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小学生と街並み、大阪・富田林市

早春の雨は私の肌を刺すほどの冷たさであった。写

真は大阪府富田林市の街並みである。ここは永禄年間

じ な い ちょう

（一五五八～七〇年）に一向宗の寺内町として、周囲

を土塁や堀を巡らした宗教都市であったという。南北約

よ

三百五十メートル、東西約四百メートル内は当時のままの

古き佳き街並みが色濃く残る。

江戸時代以降は周辺住民と密接な関係を持つようになり、

農作物などの集散地として栄えるようになり、木綿商、油

屋、酒造業などの商家が栄え、在郷町として発展した。現

ぬりごめ

在も豪商たちの町家が軒を連ねる。街路沿いを歩いてみる
ぶ

しの

と、本瓦葺きの屋根に塗籠の豪壮な造りの入母屋、切妻造

りの美しい街並みが往時を偲ばせてくれる。一九九七年に

重要伝統的建造物群保存地区に指定されるのもうなずける

美しさである。地元の小学生たちが、雨の降りしきるなか

を街並みの歴史を勉強するために研修授業に訪れていた。

樋口健二）

色とりどりのこうもり傘が古き街並みと見事にマッチして
すがすがしい。

（写真・文

巻 頭 言

私の活動のテーマは地方の活性化であるが︑観光について
は︑多くの地域が高い期待を寄せている︒しかし︑観光が将
来に向けて安定した地域の産業発展につながっていくかについ
ては少なからぬ不安もあるようだ︒
いま外国人観光客の誘致に向けての議論が盛んだ︒国内市
場が縮小し︑海外の市場が拡大していくなかでは︑海外市場
と向き合いながら地域が発展していく方策はこれからの重要
な地域のテーマである︒しかし︑地方では海外との交流や︑外
国人との付き合い方については経験が浅い︒いかに対象国の

修二
小磯
北海道大学公共政策大学院特任教授

ニーズを把握し︑それに向けてどのような観光商品をつくり︑
プロモーションを展開していくかなど地方にとっては課題が山
積みだ︒そして︑それ以上に大切なことがある︒それは︑外
国からの観光客誘致のみならず︑いかに海外との広い結びつ
きのなかで︑地域の資源を活かした経済発展︑地域づくりを
目指していくのかという大局的な戦略を持つことだ︒
地域が海外とのつながりで経済的に発展していく方策は大
きくは四つである︒
① 地域産品の輸出
② サービスの輸出︵外国人観光客の域内消費︶
③ 海外への直接投資
④ 海外からの直接投資の受け入れ

特に④とは︑消費と投資の連鎖による相乗効果を目指す戦略
が必要だ︒

北海道のニセコはパウダースノーの魅力で十年ほど前から

オーストラリアからの観光客が増加し︑次第に夏季のアウト

ドアレジャーも広まり︑通年型のリゾートとして発展してい

る︒最近では海外富裕層の来訪を契機に︑魅力ある投資先と

して海外からの直接投資が飛躍的に増えてきた︒その結果倶

知安町のひらふ高原地区は︑地域に居住しない不動産所有者

が八〇％を超えるまでになり︑都市計画による用途︑景観の

規制︑コミュニティ機能の低下による非居住者からの負担金

徴収など新たな地域問題が噴出してきている︒

海外からの観光消費とともに︑海外からの直接投資をバラ

ンスよく地域経済の発展に結びつけて︑持続的なまちづくり

をどのように進めていけばいいのか︑地域にとっては極めて高

度な応用問題がぶつけられたのだ︒この問題に立ち向かうた

め︑今年の七月に﹁ひらふ高原地域のまちづくりを考える検

討会﹂が立ち上がった︒行政に加えて︑地元の経済団体︑商店︑

住民など広範な地域のメンバーが世代を超えて参加し︑私は

会の代表として全体調整にあたることになった︒第一回の検討

会は︑英語と日本語が飛び交うなかで︑若い世代からは大胆

な提案も出てきた︒国際観光地を次世代につなぐための新た

な戦略づくりに向けて挑戦が始まっている︒

︵こいそ しゅうじ︶

巻頭言

1

インバウンド観光については②だけでなく︑①︑③︑④と
のつながりで地域全体の発展に結びつけていく視点が必要だ︒

インバウンド観光と地域戦略

特集

アジアのＦＩＴ客を地域へ呼び込む

アジアＦＩＴマーケットの現況
―― 台 湾を事例として

公益財団法人日本交通公社
観光政策研究部 主任研究員

日本の魅力の発信が不可欠であるが、

成のためには、旅行者を惹きつける

らアジアＦＩＴマーケットの現状と、

最も多い台湾を中心に取り上げなが

そこで本稿では、リピーター数が

相澤 美穂子

第二次安倍内閣は「日本再興戦略

地方の豊かな観光資源の訴求なく

ＦＩＴ客をいかに地方に呼び込むか

ひ

〜ＪＡＰＡＮ ｉｓ ＢＡＣＫ〜」を閣

して行うことは不可能だ。

くなることから、地方での受け入れ

なり大都市部では受け止めきれな

の三倍以上の外国人が訪れることに

泊旅行統計」
）
、三千万人時代には今

大阪に集中しているが（観光庁「宿

延べ宿泊者数の半数近くが東京と

すとの目標を掲げた。現在、外国人

者を二〇三〇年に三千万人超を目指

地方を訪れるＦＩＴ客はまだ少数派

点ではＦＩＴ客は都市滞在が中心で、

トが進むことが予 想される。現 時

航空券や宿泊施
Independent Tour
設を個別に手配する旅行）へのシフ

ーターの増加によりＦＩＴ（ Foreign

が、今後は旅行市場の成熟化やリピ

行はパッケージツアーの利用が多い

一方、現 在 は 観 光 目 的の訪 日 旅

二二・八％増と過去最高を記録してお

れた。二〇一三年上期も前年同期比

に多い約八百三十七万人が日本を訪

りで倍増、二〇一二年は過去二番目

訪日外国人旅行者数は過去十年余

リピーターの増加

訪日旅行市場の今

が必要となる。

にすぎないが、いずれは多くのＦＩＴ

り、右肩上がりで成長が続いている。

競争も激化するなかでの三千万人達

また、日本以外のアジア各国との

客が地方を訪れるようになるだろう。

について掘り下げていくこととする。

議決定、そのなかで訪日外国人旅行

二〇一三年（平成二十五年）六月、

1

2

アジア圏からのFIT客（個人旅行の外国人客）をわが国の大都市圏以外の地域に呼び込み、
インバウンド市場の成熟化を目指すことで、今後どのような可能性があるのでしょうか。
それを実現するためには、どのような方策と工夫が必要になるのか。そして地域にふさわしい
はっ ち

うけ ち

誘致施策の在り方をテーマに、旅行者が出発する発地および旅行者が到着する受地の両サイドの視点から
考察します。発地として台湾の旅行市場の状況を、受地として温泉地の旅館の取り組み事例を取り上げ、
FIT客を受け入れるための環境づくりについて考えます。

図1 日本を訪れたリピーター数
（国・地域別、訪日回数別、観光・レジャー目的のみ）
400,000

（人）

10回以上

82.4%
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資料：観光庁「訪日外国人消費動向調査 平成22年、平成24年年次報告書」を基に筆者作成
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ア各 国・地域の個別 手配率 を比較
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中でもリピーターが多いのは東アジ

シンガポール

68.5%
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訪日旅行市場が拡大するに従い、

タイ

してみると、香港以外はいずれも個

51.6%
58.8%

アで、最も多いのは台湾、以下、韓

中国

2010
2012

リピーター数も年々増加している。

55.3%
54.8%

別 手配 率が増 えている。台 湾はも

香港

国、香 港と続いている（図１）
。ま

44.8%
50.5%

日本 政 府 観 光 局（ ＪＮＴＯ）が

90%

ともとパッケージツアーの利用が多

韓国
台湾

80%

71.7%
74.1%

た最近旅行者数の増加が著しいタイ

70%

公表している訪日外客数と観光庁の

60%

く、個別手配利用は少なかったが、

50%

は、中国を抜いて四番目に多いリピ

40%

訪日外国人消費動向調査を基に推

30%

二〇一二年には個別手配が半数以上

20%

ーター数となっている。

10%

を占めるようになった（図２）
。

0%

約三十六万人、一・七倍に拡大した。

他の国・地域と比較しても著しい伸

びを示している。訪日回数別に見る

と、四～九回のリピーター数の増加

が目立つ。

ＦＩＴ化の進展

日本を訪れるリピーターが増える

に従って、ＦＩＴ客も増加しつつあ

る。もともと欧米系の旅行者はＦＩ

Ｔ客が多く、アジアの旅行者はパッ

ケージツアー利用が多いという傾向

の違いがあったが、最近はアジアの

旅行者においても個別手配利用が増

えつつある。

二〇一〇 年（ 平 成 二十 二 年 ）と

二〇一二年（平成二十四年）のアジ

図2 個別手配率の変化（国・地域別）

計すると、二〇一三年四〜六月期に

中国

特に台 湾のリ ピーターはここ数

タイ

日本を観光・レジャー目的で訪れた

香港

ＦＩＴ化が進んだ大きなきっかけ

韓国

年 で 大 幅 に 増 加 し た。 三 年 前 の

台湾

資料：観光庁「訪日外国人消費動向調査 平成22年4〜6月期、平成25年4〜6月期報告書」
を基に筆者作成

外国人約百四十八万人のうち、日本
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の一つは東日本大震災だ。震災直後、

0

二〇一〇 年 四〜六 月 期 と比 較 する

100,000

訪問二回目以上のリピーターは全体

200,000

各国とも団体旅行の催行を見合わ

2回

と、台 湾のリ ピーター数は推 計で

3回

の五九・四％、約八十八万人に上る。

4〜9回

300,000

図3 【台湾】都道府県別訪問率（訪日回数別）

訪日回数6回目以上
訪日回数2〜5回目
訪日回数1回目

せていた時期、航空運賃の値下げが

ある。図４を見ると、パッケージツ

でそれぞれ広範囲にわたっているの

アー利用客の都道府県別訪問率は

一度ＦＩＴで訪れると、自由度の高

に対し、個別手配客では東京、大阪、

相次いだことから、リピーターを中

さの魅力を知った旅行者は次の旅行

京都といった大都市圏に集中してい

北 海 道、関 東 甲 信 越、関 西、九州

でもＦＩＴを利用する。そのため震

る。他の国、例えばタイの場合はパ

心にＦＩＴ客が日本を訪れたという。

災の影響が薄れた現在も、ＦＩＴ化

ッケージツアー利用客では東京と山

消費動向調査」平成二十四年十〜

を示している（観光庁「訪日外国人

分散しており、台湾とは反対の傾向

梨に集中し、個別手配客の訪問地は

へとシフトする流れは続いている。

リピーターの増加に
よる訪問先の変化

十二月期プレスリリース）
。
台湾が他のアジア諸国とは異なる

リピーターが増加すると訪れる観
光地の傾向にも違いが表れる。台湾

傾向を示すのはなぜだろうか。台湾

商品の豊富な品ぞろえが影響してい

方を網羅しているかを明らかにする

人観光客の都道府県別訪問率を訪日

につれ、徐々に東京や大阪の周辺を

る。台湾の年間の出国率は四〇％を

ため、台湾の主要な旅行会社六社の

のＦＩＴ客が大都市圏に集中し、パ

中心に広がりはじめる。訪日六回目

超えていて海外旅行経験者が多いに

パッケージツアー商品を整理し、実

回数別に見ると（図３）
、訪日回数一

以上では東京、大阪の訪問率は依然

もかかわらず、先にも触れたとおり

際にパッケージツアーで訪問する観

ッケージツアー客が地方に分散する

として高いものの、北海道の訪問率

パッケージツアーの利用が多いとい

回目では東京、大阪、北海道に集中

が下がり、中国・四国地方にも広が

光地を都道府県単位でカウントした

集中している傾向はあるものの、ほ

東京や大阪とその周辺、北海道に

う特徴がある。そうした需要に応え

パッケージツアーがどのくらい地

が造成されている。

っていることが分かる。こうした傾

の地方への入込はまだまだ限定的で

しかし台湾の場合、ＦＩＴ利用で

ところ、図５のようになった （注１）
。

背景には、台湾のパッケージツアー

30％以上
15％以上
10％以上
5％以上
1％以上
1％未満

30％以上
15％以上
10％以上
5％以上
1％以上
1％未満

るためか多種多彩な訪日旅行商品

図4 【台湾】都道府県別訪問率（旅行形態別）
向は、韓国や香港でも見て取れる。

していたのが、訪日回数が多くなる

パッケージツアー
利用客の
都道府県別訪問率

個別手配客の
都道府県別訪問率

20％以上
15％以上
10％以上
5％以上
1％以上
1％未満
20％以上
15％以上
10％以上
5％以上
1％以上
1％未満
20％以上
15％以上
10％以上
5％以上
1％以上
1％未満

資料：観光庁「訪日外国人消費動向調査」平成24年1〜3月期プレスリリース

資料：観光庁「訪日外国人消費動向調査」平成24年4〜6月期プレスリリース

4

ぼ全ての都 道 府 県 をカバーしてい
ることが 分 かる。調 査 を 行った 全

51〜
21〜50
11〜20
1〜10

図6 個別手配で地方に行く場合の課題（複数回答）
70%

ケージツアーに慣れ

ることができるパッ

手 軽に地方 を訪れ

った（注２）
。

対象としてインターネット調査を行

らかにするために、台湾人旅行者を

込む際に妨げとなる要因は何かを明

がった（図６）
。

時間が長いといった項目が上位に挙

ルは高い。

配を利用するハード

とって、まだ個別手

ＦＩＴで地方を訪れる上での課題を

かどうかなどで差が見られた。また、

者を比べると、海外旅行経験が豊富

経験のある旅行者とそうでない旅行

調査の結果、日本の地方を訪れた

ハウステンボスが多かった。これら

も尋ねたところ、函館、箱根、長崎・

すそうな観光地や地方都市について

ッケージツアーでなくても旅行しや

函館、箱根の順となった。さらにパ

川・層雲峡・富良野・十勝・帯広）
、

方都市を尋ねたところ、北海道（旭

次に今後訪れてみたい観光地や地

た台 湾人旅 行 者に

に慣れ親しんだ客層

尋ねたところ、交通機関を手配する

の観 光地はいずれも大都 市から鉄

14.1%

資料：台湾旅行者調査（注2）

パッケージツアー
をどのようにすれば

のに手間がかかる、日本での交通費

周りの人が関心を示してくれない
飲食店や買い物する場所が少ない

地方ほど言葉が通じにくくなる
地方に行くまでの移動時間が長い
日本での交通費が高くなる
交通機関を手配するのに手間がかかる

ドラ券、雪遊びやスキーレンタルをセ

し、往復新幹線と同スキー場のゴン

ービスが台湾の旅行会社六社と提携

ループの株式会社びゅうトラベルサ

場での雪遊びキャンペーンだ。同グ

年冬に展開したＧＡＬＡ湯沢スキー

た事例が、ＪＲ東日本グループが昨

旅行者を地方に送り出す後押しをし

こうした課題をクリアして台湾人

えてきた。

を訪れるカギとなっていることが見

軽に行けるかどうかがＦＩＴで地方

調査の結果からは、大都市から気

で共通している（図７）
。

日帰りや一泊で行きやすいという点

地方に呼び込めるの

その他

分からない・特に問題はない

道などの公共交通が整備されており、

2.5%

が高くなる、地方に行くまでの移動

50%

か、また地方に呼び

8.9%
10%

三百五十七商品で訪問地として組み
込まれていない都道府県は福井県の

どんな体験ができるのかが分かりにくい
安全や医療などの面で不安を感じる
地方空港の航空機の運賃が割高である
観光案内所が少ない、利用しにくい
地方空港の便数が少なくて日程を組みにくい
案内板などが中国語に対応していない
-などインターネット環境が整っていない
Fi

地方の観光資源がまばらで、効率的に回れない

Wi

19.0%
21.1% 20.0% 19.8%
20%

みで、それ以外の四十六都道府県は

26.2% 25.9%
30%

カバーされていた。

ＦＩＴ客を
地方に呼び込む際の
課題とヒント
前述したように台湾の場合は地方
を訪れるパッケージツアー商品が充
実していることから、個別手配で地
方に行く割合はまださほど多くない。

特集◉アジアのFIT客を地域へ呼び込む
特集 1 アジアFITマーケットの現況——台湾を事例として

5

36.7%
40.7% 39.2%
40%

資料：台湾パッケージツアー訪問地調査（注1）
52.1%
56.3%

0.2%

0%

61.0%
60%

図5 【台湾】訪日旅行パッケージツアー
商品で訪問する都道府県数

ットにした旅行商品を販売、台湾国
という。

ち三割を台湾からの旅行者が占めた

訴求が本格化への第一歩

大都市近郊の地方都市の

は交通手段の手配の手間や移動に時

案内所といった地方の受け入れ環境

に、上毛高原駅～ガーラ湯沢駅まで

「ＪＲ Ｋａｎｔｏ Ａｒｅａ Ｐａｓｓ」

日本は関東エリアの鉄道フリーパス

の手配や費用といった点をクリアし

題として上位に挙がった交通 手 段

しては、ＦＩＴで地方に行く際の課

同キャンペーンが成功した理由と

市＋日帰りもしくは一泊で近距離圏

れていない。そのため、まずは大都

台湾人旅行者は長時間の移動に慣

時間半で着いてしまう土地柄からか、

実際に訪れてもらい地方の魅力を体

手軽に訪問できる工夫をすることで、

まずは大都市近郊の地方都市を

間がかかるといった項目と比べると、

の往復新幹線とゴンドラ券やスキー
ていることに加え、
「東京＋雪遊び」

四国
（高松、徳島、高知、松山等）
熱海・伊豆
長崎・ハウステンボス
河口湖・富士山
北海道東部
（阿寒・網走・知床・摩周湖等）
軽井沢・長野・白馬

資料：台湾旅行者調査（注2）

注2）台湾旅行者調査

（あいざわ みほこ）

調査対象：2013年5月17日～6月17日出発予定のパッケージツアー商品。
ただし、
ゴルフ、
サイクリング、スポーツイベントなどの商品は除外した。
調査方法：各旅行会社のウェブサイトから上記の条件を指定して検索した商品で訪れる
観光地および宿泊地を都道府県単位でカウントした。同一商品内で同じ都道
府県内の観光地や宿泊地を複数訪れていても1とカウントした。
対象旅行会社数：6社
対象旅行商品数：357商品

