の確保」「受入が可能な運輸・宿泊機

関・食事等観光施設の確保」「専門知識の習得・人 
材育成」「訪問先の最新バリアフリー情報提供機関の不足」

が各60%程度を占め、UTに取り組むには、健常者を対象

とした旅行とは異なる新たなノウハウやネットワークが

必要であることがわかる。 
 
Ⅳ. 障害のある人の旅行ビジネスの事例 
そこで、障害のある人の旅行ビジネスを展開する英国

ツアーオペレーターのAccessible Travel and Leisure（ATL）
の事例を、Wright(2011)をもとに概観する。 

ATL は障害のある人やその家族、友人のための旅行を

手配するスペシャリストとして英国で認知されており、3
人の車椅子ユーザーにより、1990年代後半に設立された。

ATL が提供するサービスの特徴は、使用されるすべての

宿泊施設とリゾートをATLスタッフが直接検査し、アク

セシブルな部屋を保証していることや、最大手の専門旅

行保険会社と提携し、持病のある旅行者を個別に評価す

ることで、ほとんどの場合に補償を提供する仕組みがあ

ることである。顧客の障害やニーズに合わせたサービス

は必然的に高価なアプローチになるが、顧客は必ずしも

費用を主要な要因とはしておらず、一旦信頼を得ると生

涯にわたって利用してもらえることが多いという。 
2007 年にはさらなる発展を目指し、フランチャイズス

キームを立ち上げている。その仕組みは、フランチャイジ

ーとして障害のある人や障害のある人と関わりのある人

をスペシャリストトラベルアドバイザーとして採用する

ものである。彼らは障害のある人が直面するであろう問

題に対する洞察力や理解、そしてネットワークを持って

いるため、ATL の理想的なパートナーになると考え、英

国国内でフランチャイズを募集し、拠点を拡大している。

アドバイザーはATLの包括的なトレーニングプログラム

を受け、顧客の自宅や職場に訪問し、顧客のニーズや好み

に合わせた適切な提案を行う。徹底したアクセシブル保

証はブランド価値に繋がっている。 
 
Ⅴ. 考察 

 旅行会社の UT の課題をみると、健常者を対象とした

旅行とは異なるノウハウやネットワークが必要となり、

専門知識の習得や人材育成が必要であることが課題とし

てあがっている。しかし、ATL は障害のある当事者が、

自身の障害や経験を強みに事業を立ち上げ、障害のある

人をアドバイザーとして採用するフランチャイズスキー

ムにより、拠点を増やすとともに、障害のある人の就労機

会の創出にも貢献している。障害のある人の旅行を考え

る際、現状のUTの取り組みをみても、中心となり活動し

ている人の多くは健常者であるが、障害の理解や洞察力

に優れているのは当事者であり、旅行に困難を感じてい

ない人が考えられる範囲には限界がある。ATLの事例は、

これまで社会的弱者として社会保障の対象や法律によっ

て雇用の確保を受ける側であった障害のある人が、自身

の障害を強みに起業し、新たな市場を創造するとともに、

その活動の輪を広げている。障害のある人の旅行機会の

拡大の糸口は、当事者が積極的に社会参加し、牽引してい

くことにあるのではないか。 
今後、ATL の発展過程や仕組みを調査し、民間ビジネ

スとしての発展モデルを検討することが課題である。 
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【ワーキングペーパー】 

日本のホテル・グループにおける多店舗組織の経営形態と売上業績 
− 2019年データの計量分析 − 

Direct Control of Multi-unit Organization and Sales Performance in Japanese Hotel Groups 
- Quantitative Analysis of Hotel Group Data in 2019 - 

 
若林 直樹（Wakabayashi, Naoki）、高井 計吾（Takai, Keigo）* 

 
【 要 約 】 

 近年、国際的に、ホテル産業では、店舗展開をする場合に、所有直営で行うよりもフランチャイズ契約を通じた提携契約で行

うことが一般的となっている。だが、日本のホテル・グループは、エコノミーやバジェットのクラスのサービスに集中する戦略

をとっている。本研究の目的は、日本のホテル・グループを多店舗組織として捉えて、本社が店舗を管理する関係形態が、グル

ープ業績に影響するのかについて検討する。『ホテルデータブック 2019』での 97 グループを分析した結果、所有直営方式が 44％
を占めて高いが、業績の高さにつながらず、むしろ、フランチャイズ契約の方に低下効果が見られた。グループの複数ブランド

の保有の成果が認められなかったものの、主力ブランド・サービスへの集中戦略が効果を上げていた。 
 
キーワード（Keywords）: ホテル・グループ（Hotel Group） 

多店舗組織（Multi-unit Management） 
所有直営（Direct Ownership） 
フランチャイズ経営（Franchising）  

 
Ⅰ. はじめに 
 2010 年代において日本のホテル・グループは、ホテル

宿泊の需要増大によるホテル増加とインバウンド観光客

の増加を受けて、成長を続けてきた（大野, 2019）。ホテル

産業での多店舗組織の形態の違いは、業績に影響すると

議論される（Espino-Rodríguez & Gil-Padilla, 2015)。一般に、

欧米でのホテル企業のグループとしての多店舗展開を見

ると、経営パートナー企業との協力関係を持ち、単独での

投資リスク引き受けや経営や業績の不確実性を引き受け

ることを回避し、出店する地域市場への適応を進めるた

めに、フランチャイズ契約や運営委託契約などの出資を

伴わない業務提携（non-equity alliance）に、所有直営から

転換してきているとされる（DeRoos, 2019; Garcia de Soto-
Camacho and Vargas-Sanchez, 2016）。しかし、日本のホテル

企業では、フランチャイズ契約やマネジメント契約など

の外部提携ではなく、自社で複数の店舗を所有・直営する

場合が多い(Tao,2016)。日本のホテル・グループを所有、

運営する企業では、アパホテルや東横イン、サンルートホ

テルなどのように、低価格でのエコノミーやバジェット

のクラスのホテルのサービスに集中する戦略をとるもの

が発展する傾向が見られる。従って、本論は、日本のホテ

ル・グループは、多店舗展開形態において、所有直営で内

部組織での直接統制を取る方が、フランチャイズ経営よ

りも業績が高い傾向が見られることをみたい。さらに、グ

ループが、複数のブランドを保有することや、主力ブラン

 
* 若林直樹は京都大学教授（Professor, Kyoto University）、高井計吾は長崎大学助教（Assistant Professor, Nagasaki University） 

ドの集中出店をする方が比較的高い業績を示すかも検討

したい。 
 
Ⅱ. ホテル・グループの多店舗経営形態と業績 

1．ホテル・グループの発展   
ホテル産業では、国際的に、単独の店舗ではなく、複数

の店舗を急速に複数の地域に展開する企業が成長してい

る（Atinay & Brook, 2012）。有名なホテルブランドを持つ

ホテル・チェーンの成長が国際的に見られる。ただ、だが、

Ianova & Rahimi (2016)の整理するように、ホテル・チェー

ン（hotel chain）とホテル・グループ(hotel group)は、違い

を持っている。双方ともに、複数の店舗（multi-unit）が、

同じ所有者もしくは経営者のもとで運営されている場合

をさすが、ホテル・チェーンは、ヒルトンのように共通の

特徴(ブランド、コンセプト、サービス)を持つ。後者は、

それに対して仏アコーグループのように、複数の異なる

ブランドやサービスを提供する場合である。日本の多店

舗展開するホテル企業は、複数のブランドを展開するホ

テル・グループが一般である 。 
ホテル企業の多店舗展開は、国際的には、外部提携を通

じて行う傾向が強いとされる。だが、日本では、経営環境

の特性のために、所有直営方式や賃貸契約の形式が多い。

そのために、複数の店舗を持つ日本のホテル企業は、こう

した運営形態を通じて、店舗に対する直接的な統制を行

う場合が多い。 
他方で、2010 年代は、宿泊特化型ホテルが急速に全国

に拡大してきた。ホテル・グループは、アパホテルや東横
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イングループ、サンルートホテルなどのように、ホテルの

