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【研究発表】 

旅行業務取扱管理者試験「旅行業法及びこれに基づく命令」科目からみた 

旅行業にかかわる政策の指向 
 

廣岡 裕一* 

 

【 要 約 】 

 旅行業にかかる国家試験として旅行業務取扱管理者試験が実施されている。本稿では、国内旅行業務取扱管理者試験 3 科目、

総合旅行業務取扱管理者試験 4 科目のなかで、そのうちの 1 科目「旅行業法及びこれに基づく命令」の科目の試験問題を通じ

た分析を行う。ここでは、当該科目における試験問題を通じて、試験実施者が何を伝えたいか、その結果、旅行業を所掌する行

政は、その施策の方向性に何を持ち、旅行業界をどのように導きたいのか、を明らかにする。 
 
キーワード：旅行業務取扱管理者試験、旅行業法令、旅行業行政 

 
１．概要 

 旅行業務取扱管理者の制度は、旅行業務取扱主任者と

して1971年に旅行業法が旅行あっ旋業法から改題された

改正で設けられた。そして、旅行業務取扱主任者として選

任されるためには、旅行業務取扱主任者試験に合格する

ことが必要となった。この試験の当初の試験科目数は、

「一般旅行業務取扱主任者試験」8 科目、「国内旅行業務

取扱主任者試験」4 科目であったが、1995 年の改正で、

「一般」4科目、「国内」3科目になった。 
そして、2004年の改正で「旅行業務取扱主任者」が「旅

行業務取扱管理者」とされ、「一般旅行業務取扱主任者試

験」は「総合旅行業務取扱管理者試験」とされ、「国内旅

行業務取扱主任者試験」は「国内旅行業務取扱管理者試験」

となった。 
この制度が設けられたのは、旅行業務の内容も高度の

知識経験を必要とされる専門的なものとなり、旅行業に

従事する者の質的向上を図り、旅行者の保護及び旅行サ

ービスの水準の向上を図るためである。しかし、制度創設

の段階から旅行業務取扱主任者に実質的な権限を付与す

るというような意向はなかった。この制度の導入は、消費

者保護に寄与することが目的ではあるが、旅行業界を発

展させるために、その従業者を何とかして勉強させよう

としたことにねらいがあったと考えられる (廣岡, 2004）。
また、旅行業務取扱主任者制度は、行政が旅行業界の発展

と質的向上を促すために導入されたもので、試験の合格

率により、政策的に旅行業界の人材の需給にもコントロ

ールを及ぼしうるツールとして導入されたものである、

と考えてよい (山下, 1989）。したがって、その試験問題も

行政の政策的判断を踏まえたものと考えられる。すなわ

ち、旅行業務取扱管理者試験の問題は、行政が、旅行業界
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の発展と質的向上のために必要と考える内容が反映され

ているものといえる。 
筆者は先に、『旅行業務取扱管理者試験の分析』を著し

試験を通じて、旅行業界を政策的にどのように導きたい

のかを分析したが、本稿では、その中の「旅行業法及びこ

れに基づく命令」（以下「旅行業法令」）科目において、行

政が法制度上実務に対して強調を示したい点を明らかに

する。 
 
２．旅行業法令の変遷 
本章では、「旅行業務取扱管理者」となった以降の主要

な旅行業法令の改正事項について示す。 
2005 年施行の改正法では、旅行業務取扱管理者への名

称の変更のほか、旅行業の定義に自己の計算において、運

送等及び運送等関連サービスの提供を提供する者との間

で契約を締結する行為が加わった。また、旅行業務取扱管

理者の職務が 9 事項となり、旅行業務取扱管理者の職務

に関し必要な知識及び能力の向上を図る努力義務が追加

された。そのほか、営業保証金・弁済業務保証金から弁済

を受ける権利を有する者を旅行者に限定すること、旅程

管理研修実施機関を指定制度から登録制度にすること、

旅程管理業務の実務経験の軽減、禁止行為の追加、旅行業

者代理業者が加えた損害についての所属旅行業者が賠償

する責任、取引条件の説明事項や契約締結時に交付する

書面の記載事項の追加、誇大広告が禁止される事項とし

て、旅行地における旅行者の安全の確保や感染症の発生

の状況など衛生に関する事項の追加などが定められた。 
 以降、2007 年5月には、第3種旅行業者も募集型企画

旅行を実施できる旅行業法施行規則第 1条の 2 の改正が

施行され、2007 年 12 月、旅行業法施行要領に「ＩＳＰ
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（インターネット・サービス・プロバイダー）等は、旅行

業の登録は不要」という項目の追加、「ダイナミックパッ

ケージ」は、募集型企画旅行に該当するという項目が加え

られた。 
2008 年には、旅行業法令の範疇でないか「観光圏の整

備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」

（観光圏整備法）が施行され観光圏内の旅行に関しての

取り扱いについては、観光圏内限定旅行業者代理業をで

きるとした。 
2009 年9月には、消費者庁が設置され、それに伴う旅

行業法改正が行われた。 
 2012 年7月には、旅行業者が旅行者と締結する契約等

に関する規則、旅行業法施行規則が改正され、取引条件の

説明を行う事項、広告の表示事項として企画旅行おける

運送サービスについて、輸送の安全に関する情報、旅行業

務取扱管理者の職務として、取引の公正、旅行の安全及び

旅行者の利便を確保するため必要な事項が加えられた。 
 2013 年4月には、地域限定旅行業の区分を加える旅行

業法施行規則改正が施行された。 
 2018 年1月に旅行業法の改正が施行された。この改正

での主要な改正点は、旅行サービス手配業の登録制度と

地域限定旅行業務取扱管理者の創設である。このほか、取

引条件の説明や書面の交付の際の記載事項に通訳案内士

の同行の有無を加えることなどの改正がなされた。また、

2018 年度より地域限定旅行業務取扱管理者試験が実施さ

れて、地域限定旅行業では、一定の場合には複数の営業所

で 1 人の選任で認められることなった。あわせて、この

改正で営業保証金の額が一部変更されている。 
2018 年6月には、住宅宿泊事業法の施行にともない、

旅行業者が住宅宿泊事業についてのサービスの取引を行

う際にも、禁止行為として、住宅宿泊事業の届出をした者

であるかどうかの確認を怠る行為を追加する旅行業法施

行規則の改正が行われた。 
 
３．「旅行業法令」科目の出題 

 2001 年から2021 年までの12 年間の「旅行業法令」科

目の出題を、条文の構成や条文が意図する一つの指向性

を基準に次のような群にまとめ、その出題割合をみると

図表1、図表2のようになる。 
「目的」 第1条にかかる出題 
「定義」 第2条にかかる出題 
「登録」 第3条から第11条、第15条から第18条の2
にかかる出題 

「旅行業務取扱管理者」 第11条の2、第11条の3にか

かる出題 
「取引準則」 第12条から第12条の11にかかる出題 
「禁止・取消・改善・罰則」 第13条、第14条、第18
条の3から第20条、第64条以下にかかる出題 
「代理・受託・手配業」 第14条の2、第14条の3、第
2章・第2節にかかる出題 
「旅行業協会」 第3章にかかる出題 
 

図表1 総合旅行業務取扱管理者試験の出題分布 
出所）筆者作成 

 

  図表２ 国内旅行業務取扱管理者試験の出題分布 
出所）筆者作成 

 
４．試験問題からみる政策指向 
旅行業法は、消費者保護法であるので、その法の趣旨を

理解する意味で、「目的」「定義」からは毎年出題され、「取

引準則」の出題割合が高いのは、法の趣旨に則って、実務

を管理・監督する旅行業務取扱管理者に求められる能力

を確認する意味から当然といえる。また、自らの職務を認

識できているかを確認する意味から「旅行業務取扱管理

者」からの出題が、「総合」「国内」とも毎年2題はあるの

も、この試験の存在意義を裏付けるものである。 
 そのうえで、試験問題を通じて旅行業界に注目を促し

たいと考えられる点を示す。 
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 まず、今世紀に入りインターネットによる旅行取引が

多くみられるようになってきたが、旅行業法令のみから

みると、インターネットによる取引において、それが、旅

行業法の規制の対象となるのか、の対応に十分な解を求

めることが難しい。そのため、その解釈は旅行業法施行要

領によっているが、これは「旅行業法令」の出題にはなじ

まない。しかし、この問題は、現在の旅行業界においては

看過できない問題といえよう。では、これは試験ではどの

ように扱われているのであろうか。定義における行為性

に関して、「インターネット」の語が選択肢に含まれる問

題は、総合旅行業務取扱管理者試験においてこの12年間

で以下のように5題出題されている。 
 
○ホテル業者がインターネットを使用して、自ら経営

するホテルの宿泊プランを販売する行為 （総合

2010年 問1） 
○ホテル業者がインターネットを使用して、自ら経営

するホテルの宿泊サービスを提供する行為 （総合

2013年 問15） 
○ホテル事業者が、インターネットを利用して予約を

受け付け、自ら経営するホテルの宿泊サービスを提

供する行為 （総合2014年 問14） 
○宿泊業者が、インターネットを利用して、自ら経営す

るホテルの宿泊サービスと他人の経営する観光タク

シーのセットプランを販売する行為 （総合2018年 
問3） 
〇宿泊事業者が、インターネットを利用して予約を受

け付け、自ら経営する旅館の宿泊サービスを提供す

る行為 （総合2020年 問17） 
 
これらの問題は、解答が明確になる事例を挙げ、「イン

ターネット」という語をあえて使わなくても問題は成り

立つ。しかし、「インターネット」という語を使って、受

験者に、インターネット取引のことも考えておかねばな

らない、というメッセージを送っているのではないかと

考えられる 。（もっとも、2021 年の出題は、〇宿泊事業

者が、自ら提供する宿泊サービスと他人の経営するゴル

フ場のゴルフプレーをセットにした宿泊プランを販売す

る行為 （総合2021年 問1）となっている） 
 次に、試験問題を通じても着地型旅行を推進する政策

意図がみられる。 
 例えば、国内旅行業務取扱管理者試験では、 
 

○地域限定旅行業者は、本邦外の旅行に関する相談に

応ずることはできない。（国内2019年 （4）） 
 
のような地域限定旅行業の相談に応ずる行為に焦点を当

てた同種の問題が、地域限定旅行業が導入された2013年
以降 9 年間で 4回出題されている。旅行に関する相談に

応ずる行為は、地域限定であるか否かを問わず本邦外の

旅行であっても応じることが可能ということを伝えたい

あらわれであるといえよう。さらに、登録の問題そのもの

のみならず、営業保証金、旅行業務取扱管理者の選任、受

託契約にかかわる問題において、地域限定旅行業や第三

種旅行業者の募集型企画旅行の取り扱いにかかる問題が

頻出している。 
地域限定旅行業者においても、受託契約をして、総合旅

行業務取扱管理者が選任されていれば、他の旅行業者の

実施する海外募集型企画旅行を当該他の旅行業者を代理

して企画旅行契約を締結することができることを知らし

めることは、現実的なメリットを受験者に認知させるこ

とで、地域限定旅行業者への登録への動機付けを高める

意図があるのではないか、と考える。そして、それが、地

域限定旅行業者を増やすこととなり、その結果、着地型旅

行が促進されることを意図していると考えられる。 
また、時事的な問題を法令の規定に結び付けて解答で

きるかという能力も試す指向もみられる。2020 年、2021
年とコロナウイルスが蔓延したが、2020年、2021年いず

れも誇大広告の禁止の問題で感染症にかかる出題が以下

のようになされている。 
 
〇感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に

関する事項 （総合2020年 問21）【誇大広告の禁止

事項】 
〇感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に

関する事項は、誇大表示をしてはならない事項とし

て定められている。 （総合2021年 問10） 
 
旅行業務取扱管理者試験は、試験を通じて消費者保護

のための規定を浸透させている意義があるが (廣岡, 
2004）、新たな制度を周知させる意向が強く出ている。す

なわち、新たな制度は、その時の推進すべき旅行業にかか

る政策課題であるからである。そして、施行されている法

令では、刻々と変化する業界の環境には、対応しきれない

課題がある。現実的には、解釈の通達を周知させることで

対応しているが、これは出題範囲にならない。しかし、そ
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の課題に関係する法令にかかわる問題を出し、その問題

への問題意識の醸成を試みる意向がみられる。これは時

事的な問題を現行法に絡めて出題していることも同様と

考える。 
 
参考文献 
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【研究発表】 

旅行会社の高収益モデル 
―Walk Japan 社を事例に― 

 
村上 彩実* 

 
【 要 約 】 

 旅行会社のビジネスモデルは、時代と共に変容し続けており、様々な要因から経営課題を抱えている。低収益体質かつ価格競

争が激しい国内旅行産業では、顧客に対して付加価値と低価格を提供可能な新たなビジネスの展開の必要性が指摘されている。

本研究は、先進的な事例として Walk Japan 社にヒアリング調査を行ない、そのビジネスモデルを考察したものである。その結

果、地域の何気ない日常を主眼に置いた旅行商品の造成とそれに価値を付加するツアーリーダーの存在が大きな要因であるこ

とが明らかとなった。 
 
キーワード：旅行会社、高収益、高付加価値 

 
１．はじめに 

 日本国内の旅行市場は、時代や市場の変化と共に変容

し続けてきた。しかしながら、収益性や生産性の低さに加、

市場の成熟化によってさらなる変容が求められている。

従来の旅行会社における経営課題について、岡本他（2009）
は以下のように整理している。 
1）薄利多売の典型的な低収益構造である。量販が見込め

た団体旅行の衰退により個人旅行が主流になってきたも

のの、個人旅行の取り扱いは収益性が低く、量的拡大は見

込めず、市場の低迷と減退が著しい。これにより、業界内

での価格競争を激化させ、薄利多売の低収益な産業構造

が形成してしまったのである。 
2）市場の変化に伴い、生産性が低下している。顧客の旅

行に対するニーズが多様化ならびに個性化したことによ

り、市場が分散し、個人対応の必要性に迫られた。個人旅

行の手配は、手間がかかることから、生産性が低下する。

さらに、情報通信技術の急速な発展により、店舗営業を推

進してきた旅行会社の販売形態と市場の実態が乖離し始

め、費用対効果のバランスが保てなくなった。 
3）航空会社間で行われていた不透明な商習慣が改善され、

割増手数料やリベート等による収入が減少した。 
従来旅行商品は、認可運賃制度に基づいて造成されてき

た。個人を対象としない団体包括旅行運賃をバラ売りす

ることは規制上認められておらず、旅行会社は航空券の

販売に得られる手数料を収入源としていた。しかしなが

ら、段階的な運賃規制緩和が行われ、これまでスタンダー

ドであった商習慣は改善され、手数料という収入源の一

つが減退していったのである。 
4）情報通信技術の発展および普及により、顧客は航空会

社や宿泊業者などが直接から旅行素材を購入可能になっ

 
* 追手門学院大学国際学部・立命館大学大学院経営学研究科博士後期課程 

た。したがって、手配業務による手数料収入がなくなり、

また旅行会社の存在意義も希薄化している。 
 このように、旅行会社は、さまざまな背景による経営課

題を抱えている。なかでも、最も深刻とされているのは、

低収益性の産業構造であり、業界内での価格競争は激化

しているといえる。また、近年のインターネットの発展に

より、旅行会社そのものの存在意義や市場価値が失われ

ている傾向にある。旅行会社が生き残る上では、その存在

価値を顧客に示すことが必要となる。 
 このような状況下、旅行会社は新たなビジネスモデル

の展開が求められている。小林・廣岡（2021）は、従来の

「発地型」から「着地型」旅行ビジネスへの転換を強調し

ている。すなわち、これまでに培ってきた旅行業の知識と

経験を基盤に、地域の観光地域づくりや商品コンテンツ

の開発などへビジネスの領域を拡大し、「地域交流ビジネ

ス」を創出していく必要があるとしている。さらに、岡本

他（2009）は、業界間での価格競争の優位性を確立するに

は、製造から販売まで一貫して流通システムを管理する

ことの重要性を指摘している。これにより、顧客の旅行ニ

ーズに幅広く対応できるだけでなく、販売までに必要と

するコストを削減できる。つまり、付加価値と低価格を実

現することが可能になるのである。 
 今日の国内旅行ビジネスは、薄利多売の低収益構造か

ら脱却し、「厚利少売」による構造へと変容を遂げること

が求められている。そこで本稿では、新たな国内旅行のビ

ジネスモデルを構築している旅行会社の事例を取り上げ、

付加価値と低価格の両立を実現するビジネスモデルにつ

いて考察する。 
 
２．新たな国内旅行ビジネスのあり方としてのWalk 
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Japan社 
 本章では、高収益モデルを展開する旅行会社、Walk 
Japan社を事例として挙げる。Walk Japan社は日本旅行を

専用とする旅行会社として 1992 年に香港で設立された。

設立者は、香港大学で教鞭を執っていたアメリカ出身の

日本歴史の専門家とイギリス出身の日本社会地理学専門

家である。香港大学の学生向けに中山道を歩いて学ぶフ

ィールドワークのツアーを実施したことを発端に、一般

の人々向けにも同様のツアーを提供するために Walk 
Japan社が設立されたのである。 
 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける前までの

2019年には、合計725ツアーを実施し、4,440名の訪日外

国人旅行者を受け入れた。Walk Japan社の顧客層は、英語

圏からの訪日外国人旅行者を主軸としている。国別の顧

客層として最も多いのがオーストラリアで、アメリカ、シ

ンガポール、香港の順に顧客を獲得している。また、顧客

の年齢層は40-70代で、富裕層を中心としている。数多く

抱えるリピーターの中でも最大18回もWalk Japan社のツ

アーを利用している顧客がいるという。また、友人や家族

などの新規顧客を連れて、次回のツアーに参加すること

も珍しくない。これは、Walk Japan社が提供するサービス

が高い満足度を生産していることを示唆している。 
 Walk Japan 社のサービスコンセプトは、興味（知識）、

エンターテイメント（魅力）、効率 (顧客の時間とお金の

最大限の活用)の3つである 。第一に、興味（知識）は、

ツアー中に顧客に日本のさまざまな側面に光を投じるこ

とを意味している。Walk Japan社のツアー商品は、歩くこ

とと学ぶことに強い興味関心を抱いている顧客向けに造

成されている。本理念の原点は、Walk Japan社の設立前に

香港大学の学生たち向けに実施されたフィールドワーク

にある。フィールドワークの目的は、日本や日本人の文化

を学生たちがいかに学ぶかに焦点が当てられていた。そ

の後、一般の顧客向けにサービスが展開されたが、その理

念は変わらず、ツアーでは日本や日本人の生活様式を随

所で見られ、体験できるよう設計されている。公共交通機

関に加え、家族経営で小規模な宿泊施設や飲食店を最大

限に活用し、日本の生活に溶け込むことができるように

設計されている。 
 第二に、娯楽（魅力）は、ツアーを演出するツアーリー

ダーの起用にある。ガイド付きツアーには、すべての行程

にツアーリーダー（通訳ガイド）が同行する。ツアーリー

ダーは、日本出身者のみならず、世界中から日本に魅了さ

れ移住した人々が起用されている。ツアーリーダーたち

は、日本語と英語の運用能力に長けているだけでなく、日

本と日本人について深い知識を持ち合わせている。彼ら

の専門知識は、メディア、農業、商業、芸術など幅広い。

そのため、経験豊富な知識を基に顧客の興味や関心に応

じた情報を幅広く提供できるのである。また、ツアーリー

ダーは、顧客と提供する情報に命を吹き込み、顧客が新た

な知識を得ることを楽しむことができるように訓練され

ている。このような能力を持つツアーリーダーの存在が、

リピーター客を生み出す要因となっている。 
 第三に、効率 (顧客の時間とお金の最大限の活用)は、

顧客志向のサービス提供に焦点を当てている。Walk Japan
社のツアーは、すべて最少催行人図は設けられていない。

一人でも予約が確定すればツアーは催行される。また、顧

客との接点は、予約が確定した旅前から始まり、ツアーに

参加している旅中はもちろん、帰国後の旅後の対応まで

であると考えている。ツアー中は、ツアーリーダーによる

顧客との相互作用が中心となるが、ツアー参加前後はツ

アーに関わる情報提供やコミュニケーションを頻繁に行

なっている。予約確定時や問い合わせに関するコミュニ

ケーションは、すべてオンライン上で行なわれる。主にE
メールを使用するのだが、世界各国からの顧客とコミュ

ニケーションをとる上での課題の一つには、時差が挙げ

られる。Walk Japan社は香港、日本、イギリスにスタッフ

が駐在しており、オンライン上でのやりとりがほぼ24時
間可能な体制になっている。したがって、顧客からの問い

合わせなどには、時差の影響なしに対応ができ、顧客を待

たすことなく対応可能な体制が構築されている。また、集

客に関しては、他のエージェント等の利用は一切行って

おらず、100％自社サイトによる予約を受けている。この

ことから、コストを抑えながらも顧客のニーズに応じた

旅行商品の造成が可能となり、高い顧客満足度を創出す

る結果になっていることが考えられる。 
 
２.１．ヒアリング調査 

 本調査は、Walk Japan 社のCEO であるPaul Christie氏
に Walk Japan 社のビジネスモデルについてヒアリング調

査を行なった。ヒアリングは、2021年7月28日にオンラ

インにて行なった。しかし、得られた情報は断片的かつ限

定的であったため、同年12月4日および5日に大分県杵

築市大田エリアに訪問し、現地にて追加のヒアリング調

査を対面で行なった。 
 
２.２．Walk Japan社の提供する旅行商品の概要 
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 Walk Japan社が提供するのは、歩くことを主眼に置いた

