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青い鳥を探す「観光」の旅

豊臣秀次が築いた八幡山城からファインダー越しに見えた
近江八幡の城下町は江戸期以前の風情を残す。碁盤目状の
街並みが逆光に輝いて素晴らしい光景を醸し出していた。
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ᐲᚧ
其の七十 二

四 国・内 子 宿

白壁の美しい屋敷や町屋が建ち並び、お遍路さんが往来

する街並みは愛媛県内子町八日市護国地区にある。私はま

る で 時 代 劇 の セ ッ ト の 中 に 入 っ た よ う な 錯 覚 を お ぼ え た。

もくろう

江戸時代末期から明治期にかけ木蝋生産で繁栄したと言う

が てい

だけあって、豪壮な街並みが形づくられた。重要文化財に、
かみ は

上 芳 我 邸 （ 木 蝋 資 料 館 ） は じ め ３ カ 所 が 指 定 さ れ、 さ ら に

年）に選定された。江戸時代は大洲や松山間を

四国では初の重要伝統的建造物群保存地区として１９８２
年（昭和

繋 い だ 旧 街 道 沿 い に 形 成 さ れ た 街 並 み で、 金 毘 羅 参 詣 や

お 遍 路 道 だ け に 江 戸 時 代 を 髣 髴 と さ せ る の で あ る。 ま た、

１９１６年（大正５年）に商家の旦那衆によって建造され

た内子座は木造二階建て瓦葺き入母屋造りの地方歌舞伎劇

年）には創建１００周年を迎え、さま

場で、回り舞台、花道、マス席まで設けられ見ごたえがある。
２０１６年（平成

（ 写真・文

樋口健二 ）

住民にとって住み易い環境づくり……」の理念も素晴らしい。

ざ ま な 催 し が 計 画 さ れ て い る。「 安 易 な 観 光 手 段 で は な い、
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巻 頭 言

でながら︑ゆっくりと歩むスローライフとなる︒そうすると

のではなく︑行き交う人々と会話をし︑道端に咲く草花を愛

一つは明確な目的を実現するための﹁伊勢参り﹂タイプの旅

人生に譬えられる旅も︑人々や自然と触れ合い︑
﹁存在欲求﹂

日本の旅のルーツには︑二つのタイプがあると言われる︒

である︒もう一つは行雲流水のように︑さすらう﹁奥の細道﹂

し求める﹁観光﹂の旅なのである︒

︵じんの なおひこ︶

立つ︒成熟化社会の旅とは︑そうした﹁幸福の青い鳥﹂を探

を見いだし︑悟りを開くために︑私たちは旅の衣を整えて旅

家の炉辺にいたように︑
自己の﹁生﹂のうちに﹁幸福の青い鳥﹂

だということもできる︒もちろん︑
﹁幸福の青い鳥﹂が我が

光﹂の旅とは︑
﹁幸福の青い鳥﹂を探し求めて︑さすらう旅

を実感できる︒そうだとすると︑﹁存在欲求﹂を追求する﹁観

あえて繰り返せば︑
﹁存在欲求﹂が充足されると︑
﹁幸 福﹂

ある︒

と触れ合い︑明るい希望を見いだし︑悟りを開くことなので

は明るい希望を意味する︒つまり︑
﹁観光﹂とは人々や自然

ってもよい︒
﹁観光﹂の﹁観﹂とは悟りを開くことである︒
﹁光﹂

それは﹁観光﹂の旅の本来の意味を充実させることだと言

体を楽しむ﹁目的としての旅﹂が求められるようになる︒

な効率が求められる﹁手段としての旅﹂ではなく︑旅それ自

を充足するスローな旅となる︒つまり︑ビジネス旅行のよう

するための﹁手段としての旅﹂なのに対し︑
﹁奥の細道﹂タ
イプの旅は︑旅それ自体を目的とする﹁目的としての旅﹂だ
と言うことができる︒
人間の欲求には﹁所有︵ having
︶欲求﹂と︑
﹁存在︵ being
︶
欲求﹂がある︒
﹁所有欲求﹂とは人間の外側に存在する事物
を所有することで充足される欲求であり︑
﹁存在欲求﹂とは
人間と人間︑人間と自然との触れ合いによって充足される欲
求である︒
﹁所有欲求﹂が充足されると︑人間は﹁豊かさ﹂
を実感する︒これに対して﹁存在欲求﹂が充足されると︑人
間は﹁幸福﹂を実感することができる︒スウェーデンでは子
供たちに︑これまでの人間社会は欠乏を克服するために︑
﹁存
在欲求﹂を犠牲にして︑﹁所有欲求﹂を充足してきたけれども︑
一定の﹁所有欲求﹂を充足できたので︑これからは︑人間の
人間的欲求である﹁存在欲求﹂を追求する社会が花開くこ
とになると教え諭している︒
﹁存在欲求﹂を追求する人生は︑走り抜けるように生きる
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直彦
東京大学名誉教授

スローライフ学会学長

神野

タイプの旅である︒
﹁伊勢参り﹂タイプの旅は︑目的を実現

青い鳥を探す「観光」の旅

特集

「平準化」を考える
｜｜ 成熟化社会の旅と観光地に向けて

「 平準化」をめぐるいくつかの論点
―― 平準化の意味と本特集の構成

今年（２０１５年）は２００９年

ことにより、週末集中型だったスキ

外国人が平日も含めて長期滞在する

努力を怠ってきたこと、またサービス

し、グローバルマーケットに対応する

要因として、国内需要に大半を依存

梅川 智也

（平成 年）以来６年ぶりに秋の連続

ーリゾートの曜日変動が平準化する

産業には中小企業や個人事業者が多

理事・観光政策研究部長

休暇（シルバーウイーク）
が成立した。＊

などである。

た旅行を後ろ倒しにした、あるいは
秋から冬に予定していた旅行を前倒
しにしたなど観光需要の平準化につ
ながったものと考えられ、さらには
国内旅行の総量を増大させた可能性
も期待されている。

＊次のシルバーウイークは、４連休が２０２０年
（平成 年）、５連休は２０２６年（平成 年）
で 年後となる。

製造業と比較して
――「在 庫 」が利かない

善の努力に欠けていることなどが指

摘されている。サービス産業の中で

も宿泊業や飲食業をはじめとする

旅行・観光産業は、需要の変動が激

しく、サービス産業の中でも特に生

が見られる。日本人が旅行しない時

要の平準化につながっているケース

年の外国人観光客の増加によって需

性は高くなく、米国などの５～６割

し製造業などと比べて必ずしも生産

約７割を占めるに至っている。しか

ＧＤＰ（国内総生産）や雇用者数の

るのである。

日の客室は、その日のうちになくな

とである。つまり、今日の座席、今

のは、商品の「在庫」が利かないこ

け、製造業に比べて決定的に異なる

産性が低いと言われてきた。とりわ

期に外国人が来訪して季節変動・月

程度の水準とも言われている。その

わが 国のサービス産 業 は、今や、

いため、生産性向上のための経営改

これによって、夏休みに予定してい

公益財団法人日本交通公社

1

別変動の平準化に寄与している例や、

一方、観光地に目を向けると、近

38

2
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21

わが国の観光を考える上で重要なキーワードである「平準化」。

従来旅行・観光産業は、需要の変動が大きいことによる生産性の低さが指摘されてきた。

その解決はもはや業界を超え、社会全体に課せられた課題でもあるが、一方で「平準化」は、

旅行者からすれば「快適な旅」、そして「豊かな旅」を実現させる重要なファクターの一つである。
これからの成熟化社会にふさわしい快適で豊かな旅を現実のものとするため、
本号では「平準化」にスポットを当て、

わが国の社会が取り組むべき課題やこれからの観光地が進むべき方向性について考えてみたい。

にとっては「需要の平準化」による

れているが、旅行・観光産業の場合

値の拡大」と「効率性の向上」と言わ

「生産性向上」のためには「付加価

の中で旅行できること」になる。つま

地が混雑することなく、快適な環境

観光客にとっては、交通機関や観光

きること」になる。一方で「旅行者、

用面でも安定した労働環境が維持で

た需要、そして収入が確保でき、雇

繁閑の差が少なくなり、常に安定し

の結果として、
「旅行・観光産業は、

変動が少なくなること」である。そ

ほど儲かるし、旅行者や観光客（需

どにとっては、入込が多ければ多い

関や観光施設、観光地（供給側）な

か、という点も重要である。交通機

程度の量で平準化していればよいの

ればよいということではなく、どの

単純に変動が少なく、安定してい

適度な需要を
前提とした「平準化」

効果が大きい。

り、
「平準化」によって供給側、需要

要側）にとっては、人が少なければ

―― 平準化がもたらすものとは
観光需要における「平準化」を定

に整理できる。
具体的には、

することのメリットは、
図１

観光需要の集中を解消して平準化

るし（図２）
、需要側としては、入込

込が多すぎても売上が上がらなくな

光産業である。供給側としては、入

純な構図とはならないのが旅行・観

注：観光施設や観光地全体の売上は、ある一定の入込を超える
と減少に向かうことが知られている

○ 旅行
 者・観光客 ―ゆと
りある快適な旅の実現、

入込（人）

適正入込

これまでと違う地域の

最大売上

「平準化」の意味と
メリット

側双方にとってさまざまなメリット

少ないほど快適である、といった単

平準化によって

旅行者・観光客

もう

がもたらされる。

観光地
旅行・観光産業

魅力発見 など
○ 旅行
 ・観光産業 ―変動
幅の小さい安定した売
り上げの確保、雇用の
安定化 など
○ 観光
 地 ―交通渋滞の緩
和、快適な空間の提供

（円）
売上

図２ 観光需要（入込）と売上との関係

義づけるとすれば、
「季節や曜日、天

○ゆとりある快適な旅の実現
○これまでと違う地域の魅力発見
など

2015/10/02 18:48
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○ 交通渋滞の緩和
○ 快適な空間の提供
など
○ 安定した売り上げの確保
○雇用の安定化
など

候などによる旅行者、観光客の需要

図１ 「平準化」によるメリット

のは「適度な需要」
（採算性が確保

う。つまり、両者にとって望ましい

が少なすぎても逆に閑散としてしま

は

どの算出に活用してきた。具体的に

「日集中率（％）
」として施設容量な

者数を年間利用者数で割った数値を

もそも長い連続休暇を取得し、長期

集中を避け、平準化を図っている。そ

の２つの要因がある。

滞在しているから、季節変動はあっ

るということ
② 高齢化社会の到来と平準化

の集中率を「計画日集中率」として

（入込客数）を「計画日入込」、その日

アすると、平日に旅行・観光が可能

すい。しかしながら、現役をリタイ

動はどうしても仕事の制限を受けや

わが国では映画やドラマに取り上

集中と平準化

④ 特定地域（人気観光地）
への

いる。

ても曜日変動は少ない構造となって

施設水準を定めるのが一般的とされ

となり、土日や祝日などに集中する

げられたり、マスコミの報道などが

わが国では現役時代の自由時間活

てきた。

ことなく、曜日変 動が少なくなり、

あると急激に入込が増加するという

のが理想であるが、旅行・観光産業

日集中率を毎日一定にするという

平準化につながる。とはいえ、この

傾向が見られる。
「人が行くから自

番目に混雑する日の利用者数

できる程度）を前提とした「平準化」
ということになる。

日集中率を
なだらかにするのが
「平準化」

年間の旅行出発月の経年変化を見

そのための産業界の努力、社会制度

ると、夏休みは大きく減少したもの

分も行ってみたい」
、そうでないと流

分 も 行 く」
「人が行ったところに自

においてはそれは望 むべく も ない。

利用者数を平均化し、年間を通して

の、平日の旅行は、それほど増加し

う日本人にありがちな心理が需要の

の変 革、国民 意識の改 革などが今、

り、孫や子どもなど家族との旅行を

集中につながる。

できる限り“なだらか”にするのが

楽しみたいからに他ならない。

が進展している。

である。現在は、いずれも国の「制

あり、
「休暇」は、自ら取得するもの

国から（神から）与えられるもので

る概念である。
「休日・祝日」とは、

そもそも休日・祝日と休暇は異な

⑤ ＩＣＴ社会と平準化

問い直されてよいのではないか。

そろ流行を追いかけることの是非が

実であるが、成熟化社会の中でそろ

もに普段通りに戻っていくことも事

いのが通常であり、時間の経過とと

ただ、こうした集中は長続きしな

（ａ）
日本人の旅行発生月と訪日外

度」によって、取得が担保されてい

高速道路の渋滞情報に代表される

③ 休日・休暇制度と平準化

国 人の来日月が異なることに

るものの、
「休暇」の取得率はわが国

ように、
「情報」が混雑緩和、つまり

が

よって平準化するということ

ではまだまだ低いのが現実である。

平準化に寄与するケースがある。Ｉ

① インバウンドの増加と平準化

（ｂ）
訪日外国人の旅行形態が長期

ドイツやフランスでは、州ごとに

ＣＴ社会の到来により、宿泊施設な
の変 動がなくなって平 準 化 す

訪日外国人の増加によって平準化

滞 在 型であることから、曜日

学校の休みを分散化させて、需要の

ほ う

行に遅れていると見られる……とい

混雑日順位（番目）
15番目
混雑日

「平準化」に向けた
いくつかの萌芽

ていない。これは同行者の影響であ

30

期待されているのである。

観光地や観光施設の１日当たりの

15

「平準化」である（図３）
。交通計画

日集中率（％）

下げる

計画日
集中率

上げる

4
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や観光計画の分野では、１日の利用

図３ 日集中率曲線

い＝混雑しているはず＝そこには行

かとなることによって、予約できな

どの予約状況がネットを通じて明ら

はますます雇用の確保が深刻化して

指摘されている。そのため、近年で

な労働時間、脆弱な福利厚生などが

であることから、低い賃金、変則的
きるようになる。

者も減少し、安定的な雇用が確保で

によって、季節労働者やパート労働

ぜ い じゃく

かずに他の観光地を選択するといっ
おり、外国人の労働力に頼らざるを
得ない状況も散見される。待遇面で

―― 本特集の構成

「平準化」を考える

た分散化、つまりＩＣＴ化が平準化
の要因となっている。

首藤氏

② 各種イベントによる誘客

オフシーズンの誘客対策としてイ

ベントを開催
公開

③ 期間限定での貴重な観光資源の

国宝や重要文化財など普段見ら

れない貴重な観光資源をオフシーズ
ンに公開

スキー場開発

④ 温泉地の冬枯れ対策としての
ズン対策”と称して地道な努力を続

「平準化」の実態
「平準化」に向けた提言

何をもたらすか？

通りである。さまざまな観点から
「平

を構成しており、それは図４に示す

となる論文やインタビューで本特集

期待されている。その期待の裏付け

これらをさらに推進していくことが

に 向 け たいくつかの萌 芽が見 られ、

前述したように、近年、
「平準化」

準化」は進まないのが現実である。

界の取り組みだけではなかなか「平

などである。とはいえ、こうした業

てスキー場への夏場誘客を実施

ラベンダーやコスモスなどによっ

⑤ スキー場の夏場対策

どの観光施設を開発

冬場の誘客対策としてスキー場な

「平準化」
視座

細かな価格設定を実施

期待、提案、その先にあるもの

ピーク、ショルダー、オフときめ

① 特別価格の設定（割引）

けてきた。具体的には、

の向上や地域としての働きやすい環

インタビュー
インタビュー

廻氏

欧米人の余暇観と
日本人
宿泊産業における
平準化

2015/10/02 18:48
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準化」について考えていきたい。

（うめかわ ともや）

特集 ◉「平準化」を考える——成熟化社会の旅と観光地に向けて
特集 1「平準化」をめぐるいくつかの論点—— 平準化の意味と本特集の構成

5

特集４
特集３

星野氏

鍵は学校休暇の
地方別分散
社会全体で
環境づくりを！
本保氏

特集６

⑥ 旅行・観光産業界の人材確保

和田氏

これまで、旅行・観光産業や観光

データで見る
観光需要の偏在

坂倉氏

境づくりなどの対応が不可欠である

矢ケ崎氏

特集５
大野氏

スキーリゾート産業における
平準化
休日・休暇制度から見た
平準化

塩谷
五木田

（ 雇用 ）
と平準化

特集２

地は「平準化」に対して、
“オフシー

「平準化」をめぐる
いくつかの論点

が、需要が安定して平準化すること

特集１

旅行・観光産業の大半が中小企業

図４「平準化」をめぐる論点と本特集の構成

次長・主席研究員

データから見る観光需要の偏在
観光政策研究部

メントは、
「未婚女性による友人旅行」

・４％、
「未婚男性による友人旅行」

・７％、
「夫婦での旅行（子どもな

し）
」 ・０％、
「カップルでの旅行」

・７％などである。

次に年代を軸に出発日の傾向を見

ると（図３）
、若年層から 代にかけ

休暇の取りやすさはライフステー

公益財団法人日本交通公社

てピークシーズンと金土日曜・祝日

の出発が多く、 代以上では「月～

料は、全国の消 費 者を対 象 とした

ジによって異なるため、曜日が違え

が多い月は８月で年間発生量の ・９

塩谷 英生
五木田 玲子

本 稿では、観 光需要の時 期 的な

「２０１４年ＪＴＢＦ旅行実態調査」

ばマーケットが違ってくる。旅行出

％を占めている。以下、年末の 月が

旅行発生量の月別（出発月）のば
偏りについて各種統計データをもと

（
〔公財〕日本交通公社）である（旅

発日の偏りを、主な同行者セグメン

最も宿泊観光レクリエーション旅行

らつきについて整理する（図４）
。

に俯瞰することとする。第１節では

行標本数２０１５０件）
。インター

ふ かん

国 内旅 行 市 場の現 状を人数ベース、

ト別（標本数５００以上）に見たの

・７％、
紅葉シーズンの 月が ・３

ピークシーズンの出発が目立つセグ

ない月は２月で５・６％、以下６月が

で続いている。逆に旅行量が最も少

％、初旬にＧＷがある５月が９・５％

メントは「小中高生の子どもと一緒の

上の旅行量が実態よりも少なめに反
日本人の旅行時期は、ピークシー
ルデンウイーク〔以下、ＧＷ〕６・７％、

て後の女性による友人旅行」 ・２

平日の「月～木曜日」出発は、
「子育

日」 ・０％、
「土曜日」 ・７％、
「日

て後の男性による友人旅行」 ・９％、
「子育て後の夫婦での旅行」 ・１％
の順で高い。
金土日曜・祝日の出発が多いセグ

層から 代にかけての最も旅行が多

最も旅行量が多い８月では、若年

見てみよう（図５）
。

年代別に月別の旅行量の傾向を

％の順となっている。

６・１％、１月が６・４％、４月が６・６

第２節では、地域別に見た観光需要

10 12 10
家族旅行」で ・４％を占める。一方、

映される点に留意願いたい。

よる地域の宿泊需要平準化の貢献に
ついて述べることとする。

年末年始８・２％）
、
「月～木曜日」が

％で５割を超えており、以下「子育

43
・３％、金土日曜・祝日（ピークシー
ズンを除外）が ・３％（うち「金曜

① 旅行出発日および出発月の現況

（図１）
。

曜・祝祭日」 ・７％）となっている

国内観光需要の
時期別に見た偏在

10

ズンが ・３％（夏休み８・５％、ゴー

の偏りを概観した上で、外国人客に

60

それでは、ま ず 日 本 人が「 旅 行
に行く時期」について見てみる。資

が図２である。

ネット調査であることから、 代以

主任研究員

50

消費額ベースの順に見ることにする。

観光文化研究部

50 55

47

木曜日」出発が多くなっている。

60

2
52

43 45

31

い月となっている。一方で 代以上で

は酷暑を嫌う傾向もあり、８月の旅

6
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50

10

60

17

45

14

50

23

13

1

月 から

10

月にかけては

11

代以

60

60

行は７％台にとどまる。 月も８月

と類似しており、 代以上の旅行は

少ない。逆に４月から５月にかけて

と

上の旅行が目立つ月となっている。

② 観光消費額・消費単価の偏り

観光需要の指標は、観光客数や延

べ宿泊者数など「人回」
「人泊」を単

位とする人数に関するものと、観光

消 費額など「円」を単 位とするも

のに大別できる。そして、観光経済

の視点では後者の平準化がより重要

な課題である。

観光庁の 旅｢行・観光消費動向調

査 を
｣ 用いて観光消費額の平準化の
状況を見てみる。まず、２０１４年

（平成 年）の観光・レクリエーション

旅行の消費額は約８・５兆円と推計

14

されている（旅行前後の支出を含む）
。

これを月別に見ると、８月の消費

額が１・ 兆円と突出した形となっ

11

ており、年間の ・１％を占めている。

以下、３月、５月、 月、 月、９月が

７０００億円台で続いている。消費

額が少ない月は２月、４月、６月で

５０００億円台となっている（図６）
。

10

２

26

12

図１ 日本人の宿泊観光レクリエーション旅行の出発日
0

全体

（n=20,150）

10

8.5

20

6.7

夏休み
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40

8.2

GW

50

60

31.3

年末年始

70

80
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金曜日
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90

17.7

100（%）

14.7

日曜・祝祭日
資料：（公財）日本交通公社「2014年JTBF旅行実態調査」

図２ 日本人の宿泊観光レクリエーション旅行の出発日（同行者セグメント別）
0
乳幼児の子どもと一緒の家族旅行（小中高生を含まない）
（n=929）

10
11.7

小中高生の子どもと一緒の家族旅行（乳幼児連れも含む）
（n=2,005）
18歳以上のみの家族旅行（n=2,060）
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子育て後の女性による友人旅行（末子が18歳以上）
（n=1,039）3.0 4.4 2.4

夏休み

13.1

22.0

90

18.1

13.2

45.9

未婚女性による友人旅行（n=976） 6.1 5.1 5.8

80

10.3

43.1
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（n=796） 3.1 3.8 2.3

男性のひとり旅（n=1,945） 8.2

14.6

24.1

6.1

70

13.0

26.8

8.7

7.6

60

28.5

10.1

8.8

子育て後の夫婦での旅行（末子が18歳以上）
（n=3,109） 4.8 6.9

12.9

10.7

8.5

50

23.9

8.1

6.7

夫婦での旅行（子どもなし）
（n=1,917） 8.5

40

10.9

22.4

カップルでの旅行（n=1,451） 7.0

未婚男性による友人旅行（n=858）

30
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12.6

日曜・祝祭日
資料：（公財）日本交通公社「2014年JTBF旅行実態調査」

図３ 日本人の宿泊観光レクリエーション旅行の出発日（年代別）
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資料：（公財）日本交通公社「2014年JTBF旅行実態調査」
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月 ５万７８００円、１ 月

月別に旅 行１人１回当たりの消

費 単 価 を 見ると、最 も 消 費 単 価 が

高い月は 月で５万９９００円であ

り、以下

５万６４００円となっている。旅行量

が最も多い８月は５万２３００円と、

年間平均の５万３３００円よりも若

干低い水準となっている。その要因

の一つとしては、８月の旅行が多い

若年層（乳幼児を含む）の消費単価

が低い点が挙げられる。

消費額や消費単価の偏在のしかた

は、観光産業の業種によっても異な

10

る。ここでは、同調査から観光・レク

63

リエーションの「宿泊費（個人手配旅

64

行）
」を月別に見てみる（図７）
。

10

まず宿泊費が、
１月、 月、８月の

75

順で高いことが分かる。旅行１回当

10

たりの泊数は年間平均が１・ 泊に

対して、
１月が１・ 泊、 月が１・

泊、
８月が１・ 泊となっており、 月

の１泊当たりの宿泊単価が高くなっ

ている。宿泊費が最も低い月は５月

（１万５９００円）であり、ＧＷのある

初旬と中下旬の格差が大きく、
ベスト

シーズンにもかかわらず平均宿泊費

は低い。この他、２～３月、６～７月、

81

11 10

図４ 日本人の宿泊観光レクリエーション旅行の出発月
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資料：（公財）日本交通公社「2014年JTBF旅行実態調査」

図５ 日本人の宿泊観光レクリエーション旅行の出発月（年代別）
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資料：（公財）日本交通公社「2014年JTBF旅行実態調査」

図６ 月別に見た観光・レクリエーション消費額
および消費単価
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図７ 月別に見た観光・レクリエーションの宿泊費
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資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査（2014年）
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９月の宿泊費も低い傾向がある。