分類としては、エコノミーやバジェット（低価格帯）のサ

ービスのホテルが比較的を中心に発展する傾向が見られ

る。これは、サービス・マーケティングでは、出張客や大

衆旅行者を主な顧客として絞り込み、低価格帯で標準的

なサービスに集中するサービス集中戦略をとっている。

他方で、都市部での鉄道企業グループが展開するホテル・

グループのように、高級から低価格までの複数のブラン

ドを展開するものも見られる。 
 

2．多店舗組織の運営形態   

ホテル・グループでの本社組織の複数店舗の運営は、

「多店舗組織」（Multiunit Organization）の観点から分析さ

れる。2010 年代では、宿泊特化型ホテルを典型にしなが

ら、ホテル・グループは、アパホテルや東横イングループ、

サンルートホテルなどのように、ホテルの分類としては、

エコノミーやバジェット（低価格帯）のサービスのホテル

が比較的を中心に全国的に展開する傾向が見られる。こ

れは、サービス・マーケティングでは、出張客や大衆旅行

者を主な顧客として絞り込み、低価格帯で標準的なサー

ビスに集中するサービス集中戦略をとっている。他方で、

都市部の鉄道企業グループを中心に、高級から低価格ま

での複数のブランドを展開するホテル・グループも見ら

れる。 
多店舗組織の運営は、組織論において複数事業所組織

の経営（Multi-unit Management）の問題とされる。複数事

業所組織は、複数の事業所（店舗）を地理的に離れた複数

の市市場に展開するものである（Audia, Sorenson & Hage , 
2001)。規模の経済性や市場拡大、複数の店舗や事業所の

間での組織学習の面で優位性を持つ。だが、運営上、事業

所間でのコミュニケーションや学習、シナジーでの困難、

地域や文化による組織分裂などの経営問題も発生しやす

い。従って、ホテル産業でも店舗間でのコミュニケーショ

ンや学習、知識移転を促進することが、重要な経営課題と

される（García-Almeida, and Bolívar-Cruz,2020)。 
 

3．本社と店舗の関係管理   
ホテル・グループにおける企業本社と地方店舗の間の

関係は、大きくは所有直営による本社が直接統制する形

態と、フランチャイズや運営委託契約の間のように、企業

本社と運営企業が、外部提携関係を結んで行う間接統制

の形態に分かれる（Garcia de Soto-Camacho and Vargas-
Sanchez, 2016）。ホテルの店舗の経営には、一般に所有企

業、運営企業、ブランド企業が関わる。外部提携には、一

般に①賃貸借契約、②コンソーシアム、③マネジメント契

約、④フランチャイズ契約がある。、外部提携の場合には、

所有企業と運営企業、ブランド企業は異なり、所有企業は、

運営企業やブランド企業と出資を伴わない業務提携を行

い、投資やリスクを分担するやり方である。近年、外部提

携の方が、投資やリスクが少ないので、多店舗展開には有

利とされている。それに対して、所有直営は、出資を伴う

成長の様式で、所有企業が運営企業と一緒で、投資やリス

クを完全に引き受けるやり方である。ただ、賃貸借契約も、

運営企業が全面的に運営を行うので、実際には、所有直営

に近い。 
本社組織と店舗の関係については、所有直営方式とフ

ランチャイズ契約では、運営形態だけではなく、統制やコ

ミュニケーションも異なり、経営成果も違うだろう

（Badarach, 1998, ch.3）。所有直営方式は、店舗が本社企業

と同じ企業組織に属しており、本社組織が、権限を用いて

中央集権的に店舗の直接統制を行う。ここでは、店舗の管

理者は、本社企業の従業員であり、同一の管理、統制、人

事管理のシステムにのもとで管理される、そのために、店

舗間でのサービスの統一性は実現しやすい。だが、現地適

合が本社中心で強くない。 
他方で、フランチャイズ契約の場合には、本社と店舗は、

異なる企業であり、契約関係を基盤に慣例が行われる。本

社と店舗は、連邦的で分権的那関係となる。むろん、一定

のフランチャイズの契約やシステムに基づくものの、本

社と店舗の調整は、命令ではなく、調整と説得による。従

って、フランチャイズ契約のもとでは、間接統制になる。 
そのために、サービスの統一性は直接統制よりも強くな

いものの、店舗の自主性があるので、現地適合はしやすく

なる。 
ホテル・グループの統一性と現地適合の問題を考える

と次のように整理できるだろう。まず、低価格の標準的な

サービスの普及や全店舗での統一性を考えると次の傾向

が考えられる。 
 
仮説 1 ホテル・グループは、所有直営方式の方が、直接

統制を通じて、サービスの統一性が高まりやすいので、全

体の業績が高めやすい。 
 
 他方で、比較的高級なサービスでは、顧客への対応や現

地への適合における柔軟さと的確さが求められるだろう。

従って、ホテル・グループは、現地や顧客の適合において、

フランチャイズ契約における間接統制と店舗の自主性の

発揮が、その業績を高めるやすいと思われる 
 
仮説2 ホテル・グループは、本社と店舗の関係がフラン

チャイズ契約であると、間接統制のために、店舗毎の顧客

や現地への適応が高め、全体の業績が高まりやすい。 
 
4．複数ブランド管理の問題 

 近年、ホテル・グループは、複数の異なるランクのホ
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テルブランド店舗を保有する場合が増えている。一つの