ツアーであり、日本の風景や地元の人々と文化交流をす

るアクティビティが特徴的である。ツアーの種類には、全

行程をツアーリーダーと呼ばれる通訳ガイドとともに巡

るガイド付きツアー（guided tours）、ガイドの同行を伴わ

ないセルフガイドツアー(self-guided tours)、テーマに応じ

た体験を主軸としたスペシャルツアー（specialty tours）を

展開している。他また、顧客の要望に応じてツアーを策定

するカスタムツアー（custom tours）や、訪日修学旅行の受

注型企画ツアーも展開している。 
 ガイド付きツアーは、Walk Japan社の主力商品である。

北海道から沖縄まで日本各地に合計34のツアーを展開し

ており、ツアー期間は最短 2 泊 3 日から最長 10 泊 11 日

で、価格は28,000円から698,000円（宿泊・食事込み）で

ある。各ツアーには、行程に応じたアクティビティレベル

とテクニカルレベルが設定されており、1 日最長 5km を

ゆっくりと歩くレベル 1 から、高低差が多い道を 1 日最

長 25km を最速時速 5km の速さで進むレベル 6 まで用意

されている。また、テクニカルレベルは、平坦な道を歩く

レベル 1 から急な坂や高低差のある山道を歩くレベル 6
まで設定されており、旅行者の幅広いニーズに対応した

商品が取り揃えられている。最少催行人数は 1 名、最大

12名まで参加可能としている。 
 
２.３．地域の魅力を軸とした旅行商品の造成 

 Walk Japan社のツアー商品の特徴は、そのコンテンツに

あり、日本人にとって当たり前の風景、文化、人々を主眼

に置いたコンテンツを顧客に提供している。Walk Japan社
のツアーを利用する顧客は、40 代以降の富裕層が中心で

あり、訪日経験も十分にある顧客も珍しくない。そこで、

日本人の暮らしに溶け込むような体験を提供するツアー

商品を造成している。地域の公共交通機関の利用をはじ

め、家族経営の宿泊施設での宿泊、地元の寺院での宿泊や

活動、地元の企業の訪問など、様々な日常の場面や地元の

人々との交流を楽しめるコンテンツを用意している。 
 例えば、Walk Japan社の提供する商品中でも人気を博し

ているのが、大分県杵築市のある民家に暮らす79歳の女

性宅訪問である。この女性自身が旅のコンテンツとして

注目を浴びている。この女性は、英語が話せるわけでもな

ければ、観光事業者でもない。女性宅でただお茶をしなが

らおしゃべりをするだけなのである。顧客は女性の話す

内容が確実にわかっているわけではないものの、顔の表

情などから推測したり、ツアーリーダーに仲介してもら

うなどして、その場を楽しむ。これが、ツアーコンテンツ

の目玉として位置付けている。 
 また、Walk Japan社はツアーコンテンツの一環として里

山を活用している。大分県杵築市大田エリア（旧大田村）

は、過疎化や高齢化の背景から荒廃する土地が点在する。

土地の荒廃化には、里山の管理放棄のみならず、高齢によ

る休耕田の増加も要因となっている。荒廃した土地は、里

山の景観を崩してしまい、ツアー参加者の顧客満足度を

下げる要因になりかねない。そこで、CEO である Paul 
Christie氏自らが草刈機やショベルカーなどを用いて、荒

廃した土地の整備や自然林化に向けた作業や、畑の管理

を代行を行なっている。田畑の収穫作業を修学旅行のツ

アーコンテンツに農業体験として加えることはすでに行

なっているが、今後は整備した土地に宿泊施設を構えた

り、その土地を劇などを鑑賞する屋外シアターに発展さ

せることを目標としている。このように、地域に点在する

土地の保全活動そのものをツアーのコンテンツとして活

用するように地域づくりを行なっている。 
 
２.４．価値を高めるツアーリーダーの存在 

 Walk Japan社が提供するサービスの中で特筆すべきは、

ガイド付きツアーに同行する通訳ガイドの存在である。

Walk Japan社では、通訳ガイドを「ツアーリーダー」と称

しており、顧客の全旅程に同行し、ツアーコンテンツの魅

力を促進する役割となっている。 
 ツアーリーダーは、全てフリーランスであり、日本の各

所に居住している。ツアーリーダーの資格に国籍は関係

しない。日本生まれの日本人もいれば、日本に移住して30
年以上経つ外国人もいる。日本に移住するきっかけとな

った背景はさまざまあるが、日本の小中高などで英語を

教える外国人英語講師としての経験を有するものが多い。

しかしながら、彼らの日本に関する専門知識は、ジャーナ

リズム、生物学、IT、音楽、自然環境、海洋学、メディア

など多様しており、各種業界で活躍していた経験と知識

がツアーリーダーとして活かされている。ツアーで使用

する言語は、主に英語であるが、他言語対応もガイドの能

力や顧客の要望に応じて可能としている。 
 ツアーリーダーとしての採用基準に、全国通訳案内士 
などの国家資格は必要ない。それは、ツアーリーダーは、

資格を有していても英語や接客が素晴らしいとは限らな

いという信念に基づく。また、高い語学運用能力に依存し

たサービス提供は、顧客のニーズに対応したサービスの

提供に繋がらず、結果として顧客満足度を下げる要因に
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もなりかねない。したがって、採用条件に求められる最も

大きな要素は、ツアーリーダーとしての人柄である。また、

自社トレーニング制度をクリアーし、トレーニング終了

後もツアーリーダーとしての質を研鑽していく意志も求

められる。 
 一般的に通訳ガイドは、旅程管理や訪問地の案内とそ

の説明が主たる業務である。しかしながら、Walk Japan社
のツアーリーダーは、ツアーコンテンツの魅力や価値を

引き立たせる役割であるといえる。以下にその例を 1 つ

あげる。中山道のツアーでは、宿泊場所にトイレが 1 ヶ
所しかなく、朝の混み合う時間帯などには不便であり、顧

客満足度を下げる要因であることが懸念されていた。し

かし、ツアーリーダーは、宿泊施設までの道のりの約

20kmを数百年の歴史を遡るように語り始め、その民宿の

中山道での位置付けや存在意義、宿の歴史などの細かな

説明を話した。単にトイレが 1 ヶ所しかないことを伝え

るのではなく、歴史を交えたストーリーの展開により、デ

メリットをエンターテイメントへと変換させた。これは、

マニュアルに基づいたものではない。このツアーリーダ

ーの機転と発想の転換は、ツアーコンテンツの魅力や価

値を引き出す要素として作用するのである。 
 また、ツアーリーダーは顧客との相互作用を行う上で

は重要な位置付けである。通例、旅行会社は顧客との接点

が非常に少ない。したがって、旅行会社の存在意義が分か

りにくい構図になっているといえる。しかしながら、Walk 
Japan 社はツアーリーダーをツアーが稼働している最中

は、常に顧客と時間を共にさせることから、顧客と共にサ

ービスやその価値を創造する仕組みをとっている。Walk 
Japan社のツアーリーダーは、他の者に交代することなく、

全ての行程に同行する。それだけでなく、全ての食事も顧

客と共にとり、ツアーに参加している顧客全員とコミュ

ニケーションをとる。つまり、熟練の専属ツアーリーダー

を介して顧客に旅行商品や旅行会社の価値が認知される

仕組みになっている。 
 
３．おわりに 

 本稿は、旅行会社の経営課題を俯瞰し、その上で高収益

を実現するビジネスモデルを展開する旅行会社、Walk 
Japan社の事例を紹介した。Walk Japan社は、小林・廣岡

（2021）や岡本他（2009）が指摘する今後の旅行会社の在

り方を先進的に行ない、高収益モデルを実現している。具

体的には、Walk Japan社は旅行商品の造成から販売までを

一貫して管理しており、リーズナブルで顧客のニーズに

応じた商品の提供を可能にしている。また、顧客との接点

をツアーリーダーを介することで、旅行会社の存在価値

を示し、高い顧客満足度を獲得している。さらに、地域に

焦点を当てたツアー商品の造成、各地域の事業者との連

携、観光地域づくりへの貢献など、旅行会社自らが地域へ

の恩恵をもたらす「地域交流ビジネス」を展開していると

いえる。 
 本稿では、低収益構造であるとされている旅行会社の

中でも先進的な取り組みを行なっている旅行会社に焦点

を当てて、高収益を実現するビジネスモデルの考察を行

なった。この例から今後の展望を見出すことは、旅行産業

全体の展望を切り開く上で非常に重要なものであると考

える。しかしながら、本稿で取り上げたモデルは限定的な

ものであり、より旅行業界全体の体質を改善させていく

ためのさらなる研究が必要である。 
 最後に、本稿の執筆にあたり、長時間ならびに長期間に

わたるインタビューにご対応いただいた上に、その詳細

を公開することに快諾いていただいたWalk Japan社CEO
のPaul Christie氏に感謝申し上げる。 
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【実践報告】 

OODAループ思考を活用した新規事業戦略策定に関する考察 
―旅行業界新設企業事例から新規ビジネスの創出を考える― 

 
万浪 靖司* 

船渡川 崇** 
 

【 要 約 】 
 不確実性の高い状態が続いているVUCA 時代において、思考法のフレームワーク「OODA ループ思考」が今注目されている。

OODA ループ思考とは何か、PDCA サイクルとの違いは何か、VUCA 時代においてなぜ有効なのか、について分析を行い、変

化の早いビジネス環境で柔軟な行動をマネジメントできるOODA 思考を活用した新規事業における短期戦略策定に適した思考

法であるかに関して考察する。また、旅行業界での新設企業事例から新規ビジネス創出についてOODA ループ思考より検証を

行う。 
 
キーワード：OODA ループ思考、新規ビジネスの創出、マネジメント手法、経営者の意思決定 

 
１．はじめに 

 既にビジネスの世界では当たり前になった「PDCA」サ
イクルは、生産管理や品質管理、業務管理などを継続的に

改善していくマネジメント手法として多くの評価を得て

いる。しかし、PDCAサイクルは「安定的な状況下におけ

るマネジメントサイクルである。変化が激しい現代社会

のリスクマネジメントでは、的確な意思決定をして迅速

に実行するためには、PDCA サイクルを適応させること

は難しくなってきている。このような環境下において経

営者の意思決定における思考法としてOODAループ思考

がある。OODA ループ思考は短期間の意志決定が可能で

あるためだ。本稿では、変化が激しい時代においるOODA
ループ思考による意思決定について分析し、OODA ルー

プ思考を活用した新規事業戦略策定に関して考察する。 
 
２．先行研究事例 

PDCA サイクルに代わる戦略的手順に関する先行研究

として、日本情報経営学会第80回全国大会において静岡

大学田中宏和教授(2020)は、「PDCA サイクルを採用する

か、あるいは OODA ループを採用するのかといった二

元論的に論じるのでは実務に役立つ理論形成は期待でき

ない。PDCA サイクルとOODAループは思考法の対極に

位置付けられているモデルであり、実務に応用するには

それらの中間に位置する思考法のモデルが求められてい

る。」と述べている。そのような中間に位置する思考法と

して、田中宏和教授(2020)は、「われわれが提案する次世

代型リーダーに求められる思考法は、「O:観察」→「I:洞
察」→「S:シナリオ作成」→「R:実現化」からなるループ

 
*  有限会社マンナミコンサルタント 会長 
**  株式会社ミタイトラベル 代表取締役社長 

である。これを OISR ループと呼ぶ。」と主張している。 
また、Society5.0の新しい組織と経営ストラテジーに関

する先行研究として、岐阜聖徳学園大学加納正二教授

(2020)は、「OODA ループは変化が激しい VUCA の時代

にふさわしい手法だと思うが、PLAN が何もないという

わけにもいかない。現実的な方法としては長期的には

PDCA サイクルを用い、短期的には OODA ループを用

いるなど入れ子構造にして組み合わせて用いるのがよい

のではないかと思う。また、企業の成長ステージによって

も使い方が異なるだろう。スタートアップ企業が起業後

しばらくの間、適するのは OODA ループと思われる。」

と主張している。 
 
３．OODAループの必要性と特徴 
本稿では、VUCA 時代の思考法として、長期的には

PDCA サイクルを用い、短期的には OODA ループを用

いることが適していると考えるが、なぜOODAループ思

考がVUCA時代に注目されているのか、シリコンバレー

でも活用されているOODAループ思考だが、なぜ現代に

おいて注目を集めているのか。 
その理由として、世の中の不確実性の高さがあげらる。

経済産業省による「令和元年度 ものづくり基盤技術の振

興施策」調査(2019年)によると、「パンデミックや貿易分

野をはじめとする国家の政策をめぐる不確実性の高まり

が、世界の政策不確実性指数（世界の主要新聞における政

策をめぐる不確実性に関する用語の掲載頻度を指数化し

たもの）の増加につながっている。」と主張している。世

界的な動向において不確実性の高い状況が続き、混沌と
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した情勢になりはじめており、企業にとっても不確定要

素が多く、これまでの経験を役立てられない場面が頻出

している状況を「VUCA時代」と呼んでいる。（VUCAと

は「Volatility」（変動性）、「Uncertainty」（不確実性）、

「Complexity」（複雑性）、「Ambiguity」（曖昧性）の頭文字
をつなげた造語である。） 
未知の状況で、確実な予測が難しくなっている VUCA

時代は、「ものごとの変化が早い状況が続いている」とも

考えられる。したがい、大きな失敗を回避しつつ変化に対

して迅速かつ柔軟に対応できる必要があり、OODA ルー

プ思考が活用されるようになっている。 
チエット・リチャーズ著、原田勉訳『OODA LOOP』p.318

によると、アップル社では３か月計画を事業計画といい、

１か年計画を中期計画と呼ぶ。また、３か年計画、５か年

計画はドリームと言う。３～５年先は考えても意味がな

いということだ。イノベーションのスピードが速く事前

に予想できない動きがいつ生じるかわからない業界では

3 カ月以上先の計画は足かせになるリスクの方が高くな

る。このように、イノベーションのスピードが速い業界で

は、計画や検証は必ずしも必要ではなく、それに代わるの

が OODA ループ思考である。 
OODA ループは、元アメリカ空軍大佐で軍事ストラテ

ジー家ジョン・ボイドの戦闘哲学で、東西冷戦終結後、ボ

イドは、機動コンフリクトと呼ぶ戦略とした。その後、米

国の経営評論家トム・ピーターズは、コラムの中でボイド

について書き、OODA ループを「競争力の真の核心」と

呼んだ。 
 さて、OODA とは何か？リチャーズの著書 p.107 によ

ると、下記の様に説明している。 
Observe観察：環境を観察しなければならない。環境には

自分自身や敵、あるいはその物理的、心理的、精神的状況、

潜在的な敵味方が含まれる。 
Orient情勢判断：観察したものすべてが何を意味するのか

について情勢判断し自らを方向づけなければならない。 
Decide意思決定：ある種の決定を行わなければならない。 
Act行動：その決定を実行に移さなければならない。つま

り行動しなければならない。 
OODA ループの特徴は、静岡大学田中宏和教授(2020)

によると、「第 1 に PDCA サイクルのように定量的な計

画の達成を目的としているのではなく、定性的なミッシ

ョンの達成を目的としていること。第 2 に、「観察」→
「情勢判断」→「意思決定」→「行動」が時系列的な段階

で進展しくことを想定しているものではなく、同時並行

的、複線的に前進・後退することが前提にあること。第 3 
に、ビジネス分野に適用する場合、小規模プロジェクト、

スタートアップ企業、スモールビジネスなど比較的小規

模組織を対象にしていること。第 4 に、近年のソーシャ

ルメディアやAI（機械学習）等の技術革新は、OODA ル
ープに IT を組み合わせることが可能になり、個々人の

経験の蓄積がなくても組織的・大規模に展開できるよう

になったこと。」と述べている。 
また、原田勉(2019)は、「実際の企業組織では PDCA サ

イクルにもとづくマネジメントを行われているようであ

っても、製品開発などのプロセスでは OODA ループの

側面を採りいれている。また、製造現場では QC ストー

リーに沿った反復的な定型業務として改善活動が行われ

ているわけではなく、実際には現場の知恵や工夫、試行錯

誤が不断に行われている。また、トヨタの改善活動は、

PDCA サイクルのようでもあり、OODA ループのようで

もあるとし、実際にはその両方が融合した活動である。」

と述べている。 
従って、PDCA サイクルを採用するか、あるいは 

OODA ループを採用するのかといった二元論的に論じ

るのでは実務に役立つ理論形成は期待できない。PDCA 
サイクルとOODAループは思考法の対極に位置付けられ

ているモデルであり、長期的にはPDCA サイクルを用い、

短期的には OODA ループを用いることが適していると

考える。 
 
４．OODAループを活用した新規事業戦略策定 
 顧客ニーズ、企業シーズに対応した新規事業を構築す

る目的で OODA ループを活用した戦略策定プロセスは、

下記の様に推進する。 
STEP①観察：Observe（情報収集） 
現状把握（外部環境・内部環境）として、外部環境情報（市

場・ニーズ・競合・パートナーなど）と内部環境情報（自

社・シーズなど）把握を行う。 
小林宏之(2020) 「OODA危機管理と効率・達成を叶える

マネジメント」p.96 によると、この「観察：Observe（情

報収集）」が、一番重要なポイントである。そのためには、

観察力を向上させる必要があり、「自身のアンテナの感度」

を上げなければならない。「アンテナの感度」とは、持続

した目的意識、問題意識、危機意識と比例すると考えられ

る。ここで重要となるのが、何事にも興味を持ち、好奇心

を持ち、感性を磨くことである。「観察」をするためには、

次に挙げる「5つの眼」をバランスよく使えるかがポイン
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トである。と主張する。 
①虫の眼：一点集中して、誰も気づかないような小さな 
事情や微かな変化を読み取る観察力 
②鳥の眼：全体を俯瞰し、大局を把握する展望力 
③魚の眼：内部の業務の流れ、政治経済の流れ、顧客・ 
市場の流れ、技術革新の流れ、メディアの関心の流れや 
変化を読み取る展開力 
④コウモリの眼：立場を逆にしたり、モノをさかさまにし

て考える洞察力 
⑤心の眼：目には見えない真実、本質を見抜く力 
STEP②Orient（状況判断） 

現状分析（外部環境・内部環境）として、外部環境 SWOT

分析（機会(O)と脅威(T)）並びに内部環境SWOT分析（強

み(S)弱み(W)）を実施し、クロスSWOTの視点から要件定

義と成功要因分析を行う。 

STEP③Decide（意思決定） 

意思決定のために、目標設定とプラン策定を行い、方針決

定する。まず、目標設定では、現状分析(SWOT分析)から

みた目標設定（仮説設定）とＳＴＰ分析からみたストーリ

ー設定を行う。次に、プラン策定（新規開発）として目標

にマッチした売れる新規商品・サービスの策定を行う。ま

た、プラン策定（計画策定）として、４Ｐ分析（Product／
Place／Price／Promotion）から事業概要を策定する。最後

に、事業計画（定性・定量）と推進スケジュールを策定し、

方針決定（意思決定）する。 
STEP④Act（行動） 

方針に沿って、プラン実行（行動）を失敗を恐れずに推進

する。 
（ループ：Loop） 
動いた結果がどうだったのかを見直す。失敗に終わった

場合は「STEP②Orient（状況把握）」に問題があった可能

性が高くなるので、「STEP①Observe（観察）」に立ち返り

もう一度OODAのプロセスを回していく。終わったこと

をあれこれ考えるのではなく、スピードを重視して立ち

返り OODA ループを回していくことが重要である。

OODA を実践した結果が失敗だったとしても、結果を受

け入れて新しい方法を試すだけである。こうして OODA
ループを何度も回すことで手持ちのパターンも増えて直

感に磨きがかかるため、成果も出やすくなる。 
以上のOODAループを実践し、迅速に行動、結果を振

り返ることで選択できるチャンスが増え、主導権を持っ

た業務の遂行も期待できる。また、状況を熟知していき、

ある程度結果を予測できるようになれば「観察しない」で

「行動する」様なステップのショートカットも可能とな

り、さらにスピーディーに、適切な行動へつなげることが

できるのもOODAループのメリットである。 
 
５．ケーススタディ（旅行業界申新設会社事例） 

 2021年10月1日に新設された旅行会社に（株）ミタイ

トラベル（以下、ミタイトラベル）がある。（株）旅工房

と（株）日本旅行との合弁会社であり、「若者（Z 世代）

に向けた旅行需要の喚起と販売シェア拡大」を目的とし

ている。ミタイトラベルは、ターゲット層がＺ世代である

ことから、当該世代の視点に基づいた商品造成とプロモ

ーション等を模索する状況にある。このミタイトラベル

の業界動向変化に対応する新規事業戦略策定について

OODAループを活用し検証する。 
設立の背景 
多様な旅行形態の顕在化、旅行者の店頭離れ、若者の海外

旅行離れ、テクノロジーを武器とした非旅行会社の台頭、

LCC やサイトコントローラーといった新たなサプライヤ

ーの出現などの外部環境の変化への対応が急務であり、

両社の機能をかけ合わせることで新たな需要を発掘でき

る可能性が認められたため設立に至った。旅行離れが進

む若年層の旅行需要喚起をすることで、旅を大切なライ

フシーンの一幕と定着させ、将来的な旅行需要の確保と

共に、人と人とのつながり、心と心のつながりを大切にす

る社会を実現する。 
中長期的なミッション  
若者（Z世代）に向けた旅行需要の喚起と販売シェア拡大

とし、国内旅行に強い日本旅行と海外旅行に強い旅工房

が協力し、新会社を通じ両株主でシェア拡大を図ること

である。 
短期的なミッション 
国内旅行事業拡大として、Ｚ世代に鉄道を使った旅の楽

しさ魅力を伝え販売するし、Instagram を活用して需要喚

起と販売シェア拡大を狙った。また、溜まり場戦略として、

旅系動画クリエーターとのコラボによるInstagramのフォ

ロワー数増加、フォロワーキャンペーンの実施、SALE商
品の販売、大学との連携を行った。 
環境の変化 
2022年も新規株によりコロナウィルスの影響が長期化し、

GOTO トラベルキャンペーンの延期、緊急事態宣言の発

令によって旅行業界は大きなダメージを受けた。 
観光庁の「令和 2 年度主要旅行業者の旅行取扱状況年度

総計（速報）」によると、2019年度比2021年における主
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要旅行業者の総取扱高の推移をみると、海外旅行（-
97.9%）、外国人旅行（-96.1%）、国内旅行（-66.1%）、合計

（-80.3%）となり、どの分野においても多大な影響を受け

ていることが分かる。またOTA（エアトリ・じゃらん・

アドベンチャー・一休）の売上収益の推移をみると 2019
年度対2021年度比の平均-27.0％一方主要旅行会社合計の

売上収益の推移は-80.0％。このことから、主要旅行会社か

らOTAへ消費者シフトしている事が分かる。 
戦略・方向性の変化 
2022年1月末日時点では、コロナウィルスの影響と、消

費者のOTAへのシフトにより「短期ミッション」のビジ

ネスモデルの転換を余儀なくされることとなった。 
 
６．OODAループを活用した新規事業戦略策定 

 ミタイトラベルは、ビジネスモデルの転換を行う目的

で、2022年2月の1カ月間でOODAループのSTEP①観

察→STEP②状況判断を実施し、2022年2月末には新規戦

略の策定を実施しSTEP③意思決定を行っている。 
STEP①観察：Observe（2022年2月1日～末日） 

ミタイトラベルの調査により、下記の様な外部要因の変

化に関する情報収集を実施した。 

・Ｚ世代（大学生）は地域創生への関心が高い。 

・Ｚ世代（大学生）は就職活動で質問される「ガクチカに

向けた体験や経験」が出来ない不安を抱えている。 

・Ｚ世代（大学生）はコロナ禍の影響を受けて可能な範囲

で国内での活動や今しかいけない短期留学、インター

ンシップ、ボランティアツアーへの希望が高い。 

・観光関連企業や地方自治体はこれから消費の中心とな

るＺ世代の集客につなげたいニーズがある。 

・旅行販売においては、海外の再開が見えたが円安・燃油

税の高騰・PCR検査費用を考えるとレジャー目的の旅行

は、費用面ですぐに需要が戻らない。 

STEP②状況判断：Orient（2022年2月1日～末日） 

・国内旅行に強い日本旅行ネットワーク（ホテルなどの

観光関連企業や地方自治体）の活用 
・海外旅行に強い旅工房の大学を中心とした教育ビジネ

スとの連携 
・大学生を対象とした他社アプリ（ベンチャー企業など）

との連携強化 
・Ｚ世代（大学生）コミュニティーとの連携 

STEP③意思決定Decide（2022年2月末時点） 

（既存事業の強化） 

・SNSのメディア価値向上策の更なる強化 

（新規事業の創出） 

・Ｚ世代（大学生）と観光関連企業や自治体とをマッチン

グプロジェクトの新規推進 

・海外短期留学、海外インターンシップ、海外ボランティ

アツアーの新規販売 

・Ｚ世代（大学生）を対象とした他社アプリ（ベンチャー

企業）との連携事業の新規推進 

・Ｚ世代（大学生）コミュニティー結成によるコミュニテ

ィービジネスの新規推進 
中長期計画への布石 
旅行販売と企業や団体から費用を頂くフロービジネスに

て収益基盤を作りつつ、学生から学びと観光をテーマと

したコミュニティ運営にて収益を得るストックビジネス

のモデルを構築していく考えである。 
 
７．まとめ 

 本稿では、変化の激しい時代の思考法として長期的に

はPDCA サイクルを用い、短期的には OODA ループを

用いることが適していること、OODA ループは強いリー

ダーシップで組織を牽引していく思考法として適切であ

ることを提案した。また、ケーススタディ（旅行業界新設

会社事例）として株式会社ミタイトラベルの短期ミッシ

ョン策定をOODA ループ思考法より検証を行った。この

ケースでは、観察、状況分析、方針決定までを約 1 カ月

で完了させており、すでに個別に推進している。今後推進

においてはループにより、高速での OODA ループを回

し、中長期計画への布石となると考える。 
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【研究発表】 

旅行会社における介護旅行事業の現状と課題 
 

景 梅（JING MEI）* 
 

【 要 約 】 
少子高齢化が進む現在においては、新たな旅行ビジネスとしての介護旅行事業が関心を集め始めている。本稿では、旅行会

社に着目し、経営環境の変化への適応や介護旅行の推進に向け、従来の旅行会社の介護旅行事業や新規参入してきた介護旅行

に特化した旅行会社の様々な取り組みを把握し、業務管理の手法としての PDCA サイクル分析を通じて、介護旅行事業の現状

と課題を明らかにする。 
 
キーワード：旅行ビジネス、介護旅行、トラベルヘルパー 

 