湾人旅行者の買い物好きが挙げられ

調査時期：2013年8月2日～8月9日
調査方法：インターネットによる調査
対象地域：台湾
調査対象者：10～50代の男女
予備調査有効回答数：2,480名
本調査抽出条件：1．訪日旅行経験がある
2．日本への観光目的での再訪を希望しており、再訪する際は
個別手配またはフリープラン型ツアーの利用を考えている
本調査有効回答数：474名

る。ショッピング目的で訪日する割
合の高い台湾人旅行者にとっては大
都市に立ち寄りたいというニーズが
強いといわれている。さらに荷物の
問題もある。買い物好きの台湾人旅
行者の荷物は大きくなりがちだ。パ
ッケージツアーであればバスでホテ
ルまで運んでくれるので不便を感じ
ないが、公共交通を利用するＦＩＴ
ともなれば荷物を運ぶのも一苦労だ。
だからこそ、同キャンペーンのよう
な東京滞在を軸に手軽に楽しめる
商品が旅行者の心に届いたのだろう。
図６のＦＩＴ客が地方に行く際の
課題を見る限り、言葉の問題や観光

注1）台湾パッケージツアー訪問地調査

相対的に低い傾向にある。

レンタル等が割引になるオプション

感してもらうことが、いずれＦＩＴ

16.5%

20%

えられるもう一つの要因として、台

の地方都市を訪れるプランの訴求が

30.8%

青森・弘前・十和田湖

というコンセプトのもと、東京から

10%

券を設定、販売した。キャンペーン

台北から高雄まで鉄道であれば一

内で広告展開を行った。また、ＪＲ東

16.9%

客が本格的に地方を訪れるための足

25.5%

30%

17.5%

有効であると考えられる。また、大

22.2%

七十七分で行けるという点を前面に

34.6%

29.5%

への反響は上々で、昨シーズンに同

36.3% 35.2%

40%

25.5%

掛かりとなるのではないだろうか。

53.6%

35.0%

都市との組み合わせが効果的だと考

行ってみたい
60%

41.8%
41.8%
43.2%
41.1%
43.7%

46.2%

50%

箱根
函館
北海道
（旭川・層雲峡・富良野・十勝・帯広）
0%

パッケージツアーでなくても旅行しやすそう

押し出したことだと考えられる。

70%

66.9%

スキー場を訪れた外国人旅行者のう

図7 行ってみたい観光地や地方都市、パッケージツアーでなくても
旅行しやすそうな観光地や地方都市
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台湾訪日 旅行市場

山田 敬也

％で、
「ひとり」または「夫婦・パ

ートナー」といった単位が二四・九

％と全国籍で最も少ない水準にある。

台湾では家族単位、三世代旅行など

家族といっても大きな団体になるも

のもあり、自ずと団体旅行商品を選

択するケースが多くなる傾向がある。

この根底には親や先祖を重んずる儒

教の精神が台湾に深く浸透している

ことを指摘することができるだろう。

台湾からの訪日旅行が爆発的で

高いことが分かった（図１）
。本稿で

対する好感度が他国に比べて極めて

調 査（ 二〇一二 年 ）に よ る と、 台

観 光 庁の訪日 外 国 人 消 費 動 向

単位については三二・三％となって

「ひとり」または「夫婦・パートナー」

「家族・親族」については三一・四％。

―― ＦＩＴ市場化を考える

公益財団法人交流協会台北事務所
経済部 主任

韓国も同様に儒教精神の影響を強

ある。昨年二〇一二年（平成二十四

はこうした台湾市場の強さに触れつ

湾人訪日旅行者の団体旅行比率は

おり、台湾よりもＦＩＴ化が進んで

く受けている市場ではあるが、韓国

年）は過去最高の約百四十七万人

つ、今後の同市場における個人旅行

五四・〇％であった。全国籍での比

べて非常に高い比率である。台湾に

韓国や香港が約二九％であるのに比

市場」といわれる市場のなかでは、

のなかで、
二〇一〇年（平成二十二年）

訪日台湾人の訪日渡航需要の多様化

ープンスカイによる路線数の激増と、

台 湾市 場の団 体 旅 行比率は、オ

いることが確認できる。

おける通常の訪日旅行商品の大半が

の五九％に対して五％減少し、ＦＩ

率は三九・二％であり、特に「成熟

市場における同行者について見ると、

もの台 湾人がわが国 を訪れ、また

（ＦＩＴ）市場の可能性を考察する。

ントを考えたい。

本 年 も一～八月の来 訪 者はすでに
百四十六万人を超え、過去最高であ

四泊五日であることから、滞在日数

Ｔ層が増加した。しかし、その減少

った昨年を約五割も上回る勢いとな

まずは、韓国をはじめとした他の

についても、台湾は「四〜六日」が

率は香港や韓国よりもやや鈍いのが

するが、
「インバウンドのなかで台

に多くの日本の観光関係者をお迎え

っている。当事務所では毎週のよう

湾人がトップ」
「外国人宿泊客のう

アジア市場と比較することで台湾市

七七・五％と全国籍のなかで突出し

他の近隣アジア市場と
比較して

ち七割以上は台湾人」などというセ

場の特徴をひも解いてみよう。そこ

ている。

～団体旅行のはやるわけ

リフをほとんどの方からお聞きする。

から、台湾市場独特の市場構造を

台湾市場ではなぜ急速にＦＩＴが

現状である。

当協会の「二〇一二年度台湾におけ

背景にした、今後のＦＩＴ化へのヒ

同行者は「家族・親族」が約四五

る対日世論調査」によると、日本に

特集◉アジアのFIT客を地域へ呼び込む
特集2 台湾訪日旅行市場 —— FIT市場化を考える
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●台湾を除き、あなたの最も好きな国・地域はどこですか
（一つ選択）

50

52

38

しての主観的要素と、旅行業界とし
ての構造上の要素による複層的な事
情によるものである。
す なわち、消 費 者 としては、特
に地方の観光地などへ行く場合、自
らアクセスや料金を調べ、不安を抱
えるよりも、団体旅行は座っていれ
ば目的地へ運んでくれるし、その説
明もガイドが丁寧にしてくれて非常
に安心である。さらに、旅行価格も
当然にＦＩＴよりも手頃だ。まして、
オープンスカイで地方空港への航空

49

2011年度

33

らの地方に所在する観光地は地理的

便が増加した現在となっては、これ

しなければならない構造的な事情も

ても団体旅行で大量に顧客を獲得

潤い続けてきたかつての記憶もあり、

から日本への団体旅行催行によって

れており、これらのほとんどが従来

う 旅 行 会社が百以上はあるといわ

旅 行 業 界 は訪 日 旅 行 商 品 を 取 り 扱

他 方で旅 行 会社としても、台 湾

ズンであったり、比較的送客が厳し

ットがある。半面、いかにローシー

の供給を受けられる点で大きなメリ

会社から見れば安定的に航空座席

優先的に卸売りを行うもので、旅行

ージェントとなっている旅行会社に

予め決まった量の団体座席をキーエ

るものである。これは、航空会社が

利益率の低いＦＩＴを敬遠する傾向

素である。

ある。それは、「キーエージェント制」

70
（%）

にほとんどが団体旅行向きなのであ

“最も好きな国は日本”と回答した年齢別の比較
（過去４回分）

と呼ばれる台湾独自の業界制度によ

過去４回の調査結果によると、日本が継続して台湾人が最も好きな
国であり、２位の国を大幅に引き離している。２位から４位について
は過去４回で順位にわずかな変化が見られたが、米国は基本的に
２位を維持している。

い路線であっても、
「優先的に」座

27
26

20

10

0

65〜80歳

2012年度

20～39歳の若者層は日本に対する好感度が過去４回とも年輩者に
比べ常に高い。2011年度は各年齢層とも最も好きな国は日本と回答
した数値は減少したが、2012年度は増加し、2009年度のレベルに
戻りつつある。

したがって、旅行会社は少しでも消

の在庫を放出するというものである。

体旅行の造成によって、一気に座席

らず、その手段の典型が他ならぬ団

死で航空座席を販売しなければな

このため、旅行会社はそれこそ必

が減少してしまう恐れがある。

会社に対して次回から供給座席数

行きが悪かった場合には、当該旅行

いかねばならない。結果として売れ

を受けた団体座席を積極的に売って

り、各社とも航空会社から卸売り

席を買わされてしまうという面もあ

50〜64歳

2012年度
2009年度

る。こうした理由が「主観的な」要

20

が強い。また、旅行会社にはどうし

30〜39歳

40〜49歳

20〜29歳
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43
41
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2008~2012 年度の上位４位の比較
60
（%）

普及しないのか。これは、消費者と

図1 2012 年度台湾における対日世論調査

30

8

は勝ち目もないように見え、団体旅

の説明は自己で調べるというＦＩＴ

人手配をして、ガイドもなく観光地

て、団体旅行料金よりも割高な個

る。この意味では、自ら手間をかけ

による解説付きで訪れることができ

手軽に望みどおりの目的地にガイド

行については、既述のとおり、より

か問題があるのだろうか？ 団体旅

行比率が高いまま市場が推移して何

でいるのであるが、はたして団体旅

という基本的なスタンスで筆を運ん

らいかにしてＦＩＴへ移行させるか、

ところで、本 稿では団 体 旅 行か

く世に送り出すことになる。

地まで網羅した団体旅行商品を多

に年齢を重ねても現在のような団体

だ（写真１）
。こうした若年層が徐々

に団体旅行は選択しないセグメント

Ｔの楽しさを熟知しており、基本的

にした。こうした世代は、既にＦＩ

平然とコメントする光景を幾度も目

とか分かるから問題はない、などと

題がない、日本語のみの情報でも何

ネットで情報収集できるから全く問

クとなりがちな二次交通についても、

ホテルはもちろん、個人旅行のネッ

いハードルと捉えており、航空券や

くの若年層がＦＩＴを予想以上に低

等を尋ねる機 会があるが、実に多

接消費者に訪日旅行等の旅行性向

長してきている。筆者は業務上、直

若年層には確実にＦＩＴ化傾向が伸

体旅行中心の台湾市場といえども、

ら考えられることがある。いかに団

一つには、台湾の年代別の嗜好か

台湾市場のＦＩＴ化は必然

も意識転換を図るべきである。現に

取り扱いがもうからないという理屈

になるのではないか。ゆえにＦＩＴ

業界の勢 力図は大きく変わること

化していかなければ、将来的に旅行

配にかかるノウハウや販売戦略を強

ノウハウに加えて、徐々にＦＩＴ手

会社も現在のような団体旅行造成

こうしたＦＩＴ時代に向けて、旅行

行形態は何か。当然ＦＩＴであろう。

来に旅行業界の主流になっている旅

くなる将来が来る。今後来るべき将

している世代もいずれは旅行をしな

用し、電車 等の公共 交通機関はま

えば団体旅行のほぼ全てがバスを利

動手段については、台湾に限ってい

ることは容易に想像できる。特に移

手段の確保が非常に重要になってく

当然として、現実に宿泊施設、移動

の取り組みが今後必須であることは

である。これらの実現のために無数

目標を掲げていることは周知のこと

いずれは二千万人、三千万人という

二十五年）は年間一千万人、そして

ろう。観光庁では二〇一三年（平成

れ態勢から考えるべきこともあるだ

二つ目には、日本における受け入

観光庁は政策的にＦＩＴ促進を

行会社に知らしめていく必要がある。

利益が出るという事実を、もっと旅

ＩＴ取り扱いでも工夫次第で十分に

盛んになっていると聞いている。Ｆ

のある高価格のＦＩＴパッケージが

個々人の趣味趣向に沿ったテーマ性

うＦＩＴパッケージが発展し、より

韓国では一般的なエア＆ホテルとい

ＦＩＴ市場活性化の
可能性

必要がある。

行が中心の市場でも十分なのでは？

旅行を基本的には選択しないことは

ず利用しない。図らずも、本年夏に

費者の目に留まるようにと、他社と

というご意見を抱かれる方がおら

想像に難くない。そして、日本以上

北海道への台湾人観光客が空前の伸

の差別化を図るために、隅々の観光

れるかもしれない。この答えを探る

に高齢化社会が進んでいる台湾では

し こう

ためには、何点か台湾市場の直面し

びとなり、団体旅行バスの予約が困
あるが、現 在団体旅行を専ら利用

写真１ 台北市内の書店に平積みされている
日本のガイドブック

ている旅行の問題点を指摘していく
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促進していくべき大きな理由がある

用しないＦＩＴについて、政策的に

らない団体旅行や、通常はバスを利

そこで日本政府としては、バスに頼

的に図っていくことが当然であろう。

ならず鉄道や路線バスの活用を積極

旅行者を受け入れるには、バスのみ

最大限有効活用し、少しでも多くの

る。限られた交通機関を資源として

手段の十分な確保は喫緊の課題であ

難となったという事実からも、移動

である。これらＦＩＴ旅行者はほと

りＦＩＴ旅 行 者比率が高くなるの

では団体旅行が相対的に少なくな

いう需要が強い。このため、ＬＣＣ

ＦＳＣ）でしっかりと楽しみたいと

ても、フルサービスキャリア（以下、

ＬＣＣではなく、少し予算がかかっ

行では運航に不 安定な要素がある

台 湾 人の間にはせっかくの訪日旅

時運航率が比較的低いこともあり、

に一般的に浸透してきているが、定

年）から台湾からの訪日旅行市場

十分であるともいえるだろう。

ャー需要の受け皿としてはいまだ不

であるが、逆にＬＣＣが訪日のレジ

とに成功しているという見方も可能

がレジャー需要を巧みに取り込むこ

わずかである。これは台湾のＦＳＣ

七一％と両者の差は韓国に比べると

の場合はＬＣＣが八六％、ＦＳＣが

％と大きな差があるのに対し、台湾

する割合が七三％、ＦＳＣでは三九

ＬＣＣ利用者のうち観光目的で訪日

をＦＩＴ化に誘導すべく、観光庁を

発信し続け、同時に旅行業界全体

の醍醐味ともいえる魅力を繰り返し

である。こうした純粋なＦＩＴ本来

個々人の求める旅の自由さ、快適さ

ＦＩＴを増 加させるものは結 局

に図っていくべきではないだろうか。

ＦＩＴへの促進を少しでもスムーズ

にも、われわれ日本サイドとしても

湾市場の順調かつ円滑な発展のため

向にあるのは事実である。今後の台

パッケージ商品に対する販売支援や、

はじめ各関係者でも、例えばＦＩＴ

だい ご

と考えている。

んどがインターネット予約による搭

ＦＩＴ旅行者に対する特典付与など

みがなかったりする人々へも、もっ
さまざまなことを書き連ねたが、

させ、団体旅行だけに頼らない永続

市場における真のＦＩＴ市場を発展

乗者だと思われるが、インターネッ

ある。観光庁の調査によると台湾か

とＬＣＣによる訪日旅行の裾野を広

ＦＩＴ促進は基本的に一般消費者へ

性のある市場構造を実現していくの

ＬＣＣの活用も鍵か

らのＬＣＣ利用者は九六％がＦＩＴ

げるために、台 湾の旅 行 社は日本

直接に訴えかける必要があるだけに、

ではないだろうか。

を、政策的に推進していってもよい

旅行者であり、この意味ではＬＣＣ

旅 行を自由に楽しめるようなＦＩ

旅行会社へ直接働きかけていくとい

トに不慣れだったり、ＬＣＣになじ

がＦＩＴ需要を上手に取り込んでい

Ｔパッケージ商品をもっと展開して

う団体旅行促進のプロモーションと

三つ目には、ＬＣＣの有効活用で

るようにも見える。しかし、実態と

いくべきではないか。手頃に気軽に

は大きく異なる。この意味ではＦＩ

山田敬也（やまだ たかなり）
公益財団法人交流協会台北事務所 経済部主
任。一九九二年四月特殊法人国際観光振興会
（現・日本政府観光局︿独立行政法人国際観光
振興機構﹀
）に入会、国際協力部に配属。国際
コンベンション誘致センター海外誘致部、観光
交流部、シドニー観光宣伝事務所次長等を経て、
二〇一一年四月より出向して現職。台湾から日
本への訪日促進を担当。

（やまだ たかなり）

だろう。こうした取り組みが、台湾

しては、韓国市場では相当数の団体

訪日できるという環境が、自ずとＦ

Ｔ促進活動というのは、実に効果の

永続性のある
訪日旅行市場構造実現
に向けて

旅 行がＬＣＣを活用して安 価な訪

ＩＴ旅行者を増加させていくのでは

しかし、前述した人口構造の面、受

日旅行商品を開発しているのに対し、

また、ＬＣＣとＦＳＣとの価格差

け入れ態勢の面等から、市場は徐々

見えにくい側面を持った活動である。
が少ないことも台湾市場の特徴だと

に徐々にＦＩＴへシフトしていく傾

ないだろうか。

考える。すなわち、韓国の場合は、

台湾の旅行会社はＬＣＣを利用した
団体旅行商品を敬遠している状況に
ある。
ＬＣＣは二〇一二年（平成二十四
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ＦＩＴを見据えた
地域活性化の可能性
―― 日本型ＤＭＯによる「マーケティング」と
「観光品質の向上」に向けて