企業が複数のブランドを保有し、管理する経営は、複数の

ブランドのポートフォリオ管理として、ブランド・マーケ

ティングでは新たに議論されている。そこでは、複数のブ

ランド間のシナジーが発揮されると、全体の付加価値が

高まる傾向があることが検討される（Brandão, Sousa and 
Clarinda, 2019）。従って、多店舗組織を運営するホテル・

グループが、複数のブランドを有効に管理し、相乗効果と

付加価値向上ができると、業績を高めることができる。 
だが、シナジーが発揮できず、全体として、付加価値を

上げられない場合は、複数のブランド保有は、資産価値は

高めるが、業績効果は高くないだろう。むしろ、特定の顧

客と特定のサービスに集中した方が、業績が上がりやす

いだろう。例えば、ホテル・グループが、エコノミーやバ

ジェットのクラスの比較的低価格で標準的なサービスに

集中する戦略をとると、業績は上げやすい。従って、次の

ように考えられる。 
 
仮説3 ホテル・グループが、客室展開において特定サー

ビスへの集中展開を行うと、業績を高めやすい。 
 

Ⅲ．2019年の日本のホテル・グループでの店舗の運

営形態や主力ブランドの業績効果の計量分析 

1．データと方法 

 日本のホテル・グループがコロナ禍の直前に、インバウ

ンド観光客の急拡大により、急速に成長していた。そのと

きに、多店舗組織としてみると、店舗の運営形態や主流ブ

ランドへの集中展開が、グループの業績に良い影響を与

えているかについて検討するために、2019 年のホテル・

グループのデータを実証的に分析した。 
 そのために、『ホテルデータブック 2019』（オータパブ

リケーションズ）に基づき 2019 年の日本の主要 97 ホテ

ル・グループの、グループ売上業績、客室数における所有

直営の比率とフランチャイズの比率、主力ブランドの部

屋数、企業規模の要因が与える影響について重回帰分析

をした。被説明変数は、グルー卯の売上業績（対数化）を

業績指標とした。そして説明変数として、①全体の客室数

に占める所有直営比率とフランチャイズ比率（外部提携）

の影響、②主力ブランドの部屋数（対数化）、③組織規模

（従業員数、資本金、客室数等の対数化指標）のそれぞれ

の効果について分析から検討した 。 
 
2 分析の結果 

 最初に、店舗の運営形態の比率を見てみたい。全体とし

ては、所有直営方式による部屋数が、グループ間での平均

比率でも、44．3％と高く、賃貸借契約が次いで40％と高

い。それに対して、外部提携の主要な形態であるフランチ

ャイズ契約が3.4%、運営委託契約（Management Contract）
は7.6％と少ない。 
 

図1 客室数に占める店舗との関係の比率（2019年） 

 
出所）『ホテル・グループデータブック2019』を元に筆者計算 

 
次に、表１の相関分析において、売上高業績（対数化）

に対して、相関している変数を見てみる。資本金や従業員

数は、強く相関している。ホテル独特の経営資源である客

室数、ことに、主力ブランドの客室数が相関している。店

舗との関係管理については、フランチャイズ契約がマイ

ナスに相関しており、売上業績を下げる傾向が見られる。 
 そして、重回帰分析を行うと、モデルⅠでは、グループ

の資本金規模、従業員規模、客室数などの経営資源の大き

さが売上高につながる傾向が見られた。そして所有直営

表1 売上高に対する規模、客室数、関係比率の相関 

 
（出所）筆者計算。 

平均 標準偏差 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 売上高(対数化） 5.960 0.737

2 資本金（対数化） 4.145 0.923 0.486 ***

3 従業員（対数化） 2.469 0.670 0.826 *** 0.388 ***

4 客室数（対数化） 3.405 0.563 0.426 *** 0.224 0.375 ***

5 ブランド数（対数化） 0.427 0.397 0.164 0.109 0.194 0.222

6 主力ブランド客室数（対数化） 3.289 0.543 0.359 ** 0.194 0.292 ** 0.839 *** -0.074

7 主力ブランド客室比率 0.779 0.251 -0.141 -0.109 -0.194 -0.089 -0.769 0.280 *

8 所有直営率 0.443 0.403 -0.005 0.026 0.112 -0.277 * 0.056 -0.339 ** -0.013

9 賃貸率 0.401 0.385 0.094 0.012 -0.102 0.124 -0.231 * 0.249 * 0.190 -0.754 ***

10 フランチャイズ比率 0.034 0.123 -0.290 * -0.019 -0.143 0.219 -0.106 0.272 * 0.075 -0.233 * -0.056

11 運営委託契約比率 0.076 0.188 -0.042 0.012 0.014 0.124 0.204 0.063 -0.131 -0.263 * -0.187 -0.027

    *** p <  0.001, ** p <  0.01, * p <  0.05
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方式の比率は効果がなく、仮説１は受容されていない。む

しろフランチャイズ契約は、業績低下の効果が見られ．仮

説 2 も受容されていない。主力ブランド客室数は、業績

を上げる効果が見れたので、仮説 3 は受容できた。主力

ブランド客室数は、業績の拡大に効果が見られた。。これ

は、モデル 3 で、変数を絞り込んだ場合にも同様の効果

が見られている。 
 
Ⅳ．まとめ 

 日本のホテル・グループは、エコノミー、バジェットク

ラスのサービスへの集中戦略をとって売上を増やす傾向

を見せている。ただ、所有直営方式が多いものの、それは、

売上高業績の高さに直接つながらず、競争力につながっ

ていない。むしろ、フランチャイズ契約のマイナス効果が

みられており、提携関係の方が、現地適合やサービスのカ

スタム化の効果を出していない。むしろ、客室数の規模、

主力ブランド客室の集中展開の効果が強く、資源の規模

で売上が高い傾向が見えた。 
ただ、この分析は、あくまでも2019年にとどまり、2010

年代の長期的な傾向について未検証なので、今後検討す

る必要がある。今後の課題としては、フランチャイズ契約

の逆効果や所有直営方式の効果について検討する必要が

ある。これらを通じて日本のホテル・グループの店舗経営

と競争力の課題が明らかになるだろう。 
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表2 売上高に対する規模、客室数、関係比率の効果の重回帰分析 

 
（出所）筆者計算。 

 

 

（出所）筆者計算。 

B SE β B SE β B SE β

資本金（対数化） 0.161 0.044 0.044 *** 0.157 0.044 0.216 *** 0.153 0.044 0.210 ***

従業員（対数化） 0.618 0.072 0.072 *** 0.629 0.072 0.626 *** 0.635 0.066 0.632 ***

客室数（対数化） 0.350 0.094 0.094 ***

ブランド数（対数化） -0.152 0.155 0.155 -0.147 0.156 -0.088

主力ブランド客室数

（対数化） 0.332 0.094 0.281
***

0.318 0.074
0.269 ***

主力ブランド客室比率 -0.100 0.250 0.250 -0.323 0.275 -0.120

所有直営率 -0.278 0.241 0.241 -0.293 0.243 -0.182

賃貸率 -0.159 0.244 0.244 -0.168 0.247 -0.099

フランチャイズ比率 -0.988 0.397 0.397 * -0.971 0.401 -0.184 * -0.664 0.315 -0.126 *

運営委託契約比率 -0.533 0.311 0.311 -0.533 0.314 -0.141

N 77 77 77

調整済み R 2 0.773 しほんい 0.769 *** 0.763 ***

*** p <  0.001, ** p <  0.01, * p <  0.05

被説明変数: 売上高（対数化）

モデル1 モデル2 モデル3
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【フルペーパー】 

新型コロナウイルス感染症の影響下の訪日教育旅行に対する地域の取り組み 
− 大阪、奈良、千葉を事例に− 

A Study on Japan Educational Travel in 3 Tourist Areas Efforts under the Covid-19 Pandemic  
 - Case studies on Osaka, Nara and Chiba- 

 
宍戸 学 (Manabu SHISHIDO)* 

 
 