１．背景 

厚生労働省の人生 100 年時代構想会議以来、高齢者の

生き方が変化し始めている。介護や医療は生活の一部に

過ぎず、外出・交流・余暇・社会参加等、所謂「自分らし

い暮らし」実現のニーズがますます広がりつつある (紀

伊信之,2018) 。 

日本の老年人口は2021年12月1日の時点で3617万人

となり、全人口の28.8％を占めた。老年人口は今後も引

き続き増加する見通しである。そして、介護認定を受けた

人の数は令和２年には667万人(厚生労働省介護保険事業

状況報告書)になり、すなわち要支援要介護者数は小学生

数の630万人(学校基本調査,2021)を上回り、社会構造の

変化の現れである。 

旅行業界においては、急速な高齢化進展、人口減少等の

社会構造の変革や、市場全体の縮小、インターネットの普

及により、経営環境が著しく変化している。このような経

営環境の中、旅行会社にとっては非常に厳しい状態が続

いている。そこで、旅行会社は新ビジネスモデルを模索せ

ざるを得ない状況にあり、介護旅行等のように新たなビ

ジネス分野への戦略転換が求められているより、それが

１ソリューションになる。 

 

２.目的 

超高齢化社会となった今では、要支援・要介護認定を受

けた高齢者数は年々上昇しており、人口構造上、大きな転

換期を迎えている。社会から排除されてきたこれらの

人々の余暇・社会参加への対応が観光業の発展にとって

は重要な課題となっている。要支援・要介護者の介護旅行

の歴史が浅く、その発展と普及はこれからの課題である。

本稿は、超高齢化社会における介護旅行という新たな価

値創造をビジネスチャンスとして捉え、介護旅行を取り

 
* 和歌山大学観光学研究科博士後期課程 

組んでいる旅行会社の実態を把握し、課題を明らかにす

ることを目的とする。 

 

３.研究方法 

介護旅行が必要な高齢者の旅行を主として文献調査に

よる大局的な実態把握や、介護旅行事業を展開する代表

的な旅行会社数社に焦点を絞り、介護旅行の取り組み状

況を各社ホームページの情報や介護旅行記録から検討し

た。 

先行研究で実施した旅行会社へのアンケートやヒアリ

ング等の結果を基に、介護旅行事業の推進という視点で

介護旅行の現状や課題を明らかにし、介護旅行の推進の

可能性を探った。 

既存の大手旅行会社はクラブツーリズム株式会社と株

式会社エイチ・アイ・エスに焦点を当て、介護旅行に特化

した旅行会社としては株式会社エス・ピー・アイと株式会

社どこでも介護を対象とした。そして、それぞれの自社サ

ービスのマーケティング戦略、すなわち様々な取り組み

と現状を明らかにする。 

 

４.介護旅行事業の主な取り組みと現状 

「株式会社クラブツーリズム」では100％出資して設立

した「株式会社クラブツーリズム・ライフケアサービス」

という会社があり、シニア層をターゲットとした旅を楽

しむための生活支援サービスや日帰りバスツアーを中心

に事業展開をしている。特にまごころ倶楽部(当社 HP よ

り)ではデイサービス(通所介護）に通うことを日帰り旅

行という位置付けにして高齢者には介護旅行サービスを

提供している。 

「株式会社エイチ・アイ・エス」ではユニバーサルツー

リズムデスクを20年前から設置し、車いすを利用されて
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いる方や聴覚に障がいがある方を中心に介護旅行やバリ

アフリー団体旅行を手掛けている。バリアフリー専任添

乗員同行の募集型ツアー事業とオーダーメイド旅行ビジ

ネスを展開している。 

あ・える倶楽部（株式会社エス・ピー・アイ）ではトラ

ベルヘルパーサービスによる介護旅行を展開している。

設立当初のトラベルヘルパーの育成・派遣事業から近年

ではその強みを活かせた介護ツアーへと発展させている。

料金体系としては介護度による半日か一日単位の介助料

金のほかに超過加算という形で追加料金が設定されてい

る。トラベルヘルパーの旅費・食費・旅行保険等の諸費用

は、旅行客の負担としている。 

「株式会社どこでも介護」では一人では出かけられな

い介護が必要な高齢者・障害者をターゲットに旅の思い

や手伝ってほしい内容に基づいたオーダーメイドな介護

旅行を事業としている。ツアー代金のほかに介護度によ

る時間単位の介助料金を徴収している。 

本稿では対象とした旅行会社の主な取り組みを整理し

た結果以下のような現状が明らかになった。 

(1)介護旅行事業の拡大 

従来の旅行会社においては介護旅行事業を専門とした

部署が設置されている。一方では、介護旅行に特化した専

門事業者の新規参入の増加が見られる。 

(2)トラベルヘルパーとトラベルサポーターの獲得 

旅行会社の社内においては介護知識の豊富なアドバイ

ザーや専門家による部署が設置されているだけではなく、

介護知識の普及のための研修も行われている。従業員や

旅の同行者獲得のためには介助者（サポーター）の登録の

拡大が図られている。 

(3)介護度や個別ニーズに合わせた介護旅行商品の造成 

よりよいサービスの提供を実現するためには受け地や

受入観光関連施設の事前調査や情報収集に努めている。

募集型介護旅行商品の開発や受注型介護旅行商品の開発

に力を入れている。 

(4)旅行参加者の状況把握及び事前の情報提供 

介護旅行の実施においては事前打ち合わせが不可欠で

ある。その内容の拡充に各社が知恵を絞っている。 

  

５.介護旅行推進のための各ステップにおける課題 

介護旅行事業の様々な取り組みがどれだけのビジネス

効果をもたらしているか、その実態を把握するためには、

継続的な展開をプランニングする手段としてのデミング

のPDCAサイクルによる分析手法を用いる。 

P(企画・宣伝)：企画・販売の課題 

プログラム開発の段階では個別性や多様性を重視すべ

く、旅行参加者の事前のニーズ確認が必要であるととも

に観光受け入れ先の厳密な事前確認、安全調査、予行演習

が必要である。 

介護旅行の認知度をアップするには行政機関に働いか

け、介護旅行に対する宣伝をしてもらう、また、自社の努

力で広告のターゲットや方策を確立していくことが必要

ある。観光先の UTや BF情報の宣伝促進においては自社

HPや旅行参加者への説明内容にはわかりやすい情報を載

せていく。旅行参加者の全体状況を正確に把握するため

のより有効な手法を確立させる。また想定されるリスク

等を旅行参加者へ事前に情報提供しておくことも必要で

ある。 

D(サービスの実施)：実施における課題 

受け入れ先との連携とサービス範囲をより明確にして

いく。トラベルヘルパーのみならず受け入れ先のさらな

るスキルアップも重要である。旅行参加者及び各サービ

ス提供事業者との情報共有により、安心安全な旅行が確

実に実施される。変化しやすい要介護者の状況やニーズ

の随時確認と対応ができるよう、普段からの訓練や教育

が必要である。また、緊急時の対応もマニュアル化して従

業員に徹底する必要がある。 

C(チェック)：評価の課題 

介護旅行参加者の満足度の確認においては都度アンケ

ートを取ることや口頭によるさまざまな確認が必要であ

る。そこで改善点や課題を抽出し、分析をする必要がある。 

A(改善)：改善の課題 

競争に勝つには常にライバル会社よりも優位性がある

ことが必要であり、販売価格の低減の実現、且つ収益性の

向上を図る必要はいうまでもない。プロセスに起きる状

況やニーズの変化への事前予測を立てて、しっかりと対

応策を講じていく必要がある。また、改善点を明らかにし

て、その後の介護旅行サービスへ反映していく。事故を防

ぐためにはリスクマネジメントの強化が不可欠である。 

 

６.まとめ 

本稿では、旅行会社に着目し、近年の厳しい経営環境の

変化や介護旅行の推進に向け、従来の旅行会社の介護旅

行事業や新規参入してきた介護旅行に特化した旅行会社

の介護旅行事業の現状と課題を明らかにした。 

また、介護旅行の認知度は進んでいるものの、介護保険

法(2000年)施行以降始まったことから、その歴史が浅く、
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まだ発展途上段階であることがわかる。介護旅行の推進

には観光資源や観光関連施設のバリアフリー等の環境整

備の迅速な推進は不可欠で、この連関施設のバリアフリ

ー化の周知が旅行業者の新たな介護旅行商品の開発につ

ながる。価格設定戦略や広告宣伝等のさらなる企業努力

が必要となっている。今後は、介護旅行の参加者の意識及

び実態やトラベルヘルパーの現状と課題を明らかにし、

対応策を検討していくことにする。 
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【研究発表 】 

エコツーリズム参加動機とエコ態度が行動意図へ及ぼす影響 
-DMZエコツーリズムを中心に- 

 
Jang, Mi-Kyung* 

 
【 要 約 】 

 本研究は観光政策を主管する観光従事者を対象にDMZ（非武装地帯）エコツーリズムへの参加動機がエコ態度と行動の意図

に及ぼす影響を検証した。主な研究結果を要約すると、次のようになる。第一に、DMZエコツーリズムへの参加動機がエコ態

度に「正（+）」の影響を及ぼすことが分かった。第二に、エコ態度が行動の意図に「正（+）」 の影響を及ぼすことが分かった。 
第三に、DMZ エコツーリズムへの参加動機が行動意図に「正（+）」の影響を及ぼすことが分かった。最後に DMZ エコツーリ

ズム参加の動機と行動の意図関係で、エコ態度は部分的に媒介していることが分かった。上記の研究結果は、従来の DMZ 観

光、エコツーリズム客を対象に態度と行動図を調べた研究とも同様の結果を導き出すことができた。 
 

キーワード： DMZ Ecotourism , Motivation for participation , eco-friendly attitude, action intention  

 

１．研究の背景 

本研究では、DMZエコツーリズムの観光客中心に偏っ
た研究の問題点を解決するために人的サービスが比率が

高い観光産業の観光従事者の意識調査をもとにする。

DMZ（Demilitarized Zone）接境地域には、天然洞、植物な
ど生態自然環境が豊富である。韓国 DMZは人々の足が
届かず、天恵の生態環境をそのまま持つ地域で統一の念

願を抱いた朝鮮半島の歴史博物館としても認識されてい

る。このような背景を見ると、DMZの西端漢江下流とそ
の周辺地域は三国時代と統一新羅を経て考慮、朝鮮まで

朝鮮半島の歴史で中枢役割を果たした地域である （イ·
ウンギュ, 2020）。 
したがって DMZは 国際的な観光名所としても価値が
ある （京畿新聞, 2022）。  
一方、DMZエコツーリズムは自然環境に観光客が接す
ることができるよう観光と融合した観光で 1990年代に新
しく登場し、深刻に論議されている環境問題、観光開発

を結合した代案として評価されており、希少動植物が集

団で生息しているため、これは世界でも珍しくエコツー

リズムの面でかなり価値のある場所である （イ·チョン
ギ, 2005）。 
ここでDMZエコツーリズムの推進現況を見ると、2000
年代半ばまで南、北協力議題として DMZの保全及び活
用が重要な意味を占めている。2000年代後半以降は地域
発展で DMZの象徴性強化、活用が浮き彫りになり、観
光とともに接境地域発展次元計画に含まれた。 

2010年には文化体育観光部が主管した平和生命地帯の
広域観光開発計画、行政安全部は 2011年に接境地域の支

援特別法により接境地域超広域の開発計画を作り、また

 
* DMZ文化院/ SAHMYOOK 大学 

韓国の環境部も DMZを韓国型エコツーリズム 10大モデ

ル事業（2010～2017）に含めた （パク·ウンジン他，

2012）。 
なおかつ、DMZの自然環境的価値は韓国だけではない。

米国の「DMZフォーラム」（ニューヨーク本部）が積極

的に活動しており、ユネスコなどでも DMZ生態系保全

に大きな関心を示しており、DMZの生態的価値は国際社

会でも大きく認めている （イム·チェファン 2006）。 
しかしながら、DMZエコツーリズムの多様な視点の議

論が十分であるにもかかわらず、前述の通りこれまでに

DMZの行われている研究を見ると、安保中心とエコツー

リズム開発、観光商品化などの観光客対象の研究に偏っ

ている。 
しかし、観光産業は観光従事者の人的サービス比重が

高く、観光従事者の保存と開発にかかる意識分析研究の

必要性が求められる。 
 

研究者 研究内容 

ソン·ヒョンチャ

ン他, 2007 

DMZ 地域自然環境保全およびエコツー

リズム推進方向設定研究 

キム·ドヨン, 2015 
ストーリーテリングによるDMZ観光商

品化に関する探索的研究 

オ·スギョン, 2015 DMZ地域観光商品化方案研究 

キム·ジナ, 2018 

社会生態的回復弾力性の観点から見た

DMZ 接境地域のコミュニティベースの

観光 

チェ·スンア, ソン·

ジュウン, 2021 

DMZ 坡州オグムリエコツーリズム体験

場参加設計 
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韓国都市計画家協

会編集部, 2014 

DMZ 安保およびエコツーリズム拠点の

坡州臨津閣平和ヌリ統合開発 Master 

Plan 

パク·スジ, ジョン·

チョル, 2021 

観光危険知覚と安保不感症が観光意思

決定に及ぼす影響-DMZ平和の道を中心

に- 

イ ·ジェヒョン ,  

2021 

南北交流協力増進のための南北観光認

識研究-江原道DMZ観光中心に- 

図表1  DMZの既存研究 

 

したがって本研究の目的は観光提供者側の観光従事者

を対象に DMZエコツーリズムのエコ態態と行動意図の

影響関係を分析し、DMZエコツーリズム活性化と政策案

の基礎資料とその示唆点を提示したい。 
また、上記の先行研究に基づき、本研究では、DMZエ
コツーリズムを自然観光の分野に向けて、動植物の保護、

保全が主体となって観光を楽しむ形と定義する。そして、

本論文ではDMZ地域の自然観光をDMZエコツーリズム
と言う。 
 
２．研究模型と仮設 

環境部傘下の国立生態院によると、野生動物の安息

「非武装地帯（DMZ, De-militarized Zone）」には絶滅危惧

種 101種を含む野生生物 5929種が生息しているという。
（中央日報、2018）。 
従来の DMZ観光関連の先行研究を見ると、主に安保と

生態学的側面で扱われ、多様な側面の研究が不足してい

る（呉水卿、2015）。つまり、保存と開発という側面を

考慮しなければならない DMZ生態観光の特性上、観光

実務者の保存と開発にかかる意識にかかる分析した研究

が不十分である。 
したがって、本研究では既存のサン·セッビヨル

（2017）、チョン·ボンソン（2021）、チン·チョルウン

（2020）、ホン·ギョンファ（2021）の研究を参考にした

が、エコ態度を媒介変数として設定し、研究モデルを完

成させた。 
本研究は DMZエコツーリズムへの参加動機がエコ態

度と行動にどのような影響を及ぼすのかを究明するため、

下に<図1>に研究模型および仮説を設定した。 
 

<図1>研究模型 
仮説 1.DMZエコツーリズムへの参加動機は、エコ態度に

正（+）の影響を及ぼすだろう。 

仮説 2.DMZエコツーリズムへの参加動機が行動意図に正

（+）の影響を及ぼすだろう。 
仮説 3.DMZエコツーリズムのエコ態度が、行動意図に正

（+）の影響を及ぼすだろう。  
仮説 4.DMZエコツーリズムへの参加動機と行動意図の関

係で、エコ態度は媒介するだろう。 
 
３．測定項目の導出 

３．１．エコツーリズムの動機 

観光の動機は観光行動で重要な要因として働き、人間

が観光で満足を得ようとする時に起きる （チョ·ミョン
ファン他，2000）。しかし観光動機は重複した概念の使

用とその内容が異なるため規定しにくい（オ·ミンジェ他，

2005）。また、観光の動機は観光客の心理現象に基づき、

主に観光の動機や特性を把握することである （ユ·ジェ

ウォン, チェ·ジェヨン 2019）。個人の観光モチベーショ

ンと対象地の自然環境と地域社会文化、生活を尊重しな

ければならない （キム·ゲソプ, チェ·ナリ 2001）。（チョ
ン·ボンソン, 2021）はエコツーリズムの動機をエコツー

リズムを体験、参加しようとする理由及び目的であり、

観光の動機と重なる部分があると述べた。 エコツーリズ
ム地の選択の動機、期待および経験の一致が満足に与え

る影響について考えた （ユ·ヨンスク, ナ·ユンジュン 2019）
の研究でも、エコツーリズムが一般的な観光の動機と重

畳すると主張した。これは観光の動機そのものが観光欲

求を土台に観光行動へとつながる過程であるため、エコ

ツーリズムもまたエコツーリズムをしたいという欲求か

ら始まるので、一般的な観光動機と重畳関係が形成され

るのである。 
 
３．２．エコ態度 

観光に関する態度の先行研究を見ると、エコツーリズ

ムのために様々な条件の中で最も重要視され、基本的に

行われたのは観光客の態度である（コ·ムンヨン, 2012）。
具体的態度は個人の価値、信念によって直接決定される

ので、観光客の環境関連による態度はその個人が環境問

題に関して持っている価値と意識によって決定される

（チョ·ジンヒ,2006）。したがって、環境的態度とは、環

境の質の向上のために生態系の平衡性及び自己調節機能

を回復させるライフスタイルで、節約生活を実践し、将

来の快適な環境で生活を維持できるようにする （キム·
ヨンウ, キム·ヨンピョ 2015）。したがって、エコツーリ
ズムにおけるエコ態度は、観光客が自然環境保護を認識
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し、エコ態度を実践していこうとする意志が反映されて

いることが分かる。 
 

３．３．行動意図 

 行動意図は消費者のポジティブ信念や意志として捉え

ることができる （クァク·ジヨン, キム·イテ 2018）。行動
意図を研究によって、訪問意図、忠誠度、購買、再購買

の意図も他の表現としても定義している （チョン·ヨン
ハ 2020）。このような行動意図は外的刺激に対する反応

をしようとする考え、計画を意味する （張美慶, 2018）。
すなわち、行動意図は個人がサービスや製品に対して認

知された感情及び製品及びサービス利用前後に持つ経験

で形成された態度が未来行動として表れるようになる 
（リュ·スファ, ハン·ジンス 2020）。上記の先行研究を基

に、本研究では行動意図を DMZエコツーリズムを計画
しようとする意志と反応と定義する。 
 
本研究は観光政策を担当し、実行する機関、すなわち

観光提供者である観光従事者を対象としている。本研究

の目的達成のため、DMZエコツーリズムの動機要因は自

然環境による心の安定を考慮した休息、DMZ境界地域と
いう特殊環境を考慮した安全、エコ体験による知識的側

面を考慮し、観光動機の先行文献を参考に測定道具の補

完を行った。測定ツール項目は以下の通りである。「気

分転換のため」、「生活に余裕を持つため」、「汚染されて

いない自然を体験するため」、「新しいものを見て感じる

た め 」、 以 上 の 5 項 目 を 導 き 出 し た 。 
 エコ態度の要因は （チョン·ボンソン, 2021年）のソー

シャルメディアを中心とした観光客のエコツーリズムの

動機と体験、エコ態度、観光価値、行動意図間の関係研

究を基に環境に対する問題認識、環境汚染誘発企業の製

品拒否の意思、環境のためのプラスチックと使い捨て品

の使用を自制する意思、ゴミを減らすための努力意思の

4つの測定項目を導き出した。行動意図は（ホン·ギョン
ファ, 2021）の国立公園におけるエコツーリズムの知覚価

値、環境意識、行動意図間の影響関係を分析した研究、

（サン·セッビヨル, 2017）の魅力性、エコツーリズムの
動機、知覚された価値、行動意図の研究を基に他人の推

薦意思が重要な観光の特性を考慮し、DMZエコツーリズ
ムを他人に推薦意思、エコツーリズムを優先して体験し

ようとする意思、これからも体験しようとする意図の計

4問を導き出した。測定項目はリカット 5点の尺度（1.全
く違う、2.そうではない、3.普通である、4.そうである、

5.とてもそうである）を使用し、抽出した項目はDMZ観
光関連従事者 2人、観光学教授 2人、に検討を受け、最

終的にアンケートを完成させた。 
 

４．結論 

観光従事者を対象に DMZエコツーリズムのエコ態度

と行動の意図について考察した。研究結果は次の通りで

ある。 
第一に、DMZエコツーリズムへの参加動機が、エコ態

度に影響を及ぼすことを提示した。 エコツーリズムで参

加の動機が内包している意味は大きい。汚染されていな

い自然環境を通じて情緒的な安定を感じることができる

ため、生態観光が究極的に追い求めることと同じである。 
第二に、エコ態度が行動の意図に影響を及ぼすことが

分かった。エコ態度は、個人が環境問題にどれほど関心

を持って環境保護に取り組む姿勢で、観光従事者の環境

環境態度と行動意図に対する心構えを確認することがで

きた。 
第三に、DMZエコツーリズムへの参加動機が、行動の

意図に影響を及ぼすことが明らかになった。 これは
DMZエコツーリズムの行動につながる蓋然性を満たす結

果である。 
第四に、DMZエコツーリズムの参加動機と行動の意図

関係において、エコ態度は部分的に媒介されていること

が分かった。これは、参加する動機が行動を起こさせる

要因として、行動意図には直接的な要因を満たすが、エ

コ態度（環境汚染誘発企業の製品購入拒否の意思、プラ

スチック製品、使い捨て製品の使用自制など）によって

なされるべきであるため、エコ態度は認識しているもの

の、多少の不便さから部分的に現れたものと考えられる。

したがって、日常生活で人々のエコ態度が不便でも環境

のために当然視されなければならないという意識が必要

だ。 そのため、自治体でより積極的にエコキャンペー

ン等を通じて認識改善の努力が必要である。また、参加

の動機がエコ態度を通じても行動の意図に間接的な影響

を及ぼすことが分かった。すなわち、エコ態度を通して、

必ずしも関係がなければならないのではなく、参加の動

機が直接間接的に行動の意図と密接な関連があることが

分かる。 
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【研究発表】 

観光人財育成に関する考察 
～戦略的人的資源開発の観点からのアプローチ～ 

 
小山 聖治* 

 
【 要 約 】 

 近年企業は SDGs や ESG というキーワードに象徴される環境への配慮や社会への貢献を重視した経営が求められるようにな

ってきた。製造業では環境への負荷が低い製品を作ることや世代、性別、障害の有無に関係なくユニバーサルデザインを意識し

た製品を社会に供給することで社会貢献の実現が可能となる。 
では、モノを作らない観光産業が出来ることは何だろうか。例えば、観光産業では地域固有の景観をアイデアひとつで経済的