図９は、Ｊ｢ＴＢＦ旅行実態調査」
から各種観光活動の年間平均の実

② 観光活動別に見た偏り

大きい地域は、甲信越地方、北陸、北

施率を横軸に、月別構 成比の変動

があると大きくなりやすい。

ここで、
「変動係数」とは月別宿

海道、東北地方など雪国や北国に比

係数を縦軸にしてプロットしたもの

ネス客なども含まれている点に留意

泊数の相対的なばらつき度合いを表

較的多く見られる。
一方、変動係数が

である。横軸はいわば市場規模を表

大まかな傾向として、変動係数が

す指標であり、標準偏差を平均値で

低い地域は、大都市圏を抱える地域

し、縦軸は季節によるばらつき度合

月別延べ宿泊者数の変動係数（標準偏差／平均値）

願いたい。

除すことで計算される。この数値は、

や九州地方などで目立っている。
資料：観光庁「宿泊旅行統計調査（2014年確報）
」

観光客数が突出して多い月や低い月

兵庫県

地域における観光需要
の偏りと外国人客によ
る平準化への貢献

① 地域別に見た観光需要の偏り

いを示す。なお、各活動の変動係数

の単純平均は０・ である。

ぬ

は、夏場でも冬場でも比較的安定的

閣」
「ショッピング 買
「まち並
･い物」
み散策」などがある。こうした需要

地鑑賞」
「温泉」
「現地グルメ 名
･物
料理」
「歴史 文･化的な名所 社･寺仏

も高い活動には、
「 自然 風
･景 景
･勝

一方で、変動係数が低くて実施率

課題とされることが多い。

は、観光地経営の観点から平準化が

動が誘客の中心となっている地域で

が発生する活動である。こうした活

節的、地域的に見ると集中的な需要

これらの活動の実施率は低いが、季

エコツアー」が続く。年間に均すと

なら

れに「季節の花見」
「アウトドア体験・

リンスポーツ」が頭抜けており、こ

ず

「スキー・スノーボード」
「海水浴・マ

変動 係 数が大きい活 動としては

40

地域単位で見た観光需要の時期
的なばらつきは、もちろん日本全体
のそれとは異なる。観光地の誘致力
は、地域の観光資源や提供されるア
クティビティなどによって生じる。例
えば１月のような寒い時期であって
も、初詣やスキーといった季節的な
資源・アクティビティを有する地域で
は誘致力が高まることになる。
ここでは、観光庁の「宿泊旅行統
計調査（２０１４年確報）
」を用いて、
都道府県単位の偏りの状況について
概観することとしたい。
図８は、年間延べ宿泊者数（対数
表示）を縦軸に、月別延べ宿泊者数の

0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
佐賀県

0.20
0.15
0.10
0.05

「変動係数」を横軸として各都道府県
をプロットしたものである。図中の縦

宮崎県

奈良県

0.00

横の破線は全国平均（延べ宿泊者数
１００７万人泊、
「変動係数」０・ ）
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を表している。また、宿泊客にはビジ

図８ 都道府県別延べ宿泊数と月別延べ宿泊者数の変動係数

2

季節の花見

27

に発生している。
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アウトドア体験･エコツアー
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になった（２０１３年は７・２％）
。

20%

当該活動の実施率（年間平均）

が約９１４万人
（日本政府観光局
〔Ｊ

15%

外国人客は、需要の平準化にどの

10%

ＮＴＯ〕推計）
、前年比 ・０％増と

5%

であるのに対し、外国人客では桜の

0%

程度貢献しているかについて、
「宿

世界遺産

0.0

いう驚異的な伸びを見せている。前

温泉
ショッピング･買い物

都市観光･都会見物

写真･写生

開花期を含む４月（ ・１％）がピー

0.2
果物狩り･
農業体験

自然･風景･
景勝地鑑賞

泊旅行統計調査」を用いて宿泊需要

芸術鑑賞

掲の「２０１４年宿泊旅行統計」で

現地グルメ･
名物料理

見ると、外国人客の延べ宿泊者数は

産業観光

歴史･文化的な名所･社寺仏閣

場ではオフに当たる時期であり、外

マラソン･
ジョギング

月別の日本人および外国人の延べ宿

スポーツ観戦
リゾート滞在（海浜）
パワースポット
まち並み散策
スパ･エステ
テーマパーク
観光施設･動物園･水族館
ドライブ

４４８２万人泊で、総延べ宿泊者数

祭り･イベント

0.4

国人の需要は国内旅行市場の偏りを

現地文化体験
登山･山歩き

ゴルフ

泊者数の構成比と客室稼働率を見

リゾート滞在（高原）

0.6

４・７億人泊の９・５％を占めるまで

当該活動の月別構成比の変動係数

海水浴･マリンスポーツ

1.0

③ 外国人客による

1.2

宿泊需要平準化への貢献

スキー･スノーボード

円安を背景に訪日外国人客の増加

1.4

が続いており、２０１５年（平成

年）の訪日外客数は上半期の推定値

図９ 観光活動の実施率と変動係数
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資料：
（公財）
日本交通公社「2014年JTBF旅行実態調査」
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」
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たものである。
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日本人客のピークが８月（ ・８％）
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8.3

100

クとなっている。４月は国内旅行市

6

8.7

8.4

9.2

の平準化について見てみる。図 は、

図10 月別に見た国籍別延べ宿泊者数構成比と客室稼働率
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図11 月別延べ宿泊者数の変動係数と外国人客による改善（上位20道府県）
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効果的に補完していることになる。
また、４月に準じるピークが７月
と 月であり、この時期の国内旅行

り、外国人を含む変動係数のほうが

４・３％悪化する形となっている。

現況について、統計データを用いて

④ 観光地経営の視点から

となっている。このデータを見る限り、

検分を行ってきた。月や曜日が変わ

はオフではないが、８月に比べると客

気候が良いにもかかわらず、稼働率

れば需要の主体が大きく変わってし

以上、観光需要の時期的な偏在の

において外国人受け入れの余裕があ

まうマーケットであることが再認識

室稼働率にも若干余裕がある時期

る時期は、５月中旬から６月上旬に

されたのではないだろうか。

観光地経営の視点から、観光需要

かけてと、
（連休を除く）９月である。
プロモーションや商品開発を強化す

通じた安定的利潤の確保が継続的

の時期的分散は重要である。年間を
前 掲の月 別 延べ宿 泊 者 数の「 変

な投資につながり、安定雇用の促進

べき期間として捉えられる。
動係数（＝標準偏差／平均値）
」は

がサービス品質の維持向上につなが

っていくことになる。

全国で０・ であったが、日本人宿泊
者のみで計算した場合は０・ とな

同行者、活動、交通機関などさまざ

観光需要の平準化は、国籍、年代、
需要が加わることで変動係数は０・

まな分類軸を用いてオフシーズンを

ルーの月別需要が安定的な千葉県の

が大きいが、最も高いのは国際線ク

都道府県ごとの改善率は地域差

からは“選択と集中”が要請される。

られたマーケティングコストの観点

めていく作業である。もちろん、限

ワークのようにカレンダーに当ては

７・２％）
。

・３％であり、次いで山梨県 ・２

埋めるターゲットを抽出し、パッチ

改善していることになる（改善率

る（図 ）
。したがって、外国人客の

15

14

と続いている。なお、東京都について

％、熊本県７・９％、大分県７・８％

（しおや ひでお／ごきた れいこ）

光需要の分析がより重要となる。

信頼できるデータを用いた地域の観

10
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10

月別外国人延べ宿泊者数
の変動係数
（標準偏差／平均値）
外国人受入による変動係数
の改善率％（a.-b.）*100/b.
b.月別日本人延べ宿泊者数
の変動係数
（標準偏差／平均値）
a.月別延べ宿泊者数の
変動係数
（標準偏差／平均値）
都道府県
改善率
順位

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査（2014年確報）
」をもとに塩谷作成

国際観光学科

に、会社がその労働義務を免除する

東洋大学国際地域学部

わが国の休暇・休日制度と
需要の平準化

わが国では、個々人が休む日を決

准教授

矢ケ崎 紀子

学校休業日

では、年間６回以上実施の小学校が

・６％、中 学 校が ・５％である。

なお、大学の年間の講義スケジュー

ルは期間内に規定の講義コマ数を確

保するため、土曜日や祝日において

も講義が実施されている。

国民の祝日

国民の祝日に関 する法 律（以下、

祝日法）によって、わが国の祝日が

規定されている。現在は 日である

ら６か月間継続勤務し、全労働日の

場合には県教育委員会である。

村教育 委員 会であり、県立高校の

第１条には「国民こぞって祝い、感

法は３つの条文から成る短い法律で、

が祝日となり年間 日となる。祝日

が、
２０１６年から、
新たに「山の日」

主流である。このため、特定時期に

８割以上出勤した労働者に対しては、

学校の休業日は各学校の設置者

観光需要が集中し、観光ビジネス事

継続し、又は分割した最低 日の年

日である。労働基準法（以下、労基

業者の経営に大きな影響を及ぼして

次有給休暇を与えなければならな

める有給休暇ではなく、国民の祝日

いる。「日本再興戦略」改定２０１５

が定める。公立の小中学校は市区町

50

い」とある。

法）第 条第１項に、
「雇入れの日か

50

において、観光産業を、地域経済を

を中心とした一斉取得型の休み方が

15

3

化への挑戦が欠かせない。

えていくためには、観光需要の平準

ことが明記された。大きな期待に応

牽引する基幹産業へと再構築させる

日以上与えなければならない」と規

少なくとも１回又は４週間を通じ４

ことであり、労基法第 条に「毎週

休日とは労働する義務のない日の

を実施した小学校の割合は全国平

によると、２０１４年度に土曜授業

みが進んでおり、文部科学省の発表

る。土曜授業は東京都において取組

り組む「土曜授業」が実施されてい

て多様な学習活動や体験活動に取

近年、家庭、学校、地域が連携し

されている。

るハッピーマンデーの三連休が規定

らに、同第２項、第３項で、いわゆ

いて、祝日が休日であるとされ、さ

祝日が列挙されている。第３条にお

ると定義され、第２条には具体的な

謝し、又は記念する日」が祝日であ

するかについて規定しておらず、個

休日とするか、国民の祝日を休日と

都の小中学校における年間の実施回

京都平均が ・１％であった。東京

中学校では全国平均が ・３％、東

85
別企業の就業実態にあわせて、就業
規則で休日を定める。

18

数は増加傾向にあり、２０１４年度

観光需要と休暇・休日

均が ・１％、東京都平均が ・５％、

16

定されている。労基法は、何曜日を

わが国の休暇・休日

労働者にとっての休暇・休日

休暇とは、労働する義務がある日

95

わが国の休暇・休日制度の特徴

労 働 者の年間 休暇・休日日数を

12
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図１ 年間休暇・休日日数の国際比較（2013年）
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注：①週休日とは「日曜日」
「土曜日」などの「会社指定休日」を指し、ここでは完全週休2日制と仮定
②年次有給休暇には、繰越日数を含まない。日本は、年次有給休暇の平均取得日数（常用労働者が30人以上の民営企業を対象）
欧州は、労使協約で合意した年次有給休暇の平均付与日数
出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2015」より作成

図２ 旅行の実施時期（2009年）
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国際比較すると、英仏独は週休日以

外の休日、すなわち祝日が少なく、

年次有給休暇がほぼ完全取得状況

である。わが国においては、年次有

給休暇の平均取得日数が英仏独の

３分の１以下である一方、祝日が多

くなっている（図１）
。子どもも、土

曜授業、塾や習い事、部活動等に時

間を費やしており、家族全員の休暇・

休日をあわせようとすると、誰もが

休みやすい国民の祝日を中心に調整

がなされることになる。

2

観光需要の集中

わが国の旅 行 行 動の発生日は特

定の日 数に 集 中 している。図２は、

２００９年の旅行量を旅行実施日ご

とに区分したものである。年間旅行

量の ・７％が年末年始、ゴールデ

ンウィーク（以下、ＧＷ）
、お盆、シル

バーウィーク、三連休に実施されたも

12

のであり、これらを暦の日数でみる

と３６５日のうちの ・１％に過ぎ

13

ない。旅行シーズンの定番である年

24

末年始、
ＧＷ、
お盆だけを取り出すと、

旅行量の ・９％が暦の６・６％（

日間）に実施されている。

40

59
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で実施される予定の旅行の一部がシ

クがあったことから、お盆や三連休

なお、２００９年はシルバーウィー

のＧＷに国内宿泊旅行を実施した人

ネット調査）によると、２０１０年

年５月、１万人超を対象にインター

における観光旅行調査」
（２０１０
けてしまう。

ころで自社の収入・利益が制約を受

施設等では、経営努力が及ばないと

やアルバイトを雇い、閑散期をこな

えることにもなる。繁忙期にパート

ある正規雇用の従業員数を低く抑

施した人の割合は ・０％であった。

盆・土日で年間の売上げの約８割を

始・ＧＷを含む祝日による連休・お

日数（約１２５日）に相当する年末年

ーになってもらう機会でもある繁忙

もに、顧客満足度をあげてリピータ

まう。このため、稼ぎ時であるとと

すればよいという考え方になってし

図２に基づけば、１年の ・５％の

旅行を実施しなかった人々に、
「ＧＷ

稼ぐことになり、残りの約２４０日

期において、サービス提供者のうち

していくだけの従業員の雇用を維持

ルバーウィーク時期にシフトしたとの
ＧＷ、お盆の時期への集中度合いが
の混雑が緩和されれば国内宿泊旅

（ ・５％）は売上げの ・５％にしか

の割合は ・２％、日帰り旅行を実

若干低くなった可能性がある。
行に行くと思いますか？」と質問し

期には、高速道路の渋滞、新幹線駅

毎年、年末年始、ＧＷ、お盆の時

行を宿泊旅行にする、のいずれかに

の回数をもう１回増やす、日帰り旅

れれば、宿泊数を増やす、宿泊旅行

の ・７％が、ＧＷの混雑が緩和さ

と回答している。また、
旅行した人々

を損なわせることになる。どんなに

業者に経営力を磨こうという意欲

こうした制約は、まずもって、事

割合は８割を超えることになろう。

年間１２５日の繁忙期に得る収入の

差 を設 けている 事 業 者にとっては、

貢献しないことになる。繁閑の料金

は明かりを点し、お風呂はいつでも

人であっても顧客が移動する範囲に

宿 泊 施設は、たとえ宿 泊 客が１

度も従業員満足度も上げることが

館内の混雑もあいまって、顧客満足

向上させている人の割合が低くなり、

十分な研修や経験を積んでスキルを

たところ、 ・１％が「行くと思う」

や主要空港の混雑が報道される。行

回答している。需要集中を嫌って埋

頑張って営業をしてもお客は来ない

このため、旅行者からすると、混雑

の経営のあり方に大きな影 響を与

観光需要の集中は、観光 事 業者

自ずと流れてくる、予約管理は大変

があって、そこが満室になれば客は

館でなくとも近隣に人気の高い旅館

どやってくる、自身の旅館が人気旅

っていれば特定時期に満室になるほ

の要因となって利益率を低下させて

光関連ビジネスの労働生産性の低さ

特定時期における需要集中は、観

も高くなっている。

光熱費等が経営を圧迫し、環境負荷

ピーク 時 対 応に 設 定 しているため、

旅行者への影響

きたい宿に宿泊できない場合も多い。

没している旅行意欲が相当程度に存

入れるようにしておく。施設能力を

時期における旅行は“疲れる旅”に

えている。交通事業者やビジネスホ

なので全客室を送客事業者に預けて

いる。この状態を打破するための経

況でないことも多い。観光地やレジ

なってしまい満足度が低下する懸念

テル等はビジネス需要と観光需要と

しまう。こうした実態も無理からぬ

ャー施設の混 雑 もまた然りである。

事業者への影響

がある。

のバランスをとりながら経営してい

ところがある。

しか

混雑を嫌って旅行しない人が多い

く道があるが、一般観光客がメイン

れており、健全な競争環境のなかで

営努力もそれが及ぶ範囲が限定さ

ことが観光庁の調査によって示され

また、サービス業の収益の源泉で
である地方の旅館、観光・レジャー

難しい状況になっている。

実際に宿に行ってみると全館満室で

時には来ない、営業をしなくとも待

観光需要の
集中がもたらす問題

見方もあり、例年よりも年末年始、

34

在することが分かる。

16

ゆったりとサービスを受けられる状

65

35

20

32

ている。観光庁「ゴールデンウィーク

35

2
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経 営 力 を磨いていくことが難 しい。

日）が完全取得されると約 ・６兆
的であろう。

学校休業日の分散

有給休暇をほぼ完全取得する仏

理由として「みんなに迷惑がかかる

によると、有給休暇取得をためらう

要である。厚生労働省の調査 （注１）

得促進を保障する制度や仕組みが必

は、経営者と労働者の意識変革と取

有給休暇の取得を促進するために

つき３労働週の年次有給休暇の権利

号条約には、
「労働者は１年勤務に

ＩＬＯ（国際労働機関）第１３２

する考え方の違いがあらわれている。

能としており、ここに有給休暇に関

が、わが国の労基法は分割取得が可

ものだという考え方が一般的である

欧州では有給休暇は連続取得する

国を３つのエリアに分けて分散取得

２週間程度の春休みと冬休みは、全

先がスキーリゾート等に限 定され、

め全国一律の開始日であるが、旅行

期間であり、旅行先が多様であるた

族旅行に出かける。仏の夏休みは長

みにあわせて有給休暇を取得して家

方法を採っている。親は子どもの休

に、学校休業日を地域ごとにずらす

円の経済波及効果が見込め、そのう

さは、従業員の待遇向上や将来のた

と感じるから」を挙げた労働者の割

を持つ。休暇は原則として継続した

する。独は州ごとに学校休業日を設

こうした状況に慣れてしまった経営

めの投資を困難にするといった悪循

合は ・２％に達している。政府が提

ものでなければならないが、事情に

定している。全州を８つの地域ブロ

独では、観光需要を分散化するため

環を生じさせている。

唱する運動（注２）
に加えて、メンタル

より分割を認めることもできる。た

ックに分け、それぞれの夏休み開始

有給休暇の連続取得

有給 休暇の取得率が向上するこ

ヘルス対策の一つとして休暇を位置づ

だし、その場合でも分割された一部

日をずらしており、早い開始と遅い

ち、約８兆円は余暇消費支出の増加

とによって労 働 者の休 暇が分 散し、

けたり、休むことによって労働生産

は連続２労働週を下らないものとす

者のなかには競争という状況に抵抗

観光旅行の需要の分散を起こすとい

性が高まるといった考え方が広まっ

開始では１ヶ月以上の開きがある。

う 考 え方である。直近

有給休暇の取得促進

需要平準化への
選択肢

年間のわ

る」とあり、
わが国は未批准であるが、

が国の年次有給休暇取得率は

カ国が批准している。

ととなる。観光地域経営フォーラム

需要が増加し、かつ、分散化するこ

連続休暇をとるようになれば、観光

にしたり、あるいは、平日に２日の

得して通常の土日とあわせて三連休

に、個々人がもう１日有給休暇を取

義務を企業に課す調整が行われてい

年５日の年次有給休暇を取得させる

なお、２０１６年４月から従業員に

いる企業の割 合は２割に満 たない。

調査によると、この制度を導入して

があるが、２０１２年就労条件総合

次有給休暇の計画的付与制度 （注３）

法改正によって導入され、取得方法

取得できる制度が２００８年の労基

一方で、年次有給休暇を時間単位で

全 国 的 な 取 組みとはなっていない。

て叩き台を提 案したことがあるが、

が長期休暇制度創設法案 （注４）とし

動きとしては、２００２年に民主党

中学校の設置者が振替休業日等を

クト」に取り組んでいる。地域の小

わせる「家族の時間づくりプロジェ

をマッチングさせて家族の休みをあ

休業日（子ども）と有給休暇（大人）

観光庁は２０１０年度から、学校

のための制度や仕組みとしては、年

（事務局：
（公財）日本生産性本部）

るが、既に平均取得日数が５日を超

土日の前後に移動させて３日以上の

日本版バカンス法の実現を目指す

が２０１０年に行った試算によると、

に細分化の方向が出てきた。

地域の調整によって

ていくことも重要である。取得促進

によるとされている。

3

％

感を持つ人も出てくる。利益率の低

15

えており、観光需要への影響は限定

～ ％の水準で低迷しているが、仮

74

休みをつくりだす取組み

4
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未取得の年次有給休暇（約４・３億
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36

47
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1
49

公共団体の休日とすることについて

ことが定着している日で、当該地方

義を有し、住民がこぞって記念する

体において特別な歴史的、社会的意

法第４条第３項には、
「地方公共団

例で定めることができる。地方自治

地方公共団体は独自の休日を条

有給休暇を取得する。毎年 箇所前

わせて、地域の企業が協力して親が

連続した学校休業日とし、これにあ

けて、本件を検討していた有識者会

の反対意見が表明された。これを受

た、国民の祝日の意義が失われる等

る等の産業への影響が懸念され、ま

中小零細企業の資金繰りが悪化す

手形決済に支障が出ることによって

業間取引を阻害する、銀行決済や

しかし、この提案には、全国の企

需要が見込めるとの試算がなされた。

の時期に約１兆円の新たな国内旅行

ない層が動きだすことによってＧＷ

し、先に述べた混雑を嫌って旅行し

剣に取り組む必要がある。

に、今一度、需要平準化の課題に真

経済の基幹産業として発展するため

どの期待が高まっている現在、地域

観光産業に対して、かつてないほ

光需要を掘り起こしていくことも検

に勤務のあるサービス業従事者の観

が増えていく期待もある。土日祝日

が進むにつれて平日に旅行する人々

味を帯びてきた。団塊の世代の退職

後の地域が取り組んでいる。

せることとし、ブロック分けについ
ては今後よく検討する」ことを提言
した。同時並行で、与党内にプロジ
討が進められていたが、東日本大震

よって混雑を緩和することができれ

に実施するという案である。これに

クを定着させて、これもブロック別

施し、さらに、秋にシルバーウィー

客を受け入れるという選択肢が現実

本人の観光旅行の閑散期に訪日外

よって、観光需要の平準化には、日

近年のインバウンド観光の成長に

観光需要平準化への期待

（やがさき のりこ）

討に値しよう。

広く国民の理解を得られるようなも

議である休暇改革国民会議は、
「秋

方公共団体の休日として定めること
ができると規定している。
国民の祝日を対象とした

民主党政権時に、与党から国民の

災が発生し、その後の政権交代もあ

ェクトチームが組成されて本件の検

祝日を地区別に取得するという提案

って議論は停止している。

ば、ゆったりとした観光旅行が実現

ロックに分けて、ＧＷをずらして実

がなされた。全国を３ないしは５ブ

需要平準化

に大型連休を創設することを先行さ

の」を、総務大臣との協議の上で地

10

（注１）労働時間等の設定の改善を通じた「仕
事と生活の調和」の実現及び特別な休
暇 制 度の 普 及 促 進に 関 す る 意 識 調 査
（２０１３年）
。
（注２）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）を推進する運動、観光庁の「ポ
ジティブ・オフ」運動等。
（注３）年休を、従業員が自由に取得日を設定
できる５日と、事業主が計画的に付与で
きる残りの日数に分ける制度、この制度
を実施するためには労使協定あるいは労
働時間など設定改善企業委員会の決議
が必要。
（注４）年休を勤続年数に関わらず一律 日とし、
このうち、 日間を連続取得させるとい
う内容。

14

25

矢ケ崎紀子（やがさき のりこ）
東洋大学国際地域学部国際観光学科准教授。
１９８７年国際基督教大学卒業後、株式会社住
友銀行入行。１９８９年株式会社日本総合研究
所入社。在職中に九州大学大学院修士課程修了
し、国土交通省観光庁参事官・首都大学東京都
市環境学部特任准教授を歴任。２０１４年より
現職。国土交通省、観光庁、経済産業省、文化
庁、東京オリンピック・パラリンピック競技大
会組織委員会などで公職・委員など、民間会社
の社外取締役も務める。
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わが国の
スキーリゾート産業における平準化

で安定した経営のできる欧米のメガ

坂倉 海彦

し、安定した収入の得られるマネジ

スノーリゾートは、かなりの部分を

に依存しており、比較的曜日変動の

メントサイドでは、品質の向上や価

「顧客満足度の向上→さらなる品質

少ない平準化した需要に支えられた

スキーバカンスという長期滞在需要

とコストパフォーマンスの向上→需要

ートの規模があまり大きくないとい

クセスも容易で、個々のスノーリゾ

口の多い太平洋側の都市部からのア

地帯にその多くが立地しており、人

の狭い縦長の日本列島の中央の高山

一方、日本のスノーリゾートは、幅

経営ができていると考えられる。

日本と欧米の
スノーリゾートの相違

生み出すことができると考えられる。

の創造」という望ましいサイクルを

格面での競争力の強化ができるので、

株式会社エボン代表取締役
特定非営利活動法人ウインターレジャーリーグ事務局長

スノーリゾートにおける需要の平準化へ向けて
―― 現状と今後の課題

スキー場、宿泊施設、駐車場、食
堂などの集積であるスノーリゾート
は、収容力が限られ、
「作りだめ」や
「在庫」での供給の調整のできない
サービス事業の集合体である。
したがって、季節や曜日による需
要の変動が小さく、しかも高い稼働
率を達成できることが利用客サイド
にとっても、マネジメントサイドに
とっても好都合である。利用客にと