報告書の内容に基づき、人口減少や

高齢化を背景に観光客の国内需要

の拡大が見込み難いなか、わが国の

地域の視点からインバウンド観光の

推進による地域活性化の可能性につ

いて考えてみたい。

観光関連産業を地域の
重要産業として捉える

報告書を発表し、人口減少や高齢化

とした観光の課題と展望」と題する

二十四年）二月、
「宿泊旅行を中心

政策投資銀行では二〇一二年（平成

環境変化を踏まえ、株式会社日本

影響を被ることとなった。こうした

って、観 光関 連産 業 もまた甚 大な

十一日に発生した東日本大震災によ

二〇一一年（平成二十三年）三月

Ｊアンケート調査においては、日本

ンケート調査」
）を発表した。ＤＢ

向調査」レポート（以下「ＤＢＪア

ジア８地域・訪日外国人旅行者の意

を対象としたアンケート調査、
「ア

にはアジア八地域の海外旅行経験者

続けることとし、二〇一二年十二月

ンド観光の拡大に焦点を絞り調査を

かかる三つの解決策のうちインバウ

の三つを掲げた。二〇一二年度は

三月、
﹁地域のビジネスとして発展す

基づき、二〇一三年（平成二十五年）

はどうすべきかといった問題意識に

地域経済の活性化を実現するために

て、インバウンド観光の増加により

観光に取り組んでいくべきか。そし

国・地域がいかにしてインバウンド

が進む観光関連産業において、わが

声も多く聞かれる。グローバル競争

済効果にはつながっていないという

は高いが、必ずしも国・地域への経

離れてしまうであろう。近視眼的な

暮らす子供たちも将来はその土地を

訪れてみたいと思わないし、そこで

人々が魅力を感じない地域には誰も

ンド観光も変わらない。住んでいる

あるが、それは国内観光もインバウ

れてよしの国づくり」という理念が

庁のスローガンに「住んでよし、訪

を求める傾向が強まっている。観光

土地ならではの本物や異文化 体験

置づけは、物見遊山ではなく、その

様化・細分化するなかで、観光の位

小林 賢弘

に直面するわが国の観光関連産業の

の有 す る 豊 か な 観 光 資 源 を 背 景 と

るインバウンド観光 ︱日本型ＤＭＯ

株式会社日本政策投資銀行 地域企画部
参事役兼主任研究員

国 内旅 行において旅 行形態が団

課題の解決策として、

して、アジアにおける日本の観光地

体から個人へ移行し、その嗜好も多

・国内需要の喚起

観光振興策ではなく、自らの地域に

誇りを持ってその地域の素材に磨き

（注１）による﹃マーケティング﹄と

﹃観光品質向上﹄に向けて」と題す

をかけることにより、同じ価値観を

としての人気の高さが裏付けられた
（表１）
。
一方、日本の観光地としての人気

る報告書を取りまとめた。以下は同

・インバウンド観光の拡大
・宿泊旅行関連産業の体質強化と
需給調整

特集◉アジアのFIT客を地域へ呼び込む
特集 3 FITを見据えた地域活性化の可能性——日本型DMOによる「マーケティング」
と
「観光品質の向上」に向けて
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表1 国・地域別の旅行嗜好「海外旅行ならどこへ行きたいですか」
回答者➡

全体

韓国

北京

上海

台湾

香港

タイ

サンプル数➡

4052*

500

500

500

500

500

525

➡旅行したい国・地域

希望

マレーシア インドネシア
527

500

具体的
具体的
具体的
具体的
具体的
具体的
具体的
具体的
具体的
希望
希望
希望
希望
希望
希望
希望
希望
検討
検討
検討
検討
検討
検討
検討
検討
検討

日本

47% 27% 29% 14% 44% 30% 47% 31% 63% 24% 55% 41% 48% 30% 52% 26% 41% 15%

オーストラリア

43% 18% 54% 15% 56% 30% 55% 25% 37%

4% 43% 25% 21%

9% 45% 21% 37% 14%

スイス

38% 10% 47%

2% 35% 18% 26%

8% 41% 13% 28%

韓国

38% 20%

アメリカ

37% 12% 33% 10% 49% 18% 46% 18% 44%

7% 28% 15% 19%

8% 37%

11% 36%

9%

フランス

36% 10% 43%

9% 47% 15% 42% 16% 34%

2% 31% 15% 19%

8% 39% 10% 30%

5%

ニュージーランド

34%

11% 40%

8% 40% 15% 41% 15% 37%

4% 32% 16% 17%

6% 44% 17% 21%

5%

イギリス

34% 10% 37%

7% 41% 14% 36% 10% 32%

2% 32% 18% 23% 10% 38% 15% 33%

7%

香港

34% 15% 32% 10% 44% 22% 45% 26% 33%

8%

イタリア

32%

8% 34%

6% 44% 13% 38% 10% 31%

2% 28% 12% 17%

6% 36% 10% 28%

5%

ハワイ

31%

8% 45%

8% 45% 17% 42% 14% 29%

3% 28%

4% 31%

6% 18%

2%

カナダ

29%

8% 39%

9% 42% 14% 36% 10% 36%

7% 26% 13%

3% 30%

4% 19%

3%

台湾

28% 15% 12%

3% 41% 16% 40% 22%

2% 41% 27% 12%

3%

ドイツ

28%

5% 41%

3%

シンガポール

28% 12% 22%

中国本土

28% 14% 19% 10%

スペイン

26%

6% 33%

タイ

26%

11% 19%

オーストリア

22%

マカオ

-

7% 33%

9% 50% 14% 41%

11% 39%

- 43% 23% 40% 23% 26%

5% 41% 26% 31% 19% 47% 26% 36% 15%

-

- 20% 10% 34% 18% 29% 12%

11% 10%
8%

-

- 43% 29% 10%

11% 35% 10% 27%

2% 29% 13% 14%

5% 28%

6% 38% 18% 36% 16% 30%

4% 33% 18% 20%

11% 20%

-

6% 34%

-

-

9% 30%

1% 30% 13% 10%

5% 31% 10% 28% 12% 22%

4% 30% 15%

5% 28%

4% 31%

1% 20%

21%

8% 13%

その他欧州諸国

18%

マレーシア

11% 23% 17%

7% 22%

3%

- 24% 13% 27% 15%

11%

3% 21%

5% 15%

2%

2% 33% 12% 33% 15% 21%

4% 27% 15%

8%

3% 23%

9%

11%

2%

4% 22%

3% 17%

3% 16%

4% 19%

2% 23% 10%

9%

3% 21%

4% 19%

4%

18%

7%

11%

2% 24%

8% 25%

9% 17%

2% 25% 14%

9%

3%

- 15%

8%

ベトナム

14%

4% 16%

3% 13%

3% 12%

2% 15%

2% 17%

8% 14%

7% 18%

7%

8%

3%

グアム

14%

2% 29%

5% 13%

4% 14%

3% 25%

2% 20%

6%

1%

0%

1%

2%

0%

中東諸国（ドバイなど） 13%

4% 10%

2% 14%

3% 14%

3%

1% 15%

9%

4%

1% 17%

6% 20%

9%

インドネシア

12%

4% 13%

2% 16%

4% 14%

3% 12%

2%

9%

3%

6%

3% 18%

9%

-

-

インド

11%

3% 17%

2% 15%

3% 10%

3% 10%

1% 13%

4%

7%

3% 13%

4%

5%

1%

中南米諸国

10%

2% 16%

2% 14%

3%

2%

1% 12%

6%

2%

1%

11%

1%

8%

1%

フィリピン

10%

3% 17%

6% 12%

4% 15%

3% 12%

2%

6%

2%

3%

1% 14%

4%

5%

1%

アフリカ諸国

8%

2% 12%

2% 12%

3% 10%

1%

7%

1% 10%

5%

2%

1%

2%

4%

1%

海外旅行はしたくない

2%

1%

0%

0%

3%

1%

その他

2%

2%

1%

0%

0%

11%

1%

6% 23%

-

4% 28%

7%

9%

1%

7% 26%

7% 18%

- 39% 14% 30% 18% 23% 12% 36% 20% 18%
8% 24%

6%

0%

11%

9%

1%

0%

0%

7%
0%

4%

-

7%

8%
1%

3%

2%

1%
1%

3%

2%

出所：株式会社日本政策投資銀行「アジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査」
（2012年12月）
注1：調査方法はインターネットによる調査（実施時期：2012年10月18日～10月30日）。
調査対象者は20～59歳の男女、かつ、海外旅行経験者。上位5項目については網掛けで表示。
注2：全体のサンプル数は4,052であるが、
「旅行したい国・地域」と「回答者の国・地域」が重複している場合（例えば韓国、香港等）、
当該国・地域の回答はサンプル数から除いている。
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ることができる。

国人観光客であれば外貨を獲得す

お金が落ちるようになり、それが外

滞在時間が増加すれば、その地域に

めにその土地を訪れる。交流人口と

有する観光客が時間を共有するた

い。わが国のインバウンド観光を考

んでいる地域はあまり見受けられな

メントする意識で観光振興に取り組

上など、具体的に地域全体をマネジ

の確保、住民の所得や生活水準の向

果や地域内での資金循環、地方税収

要であろう。

じた戦 略的な市 場アプローチが必

観 光客として誘客したい客層に応

日経験別などのニーズを酌み取り、

分に把握した上で、国・地域別、訪

自らの地域の特 性・観 光 資源を十

見据えた取り組みや準備を行う必

来るべき特定目的の個人旅行時代を

ーにばかり目を奪われるのではなく、

地域は、目先のガイド付き団体ツア

す強まることが予想される。日本の

旅行で何度も訪れる傾向がますま

要がある。

その特徴からコモディティ化 （注２）

な仕事を生み出す雇用効果があり、

中長期的なリピーターや口コミによ

外国人観光客も満足感が得られず、

なイメージを持っている観光地では、

しい。地元客や国内客がネガティブ

たとしても、長続きさせることは難

想では、短期的な誘客増につながっ

長期にあると考えられる。ガイド付

に一般化されたばかりの黎明期や成

彼らの海外旅行スタイルはまだ国民

一部の国・地域の富裕層を除くと、

八割はアジアからの来日客であるが、

現 在、訪日外国人観 光客の七～

年）十月時点では、引き続きガイド

行形態は、二〇一二年（平成二十四

出ている（図１）
。また、日本への旅

所へ旅行したい」という意向が強く

「少人数で旅行したい」
「毎回違った

海外旅行全般に対する考えとして

えた場合、
「国内需要の減少により

しづらい分野である。人口規模の小

る新規需要の誘発などは期待できな

きの団体旅行で東京～大阪間のいわ

付きパック旅行を望む層が多数派で

観 光関 連産 業には、地域外から

さな地域においても、ビジネスとし

いものと考えられる。

ゆるゴールデンルートを短期間で横

あったが、
訪日経験が増すごとに（リ

客足が落ち込んできたので外国人を

て国内外で勝 負できる重要産業と

また、外国人観光客といっても出

断するのが中心で、個人旅行で日本

ピーターであるほどに）自由度の高

お金を稼ぎ税収や所得増をもたら

個人ニーズに対応可能な

位置づけることができよう。

身国・地域によってその特性や関心

各地を自由自在に周遊する外国人

い旅行形態を希望する傾向が見ら

誘客してみよう」といった安易な発

観 光関 連産 業は、旅 行 業、宿 泊

事はさまざまである。ＤＢＪアンケ

観光客はまだ少数派である。

れる。日本の観光地・地域名は、ゴ

す経済効果と、労働集約型の新た

業に加えて、運輸業、飲食業、農業、

ート調査においても、アジア八地域

今 後、アジアの経 済 成長が進展

ールデンルートや北海道が有名だが、

地域の観光力アップ

小売業など裾野の広い産業といわれ

で日本旅行のスタイルや関心事は異

し、国民の所得水準が向上すれば、

訪日経験二回以上のリピーターには

外国人観光客も
団体から個人へ

ているが、行政側も住民側もこれま

なるし、訪日経験の有無によっても

さらにアジアから世界への海外旅行

それ以外の観光地や地域名もよく
外旅行は成長期から成熟期へと移行

然景観が豊富であることや多様な食

知られている。日本は南北に長く自

観光振興

インバウンド観 光に取 り 組む際

し、自分のお気に入りの場所を個人

ＤＢＪアンケート調査によれば、

で観光関連産業を明確にビジネスと

日本旅行に求める内容が変化するこ

は一般的なものとなるであろう。海

り組みは日本全国で幅広く進められ

は、外国人観光客を一くくりにせず、

れい めい

して捉える意識は乏しかったように

とを確認できる。

地域マネジメントを意識しての

思われる。官民による観光振興の取
ているが、地域活性化による経済効

特集◉アジアのFIT客を地域へ呼び込む
特集 3 FITを見据えた地域活性化の可能性——日本型DMOによる「マーケティング」
と
「観光品質の向上」に向けて
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事が楽しめること、衛生的で治安が
良いことなど再訪を促しやすい強み
があるが、これらの観光資源が飽き
られないように、地域それぞれが絶
えず差異化や品質の向上を意識し
た取り組みを続けていく必要がある。

地域をま と め
新たな市 場 を
創造することのできる
「日本型ＤＭＯ」が必要
わが国では地域における観光関連
産業を振興する主体として、都道府
県／市町村単位で設置される観光
協会や商工会、温泉旅館組合等が
存在するが、こうした団体の多くは

の評価や利害関係の調整など）を行

観光地に関する情報発信・提供を行
う主体にすぎない。また、会員組織

続的発展、観光品質の向上などを志

おけるＤＭＯのような地域全体の持

どが進められているが、欧州諸国に

ロモーションや地域間の利害調整な

の観光振興団体の組織化が進み、プ

環境下でも勝ち残るマーケティング

のニーズを捉え、グローバルな競争

営むためには、日々変化する観光客

する、持続可能な観光関連産業を

おいて、地域のビジネスとして発展

インバウンド観光という新領域に

7

戦略や観光品質の向上が必要である。

る。近年では、観光圏の形成や広域

っているとは言い難い。

A 少人数で旅行したい
B 大勢で旅行したい

向した組織的取り組み（観光資源

むことが望まれる。

光（国内客を含む）の推進に取り組

型ＤＭＯが戦略的にインバウンド観

できる地域マネジメント組織、日本

とめ、新たな市場を創造することの

つ地域の観光資源を総合的に取りま

工会などを包含し、行政と連携しつ

そのためには、既存の観光協会や商

A 毎回違った所へ旅行したい
B 気に入った所へ何回も旅行したい

日本型ＤＭＯは、国レベルから地

90% 100%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

4

出所：株式会社日本政策投資銀行「アジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査」
（2012年12月）
注：サンプル数、調査方法等は図表1と同じ。

きる経営担当

・利害関係者をまとめることので

サルタントではなく、

短期間で異動してしまう職員・コン

よび「資金調達」である。名誉職や

念の共有」
「人材の育成・活用」お

いずれにせよ、
その成功のカギは「理

さはさまざまなものが想定されるが、

域レベルのものまで事業領域の大き

0%

3

9

6
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インドネシア

5 2
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35
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9
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9
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6
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34
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10

マレーシア

6

香港

42
33

タイ

14
19
36
25

台湾

14
19
18
34
15

上海

10
21
16
32
21

北京

5 1
17
38
39

韓国

Bに近い
ややBに近い
どちらでもない
ややAに近い

Aに近い

に関する情報が中心となりがちであ

図1 海外旅行全般に対する考え
「どのような海外旅行スタイルを望んでいますか」
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ワンストップ窓口としての機能を超

ジメント活動を行うためにも、独自

弾力的なマーケティングおよびマネ

トが必要であるが、経営の自由度や

資金は国や地方自治体によるサポー

立つ。日本型ＤＭＯも、基礎となる

な資金支出を行っているケースが目

ず、自主財源の確 保により 弾 力的

調 達を公的セクターのみに依 存せ

要となる。海外のＤＭＯでは、資金

ニングコストにかかる資金調達が必

るにせよ、イニシャルコストとラン

るにせよ、既 存の組 織 を発 展させ

日 本 型ＤＭＯは、新 たに設 立す

る役割をイメージしている（図２）
。

は日本人、外国人を問わず 変わら

するためにその土地を訪れる。それ

値 観 を 有 する 観 光 客 が 時 間 を 共 有

に磨きをかけることにより、同じ価

性は変わらない。自らの地域の素材

いても、基本 的な取 り 組みの方 向

が、国 内の旅 行 客の需 要 喚 起にお

域活性化を前提とした内容である

らインバウンド観光の推進による地

また、本 稿は主に地域の視 点か

役割が期待されているといえよう。

ジメントを意識した投融資等を行う

ではなく、地域全体の底上げやマネ

においては、個別企業との取引だけ

金調達を図る必要がある。金融機関

2. 観光旅行商品について、
インターネットやビジネスマッチングの場などを活用しながら、
    自ら
「B to B」および「B to C」市場で販売する。
3. 地域内の公平性の意識を乗り越え地域全体のパイを広げることを主眼とし、
    メリハリを付け魅力ある観光資源を取り上げる。
4. 地域の観光関連事業者の外国人観光客受け入れ環境整備をサポートし、観光品質の向上を促す。

働、基金の設立などによる多様な資
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（こばやし たかひろ）

小林賢弘（こばやし たかひろ）
北海道生まれ。株式会社日本政策投資銀行地
域企画部参事役兼主任研究員。1996年4月入社、
北海道支店、信用リスク管理部等勤務を経て2007
年より現職。2011年東北支店東北復興支援室（兼
務）。専門分野は、地方行財政・地域活性化。観光
分野では、本支店で観光関連企業への与信業務
を担当後、地域企画部で地域活性化・震災復興に
資する重要な産業分野として調査研究を担当。観
光関連企業、国・地方自治体、地方銀行等と観光ま
ちづくりに関する研究会を開催。

・新規市場の創造ができるマーケ

えて、経営の視点から地域を総合的

の収益活動による運営資金の確保や、

ないことである。

1. 発地側および着地側双方のニーズを踏まえた市場創造
   （プロモーションや新たな観光旅行商品の造成など）。

（注２）企業間における技術的水準が次第に同質的
となり、製品やサービスにおける本質的部分
での差別化が困難となり、
どのブランドを取り
上げてみても顧客側からするとほとんど違い
を見出すことのできない状況のこと
（恩蔵直
人著『コモディティ化市場のマーケティング論
理』
より）。

ティング担当

に取りまとめ、新たな市場を創造す

民間企業との連携、金融機関との協

日本型DMOは、組織ありきではないマーケットを意識したビジネス活動体であり、
以下の4点が具体的な活動イメージである。

（注１）Destination Management/Marketing
Organizationの略語であり、本 稿では、
Destination Management Organizationを
指すこととする。ＤＭＯは、
いわば「観光ビジ
ネス活動体」であり、わが国においては、Ｄ
ＭＯよりＤＭＣ
（Destination Management
Company）
という用語が利用されることのほ
うが一般的である。
ＪＴＢグループはＤＭＣ
の定義について「地域の知恵、専門性、資源
を所有し、
イベント、
アクティビティー、輸送、
運送計画のデザイン、提案に特化したプロ
フェッショナルなサービスを提供する企業」と
しており、欧州におけるＤＭＯ（Destination
Management Organization）
と概ね同義で
使用されるケースが多い。