【 要 約 】 
 本研究の目的は、新型コロナ感染症の感染拡大による訪日教育旅行への影響を明らかにし、その状況下において、誘致活動を

行ってきた３つの地域の取り組みを手がかりに、今後の展望を考察するものである。宍戸（2021）は、既存資料やアンケート調

査により、訪日教育旅行全体としての状況を明らかにしたものの、各地域の取り組みについて、その詳細は把握出来ていない。

そこで、本研究において、訪日教育旅行に積極的に取り組む大阪、奈良、千葉県の現状を把握し、コロナ禍において、どのよう

な取り組みを行っているかを明らかにした。その結果、対面交流が出来ないために、現在はオンラインによるWEB 交流が主と

なり、その実施経緯や方法、成果と課題が明らかとなった。WEB 交流は対面交流の代替にはならないが、今後の対面交流に活

用できる成果をもたらしている。国際交流に取り組む学校との連携の可能性を含め、今後の訪日教育旅行推進に向けて、どのよ

うな取り組みをして行くべきか、新たな手法が見えつつある。 
 
キーワード（Keywords）: 訪日教育旅行（Japan Educational Travel） 

新型コロナウイルス感染症の影響（Under the Covid-19 Pandemic） 
オンライン交流（Online student exchange） 

 
Ⅰ. 研究の背景と目的 
1．Covid-19と観光動向 

2019年12月に中国で発症した新型コロナウイルス感

染症（以下,COVID-19）が世界的に感染拡大し、移動や

交流が制限され、観光へ甚大な影響が出ている。近年で

も2003年の新型肺炎SARSや2008年のリーマン・ショ

ック、そして2011年の東日本大震災などの危機は、国

内外における観光に大きな影響をもたらしてきたが、世

界中でこれほどの影響が長期化することは、第二次世界

大戦以降例がないといえるだろう。訪日外国人旅行者の

誘致に取り組み、成果を上げてきた日本のインバウンド

数は、2019年の3,188万人から2020年には411万人に

激減し、訪日外国人旅行者の消費額も7,446億円（前年

比84.5%減）へと激減した。また国内での移動も難しく

なり、国内の観光消費額も11兆円（60.6%限）となるな

ど、観光への影響は戦後日本が経験したことがないほど

に大きい 1）。 
 2021年11月現在、日本ではワクチン接種も進み感染

は一時収まっているが、今後また感染の第6波が起こる

可能性も高く、海外では感染が再拡大している国も増え

ており、COVID-19は終息したとは言えないだろう。 
この状況下で、インバウンドの増加や青少年交流等の

教育効果を目的とし、国がその取り組みを強化している

 
* 日本大学国際関係学部教授（Professor, Faculty of International Relations Nihon University） 

訪日教育旅行の促進にも影響が大きく出ていると考えら

れる。 
宍戸（2019）は、訪日教育旅行関連のデータ把握その

ものが難しいと指摘しているが、入手可能な既存データ

から、COVID-19の訪日教育旅行への影響やそれに対す

る地域の対応を知ることは難しいが、現状把握が急務で

ある。また訪日教育旅行においては、その受け入れ態勢

に課題が多く、先駆的に取り組む地域もあれば、いまだ

体制づくりが整わない地域も多い。そのような状況で、

国の重点施策ともなっている訪日教育旅行に関する議論

が聞かれることはほとんどない。 
しかし、宍戸（2018）や宍戸（2020）において事例研

究の対象とした訪日教育旅行の取り組みの先進地域 2）

は、コロナ禍において現在どのような状況にあるかを把

握する必要がある。 
2．本研究の目的と方法 
コロナによる訪日教育旅行への影響については、

すでに述べたように容易に入手できるデータがないこ

とから、宍戸（2021)は、訪日教育旅行関連データの
収集と訪日教育旅行関係者へアンケート調査を実施、

各地域の状況を把握し、考察した。しかし、このアン

ケート調査では、各地域の概況は把握できたものの、

受入地域の実態や課題の詳細、さらにはコロナ禍で各
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地域が現在どのように取り組んでいるのかを明らかに

することは出来なかった。 
以上から、本研究では、宍戸（2021)のデータ結果
を踏まえ、さらに訪日教育旅行に先駆的に取り組んで

いる複数地域を事例に、コロナが訪日教育旅行に及ぼ

した影響とそれに対する取り組みについて明らかに

し、今後の展望を考察する。 
 
Ⅱ. COVID-19が訪日教育旅行に与えた影響 

1．既存データによる訪日教育旅行への影響 
 宍戸（2019)にあるように、訪日教育旅行の状況把握に

ついては、その基礎情報等を公開する仕組みがないため

に把握が困難である。国や地域の議論において、訪日教

育旅行のデータとして利用されるのは、文部科学省の

「高等学校等における国際交流等の状況について」であ

る。隔年で発表され、2019年12月に平成29年度のデー

タが公表された。そこでは、「高校生等の海外への留

学、研修および海外からの受入れ状況」が示されてい

る。その中に「高等学校等における学校訪問を伴う外国

からの教育旅行の受入れ」のデータがある。訪日教育旅

行は、基本的には学校交流を含むものと定義されるため

にこの数字がデータとなることが多い 3）。例年通りであ

れば、2021年12月に平成31年度（令和元年度）のデー

タが公表される見込みで、そのデータは、コロナの感染

が広がった2020年1～3月のデータを含むと考えられる

が、現時点で発表されていないため、現時点では参考に

は出来ない。 
 そこで、2020年1月以降のコロナ禍における訪日教育 

旅行の状況を把握するために、宍戸（2021）は、政府が

訪日教育旅行の受入窓口としている日本政府観光局の公

開データと（公財）日本修学旅行協会発行の「教育旅行 

年報（データブック2020）」を既存資料とした。 

（公財）日本修学旅行協会発行の「教育旅行年報（デー

タブック2020）」は、2019年4月～2020年3月までのデ

ータである。2019年4月～12月までは、コロナの感染

の影響はほぼなかったと考えられ、コロナの影響を受け

たと考えられるのは、早くても2020年1月以降で、中

止が顕在化したのは2020年2月、3月であろう。そのた

めに2019年度の受入件数は前年度より増加しているも

のの、感染拡大後の２～３月の件数構成比は大きく落ち

込んだことがわかる。訪日教育旅行の受入窓口である日

本政府観光局（以下、JNTO）は2020年5月に、2019年
度に対する調査を実施し、48の組織・団体から47の回
答を得て、その結果をウェブサイト上に公開した 4)。そ

こでは、「2020年度の受入については現在検討中」23件
と半数におよび、「受け入れが決定している」は2件で

あったが、キャンセルや中止については不明であった。

その後の予定変更についても聞いているが、変更なしと

明言したのは13％に過ぎず、この時点でもほとんどの地

域が予定変更などの可能性含め、見込みが立たなかった

といえるだろう。（図表1参照） 

図表１ 内容の変更や条件の見直しの可能性 
出所）ＪＮＴＯ調査（2020）より筆者作成 

 
そして、JNTOは2021年11月に2020年度のコロナ禍

における訪日教育旅行の状況について、前年度同様に47
の回答によるアンケート結果を公表した 5）。オンライン

交流の実施状況については、なしという回答が45%と最

も多いが、実績のある学校とオンライン交流のマッチン

グを行った25％、実績のない学校とマッチングを行った

18%、マッチングはしていないが学校が独自の交流やビ

デオレターの交換を行ったが12％あり、合計すると

55％が何らかの交流を行っていた。（図表2参照） 

 
図表2 オンライン交流の実施状況 

出所）ＪＮＴＯ調査（2021）より筆者作成 

 
オンライン交流の相手国は台湾が最も多く73％、オー

ストラリア9％、韓国6％となっていた。他にも交流時

間や使用ツール、内容などの結果が公表されている。 
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また2021年度の受け入れについては、状況次第であ

り現在検討中が59%、往来が可能になれば海外の学校と

の交流を受入れる（対面）が25%。と81％は前向きで

あった。その他として「学校交流の受け入れについては

各学校の判断に任せる」という回答があった(図表3参
照)。また受け入れのためのガイドライン作成について

は、実施済みは4％に過ぎず、検討中が69％あるが、実

施しないも23％あり、作成の難しさを示していると考え

られる。 
2021年度の調査結果は、本研究終盤に判明したために

JNTOのヒアリングは実施出来なかったが、後に述べる

宍戸（2021）の結果と概ね同傾向にあると考えられる。 

図表3 2021年度の受け入れについて 
出所）JNTO調査（2021）より筆者作成 

 
2．訪日教育旅行の関係者への調査結果 
 宍戸(2021)は、2021年1月11日（月）～26日（金）

に訪日教育旅行に取り組む関係者を対象としたWEBア
ンケートを行い、76件の回答を得た。この結果は、感染

が拡大した2020年2月から12月までの状況を経た時期

に実施されており、COVID-19の地域への影響が一定期

間出た結果を把握出来たといえる。また地域の担当者か

ら具体的に情報を収集できたことが次のヒアリング調査

に繋がった。調査結果では、図表4の通り、2020年1月 

   図表4 COVID-19による受け入れへの影響    

        出所）宍戸（2021）をもとに筆者作成 

以降はすべてキャンセル41.2%、キャンセルまたは実施 

未定36.8%と合計すると78%となり、既に大きな影響が 

でていたことが明らかとなった。2020年1月以降に受入

や受入予定との回答も8.8%あったが、受入事例は1月図 

や2月の感染拡大前であり、それ以降の実施は現在まで

確認出来ていない。 
また、今後の誘致活動については、当面の休止や縮小

はあっても継続するという回答の地域が合計で76.4%と

なったものの、一時休止やまだわからないという回答の

合計は23.5%で、先行きの不透明さもうかがえる（図表

5参照）。 

図表5 今後の誘致活動 出所）宍戸（2021）から作成 
 
訪日教育旅行の日本としての展望については、コロナ

により大きく影響を受けるものの、63.2%が以前の水準

またはそれ以上に増加すると回答している。 
 しかし以前の状態に戻らない7.9%、受け入れの再開は

困難との回等は1.3%と少ないものの、27.6%が全く予想

できないと回答するなど、状況は楽観できないものであ

った（図表6参照）。 

図表6 今後の見通し  出所）宍戸（2021）から作成 

 