需給関係の望ましいサイクル

2015/10/02 18:54
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さらなる品質と
コストパフォーマ
ンスの向上
需要の創造

（JTB Photo）

ヨーロッパの雄大なスキー場の風景

4

季節も長く長期滞在のバカンス客

特集 ◉「平準化」を考える——成熟化社会の旅と観光地に向けて
特集 4 わが国のスキーリゾート産業における平準化 ——スノーリゾートにおける需要の平準化へ向けて

17

っては混雑しすぎない環境でスノー
スポーツや滞在をたっぷり楽しめる

顧客満足度の
向上

う条件の下で発展してきた。
そのため、欧 米 とは全く 異 なる、

は存在していた。
まだ「スキーは宿泊で」が多かった

リゾートに押し寄せたのであるから
事態は深刻だった。

キーが一般的になったのである。つま

トで」できるスキーという日本型ス
とした比較的長期の低価格宿泊スキ

とのできた当時の学生をターゲット

親の援助で遊ぶための費用を使うこ

あまりの混雑のため、
「大きな自然

ゾートでは利用客の休日集中による

を生み出したのに、多くのスノーリ

ない大きな大衆スキーヤーマーケット

この時期、せっかく世界に類を見

り、欧米では富裕層主体に、ある程
ーを普及させることが、平日対策の

空間で滑走の楽しさを味わう」とい

年代初め頃までは、アルバイトや

度限られた人々にしか実現できない
定番だったと言える。

「近くて短時間移動の」
「少ないコス

スノースポーツ体験を、日本では誰で

キーマーケット」が生み出され、リゾ

ったため、他に類を見ない「大衆ス

ったスキーヤーが、増加しつつあった

イルのとてつもない数のブームに乗

しやすい」という日本型スキースタ

このような時代に、
「週末に集中

できない。

小につながっていった可能性は否定

がブーム後の急激なマーケットの縮

えたプレーヤーが少なく、このこと

うスノースポーツ本来の魅力を味わ

もが容易に楽しめるという環境にあ

ートがキーワードとなった１９８０

とはいえ、まだ限られた数のスノー

働かずいまだに供給過剰状態から脱

出する道が見えていない。

施設供給の増大をしていたスノーリ

スキーブーム期に過剰なスキー場

平準化ができないことがもたらす危

いったが、スノーリゾートで需要の

りでスノースポーツ人口が減少して

なお、スキーブーム後は右肩下が

ゾート業界は、ブームが去りスノー

険性に本当に気がつき始めたのはこ

スノースポーツ
マーケットの変化

スポーツ人口が減少し需要が縮小し

スキーブームの名残で大きなマー

の頃からであった。
産業が全体として「供給過剰で収益

ケットが存在した 年代までは、週

始めると、一転して、スノーリゾート
を生めない時代」に突入していく。

というプレーヤーがかなりあり、人

末の混雑を避けて平日に利用しよう
「スキー場をやめられない」さまざま

気のあるスノーリゾートでは平日も

日 本のスノーリゾート 産 業では、
な事情があって、市場経済の原理が

（JTB Photo）

閑散期・平日のスキー場の風景

90

年代後半から 年代にかけて、とて
つもないスキーブームが到来した。

日本型スキーライフス
タイルの特徴
そもそも「短距離短時間」
「低コ
スト」の日本型のスキースタイルでは、
わざわざ平日に休みを取る必要がな
いから、年末年始の休日や週末に利
用客が集中しやすくなるのが当然で
あるため、スキーブーム前の 年代
ほとんどのスノーリゾートで混雑す

から 年代中盤にかけても、すでに

70

る週末と閑散とした平日という対比

90

（JTB Photo）

ピークシーズン休日のスキー場の風景

90
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80

２０００年代になって、最初に危機

ガラという 近 年の状 況に近づいた

それが土曜日以外はほとんどガラ

立っていたのである。

相当の集客ができ経営的にも成り

に達すると平日には動きにくくなり、

たが、ファミリー層は子どもが学齢

需要の相当部分を支えるようになっ

ビューをするようになり、この層が

がファミリープレーヤーとしての再デ

や出産のため一時休止していた人々

どに限られている。

白馬バレー、野沢温泉、妙高高原な

の 呼 び 込 み が 可 能 なのは、ニセコ、

ることが条件のため、この層の大量

業サービス施設など）が備わってい

ービスインフラ（飲食店、各種の商

のためには高い顧客満足につなげら

極めて望ましいことではあるが、そ

スノーリゾートの需要の平準化は

望ましいスノーリゾー
トを目指して

を迎えたのが、平日の宿泊客の大半

れる良質のスノーリゾートが必要で

平日の利用促進による平準化にとっ

客が予約できず、国内マーケットの

層を含めて多くの客を集め、経営的

そのリゾートに外国人客やシニア

ある。
さらなる縮小につながりかねないこ

にも成功することがまず重要である。

その結 果 として、需 要の平 準 化が

ーリゾートの質の向上と経営の健全

徐々に実現していき、さらなるスノ
のシニア層、
子育てを終えた主婦

化が進むというのが望ましいシナリ

（さかくら うみひこ）

層などの誘客

平日に時間の取れるリタイア後

とに留意する必要がある。

の長期予約をしてしまうので日本人

また、インバウンド客は早期に宿

を失ったスノーリゾートの宿泊業者
てはむしろネガティブに働いている。

スノーリゾート
利用マーケットの拡大
から平準化へ

であり、今日でも毎シーズン宿の廃
業がスノーリゾートの収容キャパシ
ティを押し下げ、それが休日の入込
客数、ひいては通年のリゾート利用
者数が減っていく一因となっている。
また２０００年代後半から、結婚
マーケットが縮小し週末でもほと
んど混雑することなくスノーリゾー

光の主要マーケットに育ってきては

オであろう。

何を考えるべきなのか。需給バラン

いるが、ハードルの高いスノーリゾー

これらの層は容易に参加できる観

スの改善のためと需要の増大のため

トの利用に大量動員することは難し

トの利 用ができるようになった今、

の対策としては、平日客の開拓が大

そうである。
しかし、いくつかのスノーリゾート

きな課題であり、現実的には次のよ
うなことが考えられる。

では、元気なシニアスキーヤーが増
拡大を推進する多少のパワーにはな

加する勢いであり、平準化と需要の
スノーバカンスを 楽 し む オース

りそうだ。シニア層を中心に、スノー

２０００年代中盤より急増した、
トラリア人を中心とするインバ

スポーツをしないスノーリゾート利用

坂倉海彦（さかくら うみひこ）
株式会社エボン代表取締役、特定非営利活動
法人ウインターレジャーリーグ事務局長。 年以
上にわたり自動車およびその関連分野、スノーリ
ゾートを中 心とする観光リゾート分野などにお
けるマーケットリサーチとリサーチに基づくコン
サルテーションやアドバイス業務に従事してきた。
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の促進も考えられそうだ。
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ウンド客の誘客
そのためには長期滞在のためのサ

35

1

（JTB Photo）

ほほ笑ましいファミリースキーヤー

スキーリゾートにおける需要の平準化の実態

スキー場産業は設備投資型産業で
年始や２月の三連休などの特定のピ

きていたことに加え、それでも年末

Ｂ：スキー・シーズンとそれ以外

繁閑の差

５月上旬）での週末と平日の

―― 白馬八方尾根スキー場を例にして

あり、稼働率の向上が経営の巧拙に

ーク日には混雑によるサービス低下

のシーズン（グリーン期）の繁

和田 寛

直結するビジネスである。稼働率向

が起きていたことも大きな課題の一

白馬観光開発株式会社 経営企画室長

上に向けた鍵の一つが繁閑の差を小

Ａに関しては３～４年前までは同

閑の差

この点について最近スキー場にお

じ月の中でも日によって最大５～７

つであった。
いてどのような変化が見られている

倍程度のスキー場来場者数の違いが

さくし（＝稼働の平準化）
、来場者数
に比して適切な施設規模を維持する
ことであることは論を待たない。

か、１９９８年（平成 年）長野五輪

取得形態の影響を受けて年末年始や

態を見ると、日本人の画一的な休日

尾根スキー場を例にご説明をしたい。

本最大級のスケールを誇る白馬八方

のアルペンスキーの会場ともなり、日

最大 倍以上の開きがあった。八方

年の月別来訪者数を見ると月単位で

あり（図１）
、Ｂについても白馬村の通

しかし従来の多くのスキー場の実

週末に来場者の多くが集中するため、
リフト、ゲレンデやレストハウスなど
の施設のキャパシティをこの来場者数
に合わせて設計せざるを得ず、結果

尾根周辺には２００前後の宿泊施設
が存在するが、この繁閑の差は宿泊
施設にも大きな影響を与えてきたし、
稼働率を大きく変化させる要素

労することも大きな課題であった。

通年雇用が増やせず、雇用確保に苦

スキー場もグリーン期の低稼働から
はいくつかあるが、この中でも白馬

これに対し、白馬ではエリアを挙

白馬八方尾根スキー場
での実態と取り組み

さらに、来場者の多い日のその数

エリア、白馬八方尾根スキー場では

げて以下のような取り組みを進めて

として平日の稼働率が大幅に落ち込

を短時間で「さばく」ことに重点が

２つの繁閑の差が課題となってきた。

きており、徐々に平準化の兆しも見

む形となってきていた。

置かれてきた結果、必ずしも上質と

Ａ：スキー・シーズン（ 月下旬～

20
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2014／02／28

2014／02／14

2014／01／31

2014／01／17

この時期で見た場合、来場者数が
最も多い日と少ない日の差が、
日本人では７倍、外国人では2.5倍

図１ 白馬八方尾根スキー場日別来場者数（13-14シーズン）

資料：白馬観光開発株式会社

外国人

国内客

10

は言えないサービスが中心となって

11

2014／01／03

0

10

ア全体で外国人スキー客の誘致を積

ここ５～ 年ほどの間に白馬エリ

インバウンド・スキー客の誘致

ニセコ・エリアと比べて「日本文化が

人気の秘訣であり、国内で先行した

単にパウダースノーが楽しめるのも

いる。日本特有の豊富な積雪量で簡

価に楽しめることが高く評価されて

のスキー場より時差もなく、より安

る日も生まれてきており、リゾート全

者の過半数を外国人スキー客が占め

１～２月の平日のスキー場の来場

されているようだ。

ーストラリアからのお客様には評価

セスがしやすい」といったことも、オ

えてきている。

極的に進めており、来場者数が大き

体の活性化につながっている（写真１）
。

査結果を見ると、外国人スキー客は
ることが分かっており、平日の稼働

層にシフトする中、白馬八方尾根ス

国内スキー人口の分布が高い年齢

一度来場すると平均 日程度滞在す
率向上に大きく貢献している（図２）
。

高齢・ヘビーユーザー割合の増加

楽しみやすい」
「東京、京都へのアク

写真２ シーズン券保有者向けに開始した
ラウンジサービス

写真提供：八方尾根開発株式会社

く増加している。当社のアンケート調

写真提供：Hakuba Valley事務局

キー場でも ％前後のお客様が 歳

（チケット発券枚数ベース：09-10シーズン＝100として指数化）

100
100

2014-15
2013-14
2009-10
0

141

前年
150

は対
昨季

183

加
の増
30％
約
比

200

50

資料：Hakuba Valley事務局

60

国内スキー人口の減少と裏返しだ

グリーン期の来場者割合の増加

い評価もいただいている（写真２）
。

ウンジの新設などを行っており、高

られるようシーズン券保有者向けラ

ヘビーユーザーの満足度をより高め

白馬八方尾根スキー場ではこうした

券購入者の割合も増加傾向にある。

も多く、全来場者におけるシーズン

ズン券を購入していただけるお客様

化に寄与する形となっている。シー

ーユーザー」であり、稼働率の平準

の多くは年間滑走日数の多い「ヘビ

以上となっている。こうしたお客様

15
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現在の外国人の主力であるオース

写真１ 白馬ならではの絶景と豊富なパウダー
スノーを楽しむ外国人たち
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特集 4 わが国のスキーリゾート産業における平準化 ——スキーリゾートにおける需要の平準化の実態

21

10

トラリア人からは、北米・ヨーロッパ

図２ 白馬バレーの外国人スキー客数

図３ 白馬八方尾根スキー場における需要平準化の進展状況
（最大5日間平均と最少5日間平均の比較）

（%）

が、白馬エリア全体を見てもグリーン
期に来場されるお客様の割合が徐々
に高まってきており、 年代には

30

に占める割合は、 ％近くまで増加

％弱だったグリーン期の年間来場者

90

今後の可能性と課題

さらなる平準化に向け、いくつか

とをアピールしたりすることで、より

設けたり、長期間紅葉が楽しめるこ

設してさまざまなアクティビティを

北尾根高原に日帰り温泉施設を新

している。スキー場としても場内の

２０１３～２０１４シー ズンか ら、

重 要 課 題 の一つで あ る。この た め、

トや口コミ増加につなげることは最

の魅力を継続的に向上させ、リピー

長期滞在外国人スキー客にとって

インバウンド・スキー市場の深耕

の鍵となる方向性が見えてくる。

多くのグリーン期の来場者をお迎え

白馬エリアの のスキー場が集まり

こうした取り組みを通じ、繁閑の

見えてきた平準化の兆し

格化している。 スキー場を合わせ

強化、共同プロモーションなどを本

「 HAKUBA VALLEY
」を立ち上げ、
共通券化の推進やスキー場間の連絡

する体制を整えている。

差は徐々に縮まりつつある。同月の

10
若干の減少傾向にある一方、最も少

間の平均来場者数は横ばいもしくは

中で見ても、来場者が最も多い５日

れば長期滞在者にとっての大幅な魅

り、今後さらにインフラ整備を進め

ると日本最大のスキーリゾートとな

総来場者数が年間来場者に占める割

逃せないのは２０２２年（平成 年）

ることも不可欠だ。前者でやはり見

を図る一方、ブランド力を向上させ

また、潜在性の高い市場への拡大

力向上となるだろう。
増加している。

ない５日間の平均来場者数は確実に

10
合もここ５年ほどの間に ％台前半

シーズンの来場者数上位 日間の
10

から ％にまで落ちてきており、平

20

準化が進んできていることの証左と
も言えよう（図３）
。

場である。白馬八方尾根スキー場も

かりの中国をはじめとしたアジア市

の北京 冬季五輪開催が決定したば

34

ピーク日の来場者数は
横ばい～低下する一方、
ボトム日の来場者が増加

60

14-15
13-14
12-13
11-12
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資料：白馬観光開発株式会社
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0
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11-12 12-13 13-14 14-15
最大／最少

●年間来場者数に占める来場者数
Top10の日の割合
●白馬八方尾根スキー場月内の来場者数の変化

18.0

10

写真３ 中国・密苑雲頂楽園との友好交流
調印式の模様

北京五輪のスキーのメイン会場とな
る河北省のスキー場密苑雲頂楽園と
の友好交流提携を本年４月に締結し
たところである（写真３）
。これも活
用しつつ、成長期待の高いアジア市
場の深耕を進めていきたい。
後 者 に 関 し て は、 本 年 ６ 月 に
（ カナ ダ ）や
Whistler Blackcomb
（米国）などの世
Aspen Snowmass
界的に著名なスキーリゾートのみで
構成された「 The Mountain Collec-

ていく考えである。

景にさらなるブランド力向上を進め
よう。

とにシフトしていくことが求められ

シーズン内での平準化が進めば仮に

かせない取り組みである。スキー・

供し、ヘビーユーザーを中心とした

応して魅力的な施設・サービスを提

国内のお客様のニーズの変化に対

「顧客ロイヤルティ」の継続的向上

（写真４）
。こうしたサービスを今後

近 年この人 気 が 高 まってきている

フルサービスのレストランがあるが、

けではなく、素晴らしい眺望を誇る

カフェテリア方式の大型レストランだ

減少時代の地域社会が抱える課題の

キー場も通年雇用が拡大でき、人口

ン間の平準化が進めば宿泊施設もス

とっても快適性が向上する。シーズ

施設容量を抑えられるし、お客様に

同じ来場者数でも今後整備が必要な

リピーターと口コミを増やしていく

どう拡充させるかも今後の課題の一

白馬八方尾根スキー場上部には、

ことが重要である。このためには休

つであろう。

スキー場、リゾートとして上記の

解決に近づくこともできよう。

日に集中する来場者数を「さばく」
提供から、多様化するニーズに対応

具体的に今後強化しようとしてい

グリーン期のさらなる需要の拡大

積極的なバックアップも是非とも期待

散取得の推進など行政や各企業の

くことは当然ではあるが、休日の分

ような取り組みをさらに推進してい

する多様性を持った施設・サービス

る取り組みの一つとしては、海外で

ことを主眼とした画一的なサービス

提供を通じて「おもてなし」するこ

和田 寛（わだ ゆたか）
１９７６年東京都生まれ。白馬観光開発（株）
経営企画室長。農林水産省（課長補佐）
、ベイン・
アンド・カンパニー（ プ リンシパル ） を 経 て、
２０１４年より長野県白馬・小谷エリアで白馬
八方尾根スキー場、白馬岩岳スキー場、栂池高
原スキー場の３スキー場の運営に携わる白馬観
光開発（株）に入社。東京大学法学部学士。 Duke
大学経営学修士（ＭＢＡ）
。

（わだ ゆたか）

したい。

稼働平準化はスキー場にとって欠

平準化を目指す意味

要な取り組みの一つである。

てもらえるようにしていくことも重

の絶景をグリーン期にも楽しみに来

いる。インバウンド客に北アルプス

などを始めており、人気も出てきて

ＭＴＢコースを新設してガイドツアー

年からお隣の白馬岩岳スキー場では

（ＭＴＢ）の国内での浸透がある。今

は根強い人気があるマウンテンバイク
写真提供：白馬観光開発株式会社
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」から、 HAKUBA VALLEY
が
tive
日本で唯一のパートナーとなること
写真４ スキー場内のフルサービスレストランから
の眺望
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23

が承認され、仲間入りをすることに
なった。こうした世界的な認知も背

写真提供：白馬観光開発株式会社

わが国の
宿泊産業における平準化

まず業態別の変動係数は観光地

に立地する旅館・リゾートホテルが

０・１５３～０・１５５と大きいのに

対して、都市に立地するホテル、特

に平日はビジネス客、週末は観光レ

ジャー客という２つの客層を組み合

わせることができるシティホテルは

０・０６６と小さいことが分かる。

次に、観光地の立地別による季節

変動（月別変動）を、気候条件が厳

しく大都市から距離が遠い北海道、

同様に気候条件が厳しく、大都市

からの距離が中程度である長野県、

の滞在需要開拓の方策について考察

の要因による差異を、観光庁「宿泊

の距離などである。そこで、これら

条件、旅行発生地である大都市から

レクリエーション資源の特性や気候

観光地側の要因は、その土地の観光

高齢化などの社会構造である。一方、

慣、および経済のサービス化や少子

事に基づく休日・休暇制度や旅行習

ョン・民宿などの小規模施設が多い

見て取れる。特に、長野県はペンシ

る冬季のオフの影響が大きいことが

野県・北海道であり、気候条件によ

較する。季節変動が大きいのは、長

が冬でも温暖な沖縄県を例として比

かな大分県、大都市から距離は遠い

ない鳥取県、気候条件が比較的緩や

条件は中程度であるが地元人口が少

大野 正人

する。

旅行統計調査」をもとに、宿泊施

ことも変動幅が大きい要因であろう。

高崎経済大学地域政策学部教授

大都市から一泊圏に位置する神奈川

季 節変動が発生する要因は、市

設の業態別、および旅館の立地別に

一方、大都市に近い神奈川県の旅

県（箱根など）
、大都市からの交通

常に指摘されている。ここでは、観

場側と観光地側の双方に存在する。

需要変動の差異を変動係数として

で宿 泊 産 業の生産 性が低いことは

一方、わが国のサービス産業の中

の差となって表れている。

ルと観光地の旅館・ホテルの稼働率

宿泊産業ではこの影響は都市のホテ

営は常に需要変動の影 響を受ける。

という特性を持つことから、その経

光地の旅館・ホテルを例として需要

市場側の要因は、わが国に共通する

季節変動の現状

観光地の旅館・
ホテルの
需要変動の現状

変動と生産性の関係性、およびこれ

見たものが表１である。

館の変 動は全国 平 均を下回ってお
四季の特 性や、生活 行 事や会社行

サービス業は生産と消費の同時性

需要の平準化と旅館・ホテルの生産性向上に
関する考察

5

らの課題の解決策としての観光地で
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1

1

3,001

2,025

11,320

3,702

3月

266

205

83

39

88

339

3,482

2,435

12,787

4,249

4月

176

149

69

33

70

324

2,979

2,084

12,077

4,042

5月

273

212

72

44

76

284

3,544

2,267

12,503

4,166

6月

335

169

58

35

55

310

3,094

2,085

11,794

4,000

7月

433

225

66

46

69

401

3,624

2,562

13,452

4,142

8月

473

376

98

69

93

455

5,014

3,403

14,668

4,519

9月

411

201

68

48

73

411

3,501

2,503

13,276

4,074

10月

428

207

62

56

78

398

3,638

2,532

13,944

4,317

11月

299

167

75

63

91

344

3,645

2,424

13,840

4,243

12月

297

174

66

49

73

333

3,162

2,261

12,790

3,937

ピーク比率

12.0 %
（8月）

14.7 %
（8月）

11.6 %
（8月）

12.5 %
（8月）

10.2 %
（8月）

11.0 %
（8月）

12.0 %
（8月）

11.9 %
（8月）

9.6 %
9.2 %
（8月） （8 月）

ボトム比率

4.5 %
（4月）

5.8 %
（4月）

7.5 %
（1月）

6.0 %
（4月）

7.7 %
（4月）

6.1 %
（1月）

7.2 %
（1月）

6.9 %
（1月）

6.9 %
7.1 %
（1月） （1月）

客室稼働率

44.0 %

22.5 %

40.7 %

39.2 %

39.7 %

66.1 %

33.4 %

52.3 %

69.5 %

変動係数

0.257

0.263

0.149

0.238

0.135

0.165

0.153

0.155

0.088

75.7 %
0.066

注：ここではオフに低価格の団体客（学生団体や高齢者団体）を和室定員一杯に詰め込むことによる稼働率向上の影響を排除
するために、宿泊人数ではなく稼働客室数の変動を見ている。したがって、宿泊人数で見るとこの変動幅はもっと小さくなる。
出典：2013年（平成25年）1-12月 観光庁「宿泊旅行統計調査」

変動係数＝標準偏差／平均

ことによる平日宿泊の増加などによ

296

地の魅力度やそこに立地する宿泊施

71

小さいのは温泉都市である別府、魅

38

り、交通条件がその要因と考えられ

64

り需要変動を緩和する一助となって

225

設の特性（特に施設規模）の影響が

289

力の高い宿泊施設が集積する由布

3,470

2月

る。また、沖縄県のリゾートホテル

48,859

10,578

いる。

153,028

1,956

表れている。

28,537

2,991

院の存在が大きいためであると考え

41,675

251

は必ずしも変動が小さいとは言えな

4,146

71

さらに、いずれの立地・業態でも

908

35

られる。このように観光地ごとの季

554

63

いが、ボトム月の１月のみが突出し

844

243

ピークは８月、ボトムは４月、１月

2,553

269

節変動は特に冬季の気候条件と大

3,949

1月

都市からの交通条件に加えて、観光

年計

て低いものの他の月は比較的安定し

（単位：千室）

北海道 長野県 神奈川県 鳥取県 大分県 沖縄県
全国
全国
全国
全国
（旅館） （旅館） （旅館） （旅館） （旅館） （リゾートH） （旅館） （リゾートH）
（ビジネスH）（シティH）

ている。また、大分県の季節変動が

表１ 旅館の立地別・宿泊施設の業態別・月別稼働客室数の変動

表２ 国内宿泊観光旅行の旅行出発日の変動

0.74%

5.1%

0.57%

３. 年末年始（12/30-1/3）

5日

8.2%

1.64%

6.3%

1.26%

４. 土曜日（上記1-3除く）

43日

17.7%

0.41%

13.6%

0.32%

５. 日曜・祝祭日（上記1-3除く）

53日

14.7%

0.28%

11.3%

0.21%

６. 月曜～木曜（上記1-3除く）

172日

31.3%

0.18%

47.2%

0.27%

43日

13.0%

0.30%

10.0%

0.23%

0.895		

0.829

７. 金曜（上記1-3除く）

変動係数			

＊注1：
（公財）日本交通公社『旅行年報2015』仮数値による。
＊注2：
（公社）日本観光振興協会『観光の実態と志向（平成25年度版）
』による団体客比率22.7%を
もとに、団体客が全て月曜～木曜出発と仮定した場合。