・行政との連携や財務運営のでき

る管理担当

・地元の魅力や海外の
（発地側の）

ニーズをよく知るブランド担当

などのプロの人材を融合し、息の

長い取り組みを継続する必要がある。

地域内の人材を育成するとともに、

地域外や海外の人材を活用できれば、

より多角的な視野で観光地・観光ル

ートのマネジメントが可能となる。

それぞれの地域の力を引き出す

日本型ＤＭＯ

日本型ＤＭＯのイメージは、観光

庁が支援する「観光地域づくりプラ

ットフォーム」をさらに深化させた

ものと考えることができる。
「観 光

地域づくりプラットフォーム」とは、

着地型旅行商品の販売を行うため、

地域内の着地型旅行商品の提供者と

市場（旅行会社、旅行者）をつなぐ

ワンストップ窓口としての機能を担

う事業体のことであり、持続的な収

益の確保を念頭に置いている点は同

様である。しかし、日本型ＤＭＯは、

図2 日本型DMOの具体的活動イメージ
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湯田中温泉における
ＦＩＴ客への取り組み

国人のお客様を受け入れようと決め

ました。

手探りで始まった
ＦＩＴ客の受け入れ

湯田中温泉に戻ってまず取り組ん

だのはテレビで見たＪＩＧへの加入

手続きでした。一九八九年（平成元

個人旅行者を受け入れている旅館の

ったと思います。それから数年後に

提供したい」と思ったことも大きか

のお客様が安心して泊まれる場所を

・部屋数が三十室以下で日本間を

ＪＩＧへの加入条件は、

いろと勉強させてもらいました。

持っていただけるかについて、いろ

宮阪 和久

年）のことです。会員の方に加入条

グループ（ジャパニーズ イ
･ン グ
･
ループ、以下ＪＩＧ）
（注）
があること

旅館に戻り、施設の規模などを踏ま

ジャパニーズ イ
･ン グ
･ ループ 副会長
魚敏旅館 主人

件などを教えていただいたほか、ど

をテレビで知り、
「私も湯田中に戻

うすれば外国からのお客様に興味を

当館が外国からのお客様を受け

したが、それ以外はあまり問題あり

したので、泊食分離が意外と大変で

は昔ながらの一泊二食の料金体系で

が望ましいと言われました。当館

・日本的な文化体験ができること

でした。加えて、

分離されていること

・宿泊料金は部屋代と食事代とが

わせて接することができること

・オーナーがお客様と顔を突き合

最低一室以上備えること
えた上で、団体客ではなく個人の外

た、ちょうど同じころに外国からの

る大きなきっかけになりました。ま

外国のお客様を受け入れたいと考え

切に接している姿を目にしたことが、

る日本人に対して非常に優しく、親

訪れた際に、現地の人々が困ってい

容とする会社で仕事のために外国を

いた環境問題（特に大気汚染）を業

を継ぐ以前、技術者として勤務して

旅館に戻ってからのことです。旅館

うおとし

って旅館を継ぐことがあれば、外国

魚敏旅館 弓道場での異文化体験

入れ始めたのは、私自身がこの魚敏

ＦＩＴ客
受け入れのきっかけ

4
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も弓道をやりながら大学や高校の

は、もともと弓道場があり、私自身
谷野猿公苑がこれほどまでに有名に

も好材料でした。ただ、当時は地獄

すでに「 Snow Monkey
」 と して 認
知されていた地獄谷野猿公苑の存在

様が安心して食事ができる環境を整

作るなどの協力をすることで、お客

たお店については英語のメニューを

もよいかを尋ね、よいと言ってくれ

各食堂に、外国のお客様に紹介して

でした。

ばすお客様もいましたが、ごく少数

用してこれらのルート以外に足を延

した。ＪＲジャパンレールパスを利

ませんでした。特に日本文化の体験

弓道部の合宿を受け入れていました
なるとは思ってもいませんでした。

お客様に当館を利用していただくた

そうした状況のなかで外国からの

ので、模範射技を見せたり実際に体

えました。

ュージーランド人のカップルでした。

初めてお迎えした外国のお客様はニ

して、そのおよそ四カ月後の七月末、

ＪＩＧへの加入が認められました。そ

分かりましたので、手描きの地図の

にとっては不便な状況にあることが

ートに関する情報が少なく、お客様

スについても当時はバスや徒歩のル

宿の予約がようやく手紙や電話から

に情報発信できる訳ではありません。

ンターネットを利用して誰でも手軽

がありますが、当時は今のようにイ

という 名 前を認知してもらう必要

こうして一九九〇年（平成二年）
、

当時のことは今でも忘れられません。

作成を始めました。この地図はその

ファクスに移り変わろうとしている

験する機会を提供したりすれば、外

その後、当館を訪れる外国からの

後、お客様の意見などを踏まえて数

時で、そのファクスですらＡ４サイ

めには、
「湯田中」あるいは「長野」

国のお客様にも興味を持ってもらえ

お客様の数は、徐々に増えていきま

回の修正を重ね、手描きからパソコ

ズ一枚をアメリカに送るのに七〇〇

また、地獄谷野猿公苑へのアクセ

ると思いました。また、当館にある

したが、一方で、お客様に楽しく滞

ンでの作成に変わりましたが、今で

ひのき

天然温泉の檜風呂や、欧米では当時

在していただく上で、いくつかの問

円から一〇〇〇円ほどの費用がかか

小さくして通信料を節約するなど、

するようにしたり、ページサイズを

るため、通信料の安い時間帯に送信

も大変重宝しています。

例 えば、食 事です。当 時は今ほ
ど日本食が浸透していなかったこと
もあり、旅館で食事をするお客様は

いろいろ工夫を凝らしたことを今で

外での食事となると、周辺の食堂等

ていないと感じていました。旅館以

的にはあまり外国のお客様には向い

的値段が高く、量も多いため、個人

や、そこから広島、長崎を巡るルー

経て大阪へ至る「ゴールデンルート」

があったのは東京から箱根、京都を

を始めた当時、個人のお客様に人気

当館が外国のお客様の受け入れ

ＩＧのパンフレットとロンリープラ

いの状況でした。大概のお客様はＪ

間としては唯一と言ってもよいくら

報発信もＪＩＧのパンフレットが民

そんな時代ですから、外国への情

魚敏旅館を
知ってもらうために

を利用していただくことになります

ト、または東京から箱根を経て松本、

ネットなどのガイドブックを持って

半分以下でした。旅館の食事は比較

が、地元の食堂は外国のお客様の受

高山、金沢から京都に出るルートで

も覚えています。

け入れには慣れていません。そこで

特集◉アジアのFIT客を地域へ呼び込む
特集 4 湯田中温泉におけるFIT客への取り組み
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題点にも気がつきました。

温泉に漬かるSnow Monkeyに眺める人が癒やされる。地獄谷野猿公苑

の情報がこうしたお客様の目に留ま

ーフレットを置いてもらい、当旅館

ＪＩＧのメンバーの旅館に英文のリ

するお客様も多くいました。そこで

後に旅程を考えながら旅行したり

着いてから旅程を変更したり、来日

日本を旅行していましたし、日本に

ました。

も可能になるかもしれない」と感じ

し、もしかすると予約（電子メール）

情報（ホームページ）を発信できる

な旅館でもお金をかけずに世界中に

れを知った時、
「うちのような小さ

る、そんな時代が始まりました。こ

パンフレットに当館のホームページ

ていただけるようになり、ＪＩＧの

がＪＩＧの会員の皆さんにも理解し

ようになり ました。こうした実 績

るお客 様の割 合が四〇％を超 える

ページを見て電子メールで予約をす

リンピック開催時には当館のホーム

とが、一番なのではないでしょうか。

いち早く見つけ、上手に利用するこ

んが、自分の施設に合ったツールを

あります。簡単なことではありませ

それぞれにメリット、デメリットが

ホームページといっても、当時は

いただけるようになりました。また

ＵＲＬやメールアドレスを掲載して

個人客とのつながりに
活路を求めて

今のように複雑で難しいものではな

るよう工夫しました。
当館を利用する外国人のお客様

二〇〇二年（平成十四年）
、小泉

いう目標を策定し、
「ビジット・ジ

二〇〇〇年（平成十二年）にはＪＩ

ャパン・キャンペーン」をスタート

く、簡単なプログラムを作成すれば

近年では、インターネット予約サ

させました。訪日外国人旅行者数の

が増 えた要 因 としては、もちろん

イト（楽天、じゃらん、るるぶ、海外

増加に伴ってゴールデンルートから

内閣が「二〇一〇年度に訪日外国人

では Booking.com
、 Agoda
、エクスペ
ディア、ホステルワールドなど）が

外れた日本の地方へ行く旅行者も増

Ｇのホームページを作成し公開を始

ちょうどそのころ、インターネッ

勢力を拡大しているほか、最近では

えてきました。

自分で作ることができました。問題

ト検索エンジンのヤフーが公式ホー

口コミサイトも旅行者の支持を獲得

「ビジット・ジャパン・キャンペー

一九九八年（平成十年）に長野オリ

ムページの登録を募集していること

しています。口コミサイトは、予約

ン」開始以降、地方 自治体も外客

旅行者数一〇〇〇万人を目指す」と

を知り、登録手続きをしました。こ

サイトを通じて自前のホームページ

誘致に本腰を入れるようになり、特

めました。

報発信に取り組んだことで「湯田中」

れによって、当館の名前を検索する

に誘導することができるため宿泊施

に個人客よりも団体客に重点を置い

は、そのホームページのＵＲＬとメ

や「長野」の認知度が向上したこと

とホームページが最初に出てくるよ

設にとってはメリットも大きいので

た誘致策が図られました。そんなな

ンピックが開催されたことがあると

も、一つのきっかけだったのではな

うになりました。

すが、一方で自分たちの意思とは関

かにあって、当館のような小さな宿

ールアドレスをどのように世界中に

いかと考えています。

手探りの情 報 発信をスタートした

係なく勝手に情報が載せられること

ができることは、団体客ではなく個

思いますが、インターネットが普及

インターネットやパソコン通信の

のは、ちょうど長野オリンピックが

もあるため、デメリットもあります。

人のお客様が何かの「ついで」に興

知らせていくかでした。

登場により、世界中のいろいろな情

開催される二年前の一九九六年（平

インターネット一つとっても現代で

味を持って訪れてくれることを目指

する前の段階で、手探りながらも情

報 をその場にいながらにして収 集

成八年）でした。その後、欧米では

はさまざまな情報発信の方法があり、

当館のホームページを自前で作り、

し、電話の市内通話料金程度のコス

急速にインターネットが普及し、オ

ホームページの
有効活用

トで誰とでも文書のやり取りができ
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宮島（厳島神社）
第2位

広島平和記念資料館
第 3位

松本城
第 4位

東京ディズニーシー
第5位

沖縄美ら海水族館
第6位

伏見稲荷大社
第7 位

地獄谷野猿公苑
第 8位

兼六園

資料：http://www.tripadvisor.jp/HotSpotsJapan

に思われますが、双方向のやり取り

す。一見、口コミサイトに近いよう

生み出すのにちょうどよいツールで

はそういったお客様とのつながりを

の存在が必要不可欠ですが、ＳＮＳ

では、口コミやリピーターのお客様

す。小さな施設が集客に取り組む上

似て）のような存在だと感じていま

主（インターネットの初期のころに

は、当館のような小さな施設の救世

ネットワーキング・サービス
（ＳＮＳ）

利用者が急増しているソーシャル・

そんななかにあって、ここ数年で

小さな施設はそうはいきません。

せて宣伝や新しいことができますが、

設や旅行会社は資金力に物を言わ

すことです。いつの時代も大きな施

第1位

が見え、お互いに信頼関係がないと

当館としても私個人としても二年前

てやり取りができていると思います。

す。また到着されたお客様には、バ

スなど、細かな情報を提供していま

時間、主要な見どころまでのアクセ

湯田中までの所要時間や町中の移動

えるよう、予約をいただいた段階で、

お客様が少しでも有効に時間を使

例えば、湯田中を訪れてくださる

ットが必要不可欠なのですが、現状

客様にとっては、着地型のパンフレ

んし、ガイドが同行しない個人のお

トカードを利用することができませ

割方の飲食店や交通機関でクレジッ

は十分ではありません。町内では九

いますが、受け入れ側の環境づくり

お客様が湯田中温泉を訪れてくれて

成り立たない仕組みなので、安心し

を通じて当館を知り実際
Facebook
に宿泊していただくお客様も少しず

スと電車の時刻表に地図が掲載され

では発地型で作成されたものに限ら

るにはまだまだ不十分です。バス停

たが、外国のお客様が個人で旅行す

ていただくためにも、こうした受け

を訪れ、そして一日でも長く滞在し

個人のお客様が一人でも多く当地

を利用していますが、
Facebook

つ増えてきました。当館を利用して

た手作りの案内をお渡ししています。

れています。

の場所や乗り換えの電車が分からな

入れ環境づくりが重要だと思います

から

下さったお客様と Facebook
を通じ
て交流が続き、その後リピーターに

今でこそ英語の表記が増えてきまし

いといった方もよくいらっしゃいま

し、そのために今後も民間と行政が

はっ ち

なっていただいたこともあります。

す。もちろん、お金のかかることで

協力していきたいと考えています。

個人のお客様が
旅行しやすい
環境整備を目指して

すが、アイデアを生かす気持ちがあ

宮阪和久（みやさか かずひさ）
一九五一年（昭和二十六年）
、長野市生まれ。
長野 県 山ノ内町 湯田中 温 泉、魚 敏 旅 館 主人。
訪日外国人旅行者向けの宿泊施設の全国ネッ
トワークである「ジャパニーズ・イン・グループ」
の副会長。インバウンドがそれほど注目されて
いなかった九〇年代初頭より外国人旅行者誘致
に取り組むなど同地ではインバウンド振興の先
駆者として知られ、今までに延べ一万人弱の外
国人旅行者を受け入れている。

（注）訪日外客への宿泊施設の提供と接遇を通じ
て日本文化を伝え、国際親善に寄与するこ
とを目的に一九七九年（昭和五十四年）
に発
足した中小旅館の集まりで、北海道から九
州まで七十館の会員で構成されている。

（みやさか かずひさ）

湯田中温泉や地獄谷野猿公苑は

湯田中温泉や地獄谷野猿公苑の

れば、少しずつでも改善することが

ん。前泊地から長い時間をかけて湯

インバウンド動向を見ていると、個

アクセスが良いわけではありません

田中を訪れ、次泊地へもまた同じく

人的には一過性のブームのような雰

可能だと思います。

らいの時間をかけて移動するという

囲気があると感じています。私たち

し、町中の移動も便利とはいえませ

旅程のお客様もかなりいらっしゃい

長い目で見て人気を継続するための

事業者はもちろんですが、行政にも
当館では、こうしたハード面の課

施策に力を入れていただきたいと考

ます。
題を少しでも克服するべく、ソフト

えています。
幸いにして、今も多くの外国人の

面の受け入れ環境づくりに取り組ん
でいます。

特集◉アジアのFIT客を地域へ呼び込む
特集 4 湯田中温泉におけるFIT客への取り組み
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トリップアドバイザー
外国人観光客お気に入りの観光スポット

心だが、
「台湾旅行者調査」
（二〇一三

は東京などの大都市滞在がＦＩＴの中

・既存の交通インフラを活用できる点

可能な点

旅館が多く分布する地域でも対応

・湯田中温泉のように比較的小規模

長所としては、こうした潜在需要の大

年公益財団法人日本交通公社、特集１

・インターネットの浸透により低コス

きさに加えて、

注２参照）では、ＦＩＴ希望者のほとん

ＩＴの重要な情報源であるインターネ

外国人の訪問先の現況を延べ宿泊

どが地方を訪問したいと回答しており、

ットを駆使する世代でもある。現状で

数から見ると、ゴールデンルートの拠

ＦＩＴ市場の可能性と意義

点である千葉、東京、京都、大阪の四

できる点

地酒めぐり
（日本酒、
ワイン等）

14.6

レンタカーで旅行する

13.3

動物や植物をみる

12.7

等を挙げることができるだろう。

「台湾旅行者調査」2013年公益財団法人日本交通公社

・地域内の経済循環が相対的に期待

トで情報発信ができる点

体験したい活動も「歴史ある観光地め

47.0

都府県だけで全国の六割を占めている

花見（桜や梅など）や紅葉狩り

ぐり」
「温泉めぐり」
「自然観光地を訪

47.0

（観光庁「宿泊旅行統計・平成二十四

魚や肉などの産地で楽しむグルメ旅行

れる」など多岐にわたっている（図１）
。

47.7

年」
）
。ところが、日本人の延べ宿泊数

鉄道旅行をする

さらに地域側から見たＦＩＴ市場の

温泉めぐり

まっている。したがって、残る四十三
54.0

では、四都府県のシェアは二二％に留

55.9

歴史ある観光地めぐり

道県の未活用の資源をインバウンド客

49.4

世界遺産を巡る

に開放していくことが、地域への経済

15.2

効果の拡散という観点でも、急増が見

山登りハイキング

込まれるインバウンド市場の受け皿と

31.6

美術館や博物館を訪れる

しても重要な課題と考えられる。

25.5

パワースポットを巡る

本特 集で対 象としたＦＩＴは、台

27.4

写真撮影

湾、韓国、香 港等、訪日旅 行の中核
市場においても伸びしろが期待される
市場である。こうした国々では日本の
豊富であり、地方を結ぶ航空路線も

地方に対するメディアの情報も比較的
発達している。
インターネット調査で対象とした台
湾市場は従来周遊パッケージが主流だ
を中心にＦＩＴが急増している。この

ったが、大震災を契機に二十～三十代
層は、中高年層に比べて日本により親
しみを感じる世代であるとともに、Ｆ

41.6

地場産品の買物

50
40
30
20
10
0

52.7

自然観光地を訪れる

（%）
60

図1 FIT客が地域で体験したい活動

塩谷 英生
公益財団法人日本交通公社 観光政策研究部 次長・主席研究員

視
座
特集テーマからの

地域はFITにどう取り組むべきか
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広告・
デザイン

筆者作成

ても同様で、翻訳した地図や食堂のメ

ニューが活用されている。

流通面では、当初ＪＩＧ（ジャパニ

客を受け入れる旅館の集積も三軒程

場の規 模も小さい。積 極 的にＦＩＴ

館のハードは高級ではないし、温泉浴

湯田中温泉でＦＩＴに対応する旅

に始まり、宿泊予約サイトへの登録、

込みができる手製のホームページ作り

化した。これに対 応して、予 約 申し

普及とツールの進化によって環境が変

トが大きかったが、インターネットの

ーズ・イン・グループ）が担うウエー

度にすぎず、旅行会社の関与もなく、

最小構成で成り立つ
ＦＩＴクラスター

行政の支援も十分ではない。それでも、

の活用などにより、インタ
Facebook
ーネット経由での予約が増加した。
インバウンド客が多く訪れるのは何故
観光産業は、宿泊事業者、交通事

を積み重ねながら、ＦＩＴ客を呼び込

先駆けとなり、小さなイノベーション

こうして湯田中では小さな旅館が
業者、飲食店、小売業、旅行業など

むためのクラスター （注１）が構成され

だろうか。

多様な業種を包含するが、ＦＩＴ客

てきたのである（図２）
。

の地方訪問の課題として交通に関する

「台湾旅行者調査」では、ＦＩＴで

ＦＩＴ層への
交通情報の発信

を誘致するために全ての業種が重要
な役割を果たす必要はない。中でも湯
田中地域の観光魅力の中核となってい
るのは、スノーモンキーで知名度の高
い地獄谷野猿公苑と、ＦＩＴ層に特化
した高いホスピタリティを持つ旅館群
である。
交通インフラ（ＪＲ長野新幹線、長野