 また同じ質問を自分の地域の展望として問うと、軒並

み数字は低下する傾向が目立った。つまり日本全体への

予測より、自分の地域に対する予測が全体的に低いこと
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になる。このことから、自分たちの地域の現状や取り組

みに対する不安がより大きいものになっていると考えら

れる。 
また日本として訪日教育旅行に取り組むべきかについ

ては、90.2%が活動を継続またはさらに強化すべきと回

答するなど、自分の地域に対する自信のなさや不安は見

られるものの、訪日教育旅行そのものへの期待は大きい

ことがわかった（図表7参照）。 

図表7 どう取り組むべきか 出所）宍戸（2021）から作成 

 
自由記述としては、「リモート導入推奨」とその評価

が見られた。学校や保護者の理解、「受入ガイドライン

の必要性」を指摘するなどの意見もあった。この中で、

コロナ禍でオンラインでの対応をしている地域事例がい

くつかあることが判明した。オンラインによる交流は実

際にどのように行われているのか、これらの状況及びそ

れぞれの地域の現在を把握することが次の課題である。 
 

Ⅲ. COVID-19下における各地域の対応状況 

1．コロナ禍の訪日教育旅行に対する地域の対応調査 
コロナ禍の訪日教育旅行の概況は、前章までで概ね把

握出来た。そこで、宍戸(2021)の結果や宍戸（2020)など

これまでの研究の中で、積極的に取り組む地域等を対象

に、地域の詳細を把握するために以下の通りインタビュ

ー調査とデータ収集を行った。なお、インタビュー調査

は、コロナ禍であることを考慮して、ZOOMを活用した

オンラインによるものである。 
① 事例１ 奈良県の取り組み 

2021年9月8日（水）10:30～12:05 
② 事例2 大阪府の取り組み 

2021年9月14日（火）10:30～11:00 
③ 事例3 千葉県の取り組み 

2021年9月8日（水）15:30～17:10 
ヒアリング項目については、各地域の特性はあるが、

以下の各項目に基づいて聞き取りを行い、話された内容

に応じて追加の質問を行った。 
①対象地域の訪日教育旅行の受け入れデータ（複数年、

受入学校、人数、時期、内容他、できる限り詳細に） 
②対象地域の訪日教育旅行の受け入れ体制 
③とくに担当者の状況（専従者の有無、経歴や考え） 
④ コロナによる影響と今後の展望 
⑤ 特にコロナ過での誘致活動や実績（WEB交流など

も含む） 
⑥その他、自由内容 
2．奈良県の取り組み 
宍戸（2020）において述べられたように、奈良県は、

2007年度から訪日教育旅行の受入をはじめ、多少の増減

はあっても、中国を中心としてその受け入れは増加傾向

にあった。しかし、COVID-19の感染拡大後は、中国の

受入は2020年1月22日を最後に中止となっている。

2020年2月に受け入れる予定だった11校はすべて中止

または延期となった。この時期は、まだ感染初期段階に

あったが、保護者から心配の声が聞かれるなど受け入れ

が難しくなったという。2月に一斉に中止になった経緯

としては、例えば中国の場合は、出国中止が理由であ

る。台湾は、当時はまだ感染者も少なく、安定していた

が、日本で感染拡大の傾向が強まり、先方が中止の判断

をしたという。 
奈良県は、大阪・兵庫・京都・和歌山の関西5府県で

連携して訪日教育旅行に取り組んでおり、奈良県独自の

取り組みとは別に5府県としての取り組みがある。5府
県の訪日教育旅行のコーディネーターは、定期的に意見

交換を行っている。そこで、2020年以降は、「コロナ終

息後のために何が出来るか」を検討してきた。海外の学

校から、訪日教育旅行に活用できる写真資料はあるが、

動画の資料がないというという意見もあり、5府県でま

図表8 5府県の台湾・韓国とのWEB交流 筆者作成 

府県名 台湾学校数 韓国学校数

大阪府 30 3

京都府 13 3

奈良県 10 3

兵庫県 12 3

和歌山県 12 3

合計 77 15
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ずは5府県紹介動画を作成した。１動画20分程度と