価値を創造することが出来る。そのためには人への投資が必要である。この調査研究では、ポストコロナの時代に向けて観光関

連産業の復活に寄与する人的資源開発に関しての可能性を考察する。 
 
キーワード：社会的価値、NPS（Net Promoter Score）、人的資源開発 

 
１．はじめに 

 新型コロナウィルスの影響で世界は一変した。コロナ

禍のもとで人々の生命を守るための医学や、経済を回す

という経済学のベクトルは、コロナに打ち勝つという点

で一致している。Go To Travelキャンペーンは経済活性化

を導くだけでなく、雇用吸収力が高いとされる観光業界

に従事する人々の雇用確保も見込まれる。にもかかわら

ず医療従事者に対する偏見や、影響が大きかった観光業

界に対して否定的な報道が散見された。 
コロナ禍は旺盛な観光需要が大きく影響した観光公害

という現象を解消に導いたことも事実である。観光客が

もたらすゴミや過度な渋滞の発生、景観や環境の破壊な

どの諸問題より、経済効果を優先した結果が観光公害と

いう現象を引き起こした。この状況に対してコロナ禍は、

人々に立ち止まって考える時間を与えたと言える。  

現状に対して一方的に石を投げつけ、偏った議論を巻き

起こすのではなく、「一石を投じる」意見で議論を発展さ

せることを忘れてはならない。 
2022 年のゴールデンウイークは3 年ぶりに移動制限が

無く、国内の観光地は多くの観光客の姿でにぎわいを見

せた。海外旅行も復活の兆しを見せ始め、ハワイを楽しむ

観光客のニュースが目立った。人々の心の中にポストコ

ロナの時代に自由に旅行を楽しむ姿がようやく映り始め

たと言える。 
本研究は、ポストコロナの時代に観光産業の中心と言

える旅行会社の競争優位性を産み出す人的資源開発の要

因を定量的にアプローチする。その中で、企業と大学にお

ける人財需給のメカニズムにアプローチを試み、人的資

源開発施策への貢献を目的とする。 

 
* 関西国際大学国際コミュニケーション学部観光学科専任講師 

 
２．観光関連産業の特徴と現在の課題 
観光業は他のサービス産業と比較して従業員と顧客の

接点が多く、従業員の行動に対する顧客の評価が企業の

業績を左右する割合が高いと言える産業である。よって

顧客の体験価値を創造する従業員のパフォーマンスを向

上させることが、企業の業績向上にとって重要な課題で

あると言える。しかしながら近年顧客ニーズが多様化、複

雑化し、事前に顧客の意図を予測することが困難な時代

になってきている。競争優位性を保つためには、サービス

提供時に顧客の意図を即座に察知し、その場で解決する

ことが、顧客の期待を上回るために必要とされるように

なった。 
グーグル社の元CEOラリー ペイジはかつて、「完璧な

検索エンジンとは、ユーザーの意図を正確に把握し、ユー

ザーのニーズにぴったり一致する答えを返すものである」

¹⁾と言っている。消費者に対する旅行、観光情報の優位性

という付加価値を旅行会社が提供できなくなりつつある

今、インターネットの登場がもたらした旅行会社従業員

と消費者の情報の非対称性の逆転も考慮し、有益な情報

を最適な形式で顧客に提供できる人材の育成は、旅行会

社にとって待ったなしの課題である。 
 
３．戦略としての人的資源開発の先行研究 

市場にモノと情報があふれる時代になり、消費者が提

供された価値を認める目的は、単に物欲を満たすことか

ら、それ以外の便益を求めることに変化しつつある。市場

を先読みし、顧客が気づく前に先回りして価値を創造す

ることに事業が存在する意義を求められる現代では、チ
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ャンスが訪れた時に大きく飛躍することでビジネスを効

果的に発展させる戦略が必要である。特にサービス産業

では従業員と顧客の接点における価値創造が企業の評価

に影響するため、人的資源開発は企業の存続にとって重

要な課題であると言える。従業員を組織の優位性を高め

る重要な資産と捉えれば、企業が戦略を構築する上で彼

らの意欲を高めるような施策を実施することは、企業の

価値向上につながる大きなポイントである。 
戦略論で有名な J.Bバーニー(1991)によれば、 
“However, in the end, what becomes clear is that firms cannot 
expect “purchase” sustained competitive advantages on open 
markets. Rather such advantages must be found in the rare, 
imperfectly imitable, and non-substitutable resources.” （持続的

な競争優位性を構築する一つが人材であり、企業は市場

からそのような人材を買うことはできないし、そのよう

な人材こそが発見することが困難で、模倣困難性が高く、

代替がきくものではない資源である）(カッコ内は筆者訳)
と主張している。²⁾  
つまり、組織の持続的な競争優位性を高める為に、模倣

困難性が高い人材は、育てる必要があることを示唆して

いるのである。 
顧客接点が多いサービス産業ではサービスバリューチ

ェーンの過程で、その接点が創造する顧客への価値を積

み重ね、価格との整合性を体験してもらうことで顧客に

よる企業への印象が決まる。にもかかわらずサービス産

業の一部である観光業やホスピタリティ産業における人

的資源開発には課題があるとされている。Nickson(2007)
によれば以下の通り、その課題の存在を指摘している。 
“As a highly labor-intensive industry, tourism and hospitality 
organizations are often heard to talk of how their people are ̀ their 
asset̀ . However, even a cursory understanding of the nature of 
work, employment and people management in tourism and 
hospitality points to the many paradoxes and contradictions that 
are apparent in studying human resource management in the 
sector.” （高い労働集約型産業である観光・ホスピタリテ

ィ業界では従業員が財産であると言われている。しかし

ながら観光・ホスピタリティ業界の業務・雇用・マネジメ

ントを概観するかぎり、人的資源管理の研究において貴

重な人財に対する対応に多くの矛盾が指摘されている）

（カッコ内は筆者訳）³） 
日本の観光産業における人的資源開発は、勘と経験と

度胸を拠り所とした手法が用いられ、市場の変化に対応

できる人材が育たない状況にあると言われる。その原因

の一つとして、かつての観光産業は旺盛な需要に対応す

ること、言い換えれば御用聞き的な対応が主流であり、極

端に言えば観光産業側が販売努力やマーケティング活動

をしなくても旅行が売れ、経営が成り立つ状況が続いて

いたことが挙げられる。すなわち、観光産業としての戦略

的な人的資源開発や、マーケティング活動を行う必要性

が低かったと言える。このような背景を踏まえ、観光庁が

2018 年に観光 MBA をスタートさせていることからも、

観光産業における人財育成の必要性がうかがえる。4)（観

光庁, 2017）（図1） 
 

図1 出典：観光庁 

 
４．調査の概要 

観光学科に所属する学生および観光関連産業に従事経

験がある社会人にグーグルフォームを利用した定量調査

を実施した。定量調査に用いた尺度は観光関連産業への

就職に対するNPS調査、および、観光産業で必要と考え

られるスキルに関するものを任意に設定して調査に用い

た。調査の概要は以下の通りである。 
調査機関：2022年5月6日（金）～13日（金） 
調査方法：グーグルフォームによる回答回収 
調査対象：観光関連企業に勤務経験がある社会人および

観光学科所属の学生 
サンプル数：社会人n=58  学生n=81 
調査内容：観光関連産業への就職に対するNPS調査、観

光産業で必要と考えられるスキル項目に対する設問設定。 
 
５．調査の結果 

５．１．観光関連産業への就職に対する社会人と学生NPS
比較 

 観光関連産業への就職に対するNPS調査では社会人の

回答が正規分布に近いカーブを描く結果に対して、観光

学科所属の学生の回答では肯定的な回答に偏ったカープ 
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を描く結果となった。 
 学生の仕事に対するイメージと実際に仕事をしている

社会人の感覚が大きく乖離することは、就職後の離職や

就活時に企業研究を進める過程で、観光学科の学生が観

光関連産業以外への進路を選択する要因になると考えら

れる。 

 
図2 アンケート結果を元に筆者作成 
 

２.観光関連産業の従事者と離職者のNPS比較 

 今回の調査では観光関連産業に従事する社会人は

74.1%、離職者は25.9%であった。離職者のNPS指数の平

均値は 4.87 に対して、現在も観光関連産業に従事する者

のNPS指数の平均値は 4.37 であった。加えてNPS調査
では回答の0〜6を選択した者を批判者、7〜8を選択した

者を中立者、9〜10 を選択した者を推奨者としているが、

今回の調査では9~10を選択した者は2名のみであり、い

ずれも離職者であった。（図 3）つまり観光関連業界を去

った離職者の方が観光関連産業に従事することを勧める

傾向があるということが明らかになった。一般的に考え

れば、離職は仕事に対してネガティブな要因が影響する

と考えられる。にもかかわらず、離職者の方がNPSの平

均値が高く、推奨者も多かったことは観光関連産業の魅

力を肯定する可能性を示唆するものである。 

 

図3 アンケート結果を元に筆者作成 

 
３.観光関連産業に必要とされるスキルに対する社会人

と学生の比較 

 観光庁の観光経営マネジメント人財育成の方針による

と、観光産業を我が国の成長に資する基幹産業とし、さら

に高いレベルの観光立国を目指すためには、観光産業の

担い手を、観光産業をリードするトップレベルの経営人

材から観光の中核を担う人材、さらには即戦力となる地

域の実践的な観光人材の 3 層構造により育成・強化して

いく必要があるとの認識が記されている。⁵⁾ この方針

に沿って大学では観光業界への管理職層への人財供給の

観点から、マネジメント系科目の指導にも力を入れてい

る。一方、アンケート結果を比較すると、学生が経営に関

する知識が必要だと回答したのは 28.4%に対して、社会

人との回答は13.8％であった。（図4）さらに別の結果 
では、社会人が学生に求めるスキルは一般常識やコミュ

ニケーション能力といった人格形成分野で高く、中堅以

降に必要なマネジメント系スキルはあまり重視されてい

ないことがアンケート結果から判明した。 
 



観光人財育成に関する考察 ～戦略的人的資源開発の観点からのアプローチ～ 
小山 聖治 

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

25 

 
図4 アンケート結果を元に筆者作成 

 

４.考察 

森下（2018）は「今日、産学が連携すべきは、真の観光

人材を育てるための中長期的な育成モデル自体をどう構

築し、それを産学がどう役割分担するのか、中長期で必要

なスキルを採用時にどう評価するのか、こうした仕組み

を構築するための連携ではないだろうか」と指摘してい

る。⁶⁾ 
 近年、従業員を投資の対象である人的資本と位置づけ

る考え方は企業経営で広がっている。製造ラインでの作

業などが多かった時代は、人件費をコストと捉える傾向

があった。今は経済のデジタル化が進み、従業員が生むア

イデアが企業に利益をもたらす。 
  今回の調査では観光学科に所属する学生は観光関連

産業への就職に関して、既に観光関連産業に従事してい

る社会人より肯定的な意識をもっていることが分かった。

一方でこの結果は、就職後のミスマッチの原因になるリ

スクを示唆している。このリスクを回避するためには、観

光関連産業に従事している人々が自分の仕事に対して肯

定的になれる取組が必要と言える。 
 観光関連産業従事者と離職者のNPS比較では離職者の

方が観光関連産業に対して肯定的な意識があることが判

明した。日本の企業では離職者を再度雇用することに対

して否定的な意見がある一方で、離職者を再雇用するア

ルムナイ制度を活用することによって採用・教育費・受け

入れという工程のコストダウンが可能となる。企業側は

人物像や働きぶり、得意分野も把握しているので、採用の

ミスマッチが発生しにくくなり人的資源管理戦略のメリ

ットにつながる。 
 
Ⅶ.おわりに 

研究は未来を透視できる魔法ではない。研究に出来る

ことは、未来に起こりうる複数の可能性を予測すること

である。研究者は定説を作り出すことは出来ても、定理や

真実に到達できることはほとんどない。これまで自身の

研究の貢献度の低さを実感することは、研究者として自

らの限界を認識し、謙虚になることの重要性を再確認す

る機会となった。 
コロナ禍は、人々に立ち止まって考える時間を与えた

と言える。ポストコロナの時代に持続可能な観光産業の

あるべき姿を実現させるために、時には立ち止まり、未来

を背負う学生たちと多くの議論を交わし、研究を継続し

たい。 
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【研究発表】 

経営戦略におけるアライアンスの果たすべき役割 
 

森田 裕樹* 

 

【 要 約 】 

 繰り返される政情不安や、世界規模の感染症が発生するなど、世界の不確実性が進行する中、慢性的に固定費用の支出に苦し

んできた各国の航空会社の経営は困難になり、特にオフショアにおける事業においてはその継続すら危ぶまれる航空会社が散

見されるに至っている。そこで、本稿ではそれらの事業を救済する策の一つのオプションとして航空アライアンスをプラット

フォーム化した新たなビジネスモデルを考察することとする。 

 
キーワード：航空会社、固定費用、航空アライアンス、プラットフォーム 
 
１．はじめに 

 国内外の空港ではカラフルな機体がターミナルに横付

けされ、パイロットや客室乗務員が颯爽と次便の乗務に

向かう姿を目にすることも多く、一見華やかに見える航

空業界ではあるが、実のところは航空機材の調達やパイ

ロットなどの人材育成に多大な時間とコストがかかり、

そのうえで景気の動向や政情不安などの影響を受けやす

く、経営上は非常に不安定な業界であると言える。過去

においては2001年のアメリカ同時多発テロに始まり、

2007年のSARSの世界的規模の集団発生、2008年のリ

ーマンショックなど、その度に航空会社は経営危機と再

生を繰り返してきた歴史があることを知っておきたい。

不安定な国際社会や気候変動などの環境の変化を考えた

場合、これらのリスクは不可避であり航空業界は常にこ

れらの脅威にさらされていると考えねばならない。その

一方で、世界における輸送インフラの一端を担う航空業

界は、各国の経済を支えるための人々の往来や迅速な物

流を維持するためにも持続的な成長と発展が求められて

いる。また航空業界は裾野が広く、航空会社が経営破綻

することにより喪失される雇用は広範囲に影響を及ぼす

ことにもなる。これらを最小限に留めるためにも、今後

も起こりえる有事への耐性を備えた航空業界の構造変革

をコスト削減の観点から議論し、その課題解決を成し遂

げなければならないと考える。特にアフターコロナの業

界再生を考えた場合、これらは喫緊の課題だと考えねば

ならない。 
 
２．固定費用に苦しむ航空会社 
 この章では、航空会社が運航を維持するための固定費

用の支出に苦しんでいる実例としてニュージーランド航

空を紹介する。当社は創業から82年の歴史を持ち、現

 
* 関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科 経営戦略専攻 

在は112機の保有機材で国際線として16か国へ40路
線、国内線としては20都市へ40路線を運航し、従業員

数は約11,000人を数える中規模のフルサービスキャリア 
である。当社の経営状態は、ニュージーランドの地政学

的な特徴からも、幸いにして過去の国際的な政情不安や

災害からの影響も軽微に済み、むしろ過去20年間にお

ける新路線の開拓や積極的な新機種導入により、毎年に

おいて営業収益の記録の更新を続け、2016年には課税前

所得として約530億円を記録するなど極めて良好であっ

た。その一方で1年間の総支出は約2,800億円ⅰにも上

り、そのうち、人件費、航空燃料、機材メンテナンス費

用、そして空港使用料などの合計、つまり運航を維持す

るための費用は全体の75％を占めており、このことが

徐々に経営を圧迫する結果となって表れている。2016年
の最高益を記録した以降は、課税前所得が下がり続けて

2019年には営業収益が2016年比11％増加しているにも

かかわらず、課税前所得は45％も低下している。この現

象は、航空燃料の高騰はもとより、航空機の保有にかか

る費用や整備、そして人件費などの固定費用が大きく経

営を圧迫していることが原因であり、このことはニュー

ジーランド航空のみならず多くの航空会社にとってコス

ト削減策が急がれる理由になっている。 
 
３．航空アライアンスに期待される機能 

 第２章で述べた通り、多くの航空会社が慢性的に固定

費用の支出に苦しんでいる上に、昨今の不確実な社会情

勢の変化によって経営難に陥っている。また、航空会社

の社会的な存在意義を踏まえてこれらの持続的な安定経

営を実現させるためには、より革新的な業界構造の変革

が必要であり、それこそが航空アライアンスに期待する

機能であると考えた。 
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 この章では、固定費用を変動費用に変える方策を論じ

るとともに、一部の変動費用までも軽減させるための方

策として航空アライアンスに求める機能として次の4つ
をあげる。 
① オフィスの共有化 
現在、各航空会社が独自でオフィスを契約することによ

って、それぞれの活動拠点としての機能を維持している

が、そのオフィスの維持費を削減するためには、アライ

アンス加盟航空会社はアライアンスが構えた1か所に集

約させ、オフィス機能を共有することが有効である。 
② 航空機材の統一化および一括調達 
各社が保有している航空機材メーカーを統一することに

よってメンテナンス費用を低減させると同時に、航空機

材を一括調達した航空アライアンスからのリース契約に

切り替えることによって機材調達コストを削減させるこ

とができる。 
③ 職員の共有化 
それぞれの運航方面別の航空会社に出向するという方式

を採用した雇用形態で採用されたアライアンスの職員が

加盟航空会社の営業活動を担う。また、各加盟航空会社

の繁忙期や閑散期など必要な時に必要な人数を調整する

ことによって人件費を必要最小限に抑えることが可能に

なる。この策は特に空港職員にとっては有効だと考え

る。 
④ 航空燃料の一括調達 
アライアンスが一括調達した航空燃料を加盟航空会社に

分配することによって、それぞれの加盟航空会社は安定

した航空燃料の調達とコスト削減が可能になる。。 
 
４．救世主としての航空アライアンス 
 国際航空運送協会（IATA）は、全世界の航空会社の2021
年における損失は 12兆円ⅱに上ると報告している。過去

における数々の危機を乗り越えてきた多くの航空会社も、

今回のコロナ禍の影響により、自力による再生が不可能

になり事業の一時停止や経営破綻に陥る航空会社が散見

されるに至っている。また、自国の航空会社を救済するた

めの各国政府からの公的資金の注入もコロナ発生以降総

額 26兆円ⅲを超え、資金援助の限界点に達していること

を考えた場合、事業継続を断念せざるを得ない航空会社

がさらに増加する可能性がある。しかし、ここに歯止めを

かけるためには第 3 章で述べた、アライアンスに期待す

る機能が実現することが望まれる。この章では、航空アラ

イアンスが救世主となって、消費者あるいは企業と航空

会社、航空機メーカーや燃料などのサプライヤーと航空

会社を結ぶなどのプラットフォームとしての役割を果た

すことを図に示して解説する。 
 

 

図表1 
 
図表１ は、従来の航空業界のビジネスモデルを示して

いる。その中心に位置する航空会社は、自ら費用を投じて

サービスを購入し、これらを資源として消費者や取引各

社へサービスを提供し利益を得ている。このフローの中

のサービスの購入が社会情勢の変化による需給バランス

の崩壊によって、必要以上のコスト負担が発生し、航空会

社の経営を圧迫している。また、このケースにおける航空

アライアンスの役割は、あくまでも外部組織であり、航空

会社間が一部の経営資源の共有を可能にする役割に留ま

っている。 
 

 
図表2 

 
 図２は、航空業界において航空アライアンスを軸にし

たプラットフォーム型モデルであり、このモデルこそ航

空アライアンスが業界の救済策として機能するモデルで
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ある。このモデルにおけるシステムは、航空会社として最

大の課題であった固定費用である機材調達費用やメンテ

ナンスコスト、オフィスの契約・維持コスト、そして人材

にかかる一切のコストを航空アライアンスが代行し、そ

のうちの必要な分のみ航空会社がコスト負担を行って航

空アライアンスからサービスとして収受するというもの

である。変動費の航空燃料の調達に関しても、航空アライ

アンスの一括調達によってスケールメリットを最大限に

活用し、調達コストと航空各社の労力の低減を目指すも

のである。つまり、このプラットフォーム型のモデルへの

移行こそが苦境に喘ぐ航空業界を救済するための有効な

手段であると考える。 
 
５．まとめ 
 現行の航空各社が航空アライアンスに加盟することに

よって収受できるメリットは、加盟航空会社間による空

港施設の一部の共有や、あらたな路線開拓、つまり新市

場への参入が可能になるなど様々考えられるものの、そ

れぞれの固定費用の負担は依然として経営を圧迫するこ

とには変わりがなく、必ずしも加盟航空会社自体のコス

ト構造の改善に寄与するものではない。また、過去に経

営危機と再生を繰り返してきた航空会社は、今後もグロ

ーバルな地域経済を支える重要な輸送インフラとしての

役割とその責任を果たすためには、持続可能な経営戦略

に基づいた組織の再構築が必要であり、それは今後も有

事が起こりえることを前提としたいかなる事象にも耐え

うる組織構造でなくてはならない。そのためには、航空

各社が加盟する航空アライアンスの役割が大変重要であ

り、アライアンスとしての機能が発揮されることにより

解決されると考えた。 
 さらには、航空アライアンスの機能がプラットフォー

ム化されることによって、機内食や機体整備、機内清掃

などの航空業界にとっての裾野産業にまでそのフローは

波及し、加盟航空会社とのマッチング機能を発揮するこ

とにより、業界の裾野に広がる各社の生産性の向上に寄

与することとなり社会全体の便益につながることになる

であろう。但し、多くの航空会社の事業は、彼らが属す

る国の政策と大きな関りを持っており、その中で発生す

る規制の枠内における変革が航空会社の裁量でどこまで

可能になるかが大きな課題でもある。また、航空会社に

とってはその運営には莫大な資本が必要とされ、その拠

出を担っている資本家を中心としたステークホルダーと

のコミュニケーションも大きなハードルになる可能性も

ある。さらには航空各社の社内における調整も必要だ。

大きな変革を行う際にはある程度の犠牲と妥協は避けら

れないことだと考えられるが、これらの点については今

後の研究課題としたい。 
 
注 
 

i. Air New Zealand Annual Report 2019 より引⽤ 円換算レート
は2019 年当時 

ii. IATA Annual Review 2020 ‒ The industry story in 2020（The 
figure in brief）円換算レートは2020 年9 ⽉当時 

iii. IATA Annual Review 2021 ‒ Relief measures in 2021
（Government Aid）円換算レートは2021 年9 ⽉当時 
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【研究発表】 