私鉄、高速バス、レンタカー、定期観

方で、我が国の多くの地域では、ＪＲ、

回答が最も多く挙げられた。しかし一
電鉄等）が担ってくれる。域内の交通

光バスといった交通インフラが国内向

地域にアクセスする手段は、既存の

については、路線バスやタクシーの公

けに既に整備されている。
することでＦＩＴ産業の一部として取

長が手作りのダイヤ表やマップを提供

交通インフラを活用してもらうための

地づくりの最初の一歩としては、既存

したがって、ＦＩＴに対応する観光

うおとし

共交通機関があり、魚敏旅館宮阪社

り込んでいる。飲食店や小売店につい

特集テーマからの視座◉地域はFITにどう取り組むべきか
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観光産業クラスターの要素だが､湯田中温泉
のFITクラスターでは重要でないもの

広域観光
ルート

観光資源
国内
旅行業

治安・消防
・医療

湯田中温泉FITクラスターの主な要素

ホスピ
タリティ

・太字は特に競争力の源泉となっている要素
・下線部は、宿泊事業者の働きかけで機能した要素

マス媒体

流通・情報

観光人材
・技術
宿泊予約
サイト

人文資源
自然資源
・温泉
口コミ
サイト
発国
旅行業

Wi-Fi､SNS
等通信
インフラ
観光
案内所

観光インフラ
対個人
サービス
製造業
（食品､工芸
品等）

卸売業・
輸送業

小売業

着地型
旅行業

トイレ・
遊歩道等
立寄
観光施設

高速道路・ レンタカー
高速バス
事業所
サービス

金融・
不動産

宿泊
事業者

地方鉄道
・駅
路線バス
・タクシー

飲食店

国内外
航路・港
国内航空
・空港
JR・
大手私鉄

域内

交通インフラ
国際航空
・空港
NPO・
地域団体

域外
その他
関連団体
等
（JIG）
大学・官民
研究機関
県・広域
観光行政
国の
観光行政

観光協会・
旅館組合
市町村
観光行政

観光関連産業

地域観光産業
農林
水産業
光熱・
水道等

支援機関

図2 観光産業クラスターの
構図と湯田中温泉の
FITクラスター

み込んだ既存のフリーキッ

ャンペーンは、新幹線を組

のガーラ湯沢での雪遊びキ

実際、ＪＲ東日本グループ

情報発信が重要となろう。

的にアクセスして活用するだろう。そ

しておけば、各段階でＦＩＴ客が能動

ページをウェブ上や主要案内所に用意

象がある（図４）
。交通に関する情報

する障壁は当初の想像以上に低い印

に上るなど、ＦＩＴ層の旅行行動に関

サイトを利用できる人」が三一・六％

っている点が長所と言える。

果が地域に残りやすい消費の構成にな

出が少ないなど、相対的に見て経済効

飲食店の利用、旅行会社への手数料漏

線バスやタクシーの利用、地元向けの

ある。ＦＩＴクラスターは、地域の路

観光行政にとっては優先される指標で

ていくことが重要である。個人での来

光 資 源、グルメ・買 物 等 ）を強 化し

行の観光資源に代替可能な資源（観

ムの反動等のリスクを踏まえれば、現

合地域の増加、需要の季節波動、ブー

の関連産業に空白が目立っている。競

を見ると、地域内の観光産業およびそ

21.3

荷物の持ち運びが楽な宿に泊まりたい

21.1

「台湾旅行者調査」2013年公益財団法人日本交通公社

視
座
成功しているし、湯田中温

プをベースとした商品化で

中国語の案内が行き届いている宿に泊まりたい

訪でなければ巡り合えない郷土の風

21.7

湯田中のＦＩＴクラスターの例
（図２）

最高水準の旅館（日本式）に泊まりたい

の意味で、ＦＩＴ市場のプロモーショ

26.6

泉では、
「確実に観光資源

浴衣を着て歩ける温泉地の宿に泊まりたい

ン費用は団体旅行やフルパッケージ旅

27.2

に到着して楽しめるための

低額な宿泊施設に泊まりたい

行を誘致するよりも相対的に小さく

27.6

情報」を親身に提供する旅

大きな露天風呂がある宿に泊まりたい

さらに、域内移動についても、ＦＩ

34.6

地元の食材を提供してくれる宿に泊まりたい

抑えることができる。

64.6

交通が便利な宿に泊まりたい

館がＦＩＴ客の高い評価を

つつ、例えば、共同送迎やレンタサイ

きである。こうした支援策があってこ

51.9

温泉旅館に泊まりたい

得てきた。
きいアジアからのＦＩＴ客は「交通が

客やフリープランを販売する旅行会社、

そ、これまでＦＩＴ受け入れに消極的

35.9

宿の従業員が親切に旅行の相談に乗ってくれる
宿に泊まりたい

Ｔ客の行動パターンとニーズを把握し

便利な宿に泊まりたい」
「観光地を巡

滞在のための観光インフラを整備すべ

クル、
-環境、共同トイレや休憩
できる広場のような効率的で快適な

旅行ガイドブックを出版するメディア

だった宿泊事業者も本格的な取り組

44.1

観光地を巡るのに便利な宿に泊まりたい

欧米に比べて旅行日数の制約が大

望が強い（図３）
。このため、ＦＩＴ

るのに便利な宿に泊まりたい」との希

に対して、自地域を起点としてＪＲ

みを進めやすくなる。

観光消費の経済波及効果は、
「来訪

地域経済循環の視点から

また、ＦＩＴ客は、出発前にもイン

客数」
「一人あたり消費額」
「域内調達

24.7

部屋に露天風呂が付いている宿に泊まりたい

ジャパンレールパスや鉄道、路線バス、
現地ツアー等をどう活用すれば効率
的かつ割安に周遊できるかを訴求する

ターネット等で交通ダイヤ等の情報を

率」の相乗効果として発揮される。産

ことが効果的である。

調べる他、日本到着後にも空港や都市

達率」の高さは必ずしも重要ではない

業サイドから見ると三つ目の「域内調

の観光案内所、宿泊施設等で
-を
使った情報収集等を行う。
「台湾旅行

が、地域全体の振興を大目的とする

図3 FIT客が観光目的で泊まりたい宿

（%）
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40
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者調査」では「日本語の時刻表検索

Wi
Fi

10
0

特集テーマからの
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図4 旅行行動における障壁が低いFIT客
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71.9

日本語は読めなくても漢字である程度意味がわかる

63.8
70.6

東京などの大都市で地下鉄を使うのに抵抗はない

57.2
57.6

英語で簡単な日常会話は可能

39.1
57.6

観光案内所を探して地図を入手することができる

31.9
54.3

高速バスを利用するのに抵抗はない

42.6
52.6

自動券売機で鉄道のキップを購入できる

23.9
51.7

中国語のメニューが無くても飲食店で店員に料理を注文できる

28.7
50.6

スイカなどの日本の電子マネーを利用することに抵抗はない

30.3
41.1

タクシーを利用するのに抵抗はない

33.8
39.1

日本人に道を聞くことができる

15.7
38.0

日本語で簡単な日常会話は可能

20.2
37.4

ジャパンレールパスなどの鉄道会社の割引キップや周遊券に詳しい

9.8
35.7

駅に備え付けの時刻表でダイヤを調べられる

14.6
31.9

レンタカーを運転するのに抵抗はない

20.5

個別手配・フリープラン
（FIT）希望者

31.1

日本語の時刻表検索サイトを利用できる

8.8

パッケージ・団体旅行
希望者

26.7

バス会社のサイトで路線図やダイヤを調べられる

12.2

「台湾旅行者調査」2013年公益財団法人日本交通公社
注：インターネット調査のスクリーニング設問段階において、訪日旅行を希望する人全員を対象に質問を行ったもの。
訪日旅行の希望旅行形態別の回答標本数は、FITが944人、
パッケージ・団体旅行が789人となっている。

景や産業の営み、地域の人々の世界観

を感じさせる食や生活文化を体感す

る場面を発信することで、ＦＩＴクラ

スターとしての訴求力も高まる。加え

て、滞留日数の増加と消費機会の拡

大、そして域内調達と域内雇用を通

じた経済循環の改善が期待される。

ＦＩＴクラスター強化の初期段階で

は、地域全体でＦＩＴ客をもてなす心

を育てることが重要であり、結果的に

クラスター全体で新しい価値を創り出

していくための近道となるだろう。Ｆ

見交換の場づくりによる信頼関係の

ＩＴ受入事業者と関連事業者との意

構築や、地域全体での外国人へのあい

さつ運動など、財政支出が無くても進

められることは多い。その後、クラス

特集テーマからの視座◉地域はFITにどう取り組むべきか

ターが大きくなる過程では、観光イン

フラの保全、着地型観光、物産開発、

人材育成等を持続的に推進・支援す

る組織が必要となる。そのための財源

の在り方も地域の実情に合わせて検

（しおや ひでお）
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討していくべきであろう。

（注 ）ある特定分野における相互に結びついた
企業群と関連する諸機関からなる地理的
に近接したグループであり、これらの企
業群と諸機関は共通性と補完性によって
結ばれている。（マイケル・Ｅ・ポーター
『競争戦略論Ⅱ』（竹内弘高訳、ダイヤモ
ンド社、一九九九 年八月）
１

図1 みちのく潮風トレイルのルートイメージ
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平
洋
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自
然
歩
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（みちのく潮風ト
レイル）

福島県

八戸から久慈区間のうち
一部開通
（H25.8月）

環 境 省は、東日本 大震 災からの

復興支援策の一つとして「東北海岸

トレイル（仮称）構想」を発表した

かぶしま

（二〇一二年五月）
。本構想の下で、

青森県八戸市蕪島から福島県相馬

市松川浦までの全長約八百キロメー

トルにわたる「東 北 太 平 洋 岸 自 然

歩道（以降、愛称の「みちのく潮風

トレイル」と表記）
」
（公式サイト 〔注

１〕を参照）の整備が進められている

（図１）
。

本トレイルが「目指すもの」として

復
• 興のシンボルとなるよう、地
域との協働により、沿岸被災地

を結ぶ歩道を設定する

歩
• くことによる健全な心身の育
成と充実感の再発見

様
• 々な地域の自然の恵みや、自
然の脅威の理解促進

新
• しい観光スタイルの提唱及び
観光振興への貢献

の四項目が挙げられている。これ

まで環境省が取り組んできた「長距

離自然歩道」の目的 （注２）とは明ら

かに異なっている。

このみちのく潮風トレイルが「目

指すもの」を達成するために、本歩

福島県

宮城県
山形県

相馬
福島

みちのく潮風トレイル観光への
参加意向の特徴に関する研究

青森

青森県

自主研究報告
環境省資料をもとに筆者作成
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％」
「山登り（四七・八％）
」の参 加

街並みなどを巡るまち歩き（五〇・二

の種類（図３）を見ると、
「都市や

各 種 媒 体によって紹 介されること

経 験 者が少 ないものの、近 年では

は他の観光の種類と比較すると参加

一四・三％であった。
「トレイル歩き」

図3 参加経験がある観光の種類（n=1,555 ＊複数回答 MT=2,972）
0%

10%

20%

30%

都市や街並みなどを巡るまち歩き（n=781）

50%

60%

50.2%

山登り
（n=744）

47.8%

歴史や宗教的な道歩き、古道歩き（n=445）

28.6%

長距離を歩くイベントへの参加（n=410）

26.4%

里山、田舎道、離島などの散歩道歩き（n=357）
トレイル歩き（n=222）

40%

23.0%
14.3%

その他（n=13） 0.8%
＊意識調査の回答画面では、各回答項目についてかっこ書きで具体例を付した。
◦都市や街並みなどを巡るまち歩き（例：下町巡り、町並み巡り、
寺社仏閣巡り 等）
◦山登り
（例：山頂を目指す登山 等）
◦歴史や宗教的な道歩き、古道歩き（例：熊野古道、お遍路 等）
◦長距離を歩くイベントへの参加（例：駅からハイキング、
ツーデーマーチ、歩け歩け大会、ノルディックウオーキング 等）
◦里山、田舎道、離島などの散歩道歩き（例：里山歩道、
フットパス 等）
◦トレイル歩き（例：山岳縦走、信越トレイルや高島トレイル、長距離自然歩道 等）

図4 ウオーキング観光への参加意向（n=3,596）
参加したい 56.5%
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ウオーキング観光への
参加状況

経験がない 56.8%

道に対する利用者の潜在意識を捉

経験が多かった。この先、みちのく

経験がある 43.2%

えておくことは重要であると考える。

調査では、街歩き、登山やトレイ

図2 ウオーキング観光への参加経験（n=3,596）

そこで、本研究では、その把握を目

的として、利用者意識調査を実施し

も 多 くなり、参加者は増大すると

ーキング観光」と呼ぶこととし、一

方で「みちのく潮風トレイル」を利用

した観光を「みちのく潮風トレイル

観光」と呼び、比較をしていきたい。

ウオーキング観光への過去の参加

経験（図２）では、四三・二％が「経

験がある」と回答し、今後の参加意

向（図４）では、五六・五％が「 参

加したい」と回答した。また、内閣

府が実施する「体力・スポーツに関

する世 論 調 査（二〇〇九 年 九月 ）
」

では、
「この一年間に行った運動・ス

ポーツの種目」として約五割が「ウ

オーキング」と回答しており、年々

増加傾向にある。これらを踏まえる

と、ウオーキング観光は、すでに広

く認知された市場であり、今 後も

増加することが見込まれる。

参加経験があるウオーキング観光

潮風トレイル観 光もその範疇とな

3,596票（10代5.5%／20代14.3%／30代18.0%／40代16.1%／
50代16.7%／60代17.4%／70代以上12.0%、男性49.6%／女性50.4%）

ル歩き等を広く含めて、歩くことを

有効回答数

た（表１）
。この意識調査では、み

「ウオーキング観光」への過去の参加経験、
今後の参加意向
調査項目
                         「みちのく潮風トレイル観光」への参加意向 等

考える。

全国16歳以上の個人（インターネットモニター）

る「トレイル歩き」の参加経験率は

調査対象

中心とした観光一般の参加状況を聞

インターネット調査

ちのく潮風トレイルに限らず、一般

調査方法

いた。このような「歩くことを中心

2012年7月

的な「歩くことを中心とした観光」

調査時期

とした観光」一般を、本稿では「ウオ

旅行者動向調査2012（公益財団法人日本交通公社が
毎年実施している旅行者動向調査の一環として実施）

についても実態と参加意向を聞き、

調査名称

「みちのく潮風トレイル観光」への

参加意向との比較を試みた。

表1 調査概要

参加したいとは思わない 43.5%

自主研究報告◉みちのく潮風トレイル観光への参加意向の特徴に関する研究

歩いてみたいとは思わない
9.7%

図6 ウオーキング観光への参加意向別の
みちのく潮風トレイル観光への参加意向
参加したい（n=2,031）

歩いてみたい
90.3%

みちのく潮風トレイル観光 （注３）

参加意向

みちのく潮風トレイル観光への

への参加意向はないものの、みちの

値である。また、ウオーキング観光

観光への参加意向（図４）より高い

した（図５）
。これは、ウオーキング

や地元銭湯に入る（三二・四％）
」で

いものを食べる（三五・〇％）
」
「温泉

囲気を味わう（四一・九％）
」
「おいし

回答が多かったのは、
「自然の雰

と」を聞いた。

へ の 参 加 意 向 を 聞 い た と こ ろ、

く潮風トレイル観光への参加意向の

歩いてみたいとは思わない
32.0%
歩いてみたい
68.0%

みちのく潮風トレイル観光への参加

加経験がない人でも、六八・〇％が

いてみたい」と回答した。また、参

加経験あり」のうち九〇・一％が「歩

向（図７）を見ると、
「トレイル参

ちのく潮風トレイル観光への参加意

レイル歩き」への参加経験別に、み

さらに、図８と同じ項目を「歩く

文化とのふれあいへの期待も大きい。

一般的な観光の魅力や、地域の生活

の楽しみや心身への効用だけでなく、

トレイル歩き本来の魅力である自然

にふれる（二五・一％）
」と続く（図８）
。

意向がある。

のトレイル歩きにはない魅力を感じ

く潮風トレイルの意義や、これまで

観光だからこそ参加したい、みちの

ふれる」
「地域で消費することを通

ったのは、
「現地の暮らしや産業に

潮風トレイル観光で回答割合が高か

両者を比較し、明らかにみちのく

以上から、みちのく潮風トレイル

ている需要が相当程度存在すると考

して地域に貢献する」
「ボランティ

アや支援を通して地域に貢献する」

「現地の人たちとの出会いや会話を

楽しむ」の四項目であった（図８の

これらはいずれも、
“地域との関

楽しみたいこと

体的な期待を知るために「みちのく

わりを深める”ことに関する項目で

網掛け部分も参照）
。
潮 風トレイル観 光で楽しみたいこ

みちのく潮風トレイル観光への具

みちのく潮風トレイル観光で

えられる。

回答割合を比較した（図９）
。

ことを中心とした観光（ n=2,031
）
」
についても聞いているので、両者の

（二六・七％）
」
「現地の暮らしや産業

六九・三％が「歩いてみたい」と回答

トレイル参加経験あり（n=222）

次に、
ウオーキング観光のうち「ト

あり、次に「見たかったものを見る

歩いてみたいとは思わない
9.9%

図7 「トレイル歩き」参加経験別の
みちのく潮風トレイル観光への参加意向

歩いてみたい
90.1%

トレイル参加経験なし（n=3,374）

みちのく潮風トレイル
観光への参加意向と傾向

参加したくない（n=1,565）

次に、みちのく潮風トレイル観光

歩いてみたいとは思わない
30.7%
歩いてみたい
69.3%

ある人は四二・二％に上る（図６）
。

歩いてみたいとは思わない
57.8%
歩いてみたい
42.2%

への参加意向とその特性を見る。

図5 みちのく潮風トレイル観光への参加意向（n=3,596）
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図8 みちのく潮風トレイル観光で楽しみたいこと（n=2,493 ＊複数回答 MT=11,780）
0%