し、関西の紹介や各府県版も作った。使用言語は、中国

語、英語、韓国語である。5府県それぞれが、オンライ

ン上に公開し、誘致活動に活用している。 
また、実際の学校交流は出来ないが、オンラインによ

る交流（以下、WEB交流）を試みたという。受け入れ

実績が多い台湾の学校について、大阪観光局から台湾の

出先機関に相談したところ、教育省を通して、77校の高

校からWEB交流の申し出があったという。これらを、5
府県で分担しWEB交流を実施している。2020年度の取

り組みであるが、まだ全ての学校とのWEB交流が実施

できてないために、2021年度も継続しているという。 
 WEBによる学校交流の実績は図表8のとおりであ

る。実施形態はそれぞれであるが、実施を通して、日本

の IT教育及びその機器整備等の貧弱さが表面化したと

感じたが、政府の進めるギガスクール構想の推進によ

り、各校で少しずつ整備が進んでいると感じている。 
また奈良県独自の取り組みとしては、オーストラリア

のオリンピック委員会のプログラムで、開催国である日

本を国の子供たちに知らせるという取り組みがあり、奈

良県内の小中学校に声をかけたところ、町を挙げて、国

際交流事業として取り組み、地域の6校で実施出来た。

訪日教育旅行は、観光所管課から見ると、インバウンド

誘致と教育効果という側面で考える場合が多いが、教育

課題としては、web交流は国際交流の手段としても有効

であることがわかった。COVID-19により、通常行うべ

き留学等の国際交流が実施できないために、オンライン

を活用した交流などの方法に関心が高まっており、海外

と交流する取り組みとして活用したいという声が生ま

れ、訪日教育旅行におけるWEB交流に協力したいとい

う例が増えてきたという。学校として、国際交流の火が

消えてしまうことは、教育上大きな課題である。   
また5府県として、韓国の学校ともWEB交流を実施

している。これは、韓国の領事館からの提案で、釜山市

内高校が中心となっている。各府県3校ずつ分担した。 
WEB交流以外には、5府県として、関西観光本部と近

畿運輸局と連携して、JNTOのビジットジャパンプログ

ラムに参加し、今後を見据えた商談会に取り組んでい

る。2021年4月の事業計画では、10月に中国、1月に台

湾、5府県独自でもマレーシアでの商談会を考えていた

が、再び感染拡大が広がる状況で、計画の変更を強いら

れ、10月にマレーシア、3月に中国となった。 
2022年の1月の台湾の商談会は、オンラインでの実施

を決定した。７日間のうち３日が教育旅行関連である。

2022年3月の中国の商談会は、初めて実施するもので、

対面実施を望むが、オンライン実施になりそうである。 
訪日教育旅行の受け入れ再開を目指す立場としては、

まずは一般観光客の往来が始まらない限り、学校交流は

難しいと考えている。また「受け入れガイドライン」の

作成も考えられるが、現時点では、実施のめども立た

ず、その作成を考える段階にない。 
日本へ行きたいという海外からの要望は非常に多いと

感じるが、現実的に、どのような状況になればGOサイ

ンが出せるのか、現段階では判断できない。 
 この間のWEB交流や活動を通して、担当者として

は、以下が収穫であったと考えている。 
① 5府県としての台湾の受入のうち、奈良県は10校を

担当し、2020年度に4校実施、6校は2021年度に

実施予定であり、今年度も取り組み中である。 
② 海外の学校も教育旅行を求めていると感じている。

一方受入れる日本側はノウハウや機材不足などから

も必ずしも積極的ではないが、WEB交流に1度協
力すると、2度目以降は双方の学校同士でのやりと

りを行い、2回目以降に継続する機会もある。 
③ WEB交流の実施方式は、さまざまである。一般的

な方法としては、教室で1つのカメラで行う。それ

ぞれが、文化や生活の発表会などを行うものであ

る。しかし、4クラスで実施したケースなどでは、

複数のパソコンを接続した。限界点もあるが、オン

ラインの環境や実施方法の工夫により、様々な形で

の実施が考えられる。 
④ 課題は、学校側の環境の問題である。実施に当た

り、WEB機材として、ウェブカメラとスピーカの

セットを2セット5府県で購入し、貸し出してい

る。学校側の環境は様々で、国や地域の支援もあ

り、環境を整えつつある学校もある。 
⑤ 奈良県は、市町村は一人1台タブレットが配布され

ている。県立は予算がなく、厳しいとも聞く。頬G
者負担軽減から修学旅行の代金を減額する代わり

に、入学時にタブレットを購入する方針となった。

当面、修学旅行は近隣での実施が代替案となる可能

性が高いが、移動の制限が解除された後は、減額さ

れた金額で、訪問先の選択肢が狭まるのではないか

という懸念がある。 
⑥ WEB交流は、現時点で有効ではあるが、あくまで

も代替措置に過ぎない。交流のきっかけになるが、
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学校交流本来の代わりにはなれない。 
⑦ 通常の学校交流においても、事前の学校交流の紹介

や学校選びには有効である。通常は、実施後に生徒

同士が文通を行う例も多いが、WEB交流が手軽に

出来れば、訪日教育旅行の教育価値を高める可能性

があり、事前事後学習に有効活用できる。 
⑧ 5府県の訪日教育旅行コーディネーターは、コロナ

禍でも、受入のための活動が業務であるため、基本

的には取り組みは変わらない。 
⑨ 訪日教育旅行業務が減っているために、国内教育旅 

行誘致の仕事も手伝うが、国内の受け入れも減って

いる。遠隔地からはほとんど来県出来ない。一方

で、近隣地から変更して、訪問してくれる例が増え

た。全体としては減っているものの、徐々に観光バ

スをみかけるようになり、国内教育旅行は、少しず

つ動き出しているように感じる。 
3．大阪府の取り組み 
 大阪の訪日教育旅行の取り組みについても、奈良県同

様に宍戸（2020）で述べているが、その体制の充実と積

極的な取り組みは、全国でも先進的な地域と言えるだろ

う。 
今回の大阪観光局にインタビューを行ったが、その結

果によると、コロナの感染拡大後は、対面での受け入れ

はほぼ実施できていない。感染の影響が出始めた2月以

降は、15件の受入予定があったが、14件が中止とな

り、1件のみ実施された。実施されたのは、2021年2月
3日の台湾の学校の受入であり、コロナの感染状況を考

えると、この時期がぎりぎりであったといえる。

COVID-19の感染拡大までは、受け入れ数も順調に伸び

ていただけに、その後の受入が出来なくなったことは大

変残念である。 
WEB交流については、すでに奈良県の事例で詳細を

述べたが、台湾とのWEB交流については、台湾の弁事

所からの依頼によるもので、大阪の学校のみでは、対応

が困難と考えて、協力関係のある5府県へ依頼した。韓

国とのWEB交流も、大阪の韓国の領事館を通して実施

している。また、オーストラリアとのWEB交流は、小

学校間で2件、高校間で1件実施済みである。これらを

きっかけに、学校間の交流が継続することもあり、WEB
交流の試みは有益であるという。 
今後は、5府県で協力して、マレーシアなどを含む新

しい対象国とのWEB交流などの取り組みを行いたい。 
また大阪の取り組みとして、留学生支援の活動が特徴

的である。留学生の経済効果も大きく、大阪観光局とし

ても様々な留学生支援をおこない、現在は、訪日教育旅

行の活動とは異なる目的として、国際交流の推進に寄与

するものとなっている。 
すでに国際交流をカリキュラムに取り入れている学校

は、基本的には前向きである。リアルな国際交流が出来

ないからこそ、オンラインで実施したいという希望があ

る。もちろん、学校により、ネット環境が不安定である

課題はある。これは、先方の海外の学校（特にローカル

な地域）でも不安定さはある。しかし、今はこれしかで

きないから受け入れてみたいという意向がある。 
一般の学校を含めて、WEB交流を引き受けるかどう

かは、管理職や担当者次第のところもあり、また生徒の

希望が後押しになることもある。もちろん、ネット環境

や教員の ICTスキルも重要である。しかし、1度実施し

てみると、2，3回目につながることも多い。その意味

で、まずは1回目の実施が大事だという。先生方も経験

してみることがやはり重要である。不安を取りのぞけれ

ば、広がっていくものと考える。奈良県の事例で説明し

たように、5府県でWEBカメラとスピーカーマイクを

購入してサポートしている。実施においては、細かい課

題は生じる。例えば、私用するアプリの問題である。日

本では、ZoomやMicrosoft Teamsの利用が多いが、台湾

はGoogleミートが多い。また、オンラインは基本的に

リアルタイムなので、時差も問題になる。韓国では時差

はないが、台湾は1時間の時差もあり、配慮することも

ある。もちろん、欧米となれば、昼夜が逆になるなど難

しい点も多い。 
奈良の事例と同様に、最初は1対1の教室間で行う。

そこから、グループ化した個別の対応に交流が進化して

いくこともあり、最大としては、PC10台ぐらいまでの

対応は実施済みだという。 
オーストラリアでは、オンラインに慣れていて、もう

WEB交流は不要だという声もあるという。学校や個人

差も多い。 
やはり、対面に勝るものはないが、実施してみると、

WEB交流は大変便利である。例えば、今回はその国の

都市部以外とも交流が出来た。訪日教育旅行の受入につ

いては、やはり海外の都市部の学校からの訪問が多く、

都市部以外から日本に来ることは難しい。コロナ前で

も、リアルでの交流が難しい都市部以外の学校にとっ

て、オンラインを活用したWEB交流は有効だという。

学校間交流時には、以前から事前交流・事後交流は重視
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しており、事前にお互いの国を調べ、実施後に手紙の交