ホスピタリティ産業への就職に至るプロセスの一考察 

沖縄在大学出身者を中心に 

 

宮城 博文* 

角谷 尚久** 

橋本 俊作*** 

 
【 要 約 】 

 本研究の目的は、観光・ホスピタリティに関する研究を行った若年層がホスピタリティ産業へ就職を決定するプロセスを明

らかにすることであった。そして、若年層への半構造化インタビューを実施し，そこから得られたデータを修正版グランデッ

ド・セオリー・アプローチで分析を行った。その結果，「ホスピタリティ産業就職のためのキャリアレディネス」として、大学

の座学のみならず、大学や業界が実施している就業体験への参加、アルバイトを通じた接客の経験、並びに、一見ホスピタリテ

ィ産業とは関係なさそうであるが、組織に所属する際に必要な「課外活動を通じた経験」をしていることが明らかとなった。 

 
キーワード：キャリア形成、ホスピタリティ産業、修正版 グラウンデッド・セオリー・アプローチ、若年層 
 
１．はじめに 

近年の未曽有の不況、振興諸国の台頭による競争の激

化、消費者におけるレジャー・余暇生活の重視に伴い、日

本の旅行市場において、「観光」や「サービス」を包括す

る「ホスピタリティ産業」が注目されている。このような

状況下において、近年の観光・ホスピタリティ研究分野で

は、地域の将来の観光人材である若年層のホスピタリテ

ィ産業でのキャリアを分析することが注目されている。 
注目されている理由として、量としての人材確保が挙

げられる。昨今のウィズ・アフター・コロナの状況により、

一時的に減少していた観光客数が再び増加することが見

込まれている。それに伴い、解雇・一時休職を強いられた

観光・ホスピタリティ人材が世界的に不足している

(WTTC, 2021)。また日本においても、ホスピタリティ産業
の一部である宿泊業では、今後のインバウンドの増加に

伴い、2023年には全国で10万人程度の就労者不足が生じ
ると観光庁が指摘している。 
もう 1 つの理由として、地域や業界を変化させるとい
った質としての人材の必要性が挙げられる。自治体や観

光関連業界は、コロナ禍においても、ビジネスを行いなが

ら休暇を過ごすワーケーション、自宅等にいながら観光

地のコンテンツを受けることができるオンライン観光等、

ニュー・ノーマル(new normal)としての新たな観光を模索
している。そういった観光復興と地域経済の活性化につ

ながるような提案を、観光やホスピタリティ分野を研究

している若年層に期待している。特に、当該層は、高等教

育の終了後、今後4年間で全雇用の20％以上を占めると

 
*  日本大学 国際関係学部国際教養学科 准教授 
**  西南女学院大学 人文学部観光文化学科 准教授 
*** 琉球大学 国際地域創造学部 経営プログラム 教授 

言われている(Goh & Okumus, 2020)。 
このように、今後のウィズ・アフター・コロナの中で、

再び観光客数増加に対応するための人材確保が不可欠で

ある。また、多くの地域やホスピタリティ産業はコロナ禍

によりひずみがもたらされている中で、上記の量として

の人材のみならず、この状況を打破し、地域で活躍する、

もしくは当該地域での教育の経験を域外で発揮する将来

のホスピタリティ産業のリーダーとして、若年層が期待

されている。そして、ホスピタリティ産業のリーダーとな

り得る高等教育を受けた若年層の当該産業への就職のプ

ロセスを理解することが重要である。 
日本の観光関連分野におけるキャリア研究に関しては、

当該分野に所属する従業員のキャリア研究が見られるが

(上野山・山下, 2013)、業界人としての観光のリーダーと

なり得る若年層の就職決定に対する視点が不足している。

若年層の就職決定を考察する場合、給与、福利厚生、業務

内容といった企業側の就職する際の条件と同時に、就職

前に若年層がどのような教育を受け、経験してきたのか

という内部要因を考察する必要がある。 
ホスピタリティ産業に就職する際の基準となり得る観

光自体の認知に関して、間接的に地域の観光を支援する

地域住民の視点が存在する(e.g.Kamata, 2021)。また、宮城 
(2021)は、ホスピタリティ産業に就職する可能性のある大

学生を対象とした研究では、観光の認知は高く、当該業界

への就職意図は低いと結論付けているが、双方の関係性

に関して明らかにされていない。以上の研究背景、並びに

先行研究の不足点から、本研究では、観光・ホスピタリテ
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ィに関する研究を行った若年層がホスピタリティ産業へ

就職を決定するプロセスを明らかにすることを目的とす

る。 
 
２．研究の方法と調査結果 
 本研究では、沖縄在大学出身者でホスピタリティ産業

に就職した若年層（図表1参照）に2021年12月から2022
年 3 月、インターネットを介して(Zoom)インタビュー調

査を実施した。調査対象者については、本研究の趣旨を説

明し、沖縄在の大学教員より調査対象者を紹介してもら

い、雪だるま式にサンプル数を増やす手法であるスノー

ボールサンプリングを用いた。調査は半構造化インタビ

ューを採用し、インタビュー時間は平均 70 分であった。 
 

図表1．調査対象者 

 
調査地として、沖縄県を選んだ理由として、沖縄県が日

本国内において主要な観光地の１つであることが挙げら

れる。沖縄県の産業は、第三次産業の割合が高く（84.4%）、

特に観光に関しては、2018 年時点で沖縄県への訪問客数

は約984 万人（国内訪問客:70.5%、外国人訪問客:29.5%）

である(沖縄県文化観光スポーツ部, 2019)。また、ホスピ
タリティ産業に従事する従業員数を見た場合、全国と比

較しても沖縄県が多い(宮城, 2013)。同時に沖縄県在の多

くの大学で、観光・ホスピタリティ関連のコースやゼミナ

ールが開講されている。以上の理由により、ホスピタリテ

ィ産業の沖縄社会・経済への影響、並びに大学による当該

業界への人材の輩出意図に鑑み、沖縄県で調査を行うこ

とに適切だと判断した。 
また、インタビューで得られたデータの分析方法とし

て、修正版グランデッド・セオリー・アプローチ(以下M-
GTA)を利用した(木下, 2020)。M-GTAは、設定した問いに

対する変化、動きのメカニズム、骨格を理解するプロセス

を重要視しており、実践的領域への応用がふさわしいと

されている(木下, 2020)。そのため、M-GTAが、本研究の
目的である若年層がホスピタリティ産業へ就職を決定す

るプロセスを考察することに適切であると判断した。 
 
３．結果と考察 
本研究の分析結果であるが、インタビュー調査により

得たデータに基づいて、概念の生成およびカテゴリー化

を行った結果、8つのカテゴリーと22の概念が生成され

た。なお、カテゴリーについてはCa【 】で示し、概念を

Co〔 〕で示す。 
はじめに、〔Co01. 国・地域と観光の関係性〕や〔Co02.
旅行の経験〕といった【Ca01.観光の認知】、〔Co04.進学地

域と観光の関係性〕〔Co05.進路に関する未確定さ〕等の

【Ca02.進学意図】から、調査対象者は沖縄在の大学に所

属し【Ca03.ホスピタリティ産業就職のためのキャリアレ
ディネス】をスタートさせる。調査対象者は、沖縄在の大

学で観光・ホスピタリティ関連を学ぶ中、学問領域自体や

沖縄と観光の関係性を学び、観光・ホスピタリティに関連

するゼミナールに所属する〔Co07.大学のカリキュラム〕。

また、大学や業界が実施している就業体験を通じて、ホス

ピタリティ産業の現状や課題を理解し、そして当該業界

への可能性の認識する〔Co08.大学・業界を通じた宿泊業

の経験〕。調査対象者は、大学での勉強や当該業界の業務

を経験することと同時に、アルバイトを通じて顧客への

接客、土日・休日出勤の経験、インバウンド客への対応と

いったホスピタリティ産業で必要とされることや当該業

界の出勤形態を経験する〔Co09.課外活動による接客の経

験〕。このように、ホスピタリティ産業へ就職するための

準備を始める【Ca03.ホスピタリティ産業就職のためのキ
ャリアレディネス】。 
同時に調査対象者は、一見ホスピタリティ産業とは関

係なさそうであるが、組織に所属する際に必要なことを

経験する【Ca04.課外活動を通じた経験】。例えば、部活の

部長や学校の生徒会、アルバイトのグループリーダーを

経験し、メンバーや同級生との関係性の中で苦労しなが

ら困難を解決する〔Co10.リーダーシップ〕や内気な自分

を変えるために部活に所属した〔Co11. 就職前からの自

己鍛錬〕。 
次に、【Ca03.ホスピタリティ産業就職のためのキャリ
アレディネス】や【Ca04.課外活動を通じた経験】から、

就職活動を始めるために、自己分析を始める【Ca05.自己

認識】。アルバイトや課外活動で得られた、もしくは性格

に由来しているというコミュニケーション力や共感力を
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自分自身のセールスポイントと捉えている〔Co12.自らの
性格や経験から得られた肯定的能力〕。また、大学受験や

大学生活の中で、宿泊業に従事する上でどのように貢献

することができるのかといった〔Co13.積極的に自分の特

徴を活かす姿勢〕を調査対象者の語りから見て取れた。 
ただし、就職活動の際、ホスピタリティ産業への就職を

妨げる【Cc06.ホスピタリティ産業就職への阻害要因】が

存在する。例えば、当該業界のブラックなイメージ、2020
年に発生したコロナの懸念といった〔Co14.観光の否定的

なイメージ〕や家族・親族らの子どもへの公務員・安定志

向、それに付随する観光やホスピタリティ産業に働いて

も安定した生活が望めないのではないか、コロナのよう

な外部環境に影響されやすいのではないかという〔Co15.
関係者の就職への否定的な考え方〕が阻害要因として存

在する。また、アルバイトや課外活動で得られた、もしく

は性格から来ている自分自身のセールスポイント〔Co12.
自らの性格や経験から得られた肯定的能力〕がホスピタ

リティ産業に従事する上でマイナスになるという自己認

識〔Co16.自らの性格や経験から得られた否定的自己認

識〕も阻害要因の1つとなっている。 
このような阻害要因がありながら、調査対象者は、ホス

ピタリティ産業を就職先として考えたときに、「官僚的で

はないか」「人と積極的にコミュニケーションが取れるか」

ということを他の業界と比較している〔Co17.他業界との
比較〕。また、〔Co14.観光の否定的なイメージ〕と異なり、

ITの活用やコロナの収束に伴う観光客数の増加、沖縄の

分散した観光振興や海といった自然以外の観光の在り方、

このような今後の観光の可能性を指摘している〔Co18.観
光の肯定的なイメージ〕。同時に、「本土系の会社で自分を

鍛える」「今後のセカンドキャリアを意識して外資を選択」

「本土、海外に行きたいが将来は沖縄で活躍したい」とい

った〔Co19. 業務を通じての自己鍛錬〕の姿があった。こ

のように、調査対象者は他業界と比較しながら、観光に肯

定的なイメージを抱き、当該業界なら自分を鍛えること

ができるのではないかと思いながら、ホスピタリティ産

業への就職を希望する【Ca07.就職意図】。 
最終的に調査対象者は【Ca08.就職の決断】を行う。ま

ず希望の企業が就職の際に提示している「給与」「所属地

域」等を見るが、それだけではなく「勤務先で生活が楽し

く過ごせるか」といったワークライフバランスや希望企

業の知名度、そしてそもそも接客ができるのかというこ

とを基準に就職先を選択している〔Co20.条件〕。また、就

職の条件として、職場・スタッフの雰囲気が自分に合って

いるのか、接客でも「非日常で楽しみに来ている観光客を

喜ばせるほうが楽しい」ということでホスピタリティ産

業を選択したり、友人・知人と休みが一致するかどうかを

判断材料としていたり、これらのことが会話から窺えた

〔Co21.価値観の一致〕。このように、就職先の条件と自分

自身の価値観に鑑み、家族やゼミナールの先生からホス

ピタリティ産業への就職に関して肯定的なコメントをい

ただき、また家族から自分自身が選択した就職先を後押

ししてくれることにより〔Co22.関係者の就職への肯定的

な考え方〕、最終的にホスピタリティ産業への就職を決断

する【Ca08.就職の決断】。 
 
４．おわりに 

本研究の目的は、観光・ホスピタリティに関する研究を

行った若年層がホスピタリティ産業へ就職を決定するプ

ロセスを明らかにすることであった。そして、本調査によ

り、大きく2つの示唆が得られたと思われる。 
1つ目は、観光・ホスピタリティ研究分野への示唆であ

る。本研究は若年層のホスピタリティ産業への就職のプ

ロセスに焦点を当てた。当該分野の研究で、大学生のキャ

リアに関係する観光関連のカリキュラムに関する研究が

見られるが(折戸 他, 2014)、本研究のように若年層のホス
ピタリティ産業への就職のプロセスを M-GTA を用いて
可視化したことは、今後の観光・ホスピタリティ研究に新

たな分析視座を与えたという意味で一定の研究上の成果

が得られたと考えられる。 
2つ目は、教育分野への実務的な示唆である。本研究で

は、調査対象者の語りから、【Ca03.ホスピタリティ産業就
職のためのキャリアレディネス】が明らかとなったが、こ

のキャリアレディネスには、大学の座学のみならず、大学

や業界が実施している就業体験で、ホスピタリティ産業

のことを理解したり、アルバイトを通じた接客の経験を

したりしている。また、多くの調査対象者は、大学入学前

に観光やホスピタリティの勉強意図はあるものの、高校

生の段階でどのようなことを専攻し、将来的な就職のイ

メージを抱いていない。同時に、コロナ前までのインバウ

ンドブーム、そしてコロナ後のインバウンドの復活が期

待されている中で、さらなる外国語教育が必要になると

予想される。英語圏や中国語圏への留学経験や外国語の

学習を行っている調査対象者は多くいたが、今回の調査

からは、語学を自分自身の長所や強みといった語りを得

ることができなかった。本研究で得られたホスピタリテ

ィ産業への就職のプロセスが今後の観光・ホスピタリテ
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ィ教育のカリキュラムの 1 つの指針になり得ると思われ

る。 
ただし、今回の調査では、8名へのインタビューデータ

を分析し、ホスピタリティ産業への就職のプロセスの解

明を試みたが、今後、より個人にフォーカスし，人生の歩

みなどを時間軸の中で考察するといった詳細なプロセス

の解明が必要となり得る。また、本研究での調査対象者は、

キャリアをスタ－トしたばかりであるが、彼ら彼女らの

職業キャリアは、様々なよりどころを持ちながら、退職す

るまで続いていく(Schein, 1990)。そのため、今回ホスピタ
リティ産業に就職を決めた研究対象者が時間の経過とと

もに、職業観がどのように変化し、業界に居続けるために

どのようなよりどころを持つのかを追跡して調査する必

要があるだろう。今後の課題としたい。 
 
※本研究は、宇流麻学術研究助成基金からの助成金によ

って遂行された。 
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【実践報告】 

地方都市における観光遊覧船導入の可能性に関する調査 
- 和歌の浦観光遊覧船を事例として- 

 

宋 謙* 

 

【 要 約 】 

 和歌山市では、平成 29 年 4 月の“絶景の宝庫 和歌の浦”の日本遺産認定に伴い、国内外の観光客に和歌の浦の景色を海から観

光できる交通手段としての和歌の浦観光遊覧船の導入可能性について検討された。本調査は和歌山市の委託を受け、アンケー

トによる遊覧船事業のニーズ調査、事業参与の可能性に関する市内関係事業者への聞き取り調査およびそれらの調査に基づく

運航案を提示した。本報告はその調査結果をまとめたものである。 
 
キーワード：観光遊覧船、事業導入の可能性、和歌の浦、和歌山市 

 
 
１．背景 

 日本は海に囲まれた島国であり、豊かな海洋生物資源

を持ちながら海洋関連の水族館、博物館、港町、島、大橋

や渦潮のようなものも観光資源として運用されてきた。

一方、陸を離れ、各種のクルーズ船・遊覧船を用いた海上

観光も盛んになっている。国交省海事局（2019）では、北

海道から沖縄に至る全国の旅客船やマリンアクティビテ

ィ分野における創意あるインバウンド対応の取組につい

て、その内容、効果・成功要因等の観点から取りまとめ、

取組内容のカテゴリー別に38事例を紹介されている。 
観光旅客船に関する研究として、豪華な旅客クルーズ

に関する研究（柴崎・米本, 2008; 糸澤, 2019）、地域活性

化に関する研究（池ヶ谷・桜井, 2017）、海外の取り組みに

関する研究（魚谷, 2006）がある。一方、日本の地方都市

における観光遊覧船の運航実績が数多く存在するにもか

かわらず、その導入前の先行調査や導入に伴う問題点に

ついての資料は筆者が知る限り公表されていない。その

ため、観光遊覧船の新規導入についての課題は不明瞭の

ままである。 
和歌山市では、平成29年4月の“絶景の宝庫 和歌の浦”

の日本遺産認定に伴い、国内外の観光客に和歌の浦の景

色を海から観光できる交通手段としての和歌の浦観光遊

覧船の導入が検討された。そこで、和歌山大学経済学部辻

本研究室が観光遊覧船導入の可能性について具体的な調

査を実施した。筆者はその調査業務の主担当にあたる。 
 
２．調査の概要 

 本調査は和歌山市の委託を受け、アンケートによる遊

覧船事業のニーズ調査、事業参与の可能性に関する市内

関係事業者への聞き取り調査およびそれらの調査に基づ

 
*  和歌山大学経済学部教育研究支援員, 博士（観光学） 

く運航案の提示が主である。アンケート調査は2018年10
月11日、28日および11月17日の計3日にわたって実施

し、図表1に示す通り合計49名のモニタ乗船者の協力を

得た。 
 
使用船舶 実施日 

2018年 
対象

者数 

漁船型調査船 

クルーザー型調査船 

（両者とも旅客定員12名） 

10月11日（木） 4 

10月28日（日） 22 

11月17日（土） 23 
図表1 アンケート実施日と対象者数 

 
 アンケート調査の手法として、モニタ乗船者を漁船型

調査船とクルーザー型調査船の双方に30分程度ずつ乗っ

てもらい体験したのち、アンケートに回答させ、その場で

回収した。回収率は100％である。アンケートの項目内容

は「属性」「満足度と改善点」「印象に残った体験」「乗船

時間に関する評価」「船内説明に関する評価」「船の設備に

関する評価」「船からの景色に関する評価と特に感動した

景色」および「マリーナシティ・和歌浦の観光に取り組む

場合、成功のための留意点」「観光客にとって魅力的な運

航案の順位と適切な大人料金」の九つである。「属性」以

外は各項目に関する自由記述欄（理由・特に感動した景色）

を設けた。調査船の運航コースについては、クルーザー型

調査船では和歌山マリーナシティにある和歌山マリーナ

ー浮桟橋の発着で和歌浦漁港を経由し、浪早崎、雑賀崎漁

港、上人窟、番所ノ鼻、大島、中ノ島、双子島の順となっ

た。漁船型調査船は和歌浦漁港の発着で上記のルートに

準じて運航した。また、クルーザー型遊覧船の試験運航を

受託した事業者A と漁船型遊覧船の試験運航を受託した
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事業者 B を訪問し、観光遊覧船事業に対するニーズ調査

項目（「観光客にとって魅力的な運航案と適切な大人料金

上位4コース」）をもとに①事業着手の場合は必要となる

初期投資、人員、手続き、②事業運営の場合は要する経常

経費、運賃、人員、手続きについて2019年1月9日に聞

き取り調査を実施した。 
 
３. 調査結果の概要 

３.１ニーズ調査 

 モニタ乗船者49名からの回答を得た。回答者のうち約

半数が 20代以下、約 2割が 30歳代である。性別では約

7割が男性、86％が日本人、55％が学生で、76％が和歌山

市在住である。漁船型遊覧船とクルーザー型遊覧船の総

合満足度がほぼ同様に見られるものの、設備面ではやは

り高級感があるクルーザー型が高く評価される。一方、漁

船の説明には 7 割の人が満足しているが、聞こえにくか

った等、改善を求める意見もある。クルーザー船の船内説

明には不満の意見が強く、見える風景などに関する何ら

かの説明の実施が必要であると考えられる。 
 遊覧船を和歌浦の観光に取り組む場合は成功のための

留意点については主に以下の意見を得た。 
 
ⅰ和歌浦や漁港の魅力・楽しみを創出し、PRすること

の重要性を指摘する意見がもっとも多い 
ⅱ遊覧船と和歌浦の飲食店やホテル、市場、釣りなど

の体験型観光資源、番所庭園などとを組み合わせたり、

セット販売する 
ⅲ海からの景色や体験を売りにしつつ、鷹ノ巣や双子

島への上陸や夕陽の見学、船内飲食の提供等といった

遊覧船の付加価値を向上して欲しい 
図表2 アンケート調査結果（自由記述）  

  
観光客にとって魅力的な運航案の順位と適切な大人料

金について以下の結果を得た。 

図表3 運航案の順位と料⾦ 
注）点数は各回答者の順位付け結果を、1位は10点、2位は5点、3位は

3点、4位は2点、5位は1点に換算して算出 

３.２聞き取り調査 

 図表3の結果をもとに受託事業者に聞き取り調査を実

施した。調査結果をまとめると、主に以下の問題が明ら

かにした。 
 漁船は既存船の改良が必要となり、クルーザーは 5 年

リースで船を調達しての運航となる。運航期間の設定は

両者がほぼ同等であるが、漁船にはシラス漁時には運航

できない制約がある。クルーザーはマリーナシティや市

内ホテル等と連携し、飲食付き貸切運航を含む高付加価

値サービスの展開も見込めるという利点はあるものの、

年間 2000 人の乗客×5000 円以上の運賃でなければ事業

参画は困難との意見を得た。クルーザーを採算ベースに

乗せるためには、リース代や人件費などを圧縮し、燃費向

上や運航回数増などの方策が必須要件となる。 
 また、海上輸送法による事業種別の選定について、旅客

定員や許認可方式などが異なるため、安易に定員を増や

すことができず、寄港や運休頻度などの要件も考慮しな

ければならない。つまり、運航オプションの増加につれて

事業成立のハードルが高くなると言わざるを得ない。 
 
４. まとめ 

 本調査では和歌の浦観光遊覧船事業の導入可能性につ

いて多くの情報を収集し取りまとめたものである。多く

の情報を集める作業の中で、様々な運航形態や船舶、付加

価値などの知見を得た。しかし、地方都市における小規模

観光地へ応用は数多くの課題があり、観光遊覧船事業の

あり方をさらに検討していく必要があると考える。 
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【研究発表】 

地域における観光事業の発展課題 

経験価値概念に着目した事業間連携の促進 

 