10%

20%

30%

40%

41.9%

自然の雰囲気を味わう
（n=1,045）
35.0%

おいしいものを食べる（n=873）

32.4%

温泉や地元銭湯に入る（n=807）
26.7%

見たかったものを見る（n=666）

25.1%

現地の暮らしや産業にふれる（n=625）

24.3%

歴史や文化を味わう
（n=607）

22.9%

地域で消費することを通して地域に貢献する（n=570）
未知のものにふれる（n=523）

21.0%

自由な時間を味わう
（n=512）

20.5%

現地の人たちとの出会いや会話を楽しむ（n=508）

20.4%

写真撮影をする（n=499）

20.0%

宿に泊まる（n=495）

19.9%

体力づくり、健康づくり、
ダイエット
（n=432）

17.3%

長い道のりやピークを乗り越えて達成感を得る（n=421）

16.9%

お土産を買う
（n=411）

16.5%

自分を見つめ直す、自分探しをする（n=407）

16.3%

知識や教養を深める（n=362）

14.5%

ストレス発散、
リフレッシュする（n=353）

14.2%
12.1%

感性を磨く、身体感覚を取り戻す（n=301）

10.4%

野生動物や植物などの観察（n=260）

10.1%

同行者とのつきあいを楽しむ（n=251）

8.1%

同じ趣味嗜好の人たちとの出会いや会話を楽しむ（n=202）
ボランティアや支援を通して地域に貢献する（n=188）

7.5%

歩く行程などの計画を立てる（n=185）

7.4%
5.9%

祈る、信仰にふれる、信仰を高める（n=146）

2.8%

テント泊や自炊をする（n=71）
ファッションや装備をそろえる（n=47）

1.9%

ある。みちのく潮風トレイル観光で

は、東北とのつながりが強く意識さ

れていると考えられる。一方で、東

北とのつながりを重視している人で

あっても、一般的な観光を楽しみつ

つ無理なく地域に貢献したい人（
「地

域で消費することを通して地域に貢

献する」
）や、人々との出会い等を

通じてじっくりと関わりたい人（
「現

地の暮らしや産業にふれる」
「現地

の人たちとの出 会いや会 話 を楽し

自主研究報告◉みちのく潮風トレイル観光への参加意向の特徴に関する研究

む」
）
、ボランティアや支援を通して

より積極的に関わりたい人（
「ボラ

ンティアや支援を通して地域に貢献

する」
）まで、関わり方への期待は

多様である。

東北とのつながりを重視する需要

前の四項目それぞれについて、こ

れを重視するとした各属性（性別、

性年代、職業、家族構成）とその特

徴は次のとおりである（表２）
。

①「現地の暮らしや産業にふれる」

を挙げた人

女性（四十代、六十代）と、七十

代以上男性、専業主婦（主夫）が多

い。他に楽しみたいこととして、
「現
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50%

図9 みちのく潮風トレイル観光で特に重視すること（＊複数回答／一部項目を抜粋）
0%

現地の暮らしや
産業にふれる

みちのく潮風トレイル観光

地域で消費することを
通して地域に貢献する

みちのく潮風トレイル観光

現地の人たちとの
出会いや会話を楽しむ

みちのく潮風トレイル観光

ボランティアや支援を
通して地域に貢献する

みちのく潮風トレイル観光

5%

10%

7.5%
20.4%
11.3%
7.5%
2.6%

夫婦だけの世帯**が多い

他に重視している項目

自然の雰囲気を味わう
（57.9%）

現地の暮らしや産業にふれる（60.0%）
温泉や地元銭湯に入る（49.4%）

❹ボランティアや支援を通して地域に貢献する」ことを重視している人（n=188）
性別

女性**が多い

性年代

10代女性**、20代女性*、40代女性*が多い
地域で消費することを通して地域に貢献する（75.5%）
現地の人たちとの出会いや会話を楽しむ（51.6%）
現地の暮らしや産業にふれる（46.3%）

地域に貢献する」を挙げた人

家族構成

を味わう」
「おいしいものを食べる」

専業主婦（主夫）*、無職**が多い

地の人たちとの出会いや会話を楽し

職業

女性（十代、二十代、四十代）が

70代以上男性**が多い

多い。他に楽しみたいこととして、

性年代

を挙げている。

❸「現地の人たちとの出会いや会話を楽しむ」ことを重視している人（n=508）

む」
「歩く行程などの計画を立てる」

おいしいものを食べる（51.8%）

③「現地の人たちとの出会いや会話

温泉や地元銭湯に入る（54.9%）

「ボランティアや支援を通して地域

自然の雰囲気を味わう
（54.2%）

「地域で消費することを通して地域

他に重視している項目

を楽しむ」を挙げた人

専業主婦（主夫）**が多い

に貢献する」を挙げている。

職業

に貢献する」
「現地の人たちとの出

30代女性*、40代女性**、50代女性**、60代女性が多い

女性（全年代）
、七十代以上男性、

性年代

②「地域で消費することを通して

女性**が多い

会いや会話を楽しむ」
「現地の暮ら

性別

夫婦世帯が多い。
「現地の暮らしや

❷「地域で消費することを通して地域に貢献する」ことを重視している人（n=570）

地域に貢献する」を挙げた人

ボランティアや支援を通して地域に貢献する（46.3%）

しや産業にふれる」を挙げている。

現地の人たちとの出会いや会話を楽しむ（60.0%）

産業にふれる」
「自然の雰囲気を味

歩く行程などの計画を立てる（49.2%）

女性（三十代、四十代、五十代、

他に重視している項目

いずれの項目においても女性が多

夫婦だけの世帯**が多い

わう」
「温泉や地元銭湯に入る」を

家族構成

六十代）
、専業主婦（主夫）が多い。

専業主婦（主夫）**が多い

く、男性については七十代以上の年

職業

挙げている。

70代以上男性*、40代女性*、60代女性**が多い

他に楽しみたいこととして、
「温 泉

性年代

配者が多い傾向が見られた。

女性**が多い

④「ボランティアや支援を通して

性別

や地元銭湯に入る」
「自然の雰囲気

❶「現地の暮らしや産業にふれる」ことを重視している人（n=625）

女性*が多い

30%

22.9%

ウオーキング観光

性別

25%

15.9%

ウオーキング観光

ウオーキング観光

20%

25.1%

ウオーキング観光

表2 地域との関わりに関する項目を重視している属性（注4）

他に重視している項目

15%
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まとめと考察
意識調査を通じて、みちのく潮風
トレイル観光では、過去にウオーキ

展開を期待したい。
トレイル歩きの初心者への対応
初心者 向けの対応の充実が重要

でのヨガ体験／銭湯めぐり等）

グ＆朝食体験／海が見える場所

ボ
• ランティアや支援を通して地域
に貢献する機会づくり（歩道整

ベントの開催等）

模や、一般的なトレイルへの注目の

と、またウオーキング観光の市場規

広い客層をつかめる可能性があるこ

こと、従来のトレイル市場よりも幅

地での緊急対応のマニュアル化等）

安
• 全管理体制の充実（現地ガイ
ドの安全管理スキルの向上／現

での説明会の開催等）

事
• 前の十分な情報提供（ウェブ
サイト／関連書籍の発行／各地

には、

の対応の充実が重要である。具体的

東北との関わり方を重視する人へ

への対応

東北との関わり方を重視する人

を行っていきたい。

れば幸いであり、引き続き研究活動

観光と東北復興に向けての一助とな

備や補修への参加〔草刈り、海

増大を合わせると、みちのく潮風ト

現
• 地の暮らしや産業にふれる機
会づくり（魚市場歩きや街なか

地
• 元の食（旬の恵み、季節の郷土
料理、それらを味わえる店等）に

レイルは東北観光に大きなインパク

初
• 心者向けウオークイベントの
開催（歩き方の指南／用具貸し

歩きとの組み合わせ／震災語り

岸清掃、道標作り・設置〕等）
／

トをもたらす潜在力があると考え

出し／歩くこと＋α〔地元の食、

部ガイドと歩き自然の恵みと脅

関する情報提供等が考えられる。

られる。

自然体験等〕の組み合わせ等）

である。具体的には、

参加意向の特徴は、トレイル歩き

ング観光やトレイル歩きの経験がな

の本来的な楽しみ方に加えて、東北

セ
への対
• クションハイカー （注５）
応（各セクションと公共交通機

地
• 域で消費することを通して地
域に貢献する機会づくり（地場

ター等を巡るスタンプラリー／

（注

（注

（注

（注

http://www.tohoku-trail.go.jp/
）『四季を通じて手軽に、楽しく、安全に自
らの足で歩くことを通じて、豊かな自然
や歴史・文化とふれあい、心身ともにリ
フレッシュし、自然保護に対する理解を
深めることを目的としています。
』環境省
「長距離自然歩道を歩こう！」より引用
）意識調査では、
「東日本大震災の被災地の
うち、青森県八戸市〜福島県相馬市の海
岸沿いに、数百キロにわたる一本の長い歩
道『東北海岸トレイル』を造る構想。これ
は避難路を兼ねており、既存の道や埋も
れている古道を整備して、海沿いの自然
や、人の暮らし、被災の痕跡などをたど
れるようにするもの」と記載した。
）カイ二乗 検 定の結果有意（５％水準以
上）の属性のみ抜粋。カイ二乗検定を実
施（ ５％水準で有意、１％水準で有意）
。
*
残差分析は Haberman
法を使用（ ５％水
*
準で有意、１％水準で有意）
。
）
セクション（区間）に分けてトレイルを歩
く人。各区間を気軽に楽しむ人や、何回
かに分けてトレイルの全ルート踏破を目
指す人などがいる。

（注 ）みちのく潮風トレイル公式サイト

（よしやち ゆたか）

本研究が、みちのく潮風トレイル

寄付金制度等）

野生生物モニタリングへの参加／

とのつながりを重視していること、

関の接続／宿泊施設からの送迎

食材による弁当の開発／沿線の

い人であっても高く支持されている

この傾向はとりわけ女性（幅広い世

等）等が考えられる。

威を学ぶ等）

代）と年配の男性に強いこと、関わ

女性や年配者の参加を意識した

ガイドマップや踏破証の開発・

店舗や宿・博物館・ビジターセン

献からボランティア参加まで、意識

対応

販売等）

り方には、観光消費を通じた地域貢
に幅があることなどが浮かんできた。

女性や年配者の利用を意識した対
応の充実が重要である。具体的には、

このように、みちのく潮風トレイ
ル観光には、従来のウオーキング観

ドの育成・雇用／仮設市場や漁

現
• 地の人との出会いや会話を楽
しむ機会づくり（地元方言ガイ

光やトレイル歩きの枠にとどまらな

安
• 価で清潔感のある宿泊施設の
充実

これに応えるために、みちのく潮風

い、固有の期待感が持たれている。

元住民とハイカーによる交流イ

師番屋等を活用したカフェ／地
心
• 身のリフレッシュが出来るプロ
グラムの開発（早朝ウオーキン

トレイル観光の推進には次のような

自主研究報告◉みちのく潮風トレイル観光への参加意向の特徴に関する研究
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１

２

３

４

５

財団活動のいま ⋮
総務部

組みます。さらに、公益法人として、
セミナーやシンポジウム、各種刊行
物、当財団ホームページ等のさまざ
まなメディアを通じて、研究成果を
広く公開していきます。

● 広報機能を担う
「観光研究情報室」の新設

公益法人として『研究成果の積極
的な公開』を推進するため、当財団

行したことを契機に、十年後を見据

二十四年）四月に公益財団法人へ移

当 財 団 で は、二〇一二 年（ 平 成

計画策定等に関する研究を中心に

期的・中長期的な課題解決の手法や

らには魅力的な観光地づくり等、短

域の観光統計や観光の経済効果、さ

「 観 光 政 策 研 究 部」では、国や地

研究会での活動内容、研究成果の積

て総括的に運営し、当財団研究員や

刊行物等を情報公開のメディアとし

当室では、ホームページや機関誌・

研究情報室」を新たに設置しました。

括的な広報機能を専任する「観 光

外部の研究機関や行政担当者等に

収集・公開を強化することにより、

二〇一三年十月より
新たな研究調査体制がスタート

えた長期的な経営計画「 ビジョン」
’
を策定しました（詳細は本誌２１７

取り組みます。

極的な広報に取り組みます。また、

よって積極的に図書館および収集文

ため、この十月一日より二部による

践的な学術研究機関 』の実現を図る

当財団は、
「 ビジョン」に掲げ
’
ている『旅行・観光分野における実

と積極的に共同する研究体制づく

とする外部の研究機関や地域の方々

光研究を進めるため、大学をはじめ

この二部では先端的・実践的な観

研究に関する文献や学術資料等の

架・閲覧提供を行うとともに、観光

行・観光をテーマとする冊子等の配

公開の役割を担います。従来通り旅

関するさまざまな情報の収集および

を目指してまいります。

地域の課題解決に力を発揮すること

に社会に認知され、信頼され、国や

● 新たな体制のもと、当財団はさら

（企画課長 中野文彦）

り（ 各 種研究会の設置 等）に取り

「観光文化研究部」の二部体制へ

● 研究調査を担う「観光政策研究部」

告・紹介します。

新たな体制への移行についてご報

号参照）
。

「 観 光 文 化 研 究 部」では、観光の

観 光に 関 す る研 究や 政 策 に 関 す る

観光研究情報室

効 用、旅 行 者の意識と行 動、観 光

研究活動や研究成果の総括的な広報

献が活用される等、観光研究の進化・

●セミナー・シンポジウム ●刊行物 ●研究論文 ●ホームページ掲載 等

相談窓口を強化し、研究成果を実

各種メディアを通じた研究成果の積極的な公開

資源の持続的な活用等の研究を通

の事業活動、とりわけ研究成果の総

（主な研究テーマ）
●観光客の意識や行動、満足度
●利用者の視点に立った自然公園の在り方
●観光資源の評価 ●観光地における政策指標 等

（主な研究テーマ）
●温泉まちづくり ●インバウンド政策
●観光と地域経済・波及効果
●観光地づくりの財源 ●観光地づくりと住民意識 等

●会員等への情報提供
●大学や地域との連携促進

●メールニュースの発信
●観光政策相談窓口

●ホームページの編集・運営
●機関誌『観光文化』の発行

観光文化研究部

観光政策研究部

発展に寄与することに努めます。

各種テーマに関する研究調査、外部研究機関・地域等と共同した研究会の設置・運営

践的な活動に結びつけていきます。

公益財団法人 日本交通公社

して、観光による豊かな生活や地域

（2013年〔平成25年〕10月1日以降）

「旅の図書館」は、旅行・観光に

公益財団法人日本交通公社の新たな研究調査体制

社会の振興を目指します。

22

研究調査体制に移行しました。

22

「旅の図書館」運営 ●観光・旅行に関する学術的・文化的文献を収集・公開

●積極的に利活用され、さまざまな観光研究が創出される図書館づくり
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シミエン国立公園および周辺地域に

機構（ＪＩＣＡ）の「エチオピア国

コとともに、独立行政法人国際協力

学高等研究センター、株式会社パデ

成二十三）年度から北海道大学観光

おり、その一つとして二〇一一（平

て観光分野の国際協力に取り組んで

当財団では近年、新たな試みとし

効果は限定的なものにとどまってい

観光産業に参入することは難しく、

く、教育の機会が少ない地元住民が

住促進に取り組んでいますが、貧し

の代替産業育成による農地縮小や移

況を受け、同国政府は、観光産業等

トに登録されています。こうした状

境破壊が進み、現在は危機遺産リス

加とそれに伴う農地の拡大により環

動の土台となる観光客の基本情報を

そこで、まずはマーケティング活

そのものがありませんでした。

えたプロモーション活動という発想

商品開発やターゲットの特性を踏ま

握しておらず、顧客ニーズに則した

向などの基本的な情報をほとんど把

観光客の国籍や来訪目的、月別の動

園管理に当たる行政担当者ですら

す。従来は、地元住民はもとより公

民双 方において極めて希 薄な点で

ーズを把握するという基本概念が官

の課題は、顧客としての観光客のニ

マーケティング分野における最大

行）などの取り組みも始まりました。

して、ファムトリップ（現地視察旅

行会社向けのプロモーション活動と

またこれまで行われていなかった旅

など、徐々に成果が出始めています。

るほか、 Facebook
を通じて観光客
のニーズを意識した情報発信を行う

したツアー内容の検討がなされてい

した。現在では、ターゲットを意識

ーション活動について分析を行いま

し、それぞれにとって最適なプロモ

体 客による旅 行形態の違いを把 握

のデータを基に、国籍や個人客・団

技術移転を行いました。またそれら

整備し、データの管理・入力に係る

収集する方法として、入園者名簿を

おける官民協働によるコミュニティ・

ます。そこで同国政府は、当該施策

文化も習慣も異なるアフリカでの

担当しています。

ツーリズム開発プロジェクト」に参

の一環として同地域におけるコミュニ

業務には難しい点もありますが、観

観光政策研究部

画しています。

ティ・ツーリズム開発プロジェクトの
プロジェクトでは、観光客の消費

～エチオピア国シミエン国立公園
コミュニティ・ツーリズム開発プロジェクト～

観光分野の国際協力に関する取り組み

エチオピア国はアフリカ大陸の東

実施を日本政府に要請しました。

目に多い約七千万人、国土面積は日

を住民の所得につなげる仕組みづく

（研究員 石黒侑介）

献したいと考えています。

で、開発途上国の諸課題の解決に貢

のノウハウを 有 効に 活 用 すること

せん。今後も日本の観光まちづくり

域 と共 通 す る課 題 も 少 な く あ り ま

の企画力の不足など、日本国内の地

地域の魅力を商品化につなげるため

光客に関する基礎的データの不備や

側に位置し、人口はアフリカで二番
本の約三倍に及びます。三千年もの

りとしてのビレッジ・ツアー開発や
れており、観光文化研究部はツアー

間、独立を維持してきたアフリカ最
本プロジェクトの舞台であるシミ

に盛り 込む体 験プログラムの開 発

観光関連組織の機能強化等が行わ

エン国立公園は、一九七八年（昭和

を、当部は主に行政組織を対象とし

古の独立国です。

五十三年）に世界自然遺産に登録さ

たマーケティング分野の技術移転を
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れましたが、公園内や周辺の人口増