換をすることもある。これまでも、オンラインでスカイ

プを利用して実施する例はあった。COVID-19を契機

に、今後は、オンラインによる事前・事後のWEB交流

も一般的になっていくのではないかと考えられる。 
コロナ後の訪日教育旅行の受入については、まずはイ

ンバウンドからで、生徒たちの受入はかなり先になると

いう意見も多いが、訪日教育旅行が意外と早く戻ってく

る可能性もある。全員が参加する日本の修学旅行と異な

り、海外では、募集型での実施が多い。日本に行きた

い、日本で学びたいというニーズはかなりあると感じ

る。 
一方で、日本から海外への修学旅行は全員参加が原則

のため、ワクチン接種のこともあり実施が難しいと考え

ている。元来、修学旅行だからこそ海外へ行っていたと

いう生徒も多い。そのような声もある中で、海外へ行け

なくなることは、観光だけでなく国際交流などの観点か

ら見ても非常にマイナスである。研修旅行型はある程度

戻るとは思うが、海外修学旅行は、しばらくは難しいの

ではないかという。 
また、大阪では、日本にいる留学生の支援活動を行う

「留学生支援コンソーシアム大阪」6）を設置している。

留学生支援コンソーシアム大阪は、大阪府・大阪市・大

学・専門学校・日本語学校・企業・学生団体・留学生を

支援する団体などで構造され、『オール大阪』で留学生

を支援する組織である。2020年4月に正式に発足し、少

子化が進む日本において、優秀な留学生をより多く受け

入れたいという考えで、準備を進めていたという。大阪

では、2025年に万国博覧会が開催され、それに向け訪日

旅行の増加を期待するという意味もある。これを機会

に、グローバルで多様な都市づくりを万博のレガシーと

することも考えているという。COVID-19の影響で、そ

の準備は遅れていたというが、訪日教育旅行の担当者も

これをサポートし、対応している。 
大阪観光局は、JTBや留学生支援コンソーシアム大阪

と共に、新たな体験型教育旅行として「大阪Ｂ＆Ｓ

（Brothers＆Sisters)プログラム」を202年11月に発表し

た。大阪を訪れる国内外からの教育旅行団体に対して、

大阪で学ぶ大学生や留学生がガイド役となり、兄弟姉妹

（Brothers＆Sisters)のように交流しながら、大阪の観光

地・街を巡り、魅力を紹介する新たな体験型教育旅行プ

ログラムだという。このように、教育旅行の受入を大学

生などが行うケースは、京都での学生ガイドや大手旅行

会社も手掛けている。訪日教育旅行の受入が増えると、

学校交流だけでは対応が難しい。また魅力的なプログラ

ムとして、大学のキャンパスツアーなども含めて大学生

の対応は効果的である。さらに留学生の活躍の場にもな

るプログラムである。夏休みの受入時には、学校交流が

出来ないこともあり、その場合の対応としても可能性が

ある。これらの状況を考えると、新しい訪日教育旅行プ

ログラムになる可能性は高い。2021年10月には、大阪

市内の高校が留学生版の大阪B&Sを行い、マスコミに

も取り上げられ、「大阪を英語で旅する」ことができる

と注目されている。2022年度には、大阪府以外の学校の

修学旅行として実施予定もある。留学生の活動を応援す

る意味で、大学と専門学校や日本語学校との協力も今後

は必要である。 
4．千葉県の取り組み 
千葉県の訪日教育旅行 7）は、千葉県商工労働部観光誘

致促進課海外プロモーション班が担当している。その体

制は図表9のとおりであり、専属は5人で、中国・台湾

出身の担当者や教育庁からの出向者、そして旅行会社

OBが配置され、他の先進的地域同様に、受け入れ体制

が整っている。5人が専属。他の地域と異なる点とし

て、教育庁から現職の教員が配置されている点である。

多くの地域では、校長経験者などOBである場合が多

い。2012年から訪日教育旅行の取り組みがスタートし、

2013年から中国出身のメンバーが加わり、2015年に旅

行業出身が配置された。教員も2013年ぐらいだと思わ

れる。 

図表9 千葉県の訪日教育旅行体制 出所：千葉県 
 
千葉県の訪日教育旅行の受け入れデータであるが、記

念の傾向は図表10のとおりである。 
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 基本的には受け入れ開始以降増加傾向にあり、受け入

れ国も多様化してきているといえる。 

図表10 千葉県の訪日教育旅行の状況 出所：千葉県 
 
千葉県のCOVID-19による影響であるが、2019年度の

実施計画においては、1月以降の5校が中止となってい

る。他の地域同様、その後に対面での実施例はない。 
そのような状況の中で、台湾の先生方とオンライン商

談会で話す中で、千葉県とオンラインで交したいという

要望があった。台湾の先生方は、千葉県への来訪歴があ

り、対面での学校交流の評判が良かったことも影響して

いると考えられる。一方で、千葉県の学校からは、英語

圏とのWEB交流の希望があったので、担当者のネット 
ワークで、オーストラリアの学校とつないだ。2021年度
の4月からオンラインでの交流の準備を始め、12月まで

に、県内の高校６校がオンライン交流をした。交流相手

は、台湾５校、オーストラリア１校である。現在は、小

中学校でのオンライン交流も行われており、小学校は台

湾3校、オーストラリア1校、中学校は台湾4校と実施

している。 
基本的には、Google Meetで両校を1対1につなぎ、

複数対複数の形式である。内容は、自己紹介、学校紹

介、Ｑ＆Ａなどで、1時間程度実施するのが標準的であ

る。 
今後の課題としては、台湾とは中国語や日本語を基本

とした交流となるが、台湾人は英語も出来るので、英語

で交流をしたいという声も多いという。英語であれば、

通訳スタッフの手当てもしやすい。また、日本の学校の

様子は、やはり先生たちがWEB交流には抵抗感がある

ようだ。国際理解教育には興味があるものの、教員の

ICTリテラシーも課題となっている。また県のネット環

境の配備に遅れも感じられる。一方で、千葉市などは進

んでおり、地域差がある。WEB交流の課題は、台湾と

日本で ICTに対する意識やレベルの違いが大きい。 
今後もWEB交流の実施計画はあるが、オンラインだ

けでは訪日教育旅行の受入基盤が整わないので、外国人

スタッフに学校へ出前講義に行ってもらうこともしてい

る。WEB交流を通して、国際交流の部署とのつながり

も生まれた。国際交流を知る機会として訪日教育旅行を

活用してもらうことも有効である。 
訪日教育旅行は県内の教育関係者の理解があってこそ

実施できる。千葉県は、成田空港があるから来てもらえ

る機会が多いが、受入の調整がないと成り立たない。ど

うしても交流を仲介する役割が大きい。受け入れ側の学

校では、人事異動により、校長は2年程度で入れ替わる

ため、受け入れの継続性が課題となっている。 
台湾の組織には、台湾教育旅行国際連盟があり、先生

方のネットワークも強固である。SDGsなどが交流テー

マにも変わりつつある。また、最近は欧米系への訪問も

増えており、助成金も高校だけでなく、小中学校にも出

せるようになったという。プラットフォームとしては、

デジタル化も進んでいる。これと比較すれば、日本の受

け入れ態勢は十分ではないと感じる。台湾の進む方向に

あわせて、日本も対応していく必要がある。 
 
Ⅳ. 考察 

 本研究では、以下の2つの観点について検討してき

た。第一にCOVID-19の影響により、全国の訪日教育旅

行がどのような状況になっているかである。これについ

ては、国や地域の公的な統計データはないが、JNTOが

2020年と2021年に実施した2度の訪日教育旅行の調査

結果及び教育旅行関連雑誌データ、宍戸（2021）による

関係者への調査データをもとに状況を把握し、整理する

ことが出来た。COVID-19という世界レベルのパンデミ

ックにより、全世界が混迷にある中、観光分野への影響

は甚大であり、その中では訪日教育旅行は参加者数から

見れば、とても小さな位置を占めるに過ぎないが、学校

教育活動と関わり、未来を担う子ども達の大切な学びの

場であることを考えれば、その意義は数値以上に大き

い。よって、COVID-19により、どのような状況にある

かを把握することは重要である。本研究により、その概

況が判明するとともに、コロナ禍にあっても訪日教育旅

行に対する期待を見失わず、オンライン交流や誘致活動

を続ける意義を見いだし、着実に活動を続けている地域

が多くあることが明らかになったといえる。 
 第二に、全体に対する状況調査だけではわからない各

地域の取り組みに対して、ヒアリング調査を行い、今後

の展望を検討することであった。事例として、宍戸

年度
訪日学

校数※

人数

（人）※
国・地域

2012(H 24) 1 24 台湾

2013(H 25) 12 380 台湾、中国、タイ、米国

2014(H 26) 19 688 台湾、中国、マレーシア

2015(H 27) 29 1,124 台湾、中国、マレーシア、タイ

2016(H 28) 37 1,453 台湾、マレーシア、香港、中国

2017(H 29) 50 1,680 台湾、マレーシア、豪州、米国、中国、タイ、香港

2018(H 30) 40 1,413
台湾、マレーシア、豪州、中国、タイ、インドネシア

（※小学校５校，中学校５校，高校２９校，特支１校）

2019(R 1) 45 1,746 台湾、マレーシア、豪州、中国、タイ、インドネシア

※千葉県訪日教育旅行促進協議会を通じ県内学校との交流を実施した学校数及び人数
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（2020）等のこれまでの訪日教育旅行研究で対象として