2

曜日変動の現状

年始や５月連休の需要の高さと、月

曜～木曜の需要の低さが際立ってお

り、変動係数は月別変動よりはるか

に大きく、０・８９５に達している。

そして荒っぽい仮定ではあるが、団

体観光客が全て平日（月～木曜）出

発とした場合の修正変動係数は０・

８２９と多少改善されるものの、そ

れでも月別変動と比べて変動幅は大

きい。このように需要変動幅縮小に

は季節変動よりも曜日変動が重要

となるものの、実際の需要変動対策

は、オフシーズンのキャンペーン・イ

ベントなどの季節変動対策に傾倒し

がちである。

この要因は、月別変動が月次決算

などで比較的把握しやすいのに対し

25

宿泊産業の曜日変動に関する着

6.7%

となっているように、観光地側の要

0.16%

9日

地側の統計は存在しないため、ここ

6.5%

２. 5月連休（G・W）

因よりも市場側の要因によるところ

0.21%

では発地側の統計から推定を 表２

100.0%

8.5%

が大きい。この点ではインバウンド

100.0%		

40日

に示す。まず個人の宿泊観光旅行客

365日

１. 夏休み

客は日本ではオフとなる中華圏の旧

年計

の出発日から見た曜日変動は、年末

団体客を加えた修正 ＊注2

正月時期の入込や長期旅行となる

個人客 ＊注1

構成比％ １日当たり平均 構成比％ １日当たり平均

特集 ◉「平準化」を考える——成熟化社会の旅と観光地に向けて
特集 5 わが国の宿泊産業における平準化 —— 需要の平準化と旅館・ホテルの生産性向上に関する考察

227観光文化特集5.indd 25

2015/10/02 20:42

て、曜日変動は統計的データを集約

変動による影響に加えて以下の要因
達しにくい要因がある。

観光地ではこのような業態が発

経営規模による影響

が挙げられる。
料飲主体型の売上構成による

していないために実態が把握しにく
いこと、また平日に旅行する可能性
のある客層や旅行形態の実態把握が

という２つのサービス領域を組み合

ービス（主に料飲サービスの提供）
」

室や大浴場などの提供）
」と「人的サ

宿泊産業は「空間利用権（主に客

多数の専門要員を必要とする料

を行う後方支援部門、さらには

販売部門、清掃や設備管理など

は、販売促進と予約対応を行う

課題であるが、宿泊産業において

これはサービス業全てに関わる

による慰安団体や学生団体などに傾

わせた産業であり、両者の組み合わ

飲部門の人件費が固定費として

加価値額。宿泊産業では面積当た

量： man
× hour
、以 下、ＭＨ ）
」と
「資本生産性（投下資本に対する付

産性＝付加価値額÷投入した労働

生産性には「労働生産性（人時生

いはセレクトサービスホテルと呼ば

て、近年、宿泊特化型ホテル、ある

差異が一因となっている。したがっ

のはこの客室と料飲の売上構成比の

性が米国のそれより低いと評される

わが国のシティホテルの労働生産

性は低下し、特に一般に５０００～

営規模が小さくなるほど労働生産

もとに推定したものであるが、経

館協会「営業状況等統計調査」を

働生産性の差異を（一社）日本旅

表３は旅館の経営規模による労

人件費率

30.2%

32.5%

35.8%

労働分配率

40.1%

43.0%

46.3%

1,920時間

1,780時間

1,779時間

4,604円

3,798円

3,052円

大旅館
中旅館
小旅館
（100室以上） （31- 99室） （30室以下）

59.4%

49.1%

13,084円

13,314円

＊1：粗利益÷就労者数
＊2：平成20年度版「国際観光旅行営業状況等統計調査」のDATAを元に以下の手順で推定。
◦正社員の平均労働時間の分布をもとに正社員の平均労働時間を2,200時間とする。
◦常勤パートの年間労働時間を、客室係給与と客室パート給与の差0.55をもとに、正社員の半分とする。
◦経営規模別の正社員・常勤パート人数比率をもとに就労者1人当たり平均労働時間を推定。
＊3：付加価値額÷投入労働時間（就労者数×平均労働時間）
出典：
（一社）日本旅館協会「営業状況等統計調査（平成25年度版）
」

ション民宿などの「小規模・低価格

数存在する家族経営の小旅館やペン

なっていない、わが国の観光地に多

したがって、このデータの対象と

生産性の低さが顕著である。

人時生産性（円／M H）＊3

影響

倒していることによるものと考えら

せ方（売上構成）により労働生産性

発生するため、一定規模以上でな

り付加価値額、粗利益÷延べ床面積

れる客室売上を主体とした業 態が

６０００円／ＭＨが必要とされる人

24人

5,430千円

就労者の平均労働時間（推定）＊2

不十分であるため、対策が価格誘導

れる。

の差が生じる。

で代用）
」があり、一般に宿泊産業

増加しているのは、それが労働生産

時生産性は、大旅館でも４６０４円

宿泊産業の労働生産
性向上への課題

では、料飲部門では資本生産性は高

性を上げる最も有効な手段である

いと要員運用効率が低くなる。

くなるが労働生産性は低くなるのに

／ ＭＨ、中 小 旅 館 では３０５２ ～

表３ 旅館の労働生産性に関する経営指標、規模別

産性が低い要因としては前項の需要

課題を整理する。宿泊産業の労働生

とに、ここでは労働生産性向上への

このような宿泊産業の損益構造をも

低くなるが労働生産性は高くなる。

欠であり、ここに地元市場が貧弱な

担保する地元客需要の存在が不可

そしてその外食産業の労働生産性を

ビスの受け皿となる外食産業の発達、

しかしこのような業態は料飲サー

らず客室稼働率が低く、さらに人時

るが、高付加価値であるにもかかわ

比較的高級な施設が中心となってい

特に、日本旅館協会加盟の小旅館は

ン化）も販売促進と予約管理の効率

つの施策として多店舗経営（チェー

定される。また、経営規模拡大の一

生産性はさらに低くなっていると推

」の労働
３７９８円／ＭＨにとどまっている。 （かつ食事を提供する施設）

からである。

74人

6,760千円

就労者１人当たり平均付加価値額＊1

2

対して、客室部門では資本生産性は

161人

8,840千円

就労者数（社員＋常勤パート）

59.4%

基本宿泊単価

12,982円
客室稼働率

1
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2

が多いことは常に指摘されている。

地の宿泊産業が単独・独立経営形態

る経営手法であるが、わが国の観光

化による労働生産性の向上に寄与す

と業態転換することが必要である。

が料飲機能を軽くして宿泊主体型へ

充実すること、そして旅館・ホテル

のニーズに合致した料飲サービスが

客開拓のためには、観光地に滞在客

が最も効果的である。しかし、滞在

利用が進まない要因の一つとなって

となっており、これが観光地の滞在

高価格の料飲サービス”が過剰品質

在客のニーズからはこの“高品質＝

生産性を低くしている。さらに、滞

額）を高めているものの、逆に労働

種の早割商品として設定することが

の１泊朝食付きパッケージ商品を一

じめ滞在客対応と決めて、２～３泊

るならば、客室の一定比率をあらか

そこで、滞在需要開拓を目的とす

け皿となりがちである。

価格で手軽な近距離１泊旅行の受

季節・曜日変動に要員数を対応させ

する要員マネジメントの課題であり、

これもあらゆるサービス業に共通

小旅館や民宿・ペンションなどの生

が経営課題となっている低価格の中

設の大部分を占め、かつ労働生産性

ここではわが国の観光地の宿泊施

開拓していくためには以下のような

を維持しつつ、新たに滞在客需要を

主客層である１泊２日旅行への対応

そのため、旅館・ホテルが現在の

これは上記の１泊朝食付き料金で

滞在客対応

人的資源管理ノウハウの不足

いる。

るワークスケジュール管理（勤務時

産性向上策を、滞在客対応と経営

系により、既存の１泊客に無理なく

するにつれて室料を割引する料金体

はなく１泊２食料金のままで、連泊

◦１泊２食型で室料逓減料金による

必要となる。

間や勤務日の柔軟な対応、変形労働

対応策が必要となる。
① 料金政策による一定比率の

規模拡大の視点から考察する。
旅館業態のままでの滞在需要

時間勤務）
、時間帯による需要変動
に要員数を対応させる多能工化（例
えば、フロント勤務の後に料飲サー

が誘客要素となっており、そこから

光旅行では、豪華で非日常的な料理

１泊２日旅行が主流のわが国の観

料金政策として１泊朝食付き料金

に対応しつつ、滞在需要を開拓する

現在の主客層である１泊２日旅行

１泊朝食付き滞在パッケージの導入

在利用では２泊目以降の夕食の摂食

されるように思えるが、実際には滞

の源泉である室料売上の低下が懸念

この室料部分の割引は一見、利益

対応しつつ滞在客を開拓する手法で

部屋食や会席料理・懐石料理などの

の導入が進行しているが、現状では

率・摂食量は低下するので、それを

滞在客対応の設定

食 事 提供形態が発達し、現 在の旅

このような宿泊商品は直前の空室対

見越した料飲サービス体制とするこ

開拓

館という業態を形づくってきている。

策として設定されるケースが多い。

とで、滞在割引による平日の稼働率

ビス勤務など）が挙げられ、そのた
めには季節・曜日ごとの入込予測に

そしてこの高品質の料飲サービスが

しかし旅 行日数が長くなると予

向上と合わせた効果により 労働生

観光地の旅館・ホテルの労働生産
性向上のためには、まず需要の平準

の事例が挙げられる。

あり、長野県の温泉地の中規模旅館

基づく適切な要員管理や教育訓練

いわゆる「１泊２食サービスを中心

約時期は早期化することから、空室

産性を確保できているのである。

◦泊食分離販売の一形態としての

が不可欠となっている。

とする旅館のおもてなし」として市

対策としての１泊朝食付き商品は滞

観光地の滞在客開拓
へ向けての旅館・ホテ
ルの対応策

この料飲主体の損益構造は旅館の

在需要の開拓とはならず、単なる低

場に定着している。

化が必要であり、そのためには曜日

資本生産性（面積当たり付加価値
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3

3

を低く見積もって、それを前提とし

そのため、最初から夕食の摂食率

結びつかない。

入は必ずしも労働生産性向上には

備投資では１泊朝食付き商品の導

の要員体制や調理室・レストラン設

前提として組み立てられている旅館

宿泊客全員が夕食を食べることを

ダウンサイジング

料飲部門の施設・要員の

トであり、後者では家族経営（兼業

集約による労働生産性向上がポイン

作り置き技術）
、および食材仕入の

能となる技術革新（調理の自動化や

ントラルキッチン）とそれにより可

ている。前者では調理室の集約（セ

規模飲食店への二極分化として表れ

拡大（チェーン化）と個人経営の小

業では生産性を追求した経営規模

供が不可欠であるが、これは外食産

でも生産性の高い料飲サービスの提

存在する。

らうタイプの事例は各地の温泉地に

に来てもらうか温泉街で食事しても

集約し、別館の宿泊客は本館に食べ

営する旅 館が、料飲機 能は本 館に

また、同一観光地で複数旅館を経

いる。

する手法で労働生産性を向上させて

から複数の旅館ホテルへ食材を配送

トラルキッチン機能を持たせて、そこ

ここでは１軒の旅館の調理室にセン

模旅館を経営する事業者が挙げられ、

て昼食需要があることも必要である。

あることは言うまでもないが、加え

しての店舗集積があることが前提で

なお、このような施策は温泉街と

できない場合は、既存のホテル旅館

である。また、個人経営の飲食店が

のキャリアプラン形成としても有効

る手法があり、これは旅館の調理師

関を通じて飲食店経営者の公募す

泉街の空き店舗対策として公的機

滞 在需要開拓のためには低価格

た要員体制・施設規模とする料飲部

含む）
、および低い不動産経費（建

②夕食捕捉率低下を前提とした

門のダウンサイジングが必要となる。

物賃料など）が労働生産性の低さを

援する手法も考えられる。

兵庫県の有馬温泉は滞在利用は

少ないものの、日帰り観光客が多い

現可能な対応策として以下のことが

このような観点から観光地での実

て、低価格の建物賃料、および観光

この場合の飲食店の経営条件とし

飲食店を開発することが必要となる。

ことから、街の機能として魅力ある

をすること」が楽しみの一つとなる

滞在客は「街に出て、自由に食事

なり、旅館の１泊朝食付き販売も可

街の飲食店の生産性が高まることと

その昼食・軽食需要が発生して温泉

この意味では、滞在客が増加すれば、

泊朝食付き販売が活発となっている。

に寄与し、その結果として旅館の１

れが温泉街での多様な飲食店形成

ため昼 食・軽 食 需 要が大 き く、こ

挙げられる。

客が事 前に予約したくなるような

能となるのである。このように１泊

街での飲食店育成

が温泉街の店舗に出店することを支

実際、滞在利用により夕食の捕捉率

補って経営が成立している。

②旅館の１泊朝食付き販売＋温泉

が低くなっている沖縄のリゾートホ

これは多数の小規模旅館に分散し

魅力ある食 事開発と同時に、観光

朝食付き旅館と魅力ある飲食店の

70

これは

で述べた泊食分離を同一

特化型の業態開発

家族経営の飲食店整備＋宿泊

料飲機能の集約、または

％程度に抑えた施設も存在する。

60

テルでは夕食の席数や調理・接客要

ている料飲機能を１カ所に集約して

客に飲食店情報を提供する観光地

集積は車の両輪であり、片方が欠け

～

料飲部門の経営規模を拡大すること

グルメガイドおよび予約システムが

員を最初から宿泊収容力の

施設内で行うのではなく、宿泊サー

により労働生産性を向上する施策で

るともう片方も成立しないのである。

料飲機能集約

①複数旅館の一体経営による

ビスのみを提供する施設と料飲サー

不可欠となる。

実 際、磐 梯 熱 海 温 泉でＢ＆Ｂ旅

ある。
事例として箱根地域で８軒の小規

飲食店開発の具体策としては、温

ビスを効率的に提供する施設に分離
する発想である。

1
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低下（土地・建築費の低下、デフレ

化型ホテルの増加は建物仕入価格の

性は低下する。都市における宿泊特

への業態転換

た生産性の高い宿泊特化型施設

③上記の① ②の施策と組み合わせ

加し、労働生産性が低下している。

状では館内で夕食をとる宿泊客が増

の衰退が止まらなかったために、現

なった小旅館では温泉街の飲食店舗

館（１泊朝食付き販売）の先駆者と

客の開拓が需要平準化、その結果と

応という視点で論じてきたが、滞在

光地の中小規模宿泊施設の滞在客対

の生産性向上の課題を、主に温泉観

以上、需要の平準化と旅館・ホテル

である。

約経営する仕組みが望まれるところ

事業再生して、滞在型客室として集

旅館・ペンション・民宿をまとめて

営不振などが続く観光地の小規模

拡大は不可欠である。後継者難・経

が上がらないことから、経営規模の

えども小規模のままでは労働生産性

と言えよう。同時に宿泊特化型とい

の業態転換を誘導する政策が必要

泊施設への業態転換の必要性がある

産性と魅力を両立できる滞在型宿

り、そこにリーズナブル価格でも生

旅館として生き残ることは無理であ

上の伝統的かつ高いもてなしの日本

旅館・ホテルが１泊２食で２万円以

とも事実である。実際、ほとんどの

全体の底上げには結びつきにくいこ

偏りがちであり、国内観光旅行需要

価値アップ、すなわち価格アップに

うしても“ 料飲ともてなし”の付加

しかし１泊旅行での魅力向上はど

存在する。

い生産性を実現している事例は多数

働、すなわち需要の平準化による高

日の１泊２日旅行の誘客により高稼

実際、魅力ある旅館・ホテルでは平

旅行先を選択する観光行動もある。

力よりも旅館・ホテルの魅力により

たい。

要となることを最後に強調しておき

すなわち観光地マーケティングが重

ョン資源特性をもとに判断すること、

特性や気候特性、観光レクリエーシ

ちらに優位性を持つのかを交通立地

光地が１泊２日旅行客と滞在客のど

そのためには、自分が立地する観

加えることで、新たな宿泊需要の創

クスの対象に滞在客という選択肢を

行ってきている。そのターゲットミッ

どのターゲットミックスを現場感覚で

者スキーヤーで夏は子連れ家族客な

個人客で平日は団体慰安客、冬は若

多くの旅館・ホテル経営者は週末は

なるのが滞在客用の客室のみを提供
する宿泊特化型施設の充実である
が、前述したように宿泊特化型では

宿泊特化型への業態転換の好機会で

価格での建物取得が可能という点で

して長期旅行となる周遊旅行形態

各観光地に１泊ずつ宿泊して結果と

や 行 動パターンはさま ざまであり、

旅行者が観光地に宿泊する動機

せとバランスの問題である。

一の問題ではなく、両者の組み合わ

視した業態でいくべきかは、二者択

業態を選ぶか、従来の１泊旅行を重

そして、滞 在 型旅 行を重視した

労働生産性は向上するが資本生産

あり、現在のように事業再生が１泊

や、近距離の観光地に１泊旅行を何

宿泊産業はもともとこのようなタ

大野正人（おおの まさひと）
高崎経済大学地域政策学部教授。１９７６
年東京大学農学部林学科・森林風致計画研究
室卒。同年、交通公社綜合開発㈱入社、リゾー
ト開発、ホテル旅館のコンサルティングに従事。
１９９１年財団法人日本交通公社入社、観光マ
ーケティング、宿泊産業・観光文化活性化に関
する調査研究に従事。２０１３年より現職。

（おおの まさひと）

造を期待したい。

傾向とローコスト建築技術）による

しての生産性向上の唯一の答えでは

のである。

上記の料飲機能の集約などと対に

資本生産性の向上と外食産業の発

ないことをここで補足しておきたい。

２食型低価格旅館を再生産して価

回も繰り返し訪れる１泊リピーター

ーゲットミックスが必要な業種であり、

まとめ

達がもたらした業態である。

格競争をさらに激化させている状況

旅行形態もある。さらに観光地の魅
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4

１９８９年（平成元年）にドイツの

直 入 町 役 場（ 当 時 ）職 員 時 代 の

るのでしょうか。

客の動向にどのような影響を与え

「温泉療養保健システム」
は、観光

「温泉療養保健システム」
が長期滞在を生み出した

首藤 勝次氏に聞く

温泉地における長期滞在化への取り組み
―― 大分県竹田市「温泉療養保健システム」の事 例
大分県竹田市長

には「東方日本の長湯温泉、西方ド
イツのカルルスバード」という意気
込みの高さを感じさせるフレーズが

「温泉療養保健システム」の導入に

バートナウ・ハイム、バーデンバーデン、

残っています。

至る市長の政策理念をお聞かせく

バート・クロツィンゲンという３つの

世界に通用する
個性的な
温泉地づくりを

ださい。

首藤勝次（しゅとう かつじ）
１９５３年大分県竹田市生まれ。 年大分県
直入町役場に就職。主に企画・広報・国際交流
の分野を歩み、炭酸泉を縁としたドイツとの国
際交流を推進し、姉妹都市締結を実現。大分県
議会議員３期を経て、２００９年４月より現職。
国土交通省の「観光カリスマ」に認定され、全
国的に観光振興や地域振興に活躍するリーダー
達と幅広い人脈を持つ。現在は、地域主権の確
立を目指し、
「農村回帰宣言市」を標榜、竹田
らしい、竹田にしかできない施策の展開「ＴＯ
Ｐ運動」を通じた「温泉療養保健適用」制度の
確立など、全国初のさまざまな挑戦に取り組む。

めて、何よりも実際に５泊以上の長

期滞在の実績も生まれています。当

ある。長年そう考えてきました。特

りのため「温泉力」を活用すべきで

予防医療や免疫力を高める健康づく

つ日本は、先進地ヨーロッパのように

【首藤】 世界に冠たる温泉資源を持

用する個性的な温泉地づくり」とい

や文化交流を深める中で「世界に通

て帰国しましたが、その後市民交流

ロツィンゲン市と友好都市宣言をし

思いがすでにあったので、バート・ク

から温泉療養に取り組みたいという

的な施策です。原資としては入湯税

た。これまで日本にはなかった先進

ステムの実証実験を経て導入しまし

保健を適用させる制度を提案し、シ

してヨーロッパのように温泉療養に

的な温泉地づくり」の新たな戦略と

に竹田市長に就任してすぐ、
「個性

いのだということを実感してもらえ

泉に滞在するということは気持ちい

ほしい、つまり温泉地に行くとか温

民の皆さんに「温泉力」を意識して

ムを広めることを重視して、まず国

ードルを下げました。これはシステ

延べ３泊ということで適用条件のハ

初は３連泊を条件にしていましたが、

に当地では昭和初期に松尾武幸博士

う政策テーマの輪郭がしっかりと見

の一部を活用しています。

【首藤】 私が２００９年（平成 年）

が注目して以来、
「炭酸泉を核にし

えてきました。そこから外湯巡りや

これまで多くの観光地において何

です。

る環境をつくっていこうという狙い

た世界に通用する個性的な温泉地づ

飲泉の文化をテーマにした個性的な

システムを利用する滞在者が増え始

年々制度が知られるようになって

くり」を胸に刻んで歩んできました。

温泉地づくりに取り組んできました。

炭酸泉の湧出地を訪ねました。当時

76

当時の長湯観光協会のパンフレット
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とかヨーロッパのように長期滞在し
晴らしい湯治の文化があるのに、何

く温泉に滞在して身体を癒やす素
をドイツから学ぶのか」という問い

てもらえるような仕組みはないかと
いうことで、さまざまな模索がなさ

【首藤】 長湯温泉は１９７６年（昭

和 年）に国民保養温泉地の認定を

受けていますが、２０１５年（平成

年）５月に「竹田温泉群」として

泉療養保健システム」もドイツをは

うなスタイルがもともとあった。
「温

つまり長期滞在の原点とも言えるよ

って帰っていくという「湯治の文化」
、

１カ月も温泉地に滞在して元気にな

しかし日本にはお米やみそを持って

った答えは見つかりませんでした。

する人たちのニ

を核にして滞在

っている。温泉

の食の魅力も持

でもあって地場

マトの大生産地

城のような歴史的な魅力があり、ト

という心地よい滞在環境があり、岡

竹田市には温泉以外にも久住高原

いらっしゃるのでしょうか。

のような温泉地の将来像を描いて

竹田市では「 長期滞在の先 」にど

仙北市）とで「温泉力地域協力協定」

（北海道豊富町）
、玉川温泉（秋田県

ています。今年の７月には豊富温泉

いので、他の温泉地との連携を進め

ルするためには一温泉地だけでは弱

ています。また、
「温泉力」をアピー

核になる取り組みとしても位置づけ

健システム」は再指定を受ける際の

再指定を受けました。
「温 泉 療 養 保

対象エリアを竹田市全域に拡大して

「温泉力」を活用して
国民の健康づくりに
寄与

じめヨーロッパから学ぶ中で生まれ
ーズを満たせる

を締結して、日本の温泉力をシンボ

掛けもありました。改めて考えると

たものですが、その原点は日本にあ
ような多様な魅

リックに見せていこうとしています。

れてきましたが、なかなかこれとい

ったとも言えます。

力が集積されて

目標がなければチャンスは見えな

トしていく力が

わずに 年間歩んできた流れが今に

いと思いますし、ビジョンがなければ

観 光 需 要の平 準 化 という 観 点か

必要ですし、や

くりにはトータ

らすると、長期滞在化は大きなポ

はり長期滞在す

長期滞在のために
「総合力」を持った
温泉地形成を

イントになると考 えています 。そ

るための保養地

決断はできません。ビジョンを見失

のための観光地づくりという点に

として「
、総合力」

ルコーディネー

ついてお考えをお聞かせください。

結実しています。これからも「温泉

力」を活用して温泉地が国民の健康

づくりに寄与するというビジョンを

さらに追い続けたいと考えています。

（しゅとう かつじ）

（２０１５年９月 日電話インタビュー

聞き手：堀木美告）

11

を持った温泉地
形成が大切だと
思います。
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【首藤】 ドイツの温泉地の方々とお
付き合いする中で「日本には安く長

特集 ◉「平準化」を考える——成熟化社会の旅と観光地に向けて
特集 5 わが国の宿泊産業における平準化 ——温泉地における長期滞在化への取り組み
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います。地域づ