八島 雄士 * 

井手吉 成佳** 

金 宰ウク*** 

 

【 要 約 】 

観光事業を梃子に地域の発展を担う法人等の経営者（観光マネジャー）は，コロナ禍で多くの経営諸課題を抱えている。本研究

は，地域商社機能と観光機能を中心に事業展開する特徴を持つ法人のアフターコロナを見据えたマネジメントのあり方として，

事業間連携の重要性を明らかにすることを目的とする。地域商社あきおおたについて，WEB情報の整理，現地視察，管理運営
責任者への半構造化インタビューをもとに事例研究を行った。結果として，事業間連携について，第一に，財務の観点から，予

算と事業との整合性に関わる阻害要因，第二に，顧客との関わりの観点から，経験価値概念に着目した促進要因を指摘した。 
 
キーワード：事業間連携、商社機能、観光機能，経験価値、観光マネジャー 
 
１．はじめに 

 観光庁は，令和２年度第３次補正予算で「既存観光拠点

の再生・高付加価値化推進事業」を計画・選定・実施して

いる。また，内閣官房は，まち・ひと・しごと創生に関わ

る総合戦略における政策パッケージにより，地域がそれ

ぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生する

ことを推進している。一方，地域のマネジメントを担う法

人等は，コロナ禍で観光客の来訪を期待することが難し

いなか，旅行者に高付加価値のサービスを提供すること

や官民の垣根を越えた連携すること（JTB, 2021）などの

経営諸課題を抱えている。 
本研究は，観光事業を梃子に地域の発展を担う組織体

の経営者等（観光マネジャーという）が行う事業の特質に

焦点をあて，アフターコロナを見据えたマネジメントの

あり方として，事業間連携の重要性を明らかにする。 
 以下，２節で，研究方法と研究の範囲を示す。３節では，

事業間連携に着目した研究フレームワークを示す。４節

では，調査から収集した情報について研究フレームワー

クに沿って事例研究を行う。５節では，本研究の貢献点と

今後の方向性について述べる。 
 
２．研究方法 

本研究は，後述するように，一般社団法人地域商社あき

おおた（「あきおおた」という）の組織のマネジメントを

主な対象に研究を行う。具体的には，WEBで公開されて

いる資料を整理した後，現地視察を行うとともに，事業本

部の管理運営責任者に半構造化インタビューを実施した。

 
*  和歌山大学観光学部教授 
**  広島市立大学国際学部准教授 
*** 広島大学大学院人文社会科学研究科講師 

その内容を踏まえて，４節で事例研究により，事業間連携

の重要性について議論する。 
なお，本研究では，管理会計理論，特に，マネジメント・

コントロールにおける管理可能性の概念に基づき，地方

自治体の地域のマネジメントと組織のマネジメントを区

別し，議論の焦点を管理可能な範囲に限定する。理由とし

て，地域振興や観光振興を目的とした場合，公的機関や非

営利組織といった組織の目的と，管理あるいは管轄対象

となる地域の目的が共通のものとなり，組織と地域のマ

ネジメントが混同されることが多いためである。例えば，

自治体という言葉が役所の組織を指したり，管轄する地

域を指したりと不明瞭なまま用いられることが多い。こ

れはマネジメント・コントロールの議論にとって重大な

欠陥となりうる（佐藤, 2013）。 
 
３．研究フレームワーク 

 消費者行動論や旅行者行動論の知見（北村, 2021; 井上, 
2018）を基礎に，本研究が研究対象とする組織体の事業は，

地域商社機能と観光機能から複合的に構成され，旅行者

に経験価値を提供するものとする。経験価値とは，ある刺

激を受けて，それに反応して生まれる個人的なイベント

である。刺激を与えるためには，何らかの魅力が必要であ

り，雰囲気や外観などの審美が付け加えられていること

が多い（嶋村・広瀬，2000）。これを観光マネジャーの立

場から言い換えると，旅行者の経験価値に着目した地元

地域の価値増大をも意味する。最近では，地域商社機能に

のみ着目せず，観光機能を併せ持つことの重要性が指摘
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されている（中村, 2021）ことから，物販に地元地域を想

起される何らかの魅力を添加することが１つの経験価値

の提供として期待できる。 
 
４．「あきおおた」の事例研究 

４.１ 組織概要 

安芸太田町（広島県）は 2004 年に加計町，戸河内町，

筒賀村が合併した自治体である。農林業が主な産業で，観

光による地域振興を目指している。「あきおおた」は，外

郭団体として設立され，理事会代表は安芸太田町長が務

め，理事にも町職員が就いている。人材や予算の面で町か

らの支援を受け，1次産品や加工品の販売といった地域商

社機能に加え，観光振興を意図した観光機能を担ってい

る。なお，職員には町職員でないだけでなく，町外からの

移住がいる。特に，地域おこし協力隊の活動を経て移住し

た職員が4名おり，うち3名は卒隊者，1名が現役の隊員

である。 
 ４.２ 事業概要 
 地域商社あきおおた（2022）によれば，「つくり手とお

客さまとをつなぐ『商社』『DMO』『道の駅』総合機能を

合わせ持ちます」と役割を表現している。まず，地域商社

機能では，道の駅来夢とごうちの管理・運営にともなって

地域産品の物販事及び農林水産物の直売を支援している。

特に，店舗販売に加えて，通信販売を通じて多角的な販路

の確立に取り組んでいる。次に，観光機能では，ヘルスツ

ーリズムを中心に取り組んでいる。具体的には，豊富な自

然を観光資源に教育旅行・民泊や森林セラピーといった

体験型観光を推進している。物販事業と同様に，旅行者へ

の周知や道の駅の観光案内のため，WEB情報の発信の充

実に取り組んでいる。 
４.３ 経験価値に着目した考察 

現状の調査から，「あきおおた」が主導する経験価値の

提供は，地域内の主体による地域内連携に留まっており，

導入期と位置付けられる（Ritchie & Crouch, 2005）。「あき

おおた」が，町内の地域産品生産者と観光事業者の連携を

進めていくことで，観光資源の掘り起こしと再構築が次

の目標となる。特に，地域内連携をより効率的に牽引する

ために，まずは，地域商社機能と観光機能を組み合わせた

複合的プロダクトを提供するために，組織内における事

業間連携を促進することが１つの方法である。しかし，イ

ンタビューから機能ごとに予算の源泉が異なっており，

予算の効果的な利活用方法の工夫が必要である。一方，上

述したように，事業運営責任者として２つの機能を連携

させる重要性は意識しているが，実施が課題である。そこ

で，旅行者の経験価値に着目することによるモノとサー

ビスの組み合わせが，旅行者のみならず，事業者としての

価値創出となり，結果的に，地元地域の価値創出の機会と

なることが期待される。 
 
５．まとめ 

本研究の現時点での発見点は，上述したように，財務の

観点及び旅行者や施設利用者など顧客に関わる観点から

の２つである。今後は，２つの機能を事業として連携する

意義について，人材や組織などを含む能力（事業のキャパ

シティ）の観点及び，実際に，業務として顧客や地元地域

に経験価値を提供するための仕組み（事業の業務プロセ

ス）の観点から追加調査し，観光マネジャーのアフターコ

ロナを見据えたマネジメントあり方について，総合的な

精緻化を試みる。 
※本研究の成果は，牧誠財団研究助成（研究2021001号）による

ものである。 
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【研究発表】 

過疎地における世界文化遺産を活かした観光地域づくりの理論研究の可能性 

－世界文化遺産保護に関わる地域コミュニティに着目して－ 

 

峯俊 智穂 * 

 

【 要 約 】 

世界文化遺産の構成資産の多くは周辺地域コミュニティとの関係性が深いが、過疎化による地域コミュニティ衰退に伴い、持

続可能な在り方が問われている。一方、観光地域づくり法人のように持続可能な地域経済を図る動きは活発化している。そこで

本研究では地域コミュニティに着目し、観光地域づくりにおいて持続可能な世界文化遺産保護を考える理論研究の可能性を検

討した。国内外の先行研究調査により論点を確認した結果、文化財マネジメントの価値体系論から示唆を受けるに至った。 
 
キーワード：過疎地、観光地域づくり、世界文化遺産、地域コミュニティ 

 
 
１．はじめに  

 地域に所在する世界文化遺産は、その地域内のコミュ

ニティとの関係性が深い。しかし多くの地方部では過疎

化に伴い地域コミュニティが衰退・変容しているため、世

界文化遺産の持続可能性が課題となっている。一方、日本

各地では人口減少に伴う地域経済縮小を改善すべく、観

光地域づくりによる地域経済の持続可能性へ向けた取組

みが盛隆している。観光地域づくりの推進には、観光資源

として世界文化遺産を活用する場合がある。その際、構成

資産周辺の地域コミュニティもステークホルダーとなる

が、「地域住民」として大きく括られた範囲で捉えられる

現状にある。 
 本研究の目的は、世界文化遺産に関わる地域コミュニ

ティに着目し、観光地域づくりにおいて持続可能な世界

文化遺産保護をどのように考えていくことができるかに

ついて、理論研究の可能性を検討することにある。 
 
２．観光地域づくりにおける「地域住民」の役割 
観光地域づくり法人は、地方公共団体と連携して観光

地域づくりを担っている。その目的は、地域の「稼ぐ力」

を引き出す仕組みづくりによって、地域経済を持続的に

成長させ、活性化させることにある。そのため、観光地域

づくり法人には、観光地経営の司令塔となり、多様なステ

ークホルダーが連携・協働する体制構築が求められる。こ

のステークホルダーには地域住民も含まれる。観光庁

（2020）のガイドラインによると、ステークホルダーとし

ての地域住民の役割は、地域づくりに積極的に参加する

ことであり、観光と交流の意義に対する認識を高めてい

くことにある。 
この点について、観光地経営概念に関わる国内外の研

 
*  立命館大学経済学部 

究レビューを行った菅野他（2018）によると、海外のデス

ティネーション・マネジメントの目的は「地域の競争力強

化」にあるのに対し、日本の観光地経営の目的は「持続的

なコミュニティ向上」にあるという相違点の指摘がある。

そのため、観光地域づくりでは地方公共団体の行政区画

の地理的範囲におけるコミュニティの持続性も図られて

いることがわかる。だが、国外の観光ガバナンス研究をレ

ビューした森重他（2018）によると、研究課題として、地

域資源の利用や地域再生のあり方を包摂した上で個々の

問題を議論することをあげている。地域資源は行政区画

よりも狭い地域コミュニティが関わる問題となるため、

観光ガバナンス研究においてもコミュニティと地域資源

の持続性に関わる理論研究が必要となることが窺える。 
  
３．世界遺産条約の履行における「地域コミュニティ」の

役割 

世界遺産条約第 5 条では、各締約国が自国の文化・自

然遺産へコミュニティにおける役割を与える努力をする

よう定めている。これを根拠として、世界遺産委員会は

2007年の第31回 世界遺産委員会において、世界遺産条

約履行のための戦略的目標に「5 つめの C」として

「Community（コミュニティの活用）」を追加した。これ

は、世界遺産保護では地域社会(local communities)と先住

民を含むコミュニティが重要な役割を果たしているため、

世界遺産条約履行における役割を強化したものである。

また、2012年世界遺産条約 40 周年記念会合で採択され

た提言「京都ビジョン」でも、持続可能な世界遺産保護へ

のコミュニティ参画の重要性が強調されている。 
日本の世界文化遺産保護については現在、文化庁文化

審議会において過疎化等に伴う地域の存続危機が今日的
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課題として認識されており（文化庁, 2021）、地域コミュニ

ティと世界遺産の持続的な在り方が検討されている。 
 以上より、世界文化遺産の持続可能性には、地域コミュ

ニティの持続可能性も必要になることがわかる。 
 
４．世界遺産とコミュニティの関係性に関する研究 

世界遺産と観光との関係性について論じた国内外の先

行研究をみると、世界遺産条約履行のための戦略的目標

に、「5つめのC」として「Community（コミュニティの活

用）」が追加された 2007 年以降、コミュニティに焦点を

当てたものが増加している。 
 近年の研究は、国内外ともに観光公害をテーマにした

ものが多い。本研究に関わるテーマは国外で多くみる。例

えば Gold (2021)は、コミュニティベースによる持続可能

な世界遺産マネジメントについて論じている。地域社会

に根差した世界遺産マネジメントには行政、民間企業、コ

ミュニティの行動が不可欠であることを示している。ま

た、Barbas(2017)は、世界遺産「5 つめの C」のコミュニ

ティの役割への配慮は、国レベルの統治システムによっ

て異なることと、複雑で動的な社会的現実を特定し、作業

することが問題となってくることを指摘している。この

理由として、ステークホルダーとしてのコミュニティの

規模は均質ではなく多様であり、変容する特徴があるこ

とをあげている。 
以上のように世界遺産保護におけるコミュニティの役

割については、海外研究をレビューすることで論点を整

理することができる。 
 
５．文化財の「価値の体系」論からの示唆 

 日本における世界文化遺産の保存・管理は、文化財保護

法など既存の法令に基づき、国と地方公共団体が各種規

制や補助事業等を実施し、地方公共団体が中心となって

様々な取組みがされる。文化財保護法の目的は、文化財の

「保存」と「活用」の両者にある。そのため、文化財の観

光資源化は、文化財の保存から活用へ比重を置いたもの

として問題視される場合がある。 
 このような文化財の保存と活用の二元論を超える研究

として、松田（2021）による文化財の「価値体系（value 
system）」を用いた議論がある。文化財マネジメントの手

法では、ステークホルダー間の利害調整は不可欠となる。

そこで、同一の文化財に見出す各ステークホルダーの価

値を細かく洗い出し、精緻に言語化した上で、価値の総体

を最適化するように導かれている。松田は、同一文化財に

関連してどのようなステークホルダーが存在し、価値を

見出しているのかについて、言語化を通して明示し、社会

的に共有するプロセスを重要視する。 
  
６．まとめ 

過疎地における観光地域づくりのなかで、世界文化遺

産の持続性はどのように図るべきか。文化財の価値体系

の議論を参考にすることで、第一に各構成資産に関わる

多様な地域コミュニティの現状を丁寧に調査し、第二に

各コミュニティや観光地域づくりに関わるステークホル

ダーが世界文化遺産に見出す価値について調査し、そし

て第三にステークホルダー間の利害の調整を考えるとい

った理論研究の展開可能性が見えてくる。 
 
参考文献 
 
1. 観光庁.（2020）. 「観光地域づくり法人の登録制度に関する
ガイドライン～観光地域づくり法人を核とする観光地域づ

くりに向けて～」 
2. 菅野正洋・吉谷地裕・山田雄一. (2018). 「日本の『観光地経
営』に関連する概念の変遷および海外における類似概念との

比較」. 『日本国際観光学会論文集』, 第25号, 25-35. 
3. 文化庁.（2021）.「我が国における世界文化遺産の今後の在り
方（第一次答申）」 

4. 松田陽. (2021). 「第 2章 保存と活用の二元論を超えて――
文化財の価値の体系を考える」. 小林真理編. 『文化政策の
現在3 文化政策の展望』.  25-49. 東京大学出版会. 

5. 森重昌之・海津ゆりえ・内田純一・敷田麻美.（2018）. 「観
光まちづくりの推進に向けた観光ガバナンス研究の動向と

可能性」. 『観光研究』, 第30巻第1号,  29-36. 
6. Barbas, M. G. & Robinson, M. & Bourdeau, L. (2017). Tourism at 

World Heritage Sites: community ambivalence. Bourdeau, L.  & 
Barbas, M.G. & Robinson, M. (eds.) World Heritage Sites and 
Tourism: Global and Local Relations. Routledge, 1-17. 

7. Gould, P. G. (2021). Realities and requisites in community-based 
heritage management. Higgins,V. & Douglas, D. (eds.) Communities 
and Cultural Heritage: Global Issues, Local Values. Routledge, 127-
138. 

8. UNESCO. (2012). Kyoto Vision.  
9. World Heritage Committee. (2007). Thirty-First Session, 

Christchurch, New Zealand, 23 June-2 Jury WHC-07/31.COM/24, 
Paris. 



 
日本観光経営学会 第 4 回観光経営カンファレンス（2022） 

日本観光経営学会 第 4 回観光経営カンファレンス（2022 年 6 月 12 日） 
 

40 

【研究発表】 

受け入れ側から見たワーケーションの実態（長崎県を事例に） 
ワーケーションは関係人口の創出につながるのか 

 
城本 高輝 * 

 

【 要 約 】 

 人口減少問題に直面する長崎県では、「ワーケーション」により「関係人口」を創出し、地域活性化に繋げようという取り組

みが活発化している。ワーケーションについては、コロナ禍で注目を集めているが、学術的な検証はあまり進められていない。

本研究では、長崎県のワーケーションの調査過程において、リモートワークスペース、周遊型ワーケーション、行政による補助

金の 3 点に着目し、その実態について言及する。さらに、地方部（受け入れ側）、都市部（送り出し側）、およびそれらの連携に

ついて、課題と必要な研究を提言した。 
 
キーワード：ワーケーション、関係人口、リモートワークスペース、移住、長崎 

 
１．はじめに 

 長崎県は日本全国の中でも人口減少の大きいエリアで

ある。長崎県の総人口は 1960 年の 176 万人をピークに、

2018 年には134 万人となっている。最近は、毎年1 万人

程度減少するペースで推移しており、2018 年の人口減少

率は対前年比△0.99%で、全国（△0.21%）を大きく上回っ

ている（長崎県, 2021a）。地方部への移住を促進するため、

国・地方自治体は、様々な施策に取り組んできたが、少子

高齢化が進み、就業機会が少ない地方部に移住を希望す

る人は少なく、大きな成果をあげていない。 
 一方、都心部では、新型コロナウィルス感染拡大により、

リモートワークが定着し、日本人の働き方が大きく見直

されようとしている。リモートワークをきっかけに、「ワ

ーケーション」を地域活性化の起爆剤として活用しよう

とする動きが地方部で活発化している。 
 
２．ワーケーションとは 

 ２．１．ワーケーションの概要 

 観光庁によると、ワーケーションとはWork（仕事）と

Vacation（休暇）を組み合わせた造語で、テレワーク等を

活用し、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕事をしつ

つ、自分の時間を過ごすこととしている。観光庁は、企業

（送り手側）、従業員（利用者）、行政・地域（受け手側）、

関連事業者（受け手側）に仕分けし、そのメリットを提示

している（図表1）。 
 政府は、地域に住む人々だけでなく、地域に必ずしも居

住していない地域外の人々に対しても、地域の担い手と

しての活躍を促すこと、すなわち地方創生の当事者の最

大化を図ることは、地域の活力を維持・発展させるために

必要不可欠であり、このため、その地域や地域の人々に多

 
*  長崎国際大学人間社会学部国際観光学科准教授 

様な形で関わる人々、すなわち「関係人口」を地域の力に

していくことを目指すとしている（内閣官房・内閣府, 
2020）。「関係人口」とは、移住や観光でもなく、単なる帰

省でもない、日常生活圏や通勤圏以外の特定の地域と継

続的かつ多様な形で関わり、地域の課題の解決に資する

人などのことである。（国土交通省, 2021） 
 

 
図表1 ワーケーションのメリット 

出所）観光庁 

 

２．２．ワーケーションの先行研究 

 ワーケーションという言葉は以前より普及していたも

のの、研究が進められてきたのは最近である。田中・石山

（2020）は、ワーケーションについては明確な定義がなく、

現在もイメージが先行しており、ワーケーションを導入

する企業、社員（個人）、地域・行政、関連事業者が、そ

れぞれの観点でワーケーションを解釈し、事業を推進し

ているとしている。ワーケーションについての議論はま

だ非常に少ない。 
 
３．受け入れ側(長崎県)から見たワーケーション 

 筆者は、長崎県のワーケーションに関する取り組み
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（行政の支援策およびPR活動など）について調査研究

を行ってきたが、以下の３点に着目している。 
 
３．１．リモートワークスペース 

 長崎県と県内市町は、海や山などの自然環境や、世界遺

産などの観光資源、地域の方々との様々な交流を楽しむ

ことができるワーケーションの受け入れの取組を進めて

いる。そのため、「リモートワーク in長崎」プロジェクト

により、その取り組みをホームページで紹介している。長

崎県各地で、リモートワークスペースは増加傾向で、地方

部である魅力を活かし、大型動物（イルカや対州馬）と身

近に触れ合える場所もある。 
 
３．２．周遊型ワーケーション 

 西九州エリアの長崎県の佐世保市などの市町は、県境

を越えて「西九州させぼ広域都市圏 1)」を形成し、現在、

広域圏周遊型ワーケーション 2)の受け入れを進めている。

長崎では、出島メッセ長崎（2021 年 11月開業）、九州新

幹線西九州ルート（2022年9月開業）、長崎スタジアムシ

ティ（2024 年 9月開業予定）、IR（2027 年開業予定）な

ど、長崎県の知名度、訪問者の増加につながるプロジェク

トが相次いでいる。こうしたプロジェクトが周遊型ワー

ケーションにどのような効果・問題をもたらすのか注視

していく必要がある。 
 
３．３．行政による助成金など 

 長崎県には、全国の島の14.2％にあたる971島があり、

全国第 1 位となっている。また、長崎県の特定有人国境

離島地域については、対馬、壱岐、五島列島の3地域、40
島が明記されている。長崎県の特定有人国境離島地域は、

その島の数で全国の56.3%、人口で45.1%を占め、領海の

保全等に関する活動の拠点として全国的にも極めて重要

な機能を有している（長崎県,2021b）。長崎県は、特定有

人国境離島地域社会維持推進交付金等を活用して、地域

社会の維持のための施策に取り組むとしている。これ以

外にもコロナ関係の補助金・助成金が、長崎県のリモート

ワークスペースの整備を後押ししている。 
 
４．ワーケーションの課題と今後必要な研究 

 ４．１．地方部（受け入れ側）について 

 地方部の行政では、ワーケーション推進（支援および

PRなど）は、移住・定住促進を所管する部署が中心とな

っている （野邉,2021）。関係人口の創出が、移住などに

どのように繋がるのか検証が必要である。また、助成金な

どでリモートワークスペースの整備を支援したものの利

用者が少ない施設も多く、引き続き、こうした施設の利用

状況についての実態調査が必要である。 
 

４．２．都市部（送り出し側）について 

 コロナ禍の長期化・収束や社会全般における働き方（リ

モートワークの定着や長期休暇の取得）がどのように変

化し、送り出し側の行動にどのような影響を与えるのか

調査していく必要がある。 
 

４．３．地方部（受け入れ側）と地方部（送り出し側）の

連携について 

 都市部と地方部のワーケーションの取り組みにはギャ

ップがあり、これらが連携したとき、どのように有機的に

機能するのか、検証していく必要がある。 
 
５．おわりに 

 「ワーケーション」という言葉は、コロナ禍で注目を集

めた。別途「ブレジャー」という言葉もあり、今後、新し

い言葉に生まれ変わるかもしれない。しかし、選択肢のあ

る働き方、自由な生き方への要求はますます高まるであ

ろう。今後、ワーケーションが日本でどのように定着・変

化していくか注目したい。 
 
注 

1) 西九州させぼ広域都市圏 
 長崎県佐世保市を中心市として，長崎県内では平戸市，

松浦市，西海市，東彼杵町，川棚町，波佐見町，小値賀町，

新上五島町，佐賀県内では伊万里市，有田町の11市町が

県境を越えて「西九州させぼ広域都市圏」を形成し，2020
年 4 月に佐々町が加わり，新たな枠組みの都市圏として

スタートした。12市町は，様々な分野で相互に強みを伸

ばし，弱みを補いながら圏域全体を活性化していくため

の取り組みを推進している。  
2) YOKA！ワーケーションガイドブック 
 西九州させぼ広域都市圏の各エリア情報や周遊型ワー

ケーションモデルコースを紹介している。 
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【研究発表】 

日本の宿泊業の生産性課題 

沖縄県西海岸リゾートホテルのケーススタディー 

 