きた地域の事例に加え、新たに千葉県の取り組みについ

てその詳細を把握することが出来た。これらの地域に

は、それぞれ現職の教員または教員経験者である学校交

流コーディネーターが配置され、学校交流の誘致活動や

マッチングにおいて、大きな役割を担い、取り組みの成

果を上げてきたが、コロナ禍においても訪日教育旅行に

対する取り組みを継続し、その成果として新たな可能性

が示されていたと考えられる。 
そこで3地域の事例を通して、以下の通り整理し、考

察する。ぞれぞれの地域の取り組みやアプローチに違い

はあるが、概ね以下の10点については、共通する点が

多いと考えられる。 
 
①COVID-19により訪日教育旅行による生徒達の来日

は、2020年2月以降実施出来てはいない。対面の学校

交流は全て中止となり、その後の実施例もない。 
②それぞれの地域で対面に代わる方法としてオンライン

を活用したWEB交流が行われている。対面実施が出

来ないことに対する代替の方法であり、対面交流に代

わるものではないが、一定の交流成果を上げている。 
③コロナ禍においての学校交流は、訪日教育旅行を誘致

する地域のある日本側だけが求めているものではな

く、訪問する相手国側の学校も強く求めている。 
④WEB交流を実施するには、学校のオンライン環境の

整備が重要である。日本のオンライン環境には、地域

差や学校間の差が大きいため、実施にあたっては、こ

れをサポートする必要もある。 
⑤訪日教育旅行の誘致という目的以外にも、国際交流に

熱心に取り組む日本側の学校からWEB交流への期待

があり、訪日教育旅行の取り組みという機会に関心を

寄せる学校や担当者がいる。 
⑥⑤の訪日教育旅行のWEB交流の取り組みが広がり、

国際交流を行う学校と協力して実施する事例もあっ

た。 
⑦WEB交流は、COVID-19下における代替措置として

のみ活用するのではなく、今後対面交流が再開され、

実施される場合に事前・事後の学習として活用するこ

とが出来、大きな効果があると考えられる。 
⑧感染拡大当初はCOVID-19対策としてのガイドライン

作成を求める声が多くあった。しかし、対面が再開で

きない現状では、その作成に着手する取り組みはまだ

広がっておらず、ガイドラインの有無が今後の誘致に

おいて、どの程度必要であるかは、あまり議論となっ

ていない。 
⑨誘致に取り組む地域のみでの活動ではなく、他の地域

と協力することで、受け入れの幅が広がり、さらに対

処とする市場が広がることがある。誘致する地域間の

ネットワークが有効である。 
⑩様々な状況の変化に対応出来るかどうかは、その問題

に専任として対応出来る人材が配置されているかどう

かが大きい。組織体制、協力関係が様々な受け入れの

条件に柔軟に対応するための鍵となっている。 
 
これらの観点は、おそらく訪日教育旅行の取り組みと

して、一部はコロナ前にも指摘したことである。そして

コロナ禍にあるここ数年間、さらにはコロナ終息後にも

共通して考えていくべき点である。もちろん、3地域以

外の他の地域の取り組みから、また新たな知見も得られ

るだろう。その意味で引き続き、様々な地域の取り組み

に注目していくべきだろう。 
本研究の2点の着眼とその結果として考察した10点

を踏まえて、訪日教育旅行の現状と今後の展望につい

て、本研究の成果について以下の3点にまとめる。 
①COVID-19は訪日教育旅行の受け入れが出来ないとい

う危機を一定期間もたらすが、WEB交流などの手法

の開発や国際交流の意義の再認識という観点から、再

開後には、訪日教育旅行の再開と学校交流の受け入れ

が広がる可能性を示している。 
②WEB交流への対応により、学校交流に向けての事前

学習・事後学習に新たな手法が導入され、対面交流再

開後もその活用を継続することで、教育価値を高める

ことが出来ると考えられる。 
③コロナ禍という苦難にあって、訪日教育旅行の課題に

取り組む専任担当者の役割が大きく、それをサポート

する組織の存在や関連組織とのネットワーク化によ

り、受け入れが持続し、発展していく可能性が高い。 
 COVID-19という厳しい状況での取り組みを通して、

あらためて、訪日教育旅行の意義を体感し、再開後に発

展する可能性が垣間見えたといえるだろう。 
学校や地域の理解を得るためには、安全と安心は不可

欠で、まずはインバウンドの回復からはじまり、訪日教

育旅行の再開には時間がかかると予想する意見が多い。

一方で、コロナ禍においても、教育は止めることが出来

ない。オンラインによる学習の取り組みと同時にWEB
交流も世界に広がったのだろう。このような状況下でも
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オンラインでの商談会や個別のネットワークで、相手国

の教育関係者と話をすると、日本への訪問意向が非常に

強いこともわかるという。 
学校のほぼ全ての生徒が参加する日本型修学旅行につ

いては、海外への修学旅行の再開のためのハードルは高

いというのが関係者の認識である。一方で、希望者によ

る少数の構成による訪日教育旅行は、学びに対するニー

ズが強く、予想より早く回復するのではないかと考える

担当者もいる。日本の様々な魅力と関心は予想以上に大

きい。もちろん、元の状態に戻ることは簡単ではない

が、関係者の取り組みと学校や教員、生徒の反応を見る

と、訪日教育旅行はじめ教育旅行の意義と期待はとても

大きい。訪日教育旅行の再開とその後の展開に向けて、

先進的に取り組んでいる地域から学ぶことは多い。本研

究の成果から、持続するために取り組みを続けていくこ

と、そして課題やニーズを汲み取り、様々な対応を行う

ことでその先の活動に続けていくことが重要であると指

摘したい。 
 

【補注】 

1）国土交通省観光庁（2021）の観光白書を参照。観光に関す

る各種統計データは定期公開されるが、本研究が扱う訪日教育

旅行のデータは観光関連機関等から公表されることはない。 

2）宍戸（2018、2020）では、訪日教育旅行の先進地域とし

て、長野・長崎・大阪・奈良等を事例に研究を行った。 

3）訪日教育旅行は、文科省のデータを参考にすることから、

一般的に「学校間交流を含むもの」と定義され、学校交流を行

ったものをデータとし、訪日教育旅行の実施数としてカウント

されることが多い。 

4)JNTO「訪日教育旅行ガイド」に記載。以下ウェブサイト。 

https://education.jnto.go.jp/ja/ 

5）結果は2021年11月22日に公開されているが、データは同

年5月実施の結果だと考えられる。詳細は以下。 

https://education.jnto.go.jp/ja/news/2021/11/questionnai

re-survey-2020/ 

6）留学生支援コンソーシアム大阪については、詳しくは以下

参照。https://www.studyinosaka.com/ 

7）千葉県の訪日教育旅行の取り組みに関する事例調査は、今

回が初めてであるため、訪日教育旅行に関する概要も含めて述

べている。 
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