入園者名簿の整備によって観光客の実態が定量的に
把握されるようになった

観光文化研究部

指標を活用した
持続的な観光地の管理・運営に向けて

今後さらに高まると考えます。
昨 年 度、筆 者らは指標に関する
国際的な潮流を概観し、
『観光文化
（２１６号）
』を通じてその成果を発
表するとともに、国内外の研究者ネ
ットワークの構築に努めました。

げられ、全国各地の自治体やさまざ

「観光立国日本」という目標が掲
に正常範囲も決められています。そ

検査項目が決まっており、項目ごと

受診する健康診断では、あらかじめ

よび解決策を検討しています。

用における国内固有の課題の整理お

究者とともに、持続可能性指標の適

有効な知見を得るため、国内外の研

今年度は、国内での実践に向けた

まな団体が観光振興に取り組んでい

のため、定期検診で数値に異常があ

～二〇一三年度自主研究
「観光指標と認証制度に関する実践的研究」の紹介

ます。

けた指標開発」に関する自主研究に

「持続的な観光地の管理・運営に向

体化するための支援の一つとして、

当財団では、そ うした議 論を具

いのかという議論ができません。

何をどのような状態に維持したらよ

という言葉だけでは、具体的に誰が

となります。ただし、単に「配慮」

の日常生活等についても配慮が必要

でなく、観光資源の保全や地域住民

ためには、産業振興や誘客増大だけ

各側面をバランスよく見ることで、

文化」
「環境」
「地域管理・運営」の

観光の「経済的側面」に加え、「社会・

されています。それらの地域では、

れ、近年は複数の観光地で実践がな

理・運営における指標活用が注目さ

九〇年 代 半ばころより 観 光地の管

ができると期待されます。海外では

光地の維持のために適切な意思決定

リングを行うことで、持続可能な観

査項目」を設定し、定期的にモニタ

おいても、
状態を診断するための「検

わが国での持 続的な観 光地の管

について有益な示唆を得ました。

プロジェクトスタート時の進め方等

織やプロジェクトリーダーのあり方、

する会議での議論の様子や、推進組

可能な観光のための指標開発」に関

が座長として進めた「欧州での持続

今年二月の欧州委員会でミラー教授

について情報交換をしました。また、

の場では、世界各地の取り組み事例

迎えて、意見交換を行いました。そ

科大学の二神真 美教授を当財団に

のグラハム・ミラー教授、名古屋商

研究に取り組んでいきたいと考えて

実地で議論と検討を重ね、実践的な

課題、課題の乗り越え方等について

観光地での指標適用時の具体的な

地域の皆さまと一緒になって、国内

研究で得た経験や知見をベースに、

八月三十日には、英国サリー大学

取り組んでいます。

地域の状態を把握し、観光政策の意

理・運営に向けた指標の開発は、ま

れば対処できるわけです。観光地に

「持続可能な観光のための指標」

思決定に役立てています。科学的ア

います。

観光地が良好な状態を持続する

とは、人間に例えれば、
「健康診断

だ緒に就いたばかりです。今後は、

（研究員 清水 雄一）

プローチによる客観評価の重要性は

意見交換の様子

の検査項目」と言えます。私たちが

サリー大学・ミラー教授（左）
と
当財団・志賀会長（右）
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トックのほとり

──北海道・新十津川町

ドイツ文学者・エッセイスト

池内

紀

っていた。札幌発・新十津川終着は午前に二便、午後と夕方各一便で計

女性が四人、それに小さな女の子二人と男の子二人が手拍子たたいて踊

無人駅の駅舎と線路のあいだの花壇の前で、赤いハッピをはおった若い

たものか。裏手の大きな新しい倉庫は「ピンネ農協玉ねぎ集出荷貯蔵庫」
。

ンネ農業協同組合」とあって、下に消し跡があるのは、近年に改称され

ついている。さしあたり役場に向かった。古風な赤レンガの倉庫に「ピ

広い道路が直角にのびていて、一方に病院、もう一方は役場の標示が

（イラスト＝著者）

四便。午前の二便には近くの保育園の幼児たちの踊りが迎えてくれる。

さらに「昭和五〇年度稲作転換促進特別事業」とあって、コメから玉ね

お伽の劇に立ち会ったかのようである。

そのうえ手づくりの絵葉書をいただいた。

ぎに転換する際の特別交付金で生まれたのだろう。べつの建物には入口

に「平成 年度／農業生産体制強化総合推進対策事業」
、また「ピンネ

の絵のようだ。しげしげながめていると、歓迎踊りの女の子が保母さん

がとり巻いている。緑の繁みが美しい背景をつくっていて、まさに一幅

スレート葺きの小さな駅舎の前はゆったりとした広場で、まっ赤な花

一輌きりの電車と朝顔の絵がそえてある。

くてはならず、そのため土壌診断部門がつくられた。世事にうとい人間

波にさらされた最初のケースである。稲作からの転換には土質を変えな

問題のＴＰＰの前身にあたり、日本の農業、とりわけコメが国際化の荒

が四角で囲ってある。ウルグアイ・ラウンドは目下、農業関係者には大

農協 土壌診断施設」
、加えて「ウルグアイ・ラウンド農業合意関連対策」

役場の前の小さな繁みに立派な石が据えてあって、
「望郷の碑」と刻

といっしょに走ってきた。たどたどしい舌を保母さんに通訳してもらう

いて、お目あてを見つけてくるので、しばらく待っていてほしいとたの

まれていた。いっさいの文言を省いて、ただ「望郷」とだけあるのが、

が、のんびりと北の町を歩くつもりが、いや応なく世界の動向にかかわ

まれた。おやすい御用であって、保母さんと立ち話をしていたら、また

なおのこと思いの深さを忍ばせる。新十津川町は名前の示すとおり、明

と、
「おじさんは どこから こられたのですか？」
。
「東京」と答えると、

もや、ころげるように走ってきた。手に握った紙の札に「とうきょう」

治の半ばごろ奈良県十津川村の人々が当地にうつって村づくりにかかっ

ってくる。

10

女の子はころげるように走り出した。地名を書いたカードが用意されて

……」

「終着駅のある新十津川へ／またいつか笑顔で会える／その日まで

ＪＲ新十津川駅に降りると、トントコ、トントコと太鼓の音がする。

第55回

とある。
「アタリ！」というと、とびはねながらもどっていく。なにやら

あの町この町 55
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連載Ⅰ
あの町この町

たところなのだ。
役場の北どなりが改善センターと物産館、東どなりが警察、その向か
いが農業高校。行政の中心にあたるのだろう。警察を通りこしてしばら
く行くと、木立ちごしにチラリと開拓記念館の赤レンガがのぞいた。と
なり合って、やや小振りのレンガ造りがある。
十津川村は奈良県の最南部にあって、吉野熊野山地の一角にあたる。
山は高く谷は嶮しい。十津川本流が激しく屈折をくり返しながら下って
いく。集落はＶ字谷の斜面にあって、人ひとりがやっとの道が通じていた。
明治二十二年（一八八九）八月、当地を古今未曽有の豪雨が襲った。
当時、十津川郷は六村から成り、戸数二千四百あまり、人口一万二千余。
豪雨は暴風をともない、雷さえまじえた。山谷はいたるところで地すべ
りを起こし、渓流をせきとめ、湖水をつくった。そのせきが崩れ、濁流
がドッと下流域を襲った。死者一六八人、家屋の全壊・流失はおびただ
しく、耕作地の多くが失われた。
単なる水害ではなく、生活圏である谷壁が崩壊しており、再建はお
ぼつかない。ハワイ移住、奈良・大台ヶ原、福島・阿武隈川上流域開拓
などが討議され、最終的に北海道移住が決まった。応じた家族は六百
戸、二四八九名。十月半ば、第一回移民団が出発。大阪・八軒屋に集ま
とんでん

り、列車で神戸、船で小樽。北海道庁は受け入れにあたり「石狩国樺戸
郡トック」入植を決めており、とりあえず石狩川流域に建設中の屯田兵

辛万苦に耐え、励まし合い、助け合って開拓を成功させようと連署した。

屋に仮入居させた ―― 。
資料とパネルからも、入植直後の過酷な生活がうかがわれる。北海道
はすでに冬であって、寒さが厳しい。戸数が足りず、一つの仮兵屋に四

てた場合、代替地の申請ができた。

湿地帯がかなりあった。抽選により入植地を決定。ひどい土地を引きあ

割りあてられていた土地は、石狩川に支流トック川が合流する原野で、

新十津川村を誕生させたのは、何よりも強烈な郷士精神だった。

資料の一つに「移民誓約書」があった。十津川郷士の誇りをもって千

を訴え、帰郷を言い出す人もいた。

邪が流行していて、かなりの死者が出た。
「道庁にだまされた」と不満

戸が同居した。入浴するにも風呂がない。そのころ世界的にスペイン風

開拓時代の生活具と十津川郷士の旗（上・右はし）
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気がつくと二時間あまり展示物に見入っていた。

穫はソバと大根だけ。それがいまや道内屈指のコメどころになっている。

ていたのでことはなかったが、耕作、植えつけに苦労した。初年度の収

翌年六月を待って開墾に着手。木を切り倒すのは、山村十津川で鍛え

世紀の労苦にあって、誇らかに徳と富の二字を掲げる資格があった。

つくされていた。トック川には「徳富」の字があててあるが、四分の一

畑八七二〇ヘクタールとある。このころ村は全域にわたり、ほぼ開拓し

は開村二十五周年にあたるが、戸数二四二二、人口一万四七〇九人、田

大和、中央、里見、弥生……。字名にも、こめられた思いがあってのこ

あざ

空中写真に見るとおり、全地域が整然とした碁盤目に区切られている。

である。道庁は水稲は無理としていたが、ひそかにつくる人がいた。明

とだろう。石狩川をへだてた滝川市は、旧十津川村の字滝川にちなんで

畑作から稲作への転換に「夜盗虫」がはたらいたとは、多少とも皮肉
治三十年（一八九七）
、夜盗虫が大発生して、村の主要作物だった亜麻

つけられたにちがいない。故里を平地に拡大してひろげたぐあいだ。

となりの赤レンガに「新十津川町農業記念館」の看板が下がっている。

鍵のかかったドアのガラスごしにのぞきこんでギョッ

とした。隅に黒板と金庫、机が並び、背広・ネクタ

イの人が黙々と執務中。ただ微動だにしないのが異
様である。

すぐに蠟人形だとわかったが、あまりに精巧につ

くられていて恐いくらいだ。白いワイシャツに黒い

袖カバーの人は会計掛のようでソロバンを握っている。

奥の窓ぎわ、鼻ひげの人がトップのようだ。どうし

てわざわざ十体ちかくも蠟人形をつくり、執務室を

再現したのだろう？ 隣室が展示室のようだが、すで

に長らく閉鎖されているらしく、人形事務官の上着

にうっすらとほこりがつもっている。新十津川町は

「ふるさと公園」に力を入れており、農業記念館はも

はや表舞台から退いたのだろう。

車で十分あまりの郊外に新しい「ふるさと」が誕

生した。ピンネシリの山並みのはじまる裾野に、グリ

ーンパークしんとつかわ、サンヒルズ・サライ、ケビ

ン村ＶＩＬＬＡ徳富、青少年交流キャンプ村、室内

あの町この町 55
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が全滅。わずかにつくられていた水稲は被害を受けなかった。これがき
っかけになって、本格的なコメづくりが始まった。大正四年（一九一五）

第二の故里づくり・ふるさと公園

パークゴルフ、文化伝習館、温水プール……、アリーナやランニングコ

新と旧・新を問わず、町はあくまでも町民本位につくられていて、よそ

小さな看板が目にとまった。ヴルストはドイツ語で
「腸詰」
の意味。ハム、

者を想定していないのだ。

ーツ、合宿、交流、教養、歴史。広大な敷地と施設は、それ自体が新・

ソーセージをいうのに使われる。ドイツ語などまるきり予測していず、

ースをそなえたスポーツセンター、サッカー場、テニスコート、スタジアム、

新十津川町というものだ。かつて屯田兵屋で、寒気と将来の不安にふる

頭が受けつけない感じで、納得するのにひまがかかった。よく見ると看

「ヴルスト……よしだ……」

えていた第一世代には、まさに夢を見ているここちで、頬ぺたをつねり

板に「手作りハム・ソーセージ」とそえられている。役場の裏手、道道

道内最大の登り窯をもつ陶房もある。健康増進、疲労回復、美容、スポ

たくなるのではなかろうか。

数年で酒づくりを始めた人がいて、いまや道内トップの酒米と石狩川の

並んでいたのは、しずかに稲作転換がすすんでいるからだろう。開村十

という。主役のかたわらにメロン、ミニトマト、シイタケ、タマネギが

て「ドイツ風焼くソーセージ」もあるではないか。北のコメどころにド

なじみのフランクフルターにミュンヒナーヴルスト。商品に札がついてい

ーセージ」ことヤークトヴルスト、チーズヴルスト、赤チョリソー、お

るロースハム、ローストポーク、ビアシンケン（ハムの一種）
、
「狩人のソ

２７５号沿いの小さなお店である。ガラス戸を押して入ると、わが愛す

伏流水で押しも押されもせぬ蔵元に成長した。
「瑞鳳」
「白鳳」など奈良

イツのお店がひそんでいた。

あらためて勉強したが、当地高品質米は「ゆめぴりか」
「ななつぼし」

朝を連想させる銘柄のつけ方に、開拓魂がしのばれる。

りの名称に対して、沿線に大学がつぎつぎに生まれた事情がとってかわ

は終着駅になった。時刻表に札沼線（学園都市線）とあるのは、名ばか

四十七年（一九七二）に新十津川～石狩沼田間が廃止され、新十津川駅

て、昭和十年（一九三五）に開通。新十津川駅は中間駅だったが、昭和

がない。旧国鉄札沼線は札幌と留萌本線・石狩沼田間を結ぶ路線とし

した。お昼すぎの新十津川発を見送るなら、夜の七時台まで帰りの便

の座敷に入りこんだようで落ち着かない。旧・新十津川にもどって思案

「百グラムでもいいですか？」

問わずおいしいドイツものを贈物にできる。

たギフトセットの客がやってきた。真空パック技術のおかげで、季節を

人が店主で、夫婦で十年ばかり前に製造・販売をはじめた。つづいてま

らと、若い、あどけない顔がツーショットで写っている。元あどけない

がのぞいた。戸口のわきの棚に写真が飾ってあって、頑固そうなひげづ

用兼子づれの客のためのようだ。奥でチラリと白い上衣にコック帽の人

売り場のとなりは板場になっていて、子供のおもちゃがあるのは、家族

先客はギフトセットの注文で、店の人と詰め合わせを相談している。

った。ただし、学園が及ぶのも途中の浦臼までで、その先から終着まで

「もちろんです」

新・新十津川は、あくまで町の人のためのふるさとで、よそ者はよそ

はプツリととだえる。
ひとっ走りしてそちらを利用願いたいということだろうが、開村のコー

は人は毎日、一日用を買いにいく。ついでにチーズヴルストを百グラム。

んと同じで、ハム・ソーセージはつくりたてが一番旨いのだ。ドイツで

店主夫人兼売り子兼発送係は、まだ若々しい女性。炊きたてのごは

スをたどってやってきたからには、同じ経路でもどりたい。それにタク

声が聞こえたのか、コック帽がこちらをのぞいた。問題はパンであって、

ＪＲからすれば、すぐ川向こうの滝川駅は函館本線の主要駅であり、

シーも見あたらないのだ。夜の便まで待つのは、
かなりの勇気がいる。新・
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JR札沼線・新十津川駅と駅前広場

おいしいハム・ソーセージには、やはり焼きたてのパンが願わしい。店

主夫人兼売り子がちょっぴりセツなそうに首を振った。何でもありのト

ウキョウではなく、石狩川のほとりの元開拓町なのだ。コンビニの棚で
食パンを買って駅に向かった。

誰もいない、まっ赤な花の列と緑の繁み。白っぽい木箱のような無人

駅。近くの病院のアナウンスのような声がして、それがとだえると、辺
りはただしんとしている。

花壇のはしに腰かけ、食パンにハムをはさんで頬ばった。甘みのつい

たパンで、そのぶんハムの味わいが損われるが、かまわずパクパクいた

だいた。東京のわが家の近くに、ドイツで修業してきたヴルスト親父が

いて、長らくなじみにしてきたが、勝るとも劣らない、いい味わいである。

親父に食べさせたら、ここまでやるとはエライといって、大よろこびす

るだろう。そんなことを思いながら、またたくまにたいらげた。

腹がふくれると、ものうくなる。これから七時間ちかく「町民の町」

で過ごすのは大変だ。早朝に札幌を発ち、終着で降り、町にいたのは

たかだか三時間あまりなのに、長い一日を過ごした気分である。朝の出

迎えの太鼓と幼児の踊りが夢のことのように思える。駅舎のうしろにの

ぞいているのは、午前の二便目として来て、午後一便でもどる一輌だろう。

「とうきょう」の札を握って駆けてきた女の子は、おひるを食べている
だろうか。

花壇の柵に寄っかかっていると、眠くなってきた。トック原野は、ア

イヌ語で「トックプト」といって、トックは凸起の意味、プトは川の入

口のこと。いつも感心するのだが、アイヌ語は地形の特徴を簡明かつ正
確にとらえている。

ＪＲの運転手が頭の帽子に手をそえてやってきた。酔狂なひとり客に

挨拶が送られているぐあいである。思いきりよく腰をあげた。

（いけうち おさむ）

あの町この町 55
トックのほとり—— 北海道・新十津川町
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２０１３年の新登録世界遺産