重谷 陽一* 

角谷 尚久** 

 

【 要 約 】 

日本において宿泊業などの観光関連企業は常に就職人気ランキングの上位に位置する企業でありながら、離職率の高い企業で

もある。その背景には労働生産性の低さから従業員の待遇改善を行うことができず従業員が離職するという現状もある。その

対策として「やりがい」対策を行うことで従業員を繋ぎ止めようとする動きもあるが、所謂「やりがい搾取」の温床にもなりか

ねない。本研究では沖縄のリゾートホテルを例に従業員のモチベーション対策以外の生産性向上のヒントを探っていく。 

 
キーワード：サービスマネジメント、ホテルマネジメント、サービスマーケティング 

 

１．はじめに 

 日本において観光関連企業は新常に就職人気ランキン

グの上位に位置する企業である。日本の大手人材・広告企

業であるマイナビ社の「大学生就職企業人気ランキング

（文系）」によると 1990 年から 2019 年までの 30 年間の

間で見ると上位10社の約4割弱が宿泊業・旅行代理店・

航空会社・鉄道会社などの観光関連企業である。一方で、

観光関連企業において人材の定着率は非常に低く、せっ

かく希望の業界に就職した学生の多くが観光関連企業を

去っているという深刻な事実がある。この背景には日本

の観光関連企業の労働生産性が低く、待遇改善の原資と

なる企業の利益が小さいことがある。特に宿泊業などの

観光関連企業では利益率の低さやコスト管理の甘さから

利益を十分に確保できず待遇改善の原資が十分に確保で

きないなどマネジメントの経営努力不足とも言える事情

もないとは言えない（橋本, 2017）。そのため、本調査では

敢えて宿泊業の労働生産性を従業員のモチベーション以

外の要素から検証する。 
 本調査で沖縄県の宿泊業をケースの対象として選択し

た、その理由は①地理的条件から日本本土と地上交通に

よる往来が不可能で実質上航空機以外の交通手段がない

ため、統計の信頼性が高いこと、②沖縄県では観光関連企

業が最も主要な産業であること（宮城, 2010）③総務省

「2016年経済センサス活動調査・事業所等に関する集計」

によると沖縄県は全業種労働生産性が全国平均の 70.8%
で最下位であるにもかかわらず、宿泊業については労働

生産性が全国平均を上回っており（全国平均の 104.2%）

全国県別ランキング12位であることである。 
 

 
*  静岡産業大学 経営学部 教授 
**  西南女学院大学 人文学部 観光文化学科 准教授 

２．調査の方法 

 本調査の目的は沖縄県西海岸の宿泊業のケースをもと

に日本の観光関連企業の労働生産性向上についての示唆

を得ることである。しかし、アンケート調査を行うほどに

サンプル数は多くないため、比較的少ないサンプル数で

も調査が可能であるインタビュー調査による手法を用い

ることとした。インタビュー調査は2021年9月に沖縄西

海岸の４軒のホテルのマネージャーを対象に行った。イ

ンタビューは事前に送付した質問に従って半構造化イン

タビューを行い、事前に送付した質問だけでなく、その質

問に関連する情報や深掘りした情報を得ることを目指し

た。また、コロナ禍以前の状況について回答いただくこと

とした。 
 仮説の設定については先行研究によって示唆されてい

る内容を仮説として設定し、仮説とケースの一致点と差

異を半構造化インタビューで深掘りすることで生産性向

上に対する示唆を得ることを目指した。 
 
３．仮説の策定 

 参考文献にある文献調査の結果から以下のような仮説

を設定した。 
【仮説①】需要波動による稼働率の差異が宿泊業の生産

性のボトルネックとなっている。 

【仮説②】宿泊業の生産性の向上のためには低コストな

労働力による人海戦術から設備投資による資本労働比率

の向上が必要である。 

【仮説③】宿泊業の生産性の向上のためには雇用のミス

マッチを解消し、従業員の離職率抑制が必要である。 

【仮説④】ホテルの格付（星数）はホテルのブランド価値

を上げ、宿泊単価や稼働率の向上につながり、労働生産性
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を上げる。 

【仮説⑤】チェーンオペレーションを行っているホテル

や客室数の多いホテルはスケールメリットによって生産

性が高い。 

【仮説⑥】レベニューマネジメントの導入によって

RevPARの向上が叶うことは認識しているものの、閑散期

の集客や既存顧客との関係から完全に OTA に移行するこ

とは不可能である。 

 
４．ケーススタディー 

ケース①：リゾートホテル・2010年代後半開業 
 当ホテルは2010年代後半に開業した部屋数400室弱の

リゾートホテルである。ファミリーで利用できるヴィラ

も備え、主に日本国内の富裕層をターゲットとしている。

大半の顧客は日本本土からの旅行者で平均宿泊数は 3-4
泊、高単価な客室に宿泊する顧客ほど平均宿泊数が多い

傾向にある。宿泊者数の曜日波動や季節波動は特になく、

大型連休を除けば年間の稼働率はほぼ平準化している。

品質面に関しては格付機関の格付（星数）は宿泊単価及び

稼働率の向上につながると考えている。 
 当ホテルは独立系のブランドで、予約システムの共有

化や共同調達、サービスの共通化等は行っていない。集客

についてはOTAが約半分、自社サイトが約3割、リアル

エージェントが約 2 割という比率である。今後はリアル

エージェントの割合は縮小すると考えているが、金額に

糸目をつけずに旅行手配を代理店に丸投げしたい顧客層

や対面販売による情報提供を希望する顧客層がなくなら

ないと考えている。しかし、予約取次だけの取引は自社サ

イトやOTAに移っていくものと考えており、付加価値を

提供できるリアルエージェントが生き残ると考えている。

また収益管理についてはレベニューマネジメントを導入

しており、レベニューマネジメント責任者は部門長直轄

である。レベニューマネジメント責任者はOTA及び自社

サイト経由の予約のみならずリアルエージェント経由の

予約にも価格決定権を持つ。 
 ベッドメーキングなどのノンコア業務についてはアウ

トソーシングを行っている。現在、大卒と専門卒の間で役

割の違いは設けていないため、大卒者の採用にはあまり

積極的ではないが、大学でホテルマネジメントに関する

専門教育が行われることは「ホテリエ」の地位向上のため

にも大歓迎であると考えている。また、新卒者の離職率に

ついては 1 割強であり、離職率を抑えることでサービス

レベルを向上させることができると考えている。 
 

ケース②：リゾートホテル・1990年代開業 

 当ホテルは1990年代開業の当該地域では大規模な部屋

数を持つリゾートホテルである。国内外の旅客をターゲ

ットとしており、顧客のほとんどは県外からの旅行者で

コロナ禍前には 3 割弱の顧客は海外からの旅行者であっ

た。国内の顧客の平均的な宿泊日数は2-3泊で、週末には

稼働率が上昇する。また、年末年始・ゴールデンウイーク・

旧盆などの大型連休にも稼働率が上昇する。当ホテル自

体は特に格付機関による格付を受けていないが、同一ブ

ランドのホテルが世界的な品質認証を受けておりそれが

特に海外からの顧客への販路拡大や平均滞在日数の増加

につながっている。また、ホテルは顧客の利便につながる

ハードウエアに投資しており、それが顧客満足につなが

っている。 
 当ホテルは国際的なホテルチェーンには加盟していな

いが、沖縄地区のリゾートホテルとしてのブランド力を

だけで十分に戦っていきたいと考えているからである。

また、当ホテルは沖縄地区に複数のホテルを経営してお

り、予約システムの共有化や間接部門の統合などでシナ

ジー効果を発揮している。集客についてはリアルエージ

ェント経由が約 30％強、OTA 及び自社サイト経由が約

70%弱となっている。リアルエージェント経由の予約は

減少するがなくなることはないと考えている。リアルエ

ージェントの持っている顧客が自社の顧客層と重複して

いることやリアルエージェント経由で入る団体需要も個

人旅行誘致のプロモーションとしてメリットがあると考

えているためである。また、レベニューマネジメントにつ

いてはその有効性を認識している。 
 当ホテルの正社員比率は 40%程度で、正社員と非正規

社員の業務は厳密には区別していない。また、人材の安定

性についてはサービス品質に影響すると考えており、離

職率の改善に取り組んでいる。大学でのホテルマネジメ

ントに関する専門教育については期待は持っているが、

入社後の社内教育での人材育成も必要不可欠という考え

である。 
 
ケース③：リゾートホテル・2000年頃開業 
 2000 年頃に開業したリゾートホテルである。ホテルの

部屋数は 300 室弱で国内外の旅客をターゲットとしてい

る。顧客のほとんどは県外からの旅行者でコロナ禍の前

には約 30％の顧客は海外からの旅行者であった。国内の

顧客の平均的な宿泊日数は 2-3 泊で、季節変動に比べて

は差異が少ない。また、年末年始・ゴールデンウイーク・
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旧盆などの大型連休にも稼働率が上昇するが、7-8月のハ

イシーズンとそれ以外では10ポイント程度の稼働率に違

いが出る。品質面については特に格付機関による格付を

受けていないが、OTA による評価などは価格や稼働率に

影響すると考えている。また、ハードウエアへの投資効果

は明らかであると考えている。 
 当ホテルは沖縄地区のリゾートホテルとしてのブラン

ド力を十分に備えており、自社のブランド力だけで十分

に集客が可能であること、沖縄地元ブランドのホテルと

してのカラーを出していきたいことからホテルチェーン

への加盟は考えていない。また、当ホテル経営会社は沖縄

地区にグループ内で同ブランドの複数のホテルを経営し

ており、予約システムの共有化や間接部門の統合などで

シナジー効果を発揮している。集客についてはリアルエ

ージェント経由が約30％、OTA経由が約60%、自社サイ

ト経由が約10%となっており、OTA経由で予約実績のあ

る顧客には自社サイトの利用を勧めることで自社サイト

利用率の向上を目指している。リアルエージェント経由

の予約減少傾向にあることが、団体旅行についてはリア

ルエージェントの取引は維持されると考えている。しか

し、予約取次だけの取引についてはインターネット経由

のものが主体になると考えており、リアルエージェント

がどのような付加価値をつけることができるかが今後の

取引に影響すると考えている。レベニューマネジメント

は10年ほど前から導入しており、稼働率向上と収益性拡

大に必須のものとなっている。レベニューマネジメント

責任者はOTA及び自社サイトの価格決定権を持つが、リ

アルエージェント経由の価格については価格決定権を持

っていない。 
 当ホテルの正社員比率は 70%弱で、正社員はオペレー

ション業務、売上・顧客満足向上、マネジメント業務につ

いており、非正規社員は作業業務が中心である。新卒者と

中途採用者の割合はおおよそ 1 対 2 である。人材に実態

をよく理解してくれた上で入社して長く勤めて欲しいと

考えており、インターンシップ経験者は特に積極的に採

用している。大学でのホテルマネジメントに関する専門

教育への期待は大きく、観光立県としての沖縄県の経済

成長のためにはサービスの現場人材ではなくマネジメン

ト人材の育成が重要であると考えている。 
 
ケース④：宿泊特化型ホテル・2010年台後半開業 
 当ホテルは宿泊特化型ホテルで2010年台後半に開業し

た。ホテルの部屋数は 20 室弱で、「リーズナブルにリゾ

ートで中長期滞在をしたいという国内外の顧客をターゲ

ットとしている。顧客のほとんどは県外からの旅行者で

LCC の沖縄就航の影響もありコロナ禍前には海外からの

宿泊者が過半数であった。顧客の平均的な宿泊日数は１

週間弱で、平均宿泊日数が長いために曜日波動はわずか

である。また、年末年始・ゴールデンウイーク・旧盆など

の大型連休にも稼働率が上昇するが、季節波動について

も目立ったものはない。品質面については「清潔・安全・

快適」などの基本品質は徹底するが、基本は必要不可欠な

サービスに特化している。客室清掃についてはこだわり

があり多くのホテルが行っているような外部委託を行わ

ず内製化することで品質を堅持している。 
 格付機関による格付は受けていないが、OTAやSNS上

での評価はホテルの認知度を上げるために非常に重要だ

と考えている。また、集客はOTA及び自社サイトで行っ

ており、創業当初からリアルエージェントとの取引は原

則行っておらず、今後も積極的に取引を行うつもりはな

い。OTA は手数料が高いが新規顧客を引き込む効果があ

るため、集客の入口と考えている。そのため、OTA 経由

で予約してきた顧客には次回は自社サイトで予約するよ

うに誘導している。レベニューマネジメントは開業当初

から行っており、稼働率・収益性向上に役立っていると考

えている。 
 当ホテルの正社員比率は約 25%で、正社員はオペレー

ション・営業・客室清掃などマルチタスクをこなすことを

求めている。非正規社員を含め、社員には長く勤めてスキ

ルを積んで欲しいと考えており、社内資格制度を設ける

などしてモチベーションの維持に努めている。また、大学

でのホテルマネジメントに関する専門教育については特

に必要性は感じていない。 
 
５．仮説の検証 

 【仮説①】の検証ではコロナ前の状況についてヒアリン

グを行ったために先行研究でも示唆されていた旺盛なイ

ンバウンド需要によって需要波動が解消されていたため

に仮説は不支持となった。しかし、ケース①では先行研究

で示唆されていたインバウンド需要による需要波動の解

消によるものではなく、インバウンド旅客をほとんど取

り込めていなかったにもかかわらず需要波動の影響を受

けていなかった。その背景には国内の富裕層をターゲッ

トとしてファミリー向けのヴィラを充実するなど宿泊客

の滞在日数の長期化に努め曜日や季節の波動を減らすこ

とに成功しているためであった。 
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【仮説②】については全てのケースで先行研究によって

示唆されていた設備投資による資本労働比率の向上によ

って生産性が向上することが支持されている。 
【仮説③】については全てのケースで雇用のミスマッチ

の解消と従業員の離職率の抑制が生産性向上に役立つこ

とが先行研究に示唆されている通りに支持された。また、

インタビューの中で大学でのホテルマネジメント教育に

対する期待や大学や専門学校との提携によるインターン

シップが従業員の採用と定着率の向上とに役立っている

ことも示唆された。 
【仮説④】では先行研究に示唆された通りホテルの格付

(星数)やOTAやSNSでの評判が宿泊単価や稼働率の向上

によって生産性向上に貢献することが支持された。 【仮

説⑤】については小規模なホテルであるケース④以外で

はホテルの規模やチェーンオペレーションによるスケー

ルメリットがホテルの生産性を上げることが支持された。 
【仮説⑥】においてはレベニューマネジメントの導入に

よるリアルエージェントからOTAへの移行は完全には不

可能であることが当初からリアルエージェントとの取引

のないケース④以外では支持された。しかし、その理由は

先行研究に示唆された既存顧客との長期的関係や閑散期

の集客などの消極的理由だけでなく、リアルエージェン

トに予約取次以外の付加価値を求めているためであった。

また、このことはOTAにも同じことが求められつつあり、

予約取次しか付加価値をつけることができないエージェ

ントはリアル・オンラインを問わず代理店手数料を払う

必要のない自社サイトへ顧客を誘導するためのきっかけ

と考えられていることがインタビューで示唆された。 
 
仮説 ケース① ケース② ケース③ ケース④ 

① 不支持 不支持 不支持 不支持 

② 支持 支持 支持 支持 

③ 支持 支持 支持 支持 

④ 支持 支持 支持 一部支持 

⑤ 不支持 支持 支持 不支持 

⑥ 一部支持 一部支持 一部支持 不支持 

 
５．まとめと今後の課題 

 本調査は沖縄県西海岸に存在するホテルのケースをも

とに労働生産性向上のために何が必要かを調査した。本

件で扱ったケースはインタビューを快諾頂いた 4 件のケ

ースに過ぎないが労働生産性向上の何らかの示唆が与え

られたと考える。この調査の中で示唆されたことは従業

員のモチベーション対策と同様にオペレーション面やマ

ーケティング戦略面でも生産性向上が期待できるという

ことである。本調査では観光関連企業における労働生産

性を従業員のモチベーション以外の面に絞って論じたが、

モチベーションと生産性の検証は今後の課題として取り

組んでいきたい。 
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【研究発表】 

インターナル・マーケティング再考 
―「従業員を顧客として扱う」という概念に焦点をおいて― 

 
橋本 俊作* 

 
【 要 約 】 

 インターナル・マーケティング(IM)は、高いサービス品質の達成・提供手法として、最初にBerry et al (1976）によって示され

（Ahmed & Rafiq,2002）、「従業員を顧客として扱う」という中核概念が提示された。約 50 年にわたり多くの研究が行われてき

たが、IM の定義は統一されていない。また、この中核概念に対する問題も提起されている。しかし、同様の概念は,サービス・

プロフィット・チェーン（Heskett et al,1994,1997,2003,2005）、及びリソース・ベースト・ビュー（Barney,2003）にも見いだされ

る。本稿では、文献研究により「従業員を顧客として扱う」という IM の中核概念について再考を行った。 
 
 キーワード：従業員を顧客として扱う、インターナル・マーケティング、サービス・プロフィット・チェーン、 

       リソース・ベースト・ビュー、内部組織活性化 

 

１．はじめに 

 IM は、一貫したサービス品質を達成する手法として、

また、 一貫して高いサービス品質を提供するという問題

の解決策として、Berry et al（1976）によって最初に示さ

れた（Ahmed and Rafiq, 2002）。その中核概念は「従業員を

顧客として扱う」である。約50年にわたり多くの研究が

行われてきた。しかし、研究の多くは規範的な研究であり、

実証的な研究はほとんどなく（Gounaris, 2008a）、IMが何

を意味するかについての統一された定義はない (Ahmed 
and Rafiq, 2002）。 
 

IMの代表的な定義は以下のとおりである。 
・ 組織の目的を満たしながら、内部市場（従業員）の本

質的なニーズを満たす内部製品（ジョブ）を利用可能

にすることに関連している。（Berry et al, 1976） 
・ その目的は、顧客の意欲を高め、意識の高い人材を獲

得することである。(Grönroos, 1981） 
・ マーケティングの観点に基づいて組織の人材を管理

するための哲学として説明されている。（George and 
Grönroos, 1989） 

・ 有能な従業員を彼らの欲求を満足させるような仕事

そのものによって引きつけ、育成し、動機付け、保持

することだ。IMは従業員を顧客として扱う哲学なの

だ。 (Berry and Parasuraman, 1991） 
・ 関係を構築するプロセスである。その過程で、従業員

の自律性とノウハウが組み合わさって、市場の変化

に対応するための組織内の変革活動を刺激する新し

い組織の知識を生み出し,伝える。(Ballantyne, 1997） 
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・ 顧客志向に向けた組織戦略を実装および統合するた

めに、従業員の意欲を高めることを目的としたマー

ケティングのようなアプローチを使用した計画的な

取り組みである。（Ahmed and Rafiq, 2002） 
・ 対象従業員の仕事に対する満足度と業績を高め、離

職を回避するために、対象従業員のモチベーション、

エンパワーメント、明確な役割などを有効に活用す

ることを目的としたマーケティング活動である。（高

橋, 2014） 
 
確かに、定義は統一されていない。しかし、共通の要素は

内部市場（従業員）に働きかけ、従業員の満足度を高め、

顧客志向を動機付け、外部市場（顧客）に効果的な仕事を

生み出すことである。つまり、内部市場である従業員を活

性化することで、外部市場が活性化することと言える。 
 
２．他の理論との共通性 

 ２．１．サービス・プロフィット・チェーン 

まず、Heskett et al（1994,1997,2003, 2005）によって提示さ

れたサービス・プロフィット・チェーン (SPC) に、共通

性が見出される。なぜなら、SPC は「従業員を顧客とし

て扱う」ことで、従業員の満足度を高め、顧客志向を促し、

顧客サービスの質と顧客満足度を高め、売上げと成長、及

び利益率を高めることを主張しているからである。 
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図表1 ：サービス・プロフィット・チェーンの流れ 

出所：Heskettら, 2005, p.6 

 

SPCの特徴は以下の通りである。 
・ 職場環境の内部品質は、従業員の満足度に最も貢献

する。内部品質は,従業員が自分の仕事、同僚、及び

企業に対して抱く感情によって測定される（Heskett 
et al, 1994）。 

・ 内部組織の質は、人々がお互いに対して持っている

態度と、組織内で人々がお互いに奉仕する方法によ

っても特徴付けられる（Heskett et al,1994）。 
・  
内部組織の品質を向上させるためには、「従業員を顧客

として扱う」という従業員関係管理が求められるとして、

Heskett et al（2003）は、アルコアの CEO を務めた Paul 
O'Neillの事例に基づいて、「従業員を顧客として扱う」と

は何かを説明している。 
 

CEOのPaulO’Neillは、従業員がアルコアで最も望ん 
でいること、つまり仕事の安全性を判断し、あるレポ 
ートで「世界で最も安全な職場」と呼ばれるものを 
作成するのに役立つ適切な管理チームを確保した。 
次に、結果が得られるとは思っていないマネジャー

を交代させる必要があった。なぜなら、彼らが仕事

上の事故をほとんどなくすことができれば、同じプ

ロセスと努力を適用してコストを削減できるからで

ある。 さらに、その過程で組織はフラット化され、

ますます多くの責任が最前線に移った。時間の経過

とともに結果は劇的であった。オニールがアルコア

の指揮をとった12年間、従業員に対する彼の信念は

見事に報われた。同社の利益は,1993年のほとんどゼ

ロから 2000 年に 15 億ドルに達した。(Heskett et al, 
2003) 
 

 ２．２．リソース・ベースト・ビュー 

次に、共通性は、競争戦略理論のリソース・ベースト・

ビューに見出すことができる（木村,2007）。この枠組みで

は、企業ごとに異なり、複製に多額の費用がかかるリソー

ス（管理リソース）に焦点を当てることに注目し、管理リ

ソースを活用することで企業は競争優位を獲得できると

されている（Barney, 2003）。Barney（2003）は、リソース・

ベースト・ビューフレームワークをより具体化するフレ

ームワークとしてVRIOを紹介している。VRIOフレーム

ワークは、次の4つの問いにより構成されている。 
 

1. 経済的価値 ( value ) に関する問い 
2. 希少性 ( rarity ) に関する問い 
3. 模倣性 ( imitability ) に関する問い 
4. 組織 ( organization ) に関する問い 
 
