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。
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国内観光旅行を
対象とした実証調査
このように、海外での研究事例か

図1 国内観光旅行の実施有無による
幸福感の違い

分かっている（ Nawjin, 2011
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4.02

4.0

「公益財団法人日本交通公社旅行者動向調査」内で実施
（インターネット調査）
調査方法

非実施
（N=1,884）

3.6

いことが示されている（ Van Boven

表1 調査概要

調査時期

2012年7月

回答者

16歳以上の男女 計3,596人

質問項目

◦主観的幸福感（「日本版主観的幸福感尺度」[島井ほか, 2004]
によって測定（最小1点～最大7点）
）
◦国内観光旅行の実施回数（調査時点から過去1年以内）
◦世帯収入
◦性別
◦年齢
   など

0.11＊

0.14＊

0.16＊

旅行で幸福感に一定の影響を及ぼす
本においては、回数を重ねないと幸

幸福感

のに対し、一～二泊の旅行が多い日

多い人は、少ない人に比べて
福感に影響しないのかもしれない。

0.18＊

p< 0.05
＊

＊幸福感と旅行回数の間に、
有意な
相関関係があることを示している

0.08＊

0.18＊
0.00

旅行回数

（２）国内観光旅行の実施回数が
幸福感が強い

-0.07＊ -0.03

採用する等、より緻密な調査を行っ

ていくことが求められる。

また、仮に「旅行をしたから幸せ」

なのだとすれば、どのような経験と

幸福感が関連するのかについても考

える必要があるだろう。同行者や旅

行先の人々と親密な関係を築くこと

なのか？ ストレスを解消することな

のか？ 歴史・文化に触れることで見

識を深めることなのか？ 幸福感につ

ながる旅行のプラス要素については、

さまざまな仮説が構築可能である。

なお、今回は筆者の実務上の関心

から国内観光旅行を対象としたが、

なわち、世帯収入の多寡や性別、年

あることが確認された（表２）
。す

た。その結果、両者は有意に相関が

の関係について統計的な分析を行っ

した上で、旅行の実施回数と幸福感

の三つの要素が入り込まないように

こで、
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している可能性も否定できない。そ
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行に行くのか」という因果関係まで

なのか」
、あるいは「幸せだから旅

ではないが、
「旅行をしたから幸せ

どまっている。
「鶏が先か、
卵が先か」

「相互に関係する」ということにと

しかし、ここで明らかになったのは

高揚に関係していることが示された。

観光旅行の実施が、主観的幸福感の

アンケート調査の結果から、国内

ると考える。

いても検証していくことが有用であ

行など、さまざまな旅行タイプにつ

日本人の海外旅行や訪日外国人旅

齢に関係なく、国内観光旅行の実

握するためには、海外の先行研究で

（とやま まさき）

施と幸福感は相関していることが明

旅行実施と主観的
幸福感の因果関係探求へ

0.02

先に紹介したオランダの研究では、

その人の世帯収入の多さであると考
えることもできてしまう。加えて、

年齢

-

幸福感
旅行
回数
世帯
収入
年齢

も実施されていた「パネル調査」を

性別や年齢といった要因が陰で影響

表2 偏相関行列

らかになった。
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3回以上
（N=534）
2回
（N=473）
1回
（N=705）
3.6

性別

（３）世帯収入の多寡に関係なく、
国内観光旅行の実施と幸福感

4.4

性別

旅行の実施回数と幸福感には関係が
ないことが報告されている。しかし
言うまでもなく、旅行の実施には

には相関がある

実施回数が多い人は、少ない人に比

お金がかかる。したがって、旅行の

4.8

世帯収入

今回の調査結果からは、年間の旅行
べて幸福感が有意に強いことが明ら

3.8

実施回数と幸福感が関係するといっ

4.0

かになった（図２）
。筆者の推測だが、

4.2

幸福感

4.30

ても、本当に影響しているのは旅行

4.43

一回当たりの平均旅行日数が日本よ

4.6

の実施なのではなく、主たる要因が

4.68

り長めのヨーロッパの国々は、一度の

図2 国内観光旅行の実施回数による幸福感の違い
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