国内屈指の高濃度炭酸泉“長湯温泉”旅館街

温泉療養保健システムの概要

にも記載が見られる歴史を有し、高濃

園地帯に広がる温泉地である。風土記

系東麓の高原に位置し、芹川沿いの田

長湯温泉（大分県竹田市）は久住山

た。個性的な飲泉場や温泉療養文化

独自の温泉地活性化に取り組んでき

ながら古くからの湯治文化を活かした

じめ、ドイツの温泉地との交流も進め

温泉を健康づくりに取り入れるため、

「温泉療養保健システム」は、豊かな

先駆けて導入した。

る「温泉療養保健システム」を全国に

２０１４年度（平成 年度）のパスポ

スポート発行から６カ月以内である。

される。なお、利用・申請の期限はパ

と１回当たり２００円の入湯料が還付

き 長湯して利く 長湯のお湯は 心臓

博士（九州帝国大学）は「飲んで効

酸泉の効能について研究した松尾武幸

度の炭酸泉が特徴で、昭和初期に炭

気になる「竹田式湯治」の展開を図っ

然、文化をトータルに楽しみながら元

う」を組み合わせ、竹田市の温泉、自

一方で、「温まる」
「歩く」
「食べる」
「笑

館「御前湯」などの施設整備を進める

スポート」を各施設で提示してスタン

となる＊。利用者は「温泉療養保健パ

延べ３泊以上利用する宿泊者が対象

制度で、竹田市内の対象宿泊施設を

温泉を使った滞在に保健を適用する

は７６０人であった。

ート発行部数は１１１５冊で申請者数

＊ 温泉のない宿泊施設に滞在する場合は、延
べ３泊以上宿泊することに加え、対象の温
泉施設を宿泊日数の半数以上利用するこ
とが条件となる。

胃腸に血の薬」との言葉を残した。

プ押印を受け、パスポートの必要ペー

26

年 度）

ている。２０１１年度（平成

1,115

申請者数（人）

543

623

657

760

給付総額（千円／年）

1,680

1,961

2,180

2,219

給付額平均（円／人）

3,094

3,128

3,319

2,919

総数

2,877

3,470

3,505

3,949

平均

5.2

5.5

5.3

5.2

総数

1,208

1,176

2,237

1,220

平均

2.2

1.9

3.4

1.6
立寄入浴数（回）

待された。しかしターゲットとして想

定していた 代女性にとっての利用の

年度）からは「期間内に

http://www.gozenyu.com/index.html
・
『 温泉地再生 地域の知恵が魅力を紡ぐ 』
久保田美穂子
（学芸出版社、
２００８年）

http://www.taketan.jp/onsenryoyo/index.html
・長湯温泉旅館組合公式サイト
ながゆ温泉 .net/
http://
・温泉療養文化館 御前湯ＨＰ

［参考資料］
・竹田式湯治ＨＰ

のと考えられる。

面から需要の平準化に貢献しているも

ていると思われ、滞在化と分散化の両

による来訪時期の分散化にもつながっ

なく、システム利用期限内のリピート

この条件の緩和は滞在の長期化だけで

延べ３泊 」という 条 件に 修 正された。

度（平成

しやすさなどを考慮して、２０１２年

30

24

１９８９年（平成元年）に旧直入

1,057

当初は「期間内に３連泊」が給付を

912

受けるための条件であり、湯治を含め

783

もに竹田市観光ツーリズム協会へ申請

パスポート発行部数（冊）

ジと領収書（原本またはコピー）とと

平成
26年度

在 を バックアップ す る 仕 組 み と し て、

平成
25年度

にはこの「竹田式湯治」による長期滞

平成
24年度

32
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た長期滞在の潜在需要の顕在化が期

温泉療養保健システムの利用の流れ

町（２００５年〔平成 年〕４月に合

●宿泊施設利用料金……1泊につき500円（＊14泊を上限）
●対象立寄入浴施設利用料金……1回につき200円
●その他パスポート提示による食事・体験などの特典あり

を行う。１泊当たり５００円の宿泊費

平成
23年度

宿泊総数（泊）

◦パスポートに必要事項
を記入して竹田市観光
ツーリズム協会へ提出
◦書類審査を経て振り
込みで還付
◦対象施設を利用して
パスポートにスタンプ
押印
◦宿泊施設では領収書
の発行を受ける
市内3カ所で「温泉療養
保健パスポート」を発行
◦竹田市観光ツーリズム協会
◦久住高原観光案内所
◦長湯温泉観光案内所

●対象の宿泊施設に延べ3泊
以上宿泊
●対象の温泉施設を宿泊日数の
半数以上利用
●対象の温泉付き宿泊施設に
延べ3泊以上宿泊

③ 給付申請
②施設利用
①パスポート発行

温泉のない宿泊施設滞在者
温泉付き宿泊施設滞在者

温泉を利用した滞在に保健を適用す

温泉療養保健システムの利用の流れ

併して竹田市）がバート・クロツィンゲ

＊パスポート発行から6カ月以内に利用・申請する必要あり

17

ン市と姉妹都市提携を結んだのをは

温泉療養保健システムの対象と保健適用の内容

観光経営学科

細切れの休暇より長期休暇を

淑徳大学経営学部

教授

廻 洋子

余暇に対する
欧州人の価値観

“長い余暇”を意味するバカンスは、

比較的新しい概念であり、労働者階

級まで含めたバカンスが国民行事の

ような形になったのは 世紀に入っ

てからである。しかし、バカンスの

上位概念である余暇（ Leisure
）に関
する思想は、欧州において、古代ギ

リシャから連綿と続いている。

秋の大型連休等、さまざまな施策も

る「シルバーウイーク」と呼ばれる

年（平成 年）に続き今年も出現す

ばれる祝日三連休制度や、２００９

化を図った「ハッピーマンデー」と呼

指してきた。国民の旅行時期の分散

従前より「観光需要の平準化」を目

題である繁 閑の差を解 消するため、

く、ゆっくり過ごそうとはしない」と

り出し、ショッピングに観光にと忙し

人の知人は「日本人は混雑の中に繰

ウイーク、年末年始である。フランス

ずゴールデンウイーク、お盆、シルバー

に出るのは、週末を除くと相変わら

らすとは言い難い。多くの国民が旅

増えるだけで、需要の平準化をもた

の休暇を積み重ねても、ピーク日が

えることができる。

をせめて月レベルのピークに置き換

度が普及すれば、日レベルのピーク

ンポイントなのである。長期休暇制

お盆、年末年始の３〜４日というピ

本のピークはゴールデンウイーク、

バカンス時期のピークであるが、日

進国であるフランスでも７〜８月は

はないのか。長期休暇・バカンス先

本格的な長期休暇の普及が必要で

もの扱いである。

方もある Leisure
の訳である余暇と
いう日本語は余った暇と書き、余り

ないのだから働くべし、という考え

凡人は暇にしておくとろくなことは

う。
「小人閑居して不善をなす」……

長時間労働の習慣はその名残であろ

精神は現代にも受け継がれており、

る。日本人は勤勉を是とする。その

対する価値観はかなり違うようであ

欧州人と日本人では余暇と労働に

実施された。さらに、昨年は公益社

皮肉っていた。つまり、料金が高く混

そこで、本稿では、フランス人の

一般的にカトリックの欧州人は、仕事

というような小手先の施策ではなく、

団法人日本観光振興協会が「１ウィ

雑しているピーク時期に細切れの休

バカンスの歴史と現状、そして日本

をするために人生があるのではなく、

しかしながら、このような細切れ

ークバカンス」を提唱したが、効果

暇を取っても、肉体と精神を再生す

人の休暇意識を考察しつつ、長期休

仕事は人生の一部であるとし、余暇

日本政府は、観光産業の長年の課

のほどは今一つに見える。また、厚

るための「本質的な休み」を享受す

暇の意義を考えてみたい。

（ Leisure
）に重きを置く。そもそも

一方、プロテスタントは異なるが、

生労働省は、昨年から企業に対して

ることはできないというのである。
観光需要の平準化には、連休創出
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6

社員の年次有給休暇５日間の消化
を義務づける案を検討している。

特集 ◉「平準化」を考える——成熟化社会の旅と観光地に向けて
特集 6 細切れの休暇より長期休暇を
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古代ギリシャでは労働は奴隷がする
もので、生存のために必要に迫られ
て行われる物質的な諸活動であり、

イギリス人の
貴族がもたらした
リゾート地滞在

このような余暇の思想が底流にあ

不自由で卑しい活動と見なされてい
た。高貴で自由な人々は暇のあるこ

バカンスと言えば、フランスを想

る欧州では、バカンスが発展する素

や政治といった人間的で価値の高い

起するが、最初に観光・リゾート地

とが誇りであり、真実を追求する哲

活動に暇を費やすのであるから、余

滞在の慣習を広めたのはイギリスの

地があったことが推測される。

暇は精神性の高いものである、とい

貴族であった。 世紀の初頭、彼ら

学、美の追求、人々との交流、議論

うわけである。
世紀に入っても余暇に対する考

な創造力を発揮するために、全く随

の養成、自発的な社会的参加、自由

るいは利得とは無関係な知識や能力

た時に、休息あるいは気晴らし、あ

会から課せられた義務から解放され

レジャーを「個人が職場や家庭、社

著書『余暇文明へ向かって』の中で、

を避けて、避寒地としての南仏で

建設され、まずは寒いイギリスの冬

ンヌもイギリス貴族の屋敷が次々と

ト地となった。寒村だった南仏のカ

通すると外国人貴族に人気のリゾー

に開発されたが、ニースに鉄道が開

初頭はパリから近いノルマンディ地方

フランスのリゾート地は、 世紀

慣習が芽生え、海辺のリゾート地が

意に行う活動の総体」と定義してい

月から４月くらいまで過ごした。こ

え方の根本は大きく変わっていない。

る。“利得とは無関係”というとこ

の慣習は大陸諸国にも波及し、フラ

誕生した。その後、フランスの海辺

ろがポイントであり、余暇こそが人

ンスの上流階級もイギリス貴族を見

フランスの社会学者ジョフレ・デュマ

間としての資質を高める時間という

習い、パリを離れてまとまった期間

へと足を延ばしている。

考え方である。

ズディエ（１９１５～２００２）は、

の間に、英国の南部の海岸で過ごす

18

10

18
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（JTB Photo）

19世紀末の富裕層のリゾート、フランス・ドーヴィル。1913年、ココ・シャネルは当地にモード・ブティック第1号店を開業

をリゾートで過ごすようになった。

多くの労働者が押し寄せてきたこと
現在では５週間の有給休暇が定め

新聞、テレビ、ラジオ、

糊のきいたワイシャツ

のり

ピカピカに磨いた靴、

あり、生産的労働を行わず、暇な時
られており、しかも、休暇の一部は

そして日常生活よ、

に、彼らは眉をひそめたという。

間を非生産的消費に費やす、いわゆ
最低連続した 日労働日でなくては

レジャーを楽しむ階級は、資産が

る一握りの有閑階級だけであったが、

にまで広がっていき、リゾートは社

新興ブルジョア層、アッパーミドル層
労働時間短縮制度に基づく時間短

年に導入されたオブリ法と呼ばれる

いとされている。今日では２０００

遠くに出かけていこう。

汽車に乗って、船に乗って、

ならず、 日を超えることはできな

交の場となっていった。ブルジョア

縮分の代替休日が加わるので、一層

みんな
Good bye !
全てを忘れて、２週間別人になる。

層にとってはリゾートで長期間滞在

自分自身を取り戻すため、

笑いや歌声とともに

する部署のスタッフの夏休みの調整

わると、マネージャーは自分の担当

フランスの本社では、復活祭が終
本当の人生を生きるために！

太陽、海、風を肌で感じながら、

いつもと全く違う場所に旅立とう。

長い休みを取ることが可能である。

なった。
「貧乏暇なし」の労働者階級、大衆
にとって無縁と思われたこの慣習を
労働者階級に浸透させたのは、レオ
ン・ブルム首相率いる人民戦線内閣

を始める。当時は有給休暇 日であ

入れたことはよく知られている。労

２週間の有給休暇を制度として取り

というラテン語からきており、
vacare
元 来 は 法 廷 が 休 止 す る時 間 を 指 し

の物の間」という意味の、 vacuum,

のバカンス企業・地中海クラブの創

バカンスの時期をチェックしておかな

な仕事をしている場合は、前もって

（ジルベール・トリガノ）

働者にとって有給休暇取得は権利と

ていたという。すなわちバカンスは

始者の言葉である。トリガノ氏は「大

いと、待ちぼうけを食わされ仕事が

フランス語の Vacances
という言葉
は、
「空虚」
「空の」あるいは「２つ

なり、企業にとって休暇付与は義務

「仕事を中断し、空にして休息する」

切なことは、金持ちになることでは

進まないことになる。

ったが、多くのフランス人社員は夏

となった。

という概念なのである。 カ月働き、

なく、金持ちのように過ごすこと」

23

（JTB Photo）

「空っぽにして休む」フランス・ニースの海岸

１年は夏のバカンスを中心に回っ

には３〜４週間のバカンスを楽しん

当初は労働者も突然与えられた

１カ月は労働を中断し、
“別の人生”

と断じ、上流階級のバカンスの楽し

ており、フランスでは６月になると

前述の文章は、筆者が２００２年

有 給 休 暇に戸 惑ったといわれるが、

を過ごすことによって、より創造的

み 方 を 加 工し、一般 市 民に 提 供 し、

「今年のバカンスはどちらへ」
、９月

でいた。本社の担当者と調整が必要

バカンスを楽しむ慣習が大衆レベル

に仕事に取り組むことができ、より

「バカンスの伝道師」と称された。

11

までの 年間勤務していたフランス

に浸透していった。富裕層の人々だ

集中もできるという考え方である。

である。１９３６年に同内閣が、年

空っぽにして
休む

することは、ステータスシンボルと

世紀に入ると、徐々にその慣習は

12
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けがバカンスを楽しんでいた南仏に、

特集 ◉「平準化」を考える——成熟化社会の旅と観光地に向けて
特集 6 細切れの休暇より長期休暇を

35
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のような話を聞くと、フランス人は

したか？」が挨拶代わりとなる。こ

になると「今年のバカンスはどうで
行き先は国内が ％、外国が ％

をずらすなどの対策も行われている。

域によって学校の夏休みの開始時期

発見したり、大人びてきた娘にかす

分の息子はスポーツが得意なことを

せない家族との触れ合いにより、自

色を楽しみ、温泉に入り、土産を買

神社仏閣などの名所旧跡を巡り、景

光を楽しんだ。現在の観光は、主に

働く。仕事は大切だが、人生は仕事

職者は、労働時間に関わりなくよく

されがちであるが、フランス人の役

休んでばかりいて、働かないと見な

友人宅などであり、ホテル、貸別荘、

７割は、セカンドハウス、親戚の家、

月に集中している。国内の宿泊先の

で圧倒的に国内が多く、時期は７、
８

子どもはバカンス地で新しい友達を

フランスは大人が中心の社会であり、

いつも一緒にいるイメージであるが、

日本では家族旅行というと親子が

かな驚きを感じたりする機会になる。

しかしながら、日本人の旅は大衆

ており、今日に引き継がれている。

江戸時代にすでにこの原型は成立し

うという要素から成り立っているが、

む。一昔前のフランス映画やフランス

地域の人々との出会いや社交を楽し

向き合う。諸国を巡り多くの和歌を

脱し、旅をする過程を通して自己と

旅をすることにより日常生活から

の物見遊山型だけでなく、一部の知

キャンピングなど商業ベースの宿泊

の小説には、バカンス地における出

詠んだ西行、彼に憧れて旅に出て紀

的階級に限られているものの、内省

会いや交流が描かれている場合が多

行 文を著した俳聖・松尾芭蕉から、

見つけて、
一緒に遊ぶ場合が多い。大

い。そして、８月末には別の人生を

的な存在でもあった。

フランス人のバカンスの過ごし方は、

過ごしたバカンスも終わり、充電を

た旅行記『深夜特急』の沢木耕太郎

人は、大人同士で他のバカンス客や、

をするためだけにあるのではない、
カンスが必要なのであるとし、オンと

忙しく動き回る周遊旅行ではなく、

終えて、新しい年度を迎える。人々

に至るまで、旅をする漂泊の過程で、

オフのスイッチを切り替えている。要

行に出かけており、１～３泊の短期

海辺や田舎等に滞在するスタイルが

はまた日常生活に戻り、次の「空白」

ランスの人口の ％が１泊以上の旅

フランス政府の統計によれば、フ

はなく、補完し合う存在なのである。

は仕事とバカンスは対立する概念で

旅行に出かけた人は人口の ・８％、

一般的である。バカンスに出かける第

自己を追求し続けてきた。哲学者三

年代の若者を世界の旅に駆り立て

４泊以上の長期旅行・バカンスへは

を心待ちにする。
リフレッシュである。バカンス先では、

一の目的は、休養と気分転換による
泊

ライベートな時間と空間に浸った「生

日常生活と異なった環境の中で、プ

り短く感じられるが、これはあくま

木清は、その著作『哲学ノート』で

「平生の実践的生活から抜け出して

純粋に観想的になり得るということ

が旅の特色である。旅が人生に対し
バカンスは、
「みんな忘れて別人に

「バカンス」は物見遊山型・周遊型

て有する意義もそこから考えること

たバカンスの回 数は２・７回であり

なる」ため、仕事と無関係のコミュニ

江戸時代には参詣に名を借りた旅

ができる」と述べている。

（短期旅行は３・６回）
、バカンスを夏、

ティでの出会いと交流の機会である。

の旅とも、内省的な漂泊的な旅とも

は

られてきた。

冬、イースターと分散して取るため

行が大いに流行り、人々は道中の観

や

仕事が多忙なため、日頃ゆっくり話

活」を楽しむのである。

70

であると推測できる。もちろん、地

日本人は旅行好きな国民として知

日本人の旅行と
バカンス

・８％で、それぞれの滞在日数の

日常と異なる
環境で過ごす
日常生活

先は３割程度である。

25

よく働くからこそ充電期間であるバ

75

で平均である。１人が１年に取得し

である。 泊のバカンスは思ったよ

平均は短期が１・８泊、長期が

50

75
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65

別の人生を過ごすため、日常生活と

を訪れるのではなく、仕事を中断し、

異なっている。バカンスは観光資源
じみとの再会や交流を楽しんだ。故

り、家族や近所の人々、そして幼な

地域コミュニティで本来の自分に戻

都会に住み始めて２代目、３代目と

例えば、
「帰省の旅」も、今日では

出ではないか。

から見た魅力的なバカンスの形の創

ンス仲間、地元の人々との交流に費
と親しんだ。日常と異なる空間と時

いて、都会育ちの子どもたちは自然

帰省先のない人々に、一時的な故郷

家があって帰省できる人は限られる。

なると、田園風景の豊かな田舎に実

なれば、地方創生に寄与し、東京人

・飯田芳也﹃フランスバカンス制度についての
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郷にはまだ豊かな田園風景が残って

やすことである。それでは日本人に
間を享受する「生活」、これこそバカ

や日常と異なるコミュニティでの滞

前述したように、フランスにおけ

は地方の自然を楽しみ、文化を学ぶ

pp

は異なる空間で、日々を家族やバカ

はバカンスはフィットしないかという
ンスであった。

東京人が７〜８月に全て２週間の

在を提供してはどうだろう。

とそうでもない。
年 代 までの「帰

長期休暇を取得し、東京の街を地方
の人々や外国人に明け渡して、豊か

るバカンス（長期休暇）は余暇文化

ことができるだろう。人口減少の進

な自然のある地方に滞在することに

へと昇華しており、人々の精神に根

む地方には活用できる空き家がかな

バカンス客から見た
魅力的な滞在先の
創出

付いているものである。日本での長

りあるのではないか。
滞在先の発掘により、今までにない
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交通政策審議会委員等を歴任。

観光経営学科教授。国土交通省運輸審議会委員、

ーション学部教授を経て、現在、同大学経営学部
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バカンスに最も近い一般的な日本
人の旅は、昭 和
省の旅」ではないだろうか。地方か
ら都会に出てきて就職した人たちの
多くは、お盆になると家族を連れて
故郷に帰った。子どもの頃過ごした

期休暇の普及推進には、もちろん日
ることが必要だが、休むことを潔し

旅行スタイルを創出することは、旅

観光地ではないバカンス
（長期休暇）

としない風 潮が今 も続く日本では、

行時期の分散化ではない観光需要の

本人の休暇取得に対する意識を高め

意識改革までもっていくことはなか

平準化を生み出していくに違いない。
（めぐり ようこ）

なか難しく、安価に長期滞在できる
施設も少ない。
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（JTB Photo）

「帰省の旅」子どもたちと自然に親しむ

30

初代観光庁長官を務め、現在は研究者として観光政策に幅広く提
言を行う本保氏は長官在任時、需要の平準化につながる休日休暇制
度の問題に取り組まれた。当時の取り組みの意図や、増加するインバ

―― 社会全体で環境づくりを！

ウンド需要が与える影響などについて語っていただいた。

平準化
本保芳明（ほんぽ よしあき）
1949年北海道生まれ。1974年東京工業大学大学院修了、
運輸省入省。
（独）
国際観光振興機
構（JNTO）
ジュネーブ事務所、経済協力開発機構日本政府代表部勤務、
運輸省観光部企画課長、
国土交通省大臣官房審議官、
日本郵政公社専務執行役員などを経て、2007年7月国土交通省総
合観光政策審議官、2008年10月国土交通省観光庁設立とともに初代長官に就任。2010年4月
～首都大学東京教授、2013年3月株式会社ぐるなび総研理事に就任、2013年8月～世界観光
倫理委員会委員、2014年１月～観光庁参与。

観光庁長官時代に目指したこと

まれました。当時意図していたことをお聞かせください。

―― 観光庁長官時代、本保さんは休日休暇の改革に積極的に取り組

【本保】 観光庁長官時代、国内観光の需要増を後押しする決め手は

何かと考えた時、それはまさに休暇のあり方であるという結論にたど
り着きました。

フランスなどの事例を見ると、有給休暇の取得日数と旅行日数がほ

ぼ比例することが分かります。とすれば、有給休暇の取得率の低い日

本では、有給休暇を取りやすくし、長期に休めるようにすることが旅

行日数の増加につながり、行政のすべき本質的な需要増対策であり、
平準化策になると考えました。

他省庁も有給休暇取得の促進に向けた動きを見せていましたが、本

腰を入れているとは思えず、ならば観光行政でできることをやったほ

うがいいという思いもありました。ピークとオフのバランスがよくな

れば、生産性が上がってコストが下がり、安定した雇用に伴いサービ

スの質の向上も期待できます。供給側だけでなく、需要側にとって大
きなメリットがある点も非常に重要でした。

―― 休暇のあり方や生活時間の過ごし方は、国民生活の基本とも言
える重要な課題ですね。

【本保】 各個人にとって非常に大事であると同時に、産業システムを

支えるインフラに関わります。インフラが混乱することに産業界は当

然反対するため、産業界も国民も納得する形で、有給休暇の取得問題

やそれに対応した諸制度に取り組む必要があります。

観光という狭い枠組みでこの問題を取り扱ったら、うまくいかない

ことは容易に予想されました。
「より豊かな生活時間を国民が享受し、

38
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本保芳明氏に聞く
首都大学東京都市環境学部教授

時間をかけて理解を深めていくべき運動だと思っていました。

産業界の活性化につなげるには」という国民的な議論を起こし、長い

宿泊旅行統計調査では、去年の外国人延べ宿泊者数は前年比約 ％

たからです。しかし、今は変えざるを得ない状況になってきています。

の学校休業日と両親の有給休暇が合わず、結果的に祝日や土日に旅

ば有給休暇を取っても家族で時間が共有できないケースです。子ども

当時行った調査では、いくつか問題点も明らかになりました。例え

るだけでは人は来ません。まず、滞在して楽しい形態を考えなければ

も平日対応も進むのではないでしょうか。とはいえ、平日価格を下げ

る供給システムをつくっていかざるを得ません。その中で、長期滞在

増でますます割合が増しています。産業界もこうした状況に対応でき

いけないと思います。

行せざるを得ない状況が見えてきました。
ならば、まず家族の休暇を連動させることからということで、モデ

例えばニセコは長期滞在の外国人が多いですが、彼らの需要に応え

て新しいレストランが増え、自転車で遠出して遊びがてらおいしいも

ル地区を設定したり、
「ポジティブ・オフ」という言葉をつくりました。
有給休暇を与えることは経営にとってもプラスになるという意識を高

のを食べて帰るなど、いろんなパターンの行動ができるようになって

に広く、例えば高山に拠点を据えて松本まで行ったり、あちこちに足

っといるわけではありません。宿泊拠点は１カ所でも行動半径は非常

よく誤解されるのですが、長期滞在している外国人は同じ場所にず

営者や自営業者もいます。

カ月コンドミニアムを借りて滞在して、仕事しながら休暇も過ごす経

います。すでにその恩恵を受けた日本人も出てきており、３週間～１

めることから、地道で時間がかかる取り組みを始めたわけです。

インバウンドの増加がもたらす効果
―― 今、改めて需要の平準化という問題について、どのようにお考え
ですか。
【 本保 】 結果的に観光庁時代の取り組みは定着しませんでしたが、