「価値、希少性、及び高い模倣コスト」の管理リソースと

機能は企業組織の強みであり、持続可能な独自の能力で

ある（Barney,2003）。また、経営幹部だけでなく、社員の

創造・育成・活用も全社員の責任である。 Barney（2003）
は、成功している自動車メーカーの工場長、生産ライン管

理者、及び清掃員に仕事の責任について尋ねるというア

ナロジーを用いて説明している。 
 
・ 工場長：「私の仕事は,この工場を管理して,会社が世

界最高の自動車を製造および販売できるようにする

ことです。」 
・ 生産ライン管理者：「私の仕事は,この生産ラインを

運営・管理し,世界最高の自動車の製造・販売を支援

することです。」 
・ 清掃員：「私の仕事は,この工場を清潔で光沢のある

状態に保ち,世界最高の自動車の製造と販売を支援す

ることです。」 
 

内容はほぼ同じであるが、それぞれの立場を考える 
と意味が異なる。工場長と生産ライン管理者の答え 
は世界中どの工場でもおそらく同じであろう。しか 
し、清掃スタッフの答えは,職場をきれいにすること 
だけではない。「私の仕事は,この工場を清潔で光沢

のある状態に保ち、会社が世界で最高の車を製造お

よび販売できるようにすることです。」このような

定義は非常にまれで希少であると言える。ひとりの

清掃員によって生み出される価値は小さい。しかし
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この工場の全従業員が自分の仕事をこの清掃員と同

じように定義した場合、組織全体によって生み出さ

れる価値は計り知れない。この種の意識を生み出す

組織文化と伝統は、おそらく他の企業にとってかな

りの模倣コストを伴うだろう。競争上の優位性の源

泉は非常に重要であり、経営幹部だけに委ねること

はできない。企業は,組織全体のすべての従業員に

どの程度の権限が委任され,動機付けられているか

によって,価値があり、希少で費用のかかる管理リ

ソースと機能を開発して活用し、責任を果たす。ま

た、実際に得ることができる持続可能な競争上の優

位性のレベルを決定する。 
（Barney,2003 下線は筆者） 

 
従って、Barney（2003）によると、「価値があり、希少で、

高い模倣コスト」の管理リソースは、組織の目標に強く動

機付けられている従業員であることを意味する。このよ

うな従業員は、持続可能な競争優位を生み出す源泉とな

る。従業員が組織の目標に対して強いモチベーションを

持つためには、組織によってかけがえのないものとして

扱われる必要がある。組織から丁重に扱われることで、従

業員の意欲は高まると考えられる。この考え方は,「従業

員をお客様として扱う」という考え方に合致する。 
Berry and Parasuraman（1991）の定義に基づくと、サー

ビスの分野でリソース・ベースト・ビューを具現化する概

念は SPC であり、この 2 つを含む概念は IM であると言

える。共通する概念は「従業員を顧客として扱う」である。 
 
３．「従業員を顧客として扱う」という概念の考察 

Ahmed and Rafiq（2002）は、従業員を顧客として扱う」

に対して、下記のように潜在的問題を提示している。  
 
1. 外部のマーケティング状況とは異なり、従業員が販

売する「製品」は,実際には従業員に望まれないか、

または否定的な効用さえ持っている可能性がある。 
2. 外部のマーケティング状況と異なり、従業員が選択

できる「製品」を選択する可能性はほとんどない。 
3. 雇用の契約上の性質により、最終的な分析では、従

業員は望まない「製品」を受け入れるように「強

制」される可能性がある。 
4. 従業員を満足させるための経済的コストはかなりの

額になる可能性がある。 
5. 「顧客としての従業員」の概念は、外部顧客のニー

ズが従業員のニーズよりも優先されるかどうかとい

う問題も提起される。 
これに対して、高橋（2014）は、内部モデルの2階層交換
モデルにより、従業員を消費者ではなく売り手として扱

うことで反証した。従業員を売り手として扱うことで、

Ahmed and Rafiq（2002）が提起した問題は無意味になる

が、その時点で従業員は「顧客」としての地位を失う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表2：IMの２階層交換モデル 

出所：高橋, 2014, p.178 

 
それゆえ、第2レベルでは、従業員は組織から IMを

提供され、「顧客」としての地位を維持するよう設定

されていると主張している。Ahmed and Rafiq（2002）
はGrönroos を引用し「従業員を顧客として扱う」よ

りも顧客志向が重要であると述べている。しかし、従

業員に顧客志向を生み出すためには意欲が必要であ

り、そのためには従業員満足が必要である。そして、

従業員が満足するためには、「従業員を顧客として扱

う」ことが求められる。従って、その根底にあるのは

「従業員を顧客として扱う」ことであると考えられ

る。また、Grönroosのモデルには、最初に「支援的管

理」がある。経営陣の従業員への支援的管理は、参加

型経営、従業員の満足、及び顧客意識の高い従業員の

意欲にもつながると考えられる。Normann（2002）は、

この関係を「真実の瞬間の高潔なマイクロサークル」

と説明し、高揚したサービス提供者が高揚した顧客

を創出し、高揚した顧客が高揚したサービス提供者

を創出すると主張している。また、このサークルは自

発的に生み出されるものではなく、組織が積極的に

関与し、強力なサービス管理システムによって創出

されることも示している。 
 Heskett et al（2003）は、次のように指摘している。多く
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の組織では、元従業員が顧客組織での将来の購入決定を

管理していることに気付く場合がある。つまり、従業員が

退職する際の扱いは将来の収益との関係に影響を与える

可能性がある。P&Gやマイクロソフトは、退職した従業

員との連絡を維持するために、「卒業生」ネットワークを

作っている。退職者は、その日から消費者になり、将来的

には新しい仕事の目的地での製品購入の決定に関与する。

言い換えれば、退職者は「顧客」になり得る。そのため、

業績の悪化等により退職を余儀なくされた場合でも、敬

意と感謝の気持ちを持って、彼らに配慮する必要がある

と言える。退職後、彼らは「顧客」とならなければならな

い。この考えは、「従業員を顧客として扱う」ことの重要

性を示している。 
 
４．結論 

本稿では、Berry and Parasuraman（1991）によって最初に

示され、IMの中核概念とされてきた「従業員を顧客とし

て扱う」について再考を行った。 
Ahmed and Rafiq（2002）は「従業員を顧客として扱う」

に対して、多くの潜在的問題を提示し、Grönroos の概念

に基づいて、従業員の満足度やモチベーションではなく

IM のプロセスによって従業員の顧客志向を生み出すこ

とが重要であると述べた。これらの問題について高橋

（2014）、Normann（2002）、及びHeskett et al（2003）に基

づいて反証を行った。しかし、そもそも、Berry and 
Parasuraman（1991）は、「IM は「従業員を顧客として扱

うという哲学である」と述べている。哲学という言葉は、

それが象徴であり概念であることを想起させる。従って、

それは、現実に「お客様として」という意味ではなく、「お

客様のように丁重に」という意味であると解釈できる。以

上により、「従業員を顧客として扱う」ことは、内部市場

（従業員）に働きかけ、従業員の満足度を高め、顧客志向

を動機付け、外部市場（顧客）に効果的な仕事を生み出す

ことに関して重要な要素であると考えられる。  
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【研究発表】 

IT活用による宿泊業の生産性向上 

旅館における導入事例から 

 

大島 知典* 

 
【 要 約 】 

 日本の宿泊業、とりわけ旅館ではその生産性の低さが大きな課題となっている。本研究は、宿泊業の生産性向上における IT
活用の状況を明らかにし、実務への具体的な指針を示すことを目的とする。サービス・マネジメント研究におけるテクノロジー

導入の議論を踏まえて、綿善旅館と元湯陣屋について事例研究を行った。その結果、経営の見える化によるスタッフの意識改革

と、IT を軸としたサービス・デリバリー・システムを再構築する必要性を指摘した。 
  
キーワード：宿泊業、生産性、サービス・デリバリー・システム、IT  

 
１．はじめに 

 日本では、少子高齢化の進行による生産年齢人口の減

少を背景に、企業における人手不足が社会問題となって

いる。その中でも、宿泊業はサービスの生産において人間

の労働力に対する依存度の高く、人手不足は深刻な状況

にある。宿泊業の有効求人倍率について調査している「職

業安定業務統計」によれば、全業種の有効求人倍率が1.38
倍であるのに対して、宿泊業では 6.15 倍と高くなってい

る。また、宿泊業の就業者の年齢構成について調査した

「就業構造基本調査」によれば、宿泊業の就業者のうち60
代以上が約 3 割を占めていることから、将来的に人手不

足がさらに深刻化することも危惧されている。 
 他方、宿泊業の労働生産性が他産業と比較して大幅に

低い水準となっていることも問題視されている。『通商白

書』によれば、日本とアメリカの労働生産性と全要素生産

性を比較すると、飲食・宿泊業では、労働生産性で日本は

アメリカの26.5%、全要素生産性でも51.0%と大きな格差

が生じている。概して日本のサービス産業はアメリカよ

り生産性が低いものの、飲食・宿泊業の生産性の低さは突

出している。 
 こうした状況を踏まえ、政府は2016年に策定した「明

日の日本を支える観光ビジョン」で、宿泊業の生産性向上

を観光産業の国際競争力強化および基幹産業化に向けた

課題として掲げている。そして、観光庁は、宿泊施設の業

務効率化や付加価値向上の取組みを支援する「宿泊業の

生産性向上推進事業」を実施、コンサルティングによるモ

デル事例の創出やワークショップの開催を通じて、生産

性向上に向けた取り組みの水平展開を図った。 
 宿泊業の生産性向上においては、業務の標準化や従業

員のマルチタスク化をはじめ多様な課題が存在するが、
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他業種に比べて大幅に遅れているとされてきたのがIT活

用である。近年では、宿泊業を対象としたシステムやツー

ルが展開されており、それらを活用しようとする動きも

活発化している。しかし、宿泊業の IT活用に関する研究

は、ほとんど見当たらない。本研究の目的は、宿泊業の生

産性向上における IT活用の状況を明らかにし、実務への

具体的な指針を示すことである。 
 
２．研究の方法とフレームワーク 

 本研究は、元湯陣屋と綿善旅館における IT活用を対象

に研究を行う。具体的には、雑誌やWEB公開資料を整理

し、IT を導入するに至った経緯、導入の際の障壁とその

克服方法、導入後の効果について検討する。その内容を踏

まえ、宿泊業で ITを活用する際の課題を議論する。 
 サービスを顧客に生産し提供するサービス・デリバリ

ー・システムにおける主要な要素の一つが、テクノロジー

と物的要素である（Norman, 1991）。サービス分野では、

様々なテクノロジーを導入する動きが、バックヤードに

おけるオペレーション部門の業務から、顧客接点を伴う

フロント・システム部門の業務までにも及んでいる

（Wünderlich, Wangenheim, & Bitner, 2013） 
 サービス分野におけるテクノロジーの導入は、サービ

スの品質を安定化させ、生産性を向上させることが期待

される。宿泊業のように接客を中心とした労働集約型の

サービス業は、サービス担当者の個人要因がサービス品

質にバラツキをもたらすという異質性の課題がある。そ

のため、製造業における生産管理の発想に基づき、人間に

依存する作業をテクノロジーに置き換えることでサービ

スを標準化させ、オペレーションの安定性と効率性を向

上させることが重要とされた。 
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 しかし、テクノロジーを導入する場合、顧客に対するネ

ガティブな影響も懸念されている。質の高いサービスを

提供するためには、顧客一人ひとりのニーズや状況に合

わせて、柔軟かつ臨機応変にサービスを個別対応する必

要がある。テクノロジーでは人間のような柔軟な個別対

応ができないため、サービスの品質が低下することが懸

念される（Bitner, 2001）。 
 次章では、こうしたサービス・マネジメント研究におけ

るテクノロジー導入の議論を踏まえて、綿善旅館と元湯

陣屋事例に宿泊業の生産性向上におけるIT活用の状況を

みていく。 
 
３．事例研究 

事例１ 綿善旅館 

 観光庁が実施する「宿泊業の生産性向上推進事業」にお

いて、2015年にモデル旅館として選出され、IT化による

経営改革を実施したのが京都の綿善旅館である。綿善旅

館は 1830 年創業の老舗旅館で、中学生を中心に年間約

100校、延べ約1万5000人の修学旅行生を受け入れる「修

学旅行宿」である。若女将の小野雅代氏は、綿善旅館の跡

取りとして生まれたが、地元の大学卒業後は跡を継ぐこ

とへの反発心からメガバンクへ就職した。3年半勤めて退

職後は専業主婦となったが、働きたいという欲求と父か

らの誘いが重なり、2011 年からスタッフとして綿善旅館

で働き始めた。 
 小野氏はメガバンクで勤めていたからこそ、老舗旅館

の古い経営体質を改善する必要を強く認識しするように

なった。当時は勤続年数の長いスタッフをはじめ特定の

人物の発言権が強く、明確な評価制度もないために、言い

たいことが言えないという閉塞感が蔓延していた。小野

氏自身も入社当初は部署関係なく良好な人間関係を築く

べく、改革に関する言及を控えていたが、2015 年に産休

から復帰して若女将に就任すると、改革に向けて少しず

つ提案し始めるようになった。しかし、慣れた仕事を変え

たくないという保守的な従業員も多く、小野氏の提案が

容易に受け入れられることはなかった。例えば、動線が悪

く非効率的な事務所のレイアウトを変更する、女性向け

のアメニティを充実させるといった提案も渋られ、伝達

事項も「知らない」「聞いていない」で止まってしまって

いた。 
 そうした状況の中、先述の「宿泊業の生産性向上推進事

業」の話があり、小野氏は改革の引き金になればとモデル

旅館への応募を決意した。コンサルタントの支援のもと

問題点の洗い出しから始め、売上拡大、評価体系、整理整

頓、情報伝達、マニュアル整備に絞って改革を進めること

とした。当初、改革に積極的なスタッフは少なく、逆に保

守的なスタッフの多くは拒否反応を示し、退社するスタ

ッフも一部に存在した。小野氏は評価体系を自ら担当し、

その他については社員の課題とし、改革に消極的なスタ

ッフをプロジェクトリーダーに据えた。 
 伝達手段の改革にあたっては ICT が積極的に活用され

た。従来、大広間での朝食時の布団上げ、客室メンテナン

スの指示やチェックアウト状況の確認について、フロン

トと客室係は電話で連絡をとっていた。しかし、フロント

が宿泊客への対応に追われているなどの理由で電話がつ

ながらない場合、客室係が2〜4階の客室フロアから1階
のフロントまで出向いて確認していた。その場合、各フロ

アからそれぞれの時間は異なるものの、客室係が担当フ

ロアとフロントを往復するのに平均して約3分かかり、1
日に 8 回程度あった。パントリーのエレベーターが使用

できない場合は階段を昇り降りする必要もあり、時間の

無駄と体力の消耗を考えると極めて非効率的であった。

また、チェックアウト時、フロントでは電話が鳴り止まず、

宿泊客の耳障りともなっていた。 
 ホテル・旅館向けのシステムやツールの導入について

も検討したが、相応に高額であったことから綿善旅館で

はコミュニケーションツールとしてタブレットと LINE
アプリを導入した。フロントと各階のパントリーにタブ

レット端末を置き、朝食時の布団上げやチェックアウト

後のメンテナンスに入れるかの確認、忘れ物があった際

の連絡を LINE でやり取りをするようにした。まさに日

常生活でも使用しているもので、簡単に操作できるため

70歳代の従業員でも何の支障もなく用いることができた。

LINE の「既読」機能で連絡を受け取っているかを確認で

きるため、わざわざ電話で確認する必要もなく、相当な時

間コスト（年間 144 時間）と無駄な体力消耗の削減につ

ながった。 
 

事例２ 元湯陣屋 

 宿泊業において ITをいち早く活用し、生産性向上に取

り組んだのが、神奈川県の鶴巻温泉にある元湯陣屋（以下、

陣屋）である。陣屋は、1918 年に三井財閥の別荘「平塚

園」として建てられ、大正後期に創業した老舗旅館である。

最盛期には売上が5億円に達していたが、2000 年代以降

に経営状況が悪化、2008 年のリーマンショックによって

倒産の危機に瀕した。2009 年に3 代目が急逝、女将も入
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院中だったこともあり、陣屋を経営権込みで売却するこ

とも検討された。しかし、資産価値評価額が 1 万円であ

ったため売却を中止し、宮﨑富夫氏が 4 代目として事業

を継承することとなった。 
 当時、売上高2億9千万円、借入金10億円という経営

状況で、短期間で業績を回復させるには、前近代的な旅館

経営を抜本的に見直す必要があった。宮﨑氏は株式会社

ホンダ技術研究所のエンジニアで、接客業も経営も素人

であったが、それが幸いして旅館経営を客観的に捉え、IT
を活用した経営改善に取り組むことができたのである。 
 陣屋の経営改善にとっての最大の課題が、組織内で情

報が適切に管理・共有されていないことであった。旅館で

は、女将に情報が集約され、女将が差配してスタッフを動

かすのが伝統的なやり方である。しかし、顧客の要求に応

えるために逐一女将の判断を仰いでいては、女将が見つ

からず対応に時間がかかったり、言い忘れや伝達ミスが

生じたりすることで、顧客の不満やクレームへとつなが

る。陣屋では、予約管理、顧客管理、原価管理、シフト・

人件費管理、連絡事項など、すべての業務が紙または口頭

で行われていた。さらに、経営数値を含むさまざまな情報

は、各担当者が紙もしくは本人の頭の中でのみ管理され

るという状況であった。 
 宮﨑氏は経営改善方針として、「情報のみえる化」

「PDCA サイクルの高速化」「情報の活用」「事務仕事の

効率化と接客の強化」を掲げた。そして、旅館業務と経営

管理全般を一元的に管理する基幹システムを導入する必

要があると判断し、ホテル・旅館管理システムを検証した。

システム要件には、「高いセキュリティを持ったクラウド

プラットフォーム上に実装されている」「旅館の業務に必

要なすべての機能が一つのプラットフォーム上で利用可

能」「施設ごとのカスタマイズが可能」「初期投資が少な

い」ことが求められた。 
 しかし、既存の一般的なホテル・旅館管理システムは、

予約管理しかできず、POS システムや会計システムなど

は別途追加する必要があり、最終的なデータの集約にも

大変な手作業が発生するといった機能的に不都合が多い

ものであった。他方、機能が充実したシステムは数千万円

規模の導入費用が必要であり、限られた予算と時間の中

で、既存システムをベースとした自社システム開発は困

難であると判断した。 
 そこで、宮﨑氏はシステムエンジニアを雇用し、セール

スフォースのクラウド型プラットフォームを自社用にカ

スタマイズし、旅館に必要な機能を全て搭載した「陣屋コ

ネクト」を独自に開発した。陣屋コネクトは、インターネ

ットを通じてセールスフォースのサーバーにアクセスし、

そこにインストールされたアプリケーションを利用する

クラウド型基幹システムである。そのため、サーバー管理

が不要で、既存のパッケージソフトウェアをカスタマイ

ズした場合よりインフラや管理運用のコストを大幅に削

減できるというメリットがある。さらに、基本のアプリケ

ーションについては、セールスフォースやパートナーが

随時、新機能と改善機能をリリースするアプリケーショ

ンを連携することで、陣屋は旅館に必要なアプリケーシ

ョンの開発に注力した。 
 

 
図表２ 陣屋コネクト 

出所：株式会社陣屋コネクト 

 
 しかし、実際に陣屋コネクトの導入にあたっては、従来

のアナログ業務に慣れ親しんだ年配者をはじめ現場のス

タッフの意識改革が最大の課題であった。そこで、パソコ

ンやタブレットなどのデバイスと Wi-Fi の通信環境を整

備、社長、女将、マネジャーが積極的に社内情報共有SNS
を活用して情報を一元化するとともに、陣屋コネクトに

ログインしないと仕事にならない業務環境を構築するこ

とで社内普及を図った。 
 陣屋コネクトの導入によって、①全体売上、部門別売上、

稼働率、人件費、原価率、GOP など経営指標をスタッフ

全員に共有し、情報のみえる化でスタッフのコスト意識

を向上、②情報共有が徹底かつ効率化され、重複や漏れな

どのミスを防止、「言った、言わない、聞いていない」の

トラブルを解消、③スタッフが現場に居ながら手持ちの

デバイスで瞬時に顧客情報を確認し、顧客のニーズや状

況に合わせた柔軟かつ臨機応変なサービスの個別対応を

積極的に実施するようになった。 
 その結果、陣屋は 1 泊 2 食 1万円から 3万円超に客単

価を上げることに成功し、売上高は 2009 年の 2億 9000
万円から 2015 年には 4億 4000万円まで回復した。業務
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効率化により、120名の雇用を適正の50名に修正、スタ

ッフの待遇改善で人件費は 1億 3300万円から 1億 5000
万円へと増加しているが、人件費比率は 46%から 26%へ
と改善した。また、スタッフのコスト意識が向上したため、

料理の質を維持もしくは高めながらも、食材原価率は

40%から32%へと改善した。 
 このように、陣屋は ITを活用した経営改善に取り組ん

だ結果、業務効率化による経費削減とサービス品質の向

上を実現し、収益力を高めた。さらに、宮﨑氏は株式会社

陣屋コネクトを設立、ライセンス販売することで陣屋コ

ネクトの開発・運営を事業化し、2022 年までの導入実績

は全国450施設以上に達している。 
 
４．考察 

 現状の調査から、宿泊業においてもオペレーション部

門からフロント・システム部門に至るまで ITが導入され

るようになってきている。綿善旅館はオペレーションの

問題を解決するために部分的にITを導入するという試み

であるが、陣屋はサービス・マネジメント・システムその

ものを再構築する大掛かりなものであった。 
 導入にあたっては、導入・運用・保守にかかるコストと、

オペレーションの変化に対するスタッフの抵抗感が障壁

となった。陣屋では、一般の基幹システムでは要件を満た

さず、新規開発には莫大なコストがかかるため、クラウド

型基幹システムを独自仕様にカスタマイズすることで大

幅にコストを削減、それをライセンス販売することでシ

ステム開発の自走化に成功した。また、導入にあたっては、

トップダウン方式でITの利活用を前提としたオペレーシ

ョンへと半ば強制的にシフトさせていく中でスタッフの

意識改革を図った。 
 導入の効果として、いずれの旅館おいてもオペレーシ

ョンの効率化が図られたが、陣屋ではサービス担当者が

IT を活用して顧客一人ひとりのニーズや状況に合わせた

柔軟な対応し、サービス品質を向上させた。さらに、ITに

よって情報がみえる化され、従業員の意識が変化した結

果、客単価の向上と収益性の改善を実現するに至った。IT
を導入するだけでなく、サービス・デリバリー・システム

を大幅に見直すことで、宿泊業の生産性が改善されるこ

とが期待される。 
 

５．おわりに 

 本研究では、上述したように、宿泊業の生産性向上には、

ただ ITを導入するだけでなく、経営の見える化によるス

タッフの意識改革と、IT を軸としたサービス・デリバリ

ー・システムの再構築が必要であるという 2 点が明らか

になった。今後は、オペレーションの安定化と効率化、サ

ービス品質の向上という２つの観点から追加調査し、宿

泊業の生産性向上について精緻化を試みる。 
 
※本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金JP19K20575の研

究成果の一部である。 
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