つまり三年後だという。

旅行作家

山口 由美

ユネスコ委員会での決定の興奮も冷めやらぬまま迎えた七月一日の山開

のは、世界遺産に登録された富士山だったのではないだろうか。六月の

この夏、日本の観光地に関するニュースで何といっても話題を集めた

本の最高峰であり信仰の対象である霊峰富士の本来ある姿からは、程遠

まま登山する無謀な観光客などの問題は、安全面を危惧する以前に、日

試験的に導入されたばかりだし、いわゆる弾丸登山や十分な準備もない

制を明確に作るべきであったと彼は指摘する。実際、入山料は、今年、

世界遺産に登録される前に入山規制や入山料制度などの受け入れ体

き。シーズンを通して、例年を上回る数の登山者が押し寄せ、夜明け前、

い状況と言えるだろう。野口氏は「富士山の世界遺産登録で浮かれてい

がいい。仮に何ら対策を取らないまま三年が経過すれば、次のビッグニ

ご来光を目指して渋滞する登山者のライトで山頂付近に光の帯が出現す
富士山は、長年、自然遺産としての登録を目指してきたが、ごみ問題

ュースは﹃世界危機遺産入り﹄または﹃世界遺産取り消し﹄となるだろう」

る場合ではない。われわれはユネスコに試されていると受け取ったほう

などの指摘があり、かなわなかった過去がある。今回は、文化遺産として、

と警告する。

一方、富士山の報道の陰で、全くと言っていいほど注目されなかった

もうひとつの文化遺産の登録に、私は感慨を覚えていた。南太平洋の島

だが、お祭りムード先行の報道に「このたびの世界遺産登録はあくま

が、その登録が実現した陰には、レブカに住むある日本人の尽力があっ

南半球の島国の、おそらくほとんどの日本人の知らない世界遺産。だ

国フィジーで初めての世界遺産「レブカの歴史的港湾都市」である。

でも﹃条件付き﹄だということを忘れてはいけない」と七月十二日付の

フィジーがイギリスの植民地になった一八七四年、最初の首都が置か

えめな笑顔が思い出される。

た。五年前、レブカを訪れた時に出会ったその人、マサオ吉田さんの控
管理状態や実情などのチェックが入るが、富士山に関しては異例の半分、

通常、世界遺産に登録されてから六年後にユネスコによるその後の

産経新聞「直球＆曲球」で苦言を呈したのは登山家の野口健氏だった。

録決定に、地元のみならず、日本中が沸いた。

当初、対象から外すようにと勧告された「三保の松原」も含めての登

念願の登録が実現したのである。

単なる「富士山」ではなく、「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」として、

る様子がしばしば報じられた。

レブカの世 界 遺 産 登 録に日本 人が尽力

連載Ⅱ
ホスピタリティーの
手触り 76
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れたのがオバラウ島のレブカである。だが、天然の良港でありながら背
後に険しい山が迫るレブカは、都市として発展する余地がなかった。そ
のためわずか七年で、首都は現在のスバに移ってしまう。そして、南太
平洋の小さな島には、一九世紀が封印されたように、古いヨーロッパ風
の町並みが残ったのである。
吉田さんは、そのレブカの歴
史を象徴する宿、ロイヤルホテ
ルのオーナーだった。
なぜ、雪深い青森で育った彼
はレブカにやってきたのか。そ
の理由は、島に再び訪れたつか
の間の繁 栄にあった。一九六〇
年代から七〇年代にかけて、物

日ソのサケマス漁業交渉が暗礁に乗り上げていた。その時、打ち出され

たのが、北のマスに代わって南のマグロの漁獲を増やす政策だった。そ

して、政府の肝いりでレブカに建設されたのが、日本と合弁のマグロ缶
詰工場だったのである。

日本各地から多くの若い技術者がレブカに集結した。その一人に冷凍

技術のエンジニアとして赴任した吉田さんがいた。

娯楽も少ない南の島。今も昔も一番のホテルだったロイヤルホテルで

は、毎夜のようにパーティーが催された。当時、経営者には、美しい四

人の娘たちがいた。吉田さんは、次女のニコレットさんと恋に落ちたの

だった。運命に準じるようにして、彼は、島に残る決心をしたのだという。

ロイヤルホテルは、レブカが最初に繁栄した時代からの歴史ある宿だ。

『月と六ペンス』で知られるサマセット・モームも宿泊したという。もっ

ともモームは、ロイヤルホテルでは何も作品を執筆することなく、レブ
カを去ってしまったというが。

歴史は長いが、ロイヤルホテルには、それを記録した資料がほとんど

残っていない。唯一の資料と呼べるものは、ニコレットさんの一族が経営

に携わる以前、ホテルを創業したと伝えられるキャ

プテン・ロビンの遺品だ。その中から思いがけないも

しょう け ん

のが見つかったと吉田さんは言う。それは、なんと

明治天皇の皇后、昭憲皇太后の御真影だった。

なぜそれがロイヤルホテルにあったのか、すべては

謎の中である。しかし、吉田さんという日本人が後

継ぎとなり、こうして今、日本の富士山と同じタイ

さ だ め

ミングでレブカが世界遺産になったことを思うと、遠
えにし

い昔から決められていた運命を見るような、不思議

な縁を感じるのである。

（やまぐち ゆみ）

ホスピタリティーの手触り 76
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語は日本の高度経済成長時代と
リンクする。そのころ日本では、

昭憲皇太后の御真影を抱く吉田さん

世界遺産に登録されたレブカの町並み

ロイヤルホテルのロビー

旅の図書館 掲示板

新着図書紹介

︵中野明著︑
まず︑本書﹃グローブトロッター 世界漫遊家が歩いた明治ニッポン﹄

!?

朝日新聞出版︶の表紙カバーにあるメッセージが目を引く︒
﹁開国直後︑神秘の国ニ

世界一周をいかに早くできるかを競う旅の途中に︑ニッポンに少しだけ着地して

ッポンを旅した外国人たちは何を見たのか ﹂

立ち去った旅人がいた一方で︑未開拓の北海道を徒歩で一歩一歩回った旅人もいた︒

あるいは︑旅とは異なる目的を持って開国直後のニッポンを訪れた外国人は︑日本

旅行記を手繰った著者は︑芸術系︑蒐集系︑研究系︑執筆系に分類する︒旅だけで

固有の文化や人々の暮らしを見ていたようだ︒

はない目的で訪れる外国人にアピ

ールする地域のモノやコトを︑四つ

うか︒旅自体を縦軸︑旅自体と異

本館ではこの7月から8月にかけて、
【聖地を巡る旅】
をテーマとす
る特別展示を行いました。今年は、60年に一度の出雲大社平成の
大遷宮、20年に一度の伊勢神宮の式年遷宮が重なったことに加
え、
富士山が世界文化遺産に登録されたこともあり、
「聖地」への
注目度が高まっているようです。
その影響もあってか、
多くの方々に
特別展示コーナーをご利用いただきました。ただ、
特別展示に合わ
せて実施しましたアンケート調査の結果を見ると賛否両論となって
おり、
ご期待に沿えるような資料が必ずしもそろっていたわけでは
なかったようです。今後とも、
資料や蔵書の充実に努めていきます。

の分類で考え︑整理してみてはど

館 長 の つ ぶ や き

なるものを横軸として︑旅人の満

ベストリーダー （2013年5月〜2013年7月）
当図書館への来館者によく閲覧されている本を紹介。
【旅行ガイドブック部門】
海外旅行では、
・
『るるぶトルコ・イスタンブール2013‑14』
（JTBパブリッシング）
・
『イスタンブール路地裏さんぽ 地球の歩き方Gem Stone』
（ダイヤモンド社）
・
『地球の歩き方スペイン2013‑14』
（ダイヤモンド・ビッグ社）
国内旅行では、
・
『るるぶ岩手 平泉 盛岡 八幡平 2013‑14』
（JTBパブリッシング）
【一般読み物部門】
・
『スペイン 小さいまち紀行』
（土田陽介編、
グラフィック社）
・
『南イタリア・シチリア紀行』
（佐々木清著、
東京書籍）
・
『平成23年度 観光の実態と志向 第30回 国民の観光に関する動向調査』
（日本観光振興協会）

足度を測る見方も︑分析手法とし

利用状況

B6判 331ページ
定価 1,900円
朝日新聞出版
て参考になるかもしれない︒
︵片桐︶

商店街の疲弊が指摘され︑空き店舗対策が国の政策として取り上げられるよう

になって約二十年︑中心市街地の衰退が深刻化してからでも十五年がたつという︒

﹁住んでよし︑訪れてよし﹂の観光地づくりが進められてきた時期とも重なり合う︒

ふらのまちづくり株式会社の湯浅篤さんは︑
﹁中心市街地活性化の究極の目的は︑

コミュニティ再生にある﹂と指摘︒商店街はかつて︑冠婚葬祭の仕切りをはじめ地域

も意味する︒行政主導の再開発で商店街が崩壊した現実も目の当たりにした湯浅

コミュニティの中核だった︒その疲弊や衰退は︑そのまま︑コミュニティの基盤喪失

同 じよ う に 全 国 各 地で頑 張って

さんらは︑民間主導による病院跡地の活用でコミュニティ再生を成功させつつある︒

いる﹁まちの仕掛人たち﹂が自ら

執筆する本書﹃タウンマネージャー

﹁まちの経営﹂を支える人と仕事﹄

︵挑全︶

彼らの感性と情熱を肌で感じさせ

てくれる︒

︵ 石原武政編著︑学芸出版社︶は︑

四六判 236ページ
定価 2,200円
学芸出版社

特別展示のご案内

観光における 食 の役割
2013年10月1日
（火）
〜2013年11月29日
（金）

食 は旅に鮮やかな彩りを添え、旅を魅力的で思い出深
いものにしてくれます。旅行者は 食 を求めて国内外各地を
訪れ、名物や郷土料理を楽しむことでその土地の食文化に
触れることができます。一方、受け入れ側となる地域は、
「地
産地消」
「スローフード」
「食育」など 食 をテーマとするまち
づくりに取り組むことにより、観光振興や地域活性化を目指し
ます。このように、観光を考えるうえで、食 はなくてはならな
い重要な要素と言えます。
観光研究分野においても、食 が観光に与える影響や効
果に対する関心が高まっています。例えば、食 を活かした
旅行者のリピーター化や滞在時間の延長策、食 を通じた観
光産業と農林水産業との連携（食のブランド化、農山漁村
観光）
、地域固有の 食 と景観を活用した文化的景観の
保存・活用、観光を通じた国内外の多様な食文化・食習慣
の理解などが挙げられます。これらの研究は、食 を活かし
た観光のあり方を考えるうえで、重要な示唆を与えてくれます。
本展では、
「観光における 食 の役割」をキーワードに、
国内外の旅行ガイドブックや 旅と食 に関する国内外の研究
図書等の資料を展示します。ぜひ多くの方に当館を訪れてい
ただきたいと思います。
＊詳細は、
ホームページhttp://www.jtb.or.jp/へ。旅の図書館特別展示 で検索
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次 号 予 告
当財団が一九一二年に創立され一世紀︑一九六三年の改組によって観光

●

および旅行に関する研究調査の専門機関として半世紀︒この間︑わ
が国の﹁観光﹂のあり方は大きく変遷してきました︒そのなかにあっ

編 集 後 記

二〇〇三年にスタートさせました︒今年は東南

◆国土交通省はビジット・ジャパン・キャンペーンを

安︑加えて富士山の世界文化遺産登録という

アジア五カ国に対する訪日ビザ免除・緩和︑円

プラス要素もあって︑旅行者が増加しています︒

て︑
﹁ 観 光研 究﹂や﹁ 観 光 学 ﹂は︑どのような役 割を果たし︑何が
成せなかったのか︑当財団のこれまでの事業︑研究活動とも照らし合

︵片桐︶

kankoubunka@jtb.or.jp

観光文化編集室メールアドレス

ことを考える好機になると考えます︒

ます︒それらを発見して育て︑創造する

は興味や魅力の対象になる可能性があり

ている地元のモノやコトが外国人旅行者に

きます︒地域の人たちが当たり前と思っ

いくと︑旅行者の訪日目的も多様化して

的とする団体旅行からＦＩＴへ成熟して

◆訪日旅行者の旅行スタイルが観光を主目

は︑多様な異文化との交流が進むなかで︑
地域活性化につながります︒

ます︒おもてなしする地域の人々にとって

触れ︑地域の人々との交流が盛んになり

なると︑地域独特の原風景や食・文化に

が国内のさまざまな地域を訪れるように

◆アジアを含むいろいろな国々からの旅行者

続的に生み出せる鍵になりそうです︒

友人・知人が訪日するというシナジーを持

ってリピートし︑さらに口コミでその親族︑

重要となります︒訪れる地域のファンとな

く対応すること︑つまり〝おもてなし〟が

えで︑外国人旅行者一人ひとりにきめ細か

各地域の受け入れ環境づくりを進めるう

◆ 今 後は︑訪日外 国 人 旅 行 者が増 えるなかで︑

の訪日外国人旅行者数は一千万人を超える可
能性が出てきています︒

定で日本への注目度が高まるなかで︑二〇一三年

さらに︑二〇二〇年の東京オリンピック招致の決

割を︑改組五十周年記念号として考察します︒

わせつつ︑建 設 的に検 証したう えで︑今 後︑当 財団が果たすべき 役

当 財 団からのおしらせ
﹁２０１３年度シンポジウム・セミナー﹂
観光基礎講座
海外旅行動向シンポジウム︵東京︶
海外旅行マーケット 大阪

当財団主催の今年度シンポジウム・セミナーついてご案内します︒
六月
七月
八月

を予定どおり開催しました︒
旅行動向シンポジウム
︵十二月十九日︶︑
観光実践講座に関する最新情報・
詳細については︑準備ができ次第︑ホームページのインフォメーションでご案
内させていただきます︒当財団ホームページ URL : http//www.jtb.or.jp

﹁研究員コラムの紹介﹂
︵二〇一三年六月〜二〇一三年八月︶
行く先々で見て触れて︑そして地元の人たちと語り︑感じたこと︒世相
のなかに見た観光の未来像など︑各研究員が独自の経験と視点を基に
して︑ホットな雑感を綴ります︒当財団ホームページ﹁研究員コラム﹂
に掲載した三カ月分をご紹介します︒
︵吉澤清良︶
︵相澤美穂子︶
︵安達寛朗︶
︵川口明子︶
︵菅野正洋︶
http://www.jtb.or.jp/研究員コラム一覧 で検索

１９３ 地域における温泉旅館︑その価値と意味
１９４ 外国人旅行者から学ぶ日本の魅力
１９５ ﹁あるべき姿﹂に近づくために
１９６ ムスリム旅行者対応にまつわる私感
１９７ 観光地域づくりを担う人材に求められるもの
当財団ホームページＵＲＬ

観光文化219号やバックナンバーをPDFで閲覧できます。観光文化最新号 で検索

■旅行者動向２０１２ 最新刊
最新の旅 行の実 態や旅 行者の意識に関
する全国アンケート調 査 結 果を︑当 財
団独自のさまざまな切り口で分析︒グラ
フや図表を多用して分かりやすく解説︒
政策立案や事業展開などに幅広く活用
できるマーケティングデータ集︒二〇一二年十月発行︒
■観光実践講座 講義録 最新刊
人を活かし︑まちを活かす観光の考え方
〜見えない価値を見せる﹁まち歩き﹂の実践
毎年十一月に当財団が主催している二日
間の講座講義録︒今回は各地で人気の
﹁まち歩き﹂に着目︒
﹁長崎さるく博﹂
総合プロデューサーで﹁大阪あそ歩﹂の
仕掛け人︑茶谷幸治氏が︑人を活かし︑
まちを活かす﹁まち歩き﹂の思想と哲
学を熱く語ったほか︑各地の事例から実践的なノウハウも多数︒ま
た六月開催の基礎講座より︑
㈱四万十ドラマの畦地履正社長の基調
講演も収録︒二〇一三年三月発行︒
■ Market Insight 2013
︵日本人海外旅行市場の動向︶最新刊
日本人海外旅行マーケットの構造的な変
化とその要 因を詳 細に解 説したレポー
ト︒
二〇一二年の最新市場動向をカバー︒
当財団の独 自調 査を基に︑変 化の下に
働 く 中・長 期 的ダイナミズムを明らかにしています︒日本 語 版︑
英語版あり︒二〇一三年七月発行︒
■旅行年報２０１３ 近刊
直近一年間の旅行・観光市場にまつわる
あらゆる出来事について︑数多くのデータ
・
資料を基に分析︒日本人の国内・海外旅
行︑外国人の訪日旅行︑観光産業︑国内
観光地︑観光政策など︑さまざまな角
度から旅行・観光市場の現状を一望できる一冊︒二〇一三年十 月発行
予定︒
※当財団出版物のご注文はホームページからお願いします︒
担当 公益財団法人日本交通公社 観光研究情報室
電話 ０３・５２５５・６０７３ http://www.jtb.or.jp
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Cover Story
志賀高原から草津温泉へ通じる道路沿いには、いくつもの
池が点在する。その一つ、蓮池の水面に、雑木紅葉が色とり
どりの色彩を映し出す光景もまた美しいの一語に尽きる。
（Photo and Words by 樋口健二）
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