を延ばしたりしています。

私もかつてチロルの山の中のホテルで１週間滞在しましたが、全く

需要の平準化にいい影響を与えていると思うのがインバウンドの増加
です。長期滞在や泊食分離、１日当たりのコストを抑えた旅行形態な

退屈しませんでした。それはいわゆる着地型の多彩なプログラムがあ

毎日何種類も用意され、中には日帰りでヴェニスまで山越えするとい

ど、これまでの日本人になかったニーズに産業界としても対応を迫ら
日本人がこうした旅行スタイルを目にすることで「これはいい」と思

ったものもありました。こうしたプログラム提供は、日本でも十分可

り、その場で自由に選べたからです。ハイキングやサイクリングなど

い、有給休暇をうまく使おうと考えるなど、マーケットが変化するきっ

能だと思います。

れています。

かけにもなります。環境が変わってくれば、制度的な対応もしやすく

今まで日本では長期滞在というと、同じ場所にとどまらせる発想の

商品しかありませんでした。そればかりではいけないのです。新たな

需要が目の前にあれば産業界も一生懸命対応するわけで、インバウン

ドの増加は、具体的な取り組み方を考えるきっかけとなっていると思
います。
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なり、有給休暇の取得に対する企業の姿勢も変えていくと思います。
―― 日本で今まで、長期滞在がなかなか浸透しなかった理由は何だ
と思われますか。
【本保】 理由の一つは、対応するシステムが供給側にできていなかっ

特集 ◉「平準化」を考える——成熟化社会の旅と観光地に向けて
本保芳明氏インタビュー

39

34

１日当たりの旅行コストを下げる努力を

産業界には滞在日数が増えた分、収益も増えるのが当然と考える

のではなく、滞在日数が倍になっても、収益は２～３割増で十分利益

りのコストが高く、週末や祝日に高い値段を払って、短期間の旅行ば

が出る仕組みを考えていただきたいと思います。でなければ１日当た
―― 有給休暇が今より取得しやすくなり、需要の平準化が進んだ場

かりさせられる日本人の観光客がかわいそうだと言いたくなります。

―― 最後に、需要の平準化の実現に向けてどのようなことが必要か、

枠を超えて需要の平準化議論を

もっと選択の幅をつくらなければいけないと思います。

合、観光地や観光関係者に求められることは何でしょうか。
【本保】 ニーズに応えたサービスを提供するのは当然ですが、それに
よってどう社会や地域に貢献をするのか、ともに豊かになるにはどう
したらいいか。今後は観光産業界もより大きな構図で考える必要があ
るのではないでしょうか。
例えば安定的な雇用体系の中で人材育成を行い、よりよいサービス

【本保】 今まで、需要の平準化論について観光産業内でいろいろ議論

お考えをお聞かせください。

発想が必要だと思います。需要が平準化してピークとオフの差が小さ

されてきましたが、供給サイドだけがいくら頑張ってもできることで

を提供する循環をつくることで、経営的にも地域も豊かになるという
くなり、コストや効率が改善されたら、積極的に需要側に還元する必

はないと思います。現に、そのための努力が今まで実を結んでいない

者や行政とともにどう取り組んでいくかを、考え直す時期に来ている

の世界だけで議論してもしょうがない」という認識のもとで他の関係

り組まない限り、長期滞在化や平準化は進まない。だからこそ「観光

とは、現状が証明しているわけです。もっと大きな枠組みや発想で取

平日料金を安くしたからといって、お客さんが来るわけではないこ

わけですから。

要があるのではないでしょうか。
今、日本の旅行支出における家計費負担の割合は７％未満なのに
対し、年間宿泊日数が日本の３倍のフランスは９％強と、その差はわ
ずか２％です。
―― フランスの人々が、いかに１日当たりのコストを抑えて旅行をし
ているかが、よく分かる数字ですね。
並みに増えたとしても、平均滞在日数が３日から４日に延びる程度で

光業界の中だけで平準化と言っている限り、何も進まないと思います。

自分たちの利益だけを考える発想では、もはや立ち行きません。観

と思います。

す。１日当たりの滞在コストを抑えられる仕組みを全体で作らないと、

観光産業はまずムーブメントをつくる努力や、社会が需要の平準化に

【本保】 日本が現状の旅行形態のままであれば、旅行支出がフランス

旅行需要は伸びないと思います。

動き出すための環境づくりを考えなければいけないのではないでしょ
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例えば１週間滞在したら１泊３万円の宿泊代を２万２０００円にす

うか。

（２０１５年８月 日・聞き手 梅川智也／堀木美告

：

取材協力 井上理江氏）

：

るといった長期滞在割引も考えられますし、今話題となっている
（エアビーアンドビー）のような宿泊形態が新たな可能性を開
Airbnb
くかもしれません。

21

観光立国宣言が行われた小泉内閣時代の２００４年（平成 年）
から、星野氏は休暇の分散取得の必要性をさまざまな場面で訴えてこ
られた。同氏が委員長を務めた経済同友会の観光立国委員会では今
年４月に提言を行い、季節的偏在が潜在的需要を抑制し、観光産業
の低生産性につながる指摘とされている。需要平準化の先にあるビジ

―― 鍵は学校休暇の地方別分散

ョンについて語っていただいた。

平準化

35

需要の偏りが低収益性を生んでいる

―― 今年４月、「
『真の観光立国』実現に向けた新たなＫＰＩの設定を」
という提言が、経済同友会の観光立国委員会から出されました。
委員長としての思いをお聞かせください。

【星野】 まず観光立国の定義とは何か、今一度明確にしようというこ

とを提言しています。定義が分からないと課題も分からず正しい政策

真の観光立国とは観光産業が競争力をつけ、人口減少時代の日本

も出ないという思いから今回の提言に至りました。

の経済を支える新しい産業の一つとなることだと思います。観光が地

方経済の基盤となり、投資を呼び込み、雇用を生んで維持し、経済に

貢献する産業になると思います。そこで一番問題となるのが、観光業
の生産性や収益性の低さです。

旅行需要は 兆円と日本では５番目に大きな産業規模で、金融や

自動車と比較しても遜色がないのに利益率が全然違います。利益がな

ければ融資も受けられず、設備投資できず、いい人材にいい給料を払
えません。

低生産性と低収益性に最も責任があるのは我々のような観光宿泊

産業の経営者ですが、もう一つ、制度的に低生産性を生んでいる構造

があります。それが旅行需要の季節的な偏在です。

―― ゴールデンウイークなど、一定の時期に旅行需要が集中する傾向
ですね。

【星野】 現状ではどんな観光事業者も一年のうち１００日は必ず黒字

になる一方、残りの日は赤字の場合が多いです。日本の休暇制度が改

革されれば、利用者にとってはより安く、より快適で長く旅行ができ
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るようになり、業界にとっては赤字の日が減って、一年をトータルす

今、観光宿泊産業の人材は ％が非正規雇用です。１００日しか黒

れば黒字になる構造に変わってくることが予想されます。

字が出なければそうならざるを得ませんが、２００日、あるいは２５０

75

16

星野佳路（ほしの よしはる）
１９６０年、長野県軽井沢町生まれ。星野リゾート代表。慶應義塾大学経済学
部卒業。米国コーネル大学ホテル経営大学院修士課程修了。１９９１年、星野温
泉（現星野リゾート）社長に就任。所有と運営を一体とする日本の観光産業でい
ち早く運営特化戦略をとり、運営サービスを提供するビジネスモデルへ転換。現在、
ラグジュアリーホテル「星のや」
、小規模高級温泉旅館「界」
、西洋型リゾート「リ
ゾナーレ」の３ブランドを中心に国内外に 施設を展開。２０１３年、日本で初
めて観光に特化した不動産投資信託（リート）を立ち上げ、星野リゾート・リー
トとして東京証券取引所に上場。

特集 ◉「平準化」を考える——成熟化社会の旅と観光地に向けて
星野佳路氏インタビュー
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星野佳路氏に聞く
星野リゾート代表

日需要があれば、正社員として人材を雇用することも可能になります。
―― インバウンドの増加が、需要の平準化につながるという声も聞か
れます。
【星野】 マスコミなどの影響で、インバウンドの増加によって観光立
国に近づいているような錯覚を起こしがちですが、実際はあまり関係

が圧倒的に多く、日本の最大の競争力は、国内にそれだけの需要を抱
えていることです。こういう国は他にはありません。
洗練された良質な顧客がこれだけいながら、そこから十分な利益を
上げられていないことが問題です。休暇制度を改善することで日本は
一気に観光立国として競争力を高められるはずです。これが、需要の
平準化が大事だという根拠です。
―― 平準化は消費者にとってはプラスですが、実は事業者にとっては
マイナスの部分も大きいのでは。

賛同者も多いのでは。

【星野】 観光立国委員会の委員はほぼ全員賛成で、今回の提言も高

い評価を得ています。観光業界の人が少ないですから。中には自分た

ちでゴールデンウイークの後ろ倒しを開始した企業もありますよ。

社会の高齢化は平準化とリンクしない

―― 星野さんは 年以上前から、大型連休の分散化を提言されてき
ました。

は政治的にハードルが高いです。そこで祝日数は維持しつつ、大型連

【星野】 諸外国と比べると日本は祝日が多いですが、祝日を減らすの

休を地域ごとに分けて取得してはどうかという提言を、
２００４年（平

成 年）から今まで一貫して行ってきました。

大事なのは小学校、中学校の大型連休で、これをいかに地域ごとに

分散するかが鍵となります。実際、学校の休みは地方の教育委員会

などで決めることができます。埼玉の一部ではゴールデンウイークを

ずらした学校があり、この地域の子どもたちはすいているディズニー
ランドに快適に行けるという話です。

中する現状では、努力している事業者と、していない事業者の差が出

取得が増えない理由は、親が休みを取って、ただ家にいてもしょうが

親が子どもと休みを合わせられることが重要だと考えています。有休

よく政府が有給休暇の取得促進をどうするかと検討していますが、

にくいと考えています。ゴールデンウイークにはどちらも同じような

は今も週末やゴールデンウイーク型です。それは、孫と旅行に行きた

す。引退世代は海外旅行だったら平日に行くけど、国内旅行について

【星野】 弊社のリゾートでは今、三世代旅行がものすごく伸びていま

ありますが。

―― 高齢化社会が進むことで平準化に寄与するのではという見方も

つながると思います。

親がそれに合わせて有休を取ることができるので、有休の取得促進に

ないというのも大きいと思います。学校の休みが分散すれば、働く両

―― 経済同友会は中小企業が多く、ユニークな経営者が多いので、

よく言っています 笑
( 。)

いる人が業界内にいるということは、この提言が重要である証拠だと

産性、低収益性に一番効く政策だと確信しているからです。反対して

要を平準化することが日本の観光産業にとって最大の課題である低生

私の提言は、自分が利益を得るために主張しているのではなく、需

度集客できていますから。

価格を提示でき、供給側が十分な満足度を提供しなくても、ある程

【星野】 私が提言しているのは競争促進策です。一定期間に需要が集

10

ない話です。増えているといいながらも、国内旅行消費額の ％程度
のインパクトにすぎませんから。
約 兆円の国内旅行需要に占める割合は今でも日本人による内需

10
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23

地はゴールデンウイークには首都圏の人でいっぱいになりますが、ゴ

果として旅行商品が魅力的になると思っています。今の日本中の観光

昔は三世代一緒に住み、別々に旅行に行っていたけど、核家族化し

ールデンウイークが終わると誰も来なくなります。ですから観光地は

いからです。
た今は孫と一緒に過ごせるのは旅行の時くらいです。平日に夫婦で旅

需要が集中する１００日間、首都圏の人のことだけのことを考えれば

ところが休みが分散して、例えば今週は九州のゴールデンウイーク

行してもしょうがない、それより息子娘夫婦、孫と一緒に旅行したい
ですから現状のままでは高齢化による需要分散は容易には進まない

だとすると、北海道や東北の事業者が、九州の人たちに来てもらうに

よい状況でした。

と思いますが、もし学校の大型連休を地域ごとに分散すれば、
「あの

雪を見せるイベントをやるなど、九州の人たちの興味に合った観光商

はどうしたらいいかと考えます。雪を見たことないかもしれないから、

と思っているのです。

地域の孫とはこの週、この地域の孫とはこの週」というように、三世

ります。そしてゴールデンウイークの前々週くらいに北海道の旅行会

光地が、北海道の人たちはどんなものが食べたいかと考えるようにな

北海道の人たちがゴールデンウイークを迎える時は日本中の有名観

品が生まれてくる。

代旅行の時期が分散化してくるのです。ですから学校休暇の地域別分
散こそが、需要の平準化の重要なポイントだと私は思います。

休暇分散は新たな商品発想力の源に

社のカウンターに行くと、日本中の観光地が提案する北海道向けのプ

これは日本の観光商品の大変革です。これまで我々の業界は首都圏

ランが並ぶのです。

【星野】 休暇を分散して需要を平準化することで、競争力が高まる

だけを見ていて、細かく地域に分け、ターゲットに合わせて自分たち

―― 需要の平準化が実現した場合、どのようなロードマップが考えら
れますか。
ような投資や正規雇用が生まれ、消費者にとっては旅行価格が下がり

の商品を変えるという作業をしてきませんでした。

考え方が大きく変わり、その発想の先にインバウンドがあると私は思

しかし休暇が分散されれば「東京の人だけ見ていればいい」という

ます。そうすると今までは実現されてこなかった潜在的な内需も喚起
「混んでいるから旅行に行かない」という人は、今までに相当いた

っています。中国の人は何を求めているのか、ヨーロッパの人はどう

されてくると思います。
と思います。渋滞や混雑がなくなれば、そういう人たちが旅行に行く

なのかと考えを広げます。日本の各地域に対する商品提案力が養わ

快適になるといった目先の話だけではなく、事業者の発想の仕方が変

当然、これは消費者にとってもプラスになります。需要が喚起され、

力もついてくると思っています。

れることで、インバウンドを誘致し、ターゲットに合わせて考える能

ようになるので、それだけでも内需拡大につながります。
そうなってきたら、諸外国からのインバウンドの誘致を日本人が働
いている期間、日本人が旅行にあまり行かない期間に当てはめていく
ことになる。これが日本の観光宿泊産業にとって一番生産性が高くな
る方法だと思いますし、そうなっていくといいと思っています。
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わり、旅行業全体が魅力的な商品をターゲットごとに提案する形に変

（２０１５年９月 日・聞き手 梅川智也／堀木美告

特集 ◉「平準化」を考える——成熟化社会の旅と観光地に向けて
星野佳路氏インタビュー
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わってくると。これはものすごく大きな違いを生むはずだと期待して
います。

：

取材協力 井上理江氏）

：

―― 需要の平準化が実現された先にあるものは、何だと思われます
か。星野さんの頭の中にあるビジョンは。
【星野】 旅行商品を発想する事業者側に大変革をもたらし、その結

３

―― 社会への期待、観光地への提案、そしてその先にあるもの

ら、何が起こるのか。
我々が最も懸念するのは、
“観 光
需要そのものが縮小する”というこ

な思いをしてまで、旅行に出掛けた

滞、混雑するとなると、そんな不快

って交通 機 関や観 光 地はどこも渋

偏在状況を概観している。まず国内

データをもとに観光需要の時期的な

塩谷・五木田論文では、各種統計

○ どこでどう需要が集中し、 偏在
しているのか

休日制度に焦点を当て、需要が集中

矢ケ崎論文では、わが国の休暇・

完していることが分かる。

くないといった「需要抑制」の方向

観光需要は、シーズンごと、月ごと

する構造を明らかにしている。わが

とである。需要が集中することによ

に結びついていくことである。つま

の需要の偏在傾向が明らかであるが、

ないことが分かる。また観光消費額

ケットセグメント別に見ると一様では

その傾向は同行者や年代などのマー

日が多い。就学中の子どもがいる家

日数が３分の１以下である一方で祝

すると、年 次有給 休暇の平均取 得

国の休暇・休日制度を英仏独と比較

○ わが国の休暇・休日制度をどう
改善すべきか

り、
“家にいるのが一番快適で落ち
着くと……！”

の偏在状況を見ると８月が突出、消

庭で家族全員が揃って出かける際に

そろ

費単価でもピークの 月とボトムの

策実務などそれぞれの立場にある専

特集では、学術研究、経営実務、政

ものである。そうならないために、本

なことであり、それだけは避けたい

も、旅行者・観光客にとっても不幸

とっても、旅行・観光産業にとって

「需要抑制」の方向は、観光地に

名物料理、歴史・文化的な名所・社

景・景勝地鑑賞、温泉、現地グルメ・

が飛び抜けて大きい一方、自然・風

海水浴・マリンスポーツの変動係数

節性の高いスキー・スノーボードや

きい。また、活動別の実施率では季

月別延べ宿泊者数の変動係数が大

地域では、いわゆる雪国・北国で

に 集 中 してお り、さ らに 年 末 年 始、

シルバーウイーク、三連休のいずれか

年末年始、ゴールデンウイーク、お盆、

３６５日のうちの約 ％にすぎない

係で見ると、年間旅行量の約６割が

期について、休暇・休日制度との関

偏在につながっている。旅行実施時

こうした構造が旅行実施時期の

は、おのずと誰もが休みやすい国民

門家に執筆とインタビューを依頼し、

寺仏閣、ショッピング・買い物、ま

ゴールデンウイーク、お盆だけを抽出

３月では開きが大きい。

わが国の需要変動の実態を市場側の

ち並み散策などはシーズンを問わず

すると全体の約４割の旅行量が暦上

の祝日が中心となる。

データと観光地側の現象の双方から

比較的安定している。
さらに延べ宿泊者数ベースで９・

の６・６％の期間に実施されていると
以下、それぞれの論文、インタビ

たる４月に客室稼働率のピークが見

を向けると、国内旅行ではオフに当

のは何か。旅行者側では「旅行でき

こうした需要の集中がもたらすも

いう集中・偏在ぶりである。
ューから有益なヒントを整理する。

る時期＝混雑している時期」という

５％を占めるに至った外国人客に目

12
られ、国内需要の偏在を効果的に補

みのヒントを多面的に探った。

減・解消し、平準化に向けた取り組

概観しつつ、需要の集中と偏在を低

◆ 多面的なヒントを本特集で
― 振り返りとしての
論点整理

10

視
座

「平準化」

観 光需要が平 準 化しないとした

観光政策研究部 主任研究員

梅川 智也
堀木 美告
公益財団法人日本交通公社 理事・観光政策研究部長
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特集テーマからの

というイメージへとつながっていく。

構図が生まれ、さらには「疲れる旅」
いう長期滞在需要に依存し、比較的

坂倉論文では、スキーバカンスと

ーリゾートのケースを取り上げた。

的向上、グリーン期の需要拡大を挙

場の深耕、顧客ロイヤルティの継続

今後の課題としてインバウンド市

の業態転換が必要だとしている。

料飲サービスの充実、宿泊主体型へ

が、同時に滞在客ニーズに合致した

すなわち滞在客の開拓が効果的だ

その結果、
「混雑を嫌って旅行しな
曜日変動の少ない需要に支えられて

している。

い」
「泊数を抑える」などが相当数

そのために、旅館業態のままでの

たは家族経営の飲食店 整備＋宿泊

滞在需要開拓、料飲機能の集約、ま

ン間の平準化が通年雇用の拡大につ

特化型の業態開発という２つの方向

快適性向上に寄与すること、シーズ

易な立地に小規模なスキー場が多数

ながると意義づけている。

げ、シーズン内の平準化が利用者の

立地し、短い移動時間と少ないコス

て、日本では都市圏からアクセス容

約８割を稼ぐことになり、経営努力
トで容易にスキーを楽しめることか

在客の開拓だけが需要平準化、さら

いる欧米のスノーリゾートと比較し

の意欲を削ぐ結果につながる。また
らスキーマーケットが大衆化したと

○ 宿泊産業での平準化
― 長期滞在型への転換に加えて

には生産性向上の唯一の答えではな

では年間１２５日程度で売り上げの

こうした繁閑の差は年間を通じた安
している。アクセスのしやすさは「わ

もう一つの事例として、常に平準化

いとして、滞在客も含めた顧客ミッ

いると想定される。他方、事業者側

定的なスタッフの雇用を妨げ、顧客

ざわざ休みを取らない」利用形態、す

への対応が指摘される宿泊産業につ

クスを中心とする観光地マーケティ

ではどうすべきか、休暇・休日制

そ

満足度の低下・従業員満足度の低下

なわち年末年始や週末への利用集中

いて取り上げた。

的な施策を提示している。同時に滞

性を示すとともに、いくつかの具体

を引き起こしかねない。
を生み出した。

② 有給休暇の連続取得

① 有給休暇の取得促進

誘致が平準化に向けた対策として

や、平日に来訪可能な高齢者などの

期滞在型のインバウンドスキーヤー

現在では、オーストラリア人など長

る。統計上の推定では季節変動より

要因によるところが大きいとしてい

ては観光地側の要因よりも市場側の

の需要変動のうち、季節変動につい

大野論文では、観光地の宿泊施設

クな取り組みを展開している。本シ

ム」という全国でも例のないユニー

方法として、
「温泉療養保健システ

タビューでは、長期滞在型への展開

大分県竹田市の首藤市長へのイン

度の面からは、

③ 学校休業日の分散

考えられる。

も影響が大きいのが曜日変動である

ステムは、温泉を健康づくりに取り

ングの重要性を説いている。

④ 地域の調整により休みをつくり

続く和田論文では、実際に勤務し

が、その実態が月別変動に比べ把握

化に寄与している。

入れ、滞在化と分散化によって平準

平準化

⑤ 国民の祝日を対 象とした需要

出す仕組み

ている白馬八方尾根スキー場の事例

あるセグメントの実態把握が不十分

しにくい、平日に旅行する可能性の

大きく貢献している。また、国内ス

日程度滞在し、平日の稼働率向上に

策は打たれていない。

的な需要変動対策、つまり平準化対

であることなどを背景として、実効

廻論文では、
余暇に対するフランス

体的には外国人スキーヤーが平均

でその実態を明らかにしている。具

の５つの選択肢を提示している。

キー人口の高齢化が進む中で、年間

生産性向上のためには需要の平準

人と日本人の意識の違いをベースとし

○スキーリゾート産業での平準化
― 高齢化と訪日外国人による
観光地側での需要偏在の実態とし

滑走日数の多いヘビーユーザーが多

化が必要であり、そのためには（季
節変動よりも）曜日変動の低減策、

て、長期休暇の意義を考察している。

○日本人の余暇観
― 今こそ、長期休暇（バカンス）
を

て、オンシーズン中の週末と平日、オ

い 歳以上のスキーヤー比率が高ま
り、こちらも稼働率の平準化に寄与
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60

視
座
勤勉を是とする日本人
化とは異なる形での需要平準化につ

ンス滞在先の発掘が旅行時期の分散

と言う。平準化による効率の改善な

や地域への貢献という視点が重要だ

ュームの大きい）首都圏からの旅行者

状では需要が集中する時期は（ボリ

散すれば、例えば九州のゴールデン

に対してカトリックの欧州

１日当たりの滞在コストを抑える仕

ウイークに合わせて九州の人向けの

だけを意識すればよいが、休みが分

組みを作る。それが新たな旅行需要

商品を、北海道のゴールデンウイー

どの成果は積極的に需要側に還元し

をも生み出すとしている。

ながるとの期待を寄せている。
○ 平準化
― 社会全体で環境づくりを

人は仕事を人生の一部にす
ぎないとして余暇に重きを
置く。こうした思想を底流
としてイギリス貴族がリゾ

りも海辺や田舎などへの滞在が主流

ス人のバカンスでは周遊よ

バカンスが浸透した。フラン

度化のもと大衆レベルにも

国にも波及、有給休暇の制

がてフランスはじめ大陸諸

取り組むべきは長期に休める仕組み

国 内観 光の需要増のため行政が

き国民的な課題であると指摘する。

つまり焦らずじっくりと取り組むべ

視点から、社会全体での環境づくり、

日・休暇制度の改革は、中長期的な

ンタビューでは、平準化につながる休

ビューでは、わが 国 は 祝 日が 多 く、

ゾート代表・星野佳路氏へのインタ

設定を」という提言を行った星野リ

実現に向けた新たなＫＰＩ（注１）
の

地側それぞれの視点から観光需要が

ューでは、旅行者・観光客側、観光

クに合わせて北海道の人向けの商品

で日常生活と異なる環境下で「生活」

づくりで、実現には豊かな生活時間

休みが集中しやすいが、祝日を減ら

偏在化している実態とその要因に迫

元観光庁長官・本保芳明氏へのイ

を楽しむことだという。

の享受という国民側の視点と、効率

すことは難しいので大型連休の地域

るとともに、それらの課題をクリア

ート滞在の習慣を広め、や

日本人も旅行好きな国民として

化・生産性向上による産業の活性化

別取得（＝休みの平準化）を提言し

して観光需要の平準化を図り、旅行・

日常と切り離された異なるコミュニ

ービス提供のシステムを構築せざる

人とは異なる長期滞在に対応したサ

い刺激になっている。産業界は日本

現実にはインバウンドの増加が良

思われがちなシルバー世代（祖父母）

休暇を取得する。平日に分散すると

子どもの学校の休みに合わせて有給

になるのは学校の休みである。親も

大型連休の地域別取得でポイント

時 期についてはピーク期に偏 在 し、

そこで、観光需要の現状が、来訪

て提示している。

休暇制度の改革とその方向性につい

地の形成を図るための方向性、休日・

観光産業の安定化や魅力的な観光

以上のように、各論文・インタビ

◆「平準化」に向けたプロセス

ウンド対応が見えてくるとしている。

とに商品を変える発想の先にインバ

を考えることになる。ターゲットご

知られる。その旅のスタイルには物

という産業界側の視点の双方が必要

ている。

○ 平準化
― 鍵は学校休暇の地方別分散に
あり

見遊山的・周遊的な側面と内省的・

だと説く。

ティに身を置いて過ごすという観点

を得ない。日本人旅行者も外国人の

も国内旅行では孫世代に合わせた三

来訪形態としては１泊２日（もしく

経済同友会から「
『真の観光立国』

漂泊的な側面があると考えられるが、

から、バカンスに最も近い日本人の

旅行スタイルを実際に目にすること

世代旅行が目立つ。そのために学校

は日帰り）型に偏在しているという

バカンスはそのどち らとも 異 なる。

年代までの「帰省の旅」

によって有給休暇の使い方も含めた

の休みの地方別分散化がキーになる。

その上で、日本で長期休暇を普及

ではないかと指摘する。

旅は昭和

意識変革につながる契機になり得る

推進するための策として重要なのは、

スを示したのが図１である。

前提で、
「平準化」に向けたプロセ

と指摘する。
さらに今後は観光産業界の社会

魅力的なバカンスの形の創出ではな
いかと提案し、観光地ではないバカ

する事業者の大変革につながる。現

さらに、平準化は旅行商品を企画

30
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特集テーマからの

Ⅲ・滞 在 化

Ⅱ・リピーター化

Ⅰ・分 散 化

プロセスとしては、大きく「異なる

けの努力では限界があり、

ないことで平準化につながる
①休日・休暇制度の改革を進める

【構造改革】

具体的には「旅行者・観

―旅行者・観光客側にとどまら

社 会 全 体 での 取 り 組 み、
光客側の意識改革・構造

産 業 界 を 巻 き 込 んだ 中 長 期

ない社 会 制 度の改 革であり、
的な取り組みが必要となる

改革」、 さらには「観光
革」が不可欠である。こ

― 長期休暇が取得できる社会

地側の意識改革・構造改
こでは旅行者側と観光地

―マーケットセグメントによっ

て旅行形態、旅行時期が異な

ると理解・把握することから

戦略づくりが始まる

① 滞在型への展開

【構造改革】

―滞在型への展開が曜日変動を

低減させ、安定した生産性の
―最もボリュームゾーンである

―日本人とのバランスへの配慮

② インバウンド客をうまく生かす

高い観光地経営が可能となる

識改革」と「構造改

家族旅 行の分 散 化を図るた

が必要だが、長期滞在する外

環境づくりを推進する

革」の取り組みにつ

めに、夏 休みを地 域 別にず

側、それぞれにおける「意

いて、
いくつかの施策

国人旅行者の来訪形態は、旅

ビス提供を迫ると同時に、外

行・観光産業界に新たなサー

らして設定する
（２）観光地側から見て

を提案したい。
（１）旅行者・観光客側から見て

国人滞 在 客に接することで、

日本人の休みや旅行に対する

【意識改革】
① バランスの取れた観光地づくり

意識の面にもよい刺激となる

【意識改革】

―観光地の一部どこかが混雑す

形態への誘導」に分けられ、前者は

― 年間何度も同じ観光地に通

―カンヌ映画祭、草津音楽祭な

と期待できる
鉄道駅、特定の宿泊施設や飲

誘客戦略としてスタートした

どのイベントはオフシーズンの

ると空間快適性が一気に崩れ

食 施 設、駐 車 場 …… 観 光 地

う、季節ごとに同じ観光地に
② 有給休暇をきちんと取得する

全体でのボトルネックの解消

③ オフ期の誘客戦略

暇であり、さらには平日旅行

― 北海道スキーツアー（低稼働
―「施設容量」
（宿泊、飲食、駐車

市ホテルをうまく活用した）
、

が重要である
③「周囲に合わせて休む・旅行す

場など）を正確に把握してお

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジ

の増加から平準化につながる

― 平日に取 得 するからこそ休

る …… 一部 の 道 路、道 の 駅、

① なじみの観光地を持つ

のリピーター化を目指す方向であり、
後者は滞在化を目指す方向である。

◆ 旅行者・観光客と観光地へ
の提案
― 意識改革と構造改革

る」という意識の転換・払拭を

くことが重要である（実際に

であった冬季の札幌市内の都

上記プロセスによる日本人の観光需

図る

ャポン「熱狂の日」音楽祭（低

ふ っ しょく

要の平準化を進めていくためには、ど

はほとんど把握できていない）

稼働であったゴールデンウイ

―周囲の状況に流されず、特定
の旅行時期や観光地に集中し

② マーケティングの必要性

うすればいいだろうか。

訪日外国人もうまく取り込みつつ、

通うことが平準化につながる

分散化、あるいはその一形態として

来訪時期への誘導」と「異なる来訪

平準化
これから
（将来）

異なる
来訪形態
異なる
来訪時期

これまで
（過去～現在）
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ピーク集中
×
1泊2日型（日帰り型）

そのためには、旅行・観光産業だ
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図１「平準化」に向けたプロセス

ルをうまく活用した）など

ークの東京都内の都市ホテ
そのような意識共有のもと、個々

る素地をつくることが重要である。

社会全体として取り組みを推進す

産性の向上」が不可欠であり、それ

益の拡大」である。そのためには「生

旅行・観光産業の最終目標は「収

た旅へと転換した「豊かな旅」の実

的に充実した旅から心理的に充足し

標である「快適な旅」
、そして物質

旅行者・観光客にとっての最終目

である。

は単なるオフ期対策を超え
の取り組みが旅行者・観光客側、観

は「付加価値の増大」
「効率性の向

らすのか？

て新たな需要を創造したと
光地側の双方において進められるこ

現のためには、観光需要の「平準化」

図４「平準化」がもたらす “プラスのスパイラル”

平準化

＜旅行者・観光客＞

視
座
言える

上」、そして「平準化」によってもた

構造 改革
構造 改革

ほりき みつぐ）

（うめかわ ともや／

訴えていきたい。

とによって、図３に示すように、そ

産性の向上」
、そして「収益の拡大」

こうした「平準化」に向
め、やがて歯車の回転がより円滑に

につながり、その利益の一部還元に

が必須である。そのことを今後とも

し たの が、図 ２ で あ る が、
スピードを増して、社会全体のなか

よって、観光地は「快適な空間を提

らされる。つまり、「平準化」は、「生

多岐にわたる施策の中には
で「平準化」が加速してゆくことに

供すること」ができる。そして、旅

れぞれの歯車が少しずつかみ合い始

時 間のかかるものも 多 く、
なるだろう。

けた取り組み施策を整理

また、必ずしも平準化を目

行 者・観 光客は「快 適な旅」、さら

＜旅行者・観光客＞

には「豊かな旅」を享受することが

＜観光地＞

できるという図４に示すような“プ

観光地側の

旅行者側 の

（ 注１） key performance indicator
の 略。 目 標
達成のために具体的な業務プロセスをモ
ニタリングするために設定されるいくつ
かの指標（業績評価指標： performance
）のうち特に重要なものを指す。
indicators

＜旅行・観光産業＞

的とせずに取り 組まれる

滞在化

ラスのスパイラル”が形成されるの

リピーター化
分散化

意識 改革
《平準化》

ケースもある。それらが直接的でな

図３ 平準化へ向けた社会全体としての環境づくり

観光需要の「平準化」は何をもた

構造改革

収益の拡大

◆「平準化」の先にあるもの
……

「周囲に合わせて
休む・旅行する」
意識の転換

構造改革
オフ期の誘客戦略
◦有給休暇の取得促進
◦有給休暇の連続取得
◦学校休業日の分散 など

くとも平準化につながるという意識

休みに前向きな
意識を持つ
意識改革

滞在型への展開

を少なくとも観光関係者が共有し、

マーケティングの
必要性

意識改革

バランスの取れた
観光地づくり
なじみの
観光地を持つ
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快適な旅
豊かな旅

利益の還元

快適空間の
提供

利益の還元

《観光地側》
《旅行者・観光客側》

効率性の向上
生産性の向上
付加価値の増大

観光地側の

旅行者側 の

意識 改革

インバウンド客を
うまく生かす

滞在型への展開

特集テーマからの
図２「平準化」に向けた取り組み施策

実践的な「観光地経営」
の取り組み
観光政策研究部

研究員

西川 亮
梅川 智也

――“伊勢志摩サミット”を目前にした三重県鳥羽市を例にして

公益財団法人日本交通公社

理事・観光政策研究部長

めい び

岸部まで迫っており、風光明媚なリ

アス式海岸が形成されている。

歴史的文化的に伊勢神宮とのつな

しんせん

がりが強く、古くから鳥羽で取れた

水産物を伊勢神宮に神饌として奉納

する関係が続いている。

鳥羽観光発展の経緯

鳥 羽 観 光 の 歴 史 を 振 り 返 る と、

１９００年代から徐々に旅館が増え

始め、１９３７年（昭和 年）に鳥

源的にも立地的にも恵まれた観光地

なって取り組む鳥羽市の観光地経営

進計画」を策定しつつ、官民一体と

うになるなど戦前から観光誘客の取

変更して誘客宣伝事業を実施するよ

羽保勝会が鳥羽観光協会へと名称を

光基本計画」
「漁業と観光の連携促

特Ａ級 （注１）の観光資源を持ち、豊

であると言 える。にもかかわらず、

の地道な取り組みを紹介したい。

２時間程度の距離にあり、まさに資

かな自然美あふれる伊勢志摩国立公

近年は観光客数の減少傾向が続き、

鳥羽市は近隣に伊勢神宮という

園や、ミキモト真珠島や鳥羽水族館、

観光の現状は必ずしも芳しいもので

戦後は、１９４６年（昭和 年）に

り組みがなされていた。

海の博物館など観光施設にも恵まれ

はなかった。
２０１３年（平成 年）
、伊勢神宮
で１３００年以上続く 年に１度の

鳥羽市全域が伊勢志摩国立公園の指

定を受ける。１９５１年（昭和 年）

摩サミット）の開催が２０１６年（平

般、第 回先進国首脳会議（伊勢志

は久しぶりに増加した。さらに、先

「式年遷宮」が執り行われ、観光客数

離 島と半 島 部から構 成されている。

答志島・菅島・坂手島の４つの有人

熊野灘に面しており、市域は神島・

半島北部に位置し、
伊勢湾と太平洋・

鳥羽市は、三重県 東 端部の志摩

１９５５年（昭和

業 な ど を 公 開 す る よ う に な っ た。

開島し、真珠 養殖の過程や海 女作

新行楽地・御木本真珠ヶ島」として

にミキモト真珠島が「自然と科学の

年）には鳥羽水

成 年）５月に決定した。

鳥羽市の地勢と
歴史文化

ている。また、伊勢エビやアワビを
はじめとする海の幸など食の楽しみ
も豊富にある。さらに名古屋・京都・
大阪という大都市圏から直通列車で

21

26

25

20

本稿では、こうした国際的なイベ

り、市域の多くは 急 峻 な山地とな

平地は海岸線沿いにのみ分布してお

珠島～水族館という観光ルートが定

族館がオープンし、鳥羽湾巡り～真
きゅう しゅん

ントを目前にした鳥羽市が、観光を

着していった。

42

っている。また、海岸線は山地が海

30

鳥羽市
三重県
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12

観光研究最前線

ら訪れる観光客を伊勢志摩へ誘致す

鉄が大阪万博の開催を前に、全国か

である。特に交通アクセスの面で、近

したのは１９７０年代に入ってから

観光地としての発展が急速に加速

るようになった。観光施設としては、

伊勢志摩国立公園の自然美が楽しめ

台が完成し、自動車時代に対応して

（２００６年に無料化）と鳥羽展望

観 光 有 料 道 路であるパールロード

成６年）に６６０万人を記録して以

観光客数についても１９９４年（平

数が大幅に落ち込み、鳥羽市全体の

はこうした大型観光施設の入込客

しかしながら、バブル経済崩壊後

うした状況を踏まえ、民間事業者に

来減少傾向が続いていた（図１）
。こ

１９７１年（昭和

年）に鳥羽駅近

るため、鳥羽方面への鉄道整備に力
くに海の博 物 館 （ 注 ２）が開 館した
１９７０年代後半か

づいた観光振興に着手するようにな

観光課を創設し、観光基本計画に基

よる取り組み （注３）に加え、行政は

らは、旅館・ホテルの

った。

『 第１次観光基本計画 』の策定

観光基本計画に
基づいた
観光政策の実現

新築や増改築が活発化
するとともに、民宿が
大きく増加した。民宿
の増加は鳥羽地区だけ
でなく、南鳥羽の漁村
集落や離島でも進めら
れた。

など、鳥羽観光を牽引

１００万人を突破する

わずか３カ月で入場者

新水族館として移転し、

２年）に現在の位置に

は、１９９０年（平成

施設である鳥羽水族館

重要性を認識し、積極的に関与する

組みは行政が鳥羽市における観光の

てきた部分が多かったが、この取り

民間事業者の努力によって支えられ

た。鳥羽 観 光の歴史を振り 返ると、

２００８～２０１５年度）を策定し

『鳥羽市観光基本計画』
（計画期間：

鳥羽市では市 制施行 後初となる

と実践

する重要な施設として

姿勢を示すものと位置づけられる。

鳥羽を代表する観光

の役割を果たしてきた。

出典：鳥羽市観光統計をもとに（公財）日本交通公社作成

鳥羽市宿泊者数（人泊）

鳥羽市観光客数

1

50
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（１９９２年に現在の場所に移転）
。

鳥羽市中心部と鳥羽湾の風景（写真提供：鳥羽市）

を入れることとなったことが大きい。
さらに１９７３年（昭和 年）には
48

図１ 鳥羽市の観光客数と宿泊者数の変遷

8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

図２ 近年の取り組み－観光基本計画の目標年次

本計画では、
「国際観光時代をリ
ードする“海洋文化都市”の形成」

『 第２次観光基本計画 』の策定

――「鳥羽うみ文化」の継承と

され、計画の実現を忠実に担保すべ

る観光産業の持続的発展」が目標と

「自立自走できる地域経営の核とな

アーの拡充など一定の成果を上げる

の拡充、エコツアーなどの着地型ツ

観光資源の掘り起こしや観光ガイド

『第１次観光基本計画』によって、

創造を目指して

く『アクションプログラム』
（前期２

年）に伊勢神宮式年遷宮を

ことができた。しかし、２０１３年
（平成

鳥羽市観光基本計画策定の前年

ラリンピック東京大会」の開催が決

大や「２０２０年オリンピック・パ

は全国的な訪日外国人観光客の増

状況が続くと予想される中、一方で

終え、今後、鳥羽市にとって厳しい

25
である２００７年（平成 年）に鳥

入湯税の導入

きた（図２）
。

民一体となった観光振興が行われて

カ年・後期５カ年）が策定され、官

「皆が幸せを感じる、やさしい鳥羽」

3

羽市は入湯税を導入した。同 年 策

定するなど観光を巡る状況の変化が

そこで、
鳥羽市では２０１４年（平

予想されている。
に基づいて入湯税の７割を鳥羽市観

成 年）に観光基本計画の見直しと

の貴重な財源として計画的に用いら

り、目的税である入湯税が観光振興

れた事業」に限定して活用されてお

「アクションプログラムに位置づけら

光地の姿を共有し、それを実現する

めだけではなく、将来目指したい観

計画では、産業振興や課題解決のた

の連携・協働によって実施した。本

したい観光地の姿を定めるためには、

ための計画が検討された。将来目指

立教大学、
（公財）日本交通公社と

２０１６～２０２５年度）の策定を、

『第２次観光基本計画』
（計画期間：

26
れている全国でも極めてユニークな

この鳥羽市観光振興基金の使途は、

に還元している（図３）
。

源保護のために鳥羽市温泉振興会

光振興基金に繰り入れ、３割を鉱泉

定した「鳥羽市観光振興基金条例」

19

後期アクション
プログラム
（2022～2025年度）
中期アクション
前期アクション
プログラム
プログラム
（2016～2018年度）（2019～2021年度）
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後期アクションプログラム
（2011～2015年度）
前期アクショ
ンプログラム
（2009～
2010年度）

2026

2025
2024
2023
2022
2021

2020
2019
2018
2017
2016

2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006

2005

第1次鳥羽市観光基本計画
（2008～2015年度）

第2次鳥羽市観光基本計画
（2016～2025年度）

入湯税導入（2007）
観光課設置（2009）

出典：第2次鳥羽市観光基本計画をもとに（公財）日本交通公社作成

テーマ別戦略プロジェクト
1 鳥羽市全体における鳥羽うみ文化ネットワーク構想

3 芸術を活かした観光振興

2 漁業と観光の連携

4 インバウンド受入推進

エリア別戦略プロジェクト
1 中心市街地の賑わい・魅力創出
2 新たな島旅の推進

会議による議論が重ねられている。

戦略8
観光推進体制の構築

・観光推進体制の強化と構築
・計画の見直しと評価
・観光統計の充実
・観光財源の確保と有効な活用
・観光産業活性化と人材育成
・市民の参画を促す

4

アクションプログラムでは、前述し

観光基盤整備

戦略7
観光基盤の充実・強化

年度（２０１５年度）
、事業検討アド

主要施策
・バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進
・観光地としての防災対策の強化
・周辺地域との連携による観光ルートの構築
・鳥羽までの交通および域内交通の改善

きプロジェクトが「戦略プロジェクト」

基本戦略

出される独特で特徴ある“海そのも

・鳥羽市内での情報提供を強化する
・外部に対する適切な情報発信を行う

地域の核となる「個性」を明確にし、

戦略6
鳥羽を発信する

バイザー会議、および事業検討市民

・外国人観光客に魅力的なコンテンツを創り出す
・外国人観光客の受入態勢・環境を整備する
・外国人観光客が訪れやすい環境を作る

として６つ位置づけられた（図４）
。

戦略5
外国人観光客に魅力を伝える

の”と、その海を通じて生まれた歴

・中心市街地の景観を向上させる
・集落や離島の風景を活用する
・美しい景観を観光活用する
・自然環境を保護する

それを伸ばしていくことが必要であ

戦略4
美しい景観を提供する

史や生活文化、漁 業 文化などの総

・鳥羽らしい土産品・特産品を開発する

る。そこで、市民を中心とした３つ

・より魅力ある宿泊施設を目指す
・温泉地としての魅力も高める
・観光資源を創造的に活用する

『アクションプログラム』による

戦略3
鳥羽での滞在をより魅力的なものにする

されることで、各戦略プロジェクトは

・より魅力ある観光施設を目指す

体」
、すなわち「鳥羽うみ文化」で

・芸術・文化を活用する
・自然史を活用する

プログラム』を策定する予定で、今

「鳥羽うみ文化」の継承と創造

国際的な滞在拠点を目指した

・うみの文化を伝える
・歴史・文化・伝統を継承・活用する

戦略2
鳥羽うみの文化を伝える

30

の策定部会が設置され、
「鳥羽らし

・食に付加価値を付ける
・漁業や海女のなりわいを継承する

た６つの「戦略プロジェクト」を実現

戦略1
鳥羽うみの豊かな食を提供する

観光基本計画の着実な遂行

主要施策

あることが共有され、それを継承・

基本戦略

さ」とは何かについて繰り返し議論

目標像

するために必要な事業がリスト化さ

図４ 『第2次鳥羽市観光基本計画』の計画体系

鳥羽市では、計画初年度からスム

出典：鳥羽市提供資料をもとに（公財）日本交通公社作成

創造していくことこそが鳥羽観光の

消防施設

（1割／7割）

と検討がなされた。

環境整備

（1割／7割）

れるが、
前期（３カ年）
・中期（３カ年）
・

観光振興

（5割／7割）

策が定められ、重点的に取り組むべ

観光基本計画に
記載されている事業

ーズな事業展開ができるよう第２次

鳥羽市観光振興基金

目 標であると掲 げ られた。そして、

鳥羽市
温泉振興会

事業を通じた
観光客への還元

毎年入湯税の
7割を積み立て

その結果、鳥羽らしさとは「大小

入
毎年

後期（４カ年）
の３度にわたって策定

鉱泉源保護費

助
を補
3割
の
湯税

観光基本計画についても『アクション

鳥羽市
納税

８つの基本戦略のもとで の主要施

温泉宿泊施設
支払い

さまざまな島々を擁したり、内海と

観光客
（宿泊・日帰り）

外洋が交じり合ったりすることで創

図３ 鳥羽市の入湯税基金化の仕組み

出典：第2次鳥羽市観光基本計画をもとに（公財）日本交通公社作成
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伊勢神宮とのつながり
鳥羽観光の発展は、民間事業者によるさまざまな努

一途をたどり、再び500万人を超えるのは1984年（昭和

力に支えられてきた。それに加えて、近接する伊勢神宮

59年）のラッコブームの時であった。次の1993年（平成

の存在も忘れてはならない。2014年（平成26年）に鳥

5年）の式年遷宮については、その翌年を境に鳥羽市の

羽市が実施した観光動向調査によると、鳥羽市を訪れ

観光客数は減少を続け、2012年（平成24年）までその

る観光客の約５割が伊勢神宮を訪問しており、伊勢市

傾向が続いた（50ページ 図1）
。

の調査でも伊勢市を訪問する来訪者の宿泊地として鳥

一昨年2013年（平成25年）の第62回式年遷宮は記

羽市が選ばれている。おいしい海の幸と多種多様な宿

憶に新しいが、この年、鳥羽市の観光客数が対前年比

泊施設が“伊勢神宮への訪問と鳥羽市での宿泊”とい

16.1％増の478万人を記録し、宿泊客数についても対前

う観光行動を促しているのである。

年比17.0％増で201万人を達成したが、宿泊客数が200
万人を突破するのは2008年（平成20年）以来5年ぶり

鳥羽市の観光入込との関係を見ると、1973年（昭和

のことであった。

48年）の式年遷宮時は、その翌年に鳥羽市への観光
客数が初めて500万人を突破したが、その後は減少の

＜伊勢神宮参拝客・約150年間の推移＞
伊勢神宮の参拝客数の推移が下図のように明治から記録に残っていることは驚くべきことである（出典は伊勢市
ないぐう

げ ぐう

観光統計）
。第二次大戦前後の推移や式年遷宮の開催される20年に１回の急増、内宮と外宮の参拝客数逆転など
が明確に表されている（注４）。

伊勢神宮参拝客数の推移（明治、大正、昭和、平成）
第57回遷宮

16,000,000

第58回遷宮

内宮

第59回遷宮

第60回遷宮

外宮

計

第61回遷宮

第62回遷宮

14,204千人（平成25年）

14,000,000
12,000,000

8,031千人（平成24年）

10,000,000

8,590千人（昭和48年） 8,387千人（平成5年）

8,000,000

6,629千人（平成4年）

6,203千人（昭和47年）

6,000,000
4,000,000
2,000,000

２５年

２２年

１９年

１６年

１３年

１０年

７年

平成元年

４年

６１ 年

５ ８年

５５年

４９年

５２年

４６年

４３年

４０年

３７年

３４年

２８年

３１年

２５年

２２年

１９年

１６年

１３年

１０年

４年

７年

昭和元年

１２年

９年

大正３年

６年

４４年

４１年

３８年

３５年

明治２９年

３２年

0

（出典：伊勢市観光統計）
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第 回遷宮
宇治橋渡始式
第二次お木曳行事
第 回全国自然公園大会
第一次お木曳行事
愛知万博開催
中部国際空港開港
熊野古道世界遺産登録
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開業
みえスカイフェスタ開催
外宮神楽殿竣工
みえ歴史街道フェスタ開催
内宮御鎮座二千年
世界祝祭博覧会
志摩スペイン村開業
第 回遷宮
おかげ横町営業開始
鳥羽水族館新館開業
宇治橋渡始式
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外宮御鎮座千五百年
パールロード開通
三重国体開催
第 回遷宮
南勢バイパス開通
大阪万博開催
宇治橋渡始式

伊勢道路開通
伊勢志摩スカイライン開通

3940

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

Ｓ
Ｓ

59

34

伊勢湾台風

58

伊勢市と改名
第 回遷宮

2830

宇治橋渡始式
御木本道路開通
終戦
伊勢電大神宮前廃線
第二次世界大戦
伊勢電（大神宮前～桑名）
参宮急行電鉄（上本町～宇治山田）
第 回遷宮
宇治橋渡始式

4 6 10 14 17 20 20 24

Ｓ

Ｓ
Ｓ

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

12

関東大震災

57

Ｔ

363839 42 4344 3 3

路面電車内宮まで開通
第一次世界大戦
度会橋架橋
御幸道路開通
第 回遷宮
宇治橋渡始式
路面電車（古市口～宇治）開通
路面電車（本町～山田駅前）開通
路面電車開業（本町～二見）

参宮鉄道開通（国鉄）

出来事

53

Ｔ
Ｔ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ

Ｍ
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の鍵は鳥羽漁業の再生にある”との

功体験などを通じて“鳥羽観光再生

つ、各段階における取り組みの評価
強い信念から取り組みが始められた。

年後という長期的な目標を定めつ

と市場動向の変化などを踏まえなが
この漁観連携計画がスムーズに進
んだ背景には、鳥羽磯部漁業協同組

ら、目標や事業を修正できる枠組み
が用意されていることが特徴となっ
合と鳥羽市観光協会だけでなく、そ

は漁協組合長、観光協会長、市長の

い。２０１４年（平成 年） 月に

者の合意・連携が整ったことが大き

の関係性を担保する鳥羽市役所の三

ている。

全国的にも珍しい
『 漁業と観光の連携促
進計画 』の策定と実践
三者対談がキックオフ会議として実
現し、その内容は鳥羽市の広報誌に

策定の背景

『第２次鳥羽市観光基本計画』の

掲載され、全戸に配布された。
策定のプロセス

戦略プロジェクトの一つに位置づけら
れた「漁業と観光の連携プロジェクト」
の第一歩として、２０１４年度（平成

漁 観 連携 計 画 策 定のプロセスは、
まずは漁業の実態を把握するため、

年度）に『鳥羽市・漁業と観光の

連携促進計画』（以下、
漁観連携計画）

鳥羽市の取り組みである。そのリー

しての連携を模索しようというのが

はなく、産業としての連携、組織と

が民宿を始めるという個のレベルで

携は全国的に見ても多くない。漁師

農業と比較して漁業と観光との連

ていることが明らかとなった。また、

に対してはマイナスイメージを抱い

対する理解は高くなく、むしろ観光

総じて漁協支所、漁師ともに観光に

り、微 妙に言葉や風習も異なるが、

７）
。漁村ごとに漁法や魚種が異な

グからスタートさせた（ ページ 図

改善（フィードバック）

Action

Check

評価・考察
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・計画推進
・仕組みや支援制度の検討と運用
・各地区の取り組み実施と支援 ・国や県の補助事業導入等

実行

Do

《計画期間：10年間
平成27～36年度》

Plan

・今後の漁観連携の方針を定める

『漁観連携計画』の策定

消費者のニーズ→

市内 カ所の漁村集落へのヒアリン

ダーが一般社団法人鳥羽市観光協会

鳥羽漁業の特徴は、いまだに一本釣

行政

が策定された（図５）
。

の吉川勝也会長である。同市浦村地
き

りにこだわる漁 師が 多 数いること、

か

区の牡蠣小屋での牡蠣食べ放題の成

連携

行政の支援
・両者が議論を重ねて、互いを理解する
・連携に関して共通認識を持つ
・市内外に周知し、｢鳥羽｣のブランド化を図る
観光
漁業

観光
漁業
漁観連携事業

課題

課題

11

データ
ヒアリング
・収入の減少（後継者不足）
・施設が観光客に対応できていない
・鳥羽の漁業を観光に生かしていない
・後継者不足
・伝統的漁法の衰退
・収入の減少
・漁業の縮小

現状
現状

26

56

・観光客の減少
・施設の老朽化
・旅館の廃業・減少

・漁獲量（資源）の減少
・魚価の低迷
・漁業経費の高騰（特に燃料）
・高齢化

データ
ヒアリング

2

13

観光
漁業

10
1
26

図５ 『漁業と観光の連携促進計画』の枠組み

《平成26年度》

目標（Goal）

出典：鳥羽市・漁業と観光の連携促進計画

漁観連携計画の概要

漁観連携計画は、御食国・鳥羽の

経路の把握から始め、市 内観 光業

とし、まずは、複雑な水産物の流通

マネージャー事業」の活用を図ること

みを進めていく必要があり、漁業者、

実現のために５つの基本戦略が設定

界の地元調達率調査 ― 地元で水揚

う役立つかというスタンスで取り組

あること、海女文化が色濃く残って
宿泊業者、そして行政の三者が一堂

された（図６）
。そして戦略ごとに６

げされた水産物を市内の宿泊施設な

本土側よりも離島側の漁業が盛んで
いること、アワビや伊勢エビ、鯛な
に会する場の設定が何にも増して重

つの施策が整理され、 のプロジェ

ど（や飲食店など）がどの程度使っ

み けつくに

ど高級魚が多く多品種少量である
要であり、本音で語り合うことから

クトが構築された。そして前期３カ

＊「鳥羽うみ文化」：第2次鳥羽市観光基本計画のキーワード。特徴ある鳥羽の海そのものと、
その海を通じて生まれた歴史や生活文化、漁業文化などの総体のこと

出典：鳥羽市・漁業と観光の連携促進計画

たい

ことなどが明らかとなった。
具体的な事業につながっていくこと

＜鳥羽うみ育成＞
４．｢鳥羽うみ｣の“文化”と“恵み”を生かし、育てる

まずは漁業、漁協、漁師の実態を

＜漁業活性＞
５．鳥羽の漁業が再び元気になる

① 情報発信強化プロジェクト～鳥
羽の魚介類の情報をきちんと観
光客に伝える！

文化のユネスコ無形文化遺産登録」

に向けた取 り 組みを進めているが、

今回の漁観連携計画に位置づけら

宿泊料の１％を海女文化の保存・活

れた「海女基金」がスタートしている。
③ ブランド化推進プロジェクト～

用に生かすための基金である。また、

クト～鳥羽の魚介類を鳥羽で食

鳥羽の魚介類の価値を高める！

人材不足に悩む海女の新規参入を図

これは、趣旨に賛同する宿泊施設が

④ 海女さんプロジェクト～鳥羽らし

るため、海女の公募に取り組み、全

長期的な事業としては、海女の現

国から２人の新人を受け入れている。
鳥羽の魚介類を鳥羽の旅館で安

いる。

設の整備の可能性などが検討されて

泊施設で要望のある一次加工処理施

大きく、料理人の人手不足に悩む宿

めの養殖技術の向上や比較的規模の

金収入のもととなるアワビ増殖のた

め、初年度（２０１５年度）は、ふる

計画に基づく各種事業の実現のた

取り組み

漁観連携計画の実現に向けた

定して食べられるようにする！

⑤一次加工場整備プロジェクト～

い特徴ある「食」の場をつくる！

べられるようにする！

② さらなる地産地消推進プロジェ

現在、伊勢志摩地域として「海女

ているか ― を実施することから始

＜地産地消＞

年で重点的に実施すべきプロジェク

２．鳥羽の“海の幸”を食べる

が確認された。

＜鳥羽うみ体験＞
３．鳥羽の“海”を体験する

把握し、その再生のために観光がど

「漁観連携」の戦略 ～鳥羽の「漁業」と「観光」を結ぶ5つの視点～
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＜情報発信＞

められている。

①鳥羽で獲れた旬の“海の幸”のさらなる消費拡大を図ります
②鳥羽の“海の恵み”をアピールし、
ブランド力を高めます
③鳥羽の海が育てた「鳥羽うみ文化*」
を大切に継承し、
未来に向けて発展させます

30

さと財団（総務省管轄）
の「地域再生
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3
4

１．鳥羽の“海の恵み”を伝える

トとして以下の５つが選定された。

図６ 『鳥羽市・漁業と観光の連携促進計画』の計画体系

鳥羽観光の今後の展開
―― 期待される実践的
な観光地経営
６つの戦略プロジェクトと

観光財源
３カ年の前期アクションプログラム

させており、そのためには市民の観

２０１６年度（平成

芸術などを生かしたまちづくりの推

画が肝要である。鳥羽市におけるこ

ＫＰＩ（注６）
の設定が必要であるが、

計画の評価にあたっては、適切な

される。

今後の実践的な観光地経営が期待

などを展 開 することとなっており、

年度）

れからの観光推進体制は、他産業と

鳥羽市における最重要業績評価指

進、駅前地区の景 観 整備と再開発

も連携しつつ、鳥羽うみ文化の継承

標は「観光消費額」と位置づけてい

以降の展開

と創造を通じて、独自の地域ブラン

る。
「観光客数」
より「宿泊客数」
、「宿

ベルの参画を仰ぎながら実現に向け

けられたが、前述したように市民レ

めていくかについては、いわゆるＰＤ

監理、つまり評価と見直しをどう進

また、アクションプログラムの計画

基準となる数 値（観 光の経済波及

切になると考えている。そのための

であり、さらに「地域内循環」が大

坂手支所
さか て

と ば

うらむら

浦村支所
鳥羽支所

石鏡支所
いじ か

国崎支所
あ だこ

せん が かた こ

畔蛸支所

千賀堅子支所

そして、 年後を

検討されている。

て現 在 各 種 施 策が

けた短期的展開とし

志摩サミット」に向

に開催される「伊勢

28

くこと、伝統芸能や

ン利用を促進してい

光・レクリエーショ

う みで 少 しでも 観

まで漁業主体の鳥羽

な展開として、これ

見据えた中・長期的

10

（注１）
『観光資源の今日的評価に関する研究』
（公益財団法人日本交通公社、
２０１３年）
（注２）海と人間との関わりの歴史をテーマに約
６万点の実物資料を保存・展示している。
（注３）温泉開発やパール婚、地球塾など。
（注４）研究員コラム：梅川智也 式年遷宮を間
近にした伊勢神宮～ 年に一度の再生。
（注５）各事業を計画（ PLAN
）→実施（ DO
）→
評 価（ CHECK
）→ 改 善（ ACTION
）の
流れで実行し、次の計画や事業の改善に
活かす考え方。
（ 注６） key performance indicator
の 略。目 標
達成のために具体的な業務プロセスをモ
ニタリングするために設定されるいくつ

うめかわ ともや）

（にしかわ りょう／

ドを構築し、差別化していくことが

て動こうとしている。

効果調査）を算出していくことが検

出典：鳥羽市・漁業と観光の連携促進計画

ＣＡシステム（注５）
を導入し、第三者

ようて い

泊客数」より「観光消費額」が重要

28

要諦となる。

光への理解と観光まちづくりへの参

3
相差支所

その財源的な裏付けとなる入湯税

おおさつ

討されている。また、地方創生とと

では６つの戦略プロジェクトが位置づ

く ざき

を含めた評価委員会を創設して進め

あ ら しま

は７割が基金化され、いわば観光分

安楽島支所

もに、２０１６年（平成 年）５月

菅島支所

ていくこととなっている。

すがしま

野の独自財源として有効活用が期待

答志支所
お はま

されている。使途はアクションプログ

とう し

小浜支所

ラムに基づいて実施されることとな

神島支所

桃取町支所

っているが、活用の実態についてはよ

わ ぐ うら

り透明性を高めるためにも明確化と
情報発信が不可欠である。
推進組織・体制と計画監理の

仕組み
鳥羽市の観光振興の体制は、これ
までのような観光業界だけで進めら
れるものではなく、漁協や農協をは
じめとする多様な主体によって推進
されるものと考え方を大きくシフト

図７ 鳥羽市に点在する漁村集落（漁協支所）

かの指標（業績評価指標： performance
）のうち特に重要なものを指す。
indicators

56
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かみしま

和具浦支所
ももとりちょう
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観光研究レビュー

Euro-Asia Tourism Studies Association
（EATSA）
発足会議参加報告

２０１５年６月７～ 日にかけて、

分野に関する学術研究は北米地域

がカナダとなっているように、この

数ランキングの１位がアメリカ、４位

ティ経営分野の国・地域別論文発表

ツーリズム・レジャー・ホスピタリ

学によく似た風景が続き、
日本式
「幕

（写真１）
。キャンパス内は日本の大

において研究発表や講演が行われた

所在する図書館が併設された建物

ャンパスが広がっており、その中に

るＭＲＴ「輔大駅」の目の前にはキ

大学名の略称が駅名に冠されてい

。そうした
がリードしている （ 注１）

の内弁当」
（写真２）が昼食として

ている。

本稿では、会議への参加報告を行

中で、北米地域ではなく、ヨーロッ

提供されるなど、国内学会に近い雰

台 湾 に お いて
Euro-Asia
Tourism
（ＥＡＴＳＡ）
Studies Association

うとともに、関連する新たなツーリズ

パやアジア地域が中心となって活動

加した。

）
の発足会議（ Inaugural Conference
が開催され、当財団からは筆者が参

ム研究の動向についても紹介したい。

囲気を味わえたのは新鮮であった。

ＥＡＴＳＡは、ヨーロッパとアジア

会 議は、台 湾において開 催された。

本学 会の記 念すべき最初の年 次

）が会場となっていた。同
University
大学はカトリック系の私立大学であ

写真2 昼食の日本式「幕の内弁当」
（具や味付けはやや台湾風）

する本学会はユニークな存在である
と考えられる。

地域におけるツーリズム・ホスピタリ

会議の前半３日間は台北、後半２日

会議の様子

ティ・レクリエーション領域を専門と

間は花蓮と開催地域が分かれるプロ

Euro-Asia Tourism
Studies Association
（ＥＡＴＳＡ）について

する研究者らが中心になって設立さ

グラムとなっており、筆者が参加し

ふ じん

前半のプログラムは、台北近郊に

たのは前半部分であった。

れた学会である。会議名が発足会議
）と名付けら
（ Inaugural Conference
れているように、２０１５年から本

ロッパにおけるツーリズム・ホスピタ

り、レストラン・ホテル・組織経営

所在する輔仁大学（ Fu Jen Catholic

リティ・レクリエーションに関する研

学 科（ Department of Restaurant,

格的な活動がスタートしている。

究・教育の促進」であり、特に国際

学会の設立目的は、
「アジアとヨー

比較や、研究成果および実践事例の

Hotel and Institutional Manage）が設置されている。
ment

写真1 会議の会場
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知見を共有することに重点が置かれ

観光研究レビュー◉Euro-Asia Tourism Studies Association（EATSA）発足会議参加報告

57

外山 昌樹
公益財団法人日本交通公社 観光政策研究部 研究員

３日間であった。

も出ている。

構築の進展やイノベーションの創出

につながると考えられる。

ツーリズム研究の領域においても、

STUDY OF LCC ROUTE ENTRY EFFECT IN SIGHTSEEING IN
OKINAWA

会議プログラム

他方、誰もが無料で内容を閲 覧
できるオープンアクセスの原則を取

角谷 尚久（一般財団法人 京都大学名誉
教授森下正明研究記念財団）

知のオープン化が進む

THE STUDY OF TURNAROUND OF THE AIRLINE BUSINESS

具体的なプログラム内容について

近藤 祐二（一般財団法人 京都大学名誉
教授森下正明研究記念財団）

今後はオープンアクセスジャーナルが

STUDY ON DEVIATION OF PREFERENCES OF YOUNG PEOPLE AND
COMMODITY CHARACTERISTICS OF PACKAGE TOURS IN JAPAN

り入れた学術誌は、自然科学 系を

丸山 政行（プール学院大学）

は、一般的な国際会議と同様、基調

DESTINATION MARKETING FOR ACTUALIZATION OF A
TOURISM NATION

存在感を増していくのかもしれない。

Sang Jun Kim（近畿大学）

中心に増加している。多くの知見が

宮城 博文（大阪商業大学）
AN EMPIRICAL ASSESSMENT THROUGH PROCESS QUALITY AND
外山 昌樹（公益財団法人日本交通公社） IMAGE IN TOURIST DESTINATION: AN APPLICATION TO KYOTO

今回の会 議に参 加して気づいた、

INTEGRATED TOURISM DEVELOPMENT ORGANIZATION
AT KUMANO HONGU IN JAPAN

講演、口頭研究発表、レセプション

大島 知典（立命館大学）

（とやま まさき）

WHO DO TRAVEL AGENTS TRULY REPRESENT IN JAPAN?

広く共有されることは、新たな理論

廣岡 裕一（和歌山大学）

学術誌にまつわる新たな動きについ

DEVELOPING OF SERVICE INNOVATION IN TAIWAN
CONVENTION AND EXHIBITION INDUSTRY

などが盛り込まれていた。なお、今

Chih-Sheng Kang（同志社大学）

て報告したい。ＥＡＴＳＡでは今の
ところ独 自の学 術 誌を発 行してい

」（注３）という
Pathmaking Journal
査読つき学術誌の編集を行っている。

は有料である。近年は購読料も上昇

表1 日本からの発表リスト

回の会議では、ポスター発表は実施
されなかった。筆者が参加した前半
ないものの、本学会の設立メンバー
氏
Francisco Dias

）が
（ Polytechnic Institute of Leiria
「 European Journal of Tourism,
」（注２）
、
Hospitality and Recreation

た ポ ル ト ガルの

であり、今回の会議にも参加してい

部分の口頭発表数は、
全部で 本（セ
分であ り、

ッションの数は９）であった。１つ
のセッションの時 間 は
２～４本の発表が行われた。
発表内容の傾向としては、マーケ
ティング、サービス産業、ブランディン
グ、旅行者行動というキーワードに

た。日本からの発表数は、前半部分

これら２誌の特徴は、ウェブサイト

スペインの Alfonso Vargas-Sánchez
氏 が「 Enlightening Tourism. A

では全部で８本であった（表１）
。筆

上で全ての論文を公開しているオー

代表されるような、経営学的な視点

者も共同著者として、京都における

プンアクセスジャーナルと言われる

に基づく研究が多かったように感じ

旅行者のサービス品質と満足、ロイ

形態をとっている点にある（ウェブ
海 外における一般 的な学 術 誌は、

サイトのＵＲＬは脚注参照）
。

ヤルティに関する研究発表に関わった。
開催地域が前半と後半で分かれ
ていたせいか、会議の規模は、筆者
議に比べると大きいわけではなかっ

傾向にあり、大学図書館の中には購

論文内容を閲覧するのが基本的に

たが、新しい研究コミュニティが生

読できる学術誌の数を減らすところ

がこれまで参加した他学会の年次会

まれていく勢いが随所に感じられた

（注１）原忠之（2014）
「世界の潮流の変化・方向性に呼応しない日本観光学術界に
迫り来る危機と変革への戦略試案」 観光文化221号所収
（注２）http://www.ejthr.com
（注３）http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/et/index
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年度観光地経営講座」を開催！

今回は、
８つの視点（図１）のうち、
「視点３ 市場創出」に焦点を当てま
した。現在、観光分野のみならず社
会的にも高い注目を集めている「イ
ンバウンド」をテーマに据え、基礎
データの理解から戦略策定の考え方
に至るまで深く学ぶことを目指し、
全体 を９つの講 義で構 成しました

当財団は２０１４年度（平成 年

「観光地経営講座」とは

点を事例とともに取りまとめた『観

とに、観光地経営に必要な８つの視

の調査・研究の成果やノウハウをも

議論に加わり、さまざまな立場から

もお招きしました。そして受講者も

に対応されている行政や民間の方々

当財団の研究員に加え、現場で実際

「平成

度）に、
「観光地経営講座」をスター

光地経営の視点と実践』（２０１３年

（ 図２ 開 催 概 要 参 照 ）
。講 師には、

トいたしました。本講座は、観光に

〔平成 年〕 月発刊、丸善出版）を

体例を踏まえながら解説しました。

の視点の考え方や実践について、具

地経営の視点と実践』をもとに、８つ

観光政策研究部長がテキスト『観光

菜穂子氏をお招きしてご講義をいた

ＡＳＥＡＮ戦略アドバイザーの古田

阜県観光国際戦略顧問および山形県

講義４では、外部講師として、岐

の可能性などについて解説しました。

講義１では、当財団の梅川理事・

概要

続く講義２では、インバウンド対応

だきました。

使用することにより、観光地経営に

観光に関する基礎的な知識を体系

２回目となります今年度の講座は、

を考える上で意識しなければならな

の担当者、観光関連団体、商工会議

的に習得する「観光基礎講座」と、

「観光地経営の“８つの視点”と実

い日本人の旅行の現状や意識などに

から外客誘致プロジェクトに力を入

２０１３年度（平成 年度）までは、

材育成を目的に実施するものです。

深く実践的な知識とノウハウの習得

践 ～地域はインバウンドをどう捉え

ついて筆者が説明いたしました。講

にわたり、当財団大会議室において
開催いたしました。

をもとに、インバウンドの地方分散化

か国・地域旅行者調査」の結果など

より、自主研究として実施した「５

民間組織との役割分担などを戦略的

の見直しや発掘、観光の人材育成、

く、県庁内部局間の連携、観光資源

21

27

６月 日（木）～ 日（金）の２日間

27

「平成 年度観光地経営講座」の

と地域での実践 者の支援を目指す

るか？ ―地域主体の戦略を考える ―」

れており、プロモーションだけでな

り基礎・実践の両要素を兼ね備えた
新たな講座となりました。

26

岐阜県では２００９年（平成 年）

「観光実践講座」をそれぞれ開催し

義３では、当財団の相澤主任研究員

発行日：2013年12月
仕 様：B5版 230ページ
定 価：本体2,800円＋税

と題して、
２０１５年（平成 年）

昨今の市場環境の変化に対応し、
既存の観光地が活性化していくため
には、観光地全体をマネジメントして
いく「観光地経営」という考え方が重
要です。本書では、それを実現させる
ためのポイントを8つの視点から提言
するとともに、全国10カ所の参考とな
る実践例を取り上げ、その学ぶべき点
について丁寧に解説しています。

ており、両講座を統合することによ

関する網羅的な理解を促します。

12

所、観光関連事業者などの方々の人

の意見交換を行いました。

よる地域振興に携わる地方 自治体

26
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テキストとして、当財団のこれまで
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図1 「観光地経営」のための8つの視点

状況把握

戦略策定

視点1
観光地の特性と経営状況を把握する

視点2
関係主体を巻き込んで説得力ある
将来ビジョンを策定する

財源確保

市場創出

視点8
地域の観光財源を確保する

「観光地経営」
の
視点

ブランド形成

視点7
観光地としてのブランドを形成する

組織・人材

視点6
組織と人材を見直して実行力を高める

視点3
新たな魅力と市場をつくる

滞在促進

視点4
滞在のための仕組みをつくる

保存・活用

視点5
観光資源の保存と活用の両立をはかる

ンド先進地と言えます。講義では、

に実施しており、まさしくインバウ

ンケート調査」の結果について筆者

政令指定都市の観光政策に関するア

して昨年度実施した「都道府県及び

が説明いたしました。

講義６では、外部講師として、観

光庁国際観光課外客誘致室長の佐藤

「選択と集中」に基づく戦略策定か

ら実施方法に至るまで、ご紹介いた

だきました。

講義５では、当財団の自主研究と

図2 開催概要
■開催概要

平成27年度

観光地経営講座

観光地経営の“8つの視点”と実践

～地域はインバウンドをどう捉えるか？ －地域主体の戦略を考える－
＊8つの視点：
①状況把握、②戦略策定、③市場創出、④滞在促進、⑤保存・活用、
⑥組織・人材、⑦ブランド形成、⑧財源確保
◦開催日時：平成27年6月25日（木）～26日（金）
◦場
所：公益財団法人日本交通公社 大会議室
◦対
象：観光による地域振興に携わる地方自治体のご担当者、
観光関連事業・商工会議所などのご関係者
◦主
催：公益財団法人日本交通公社
◦協
力：観光庁、岐阜県、NPO法人シクロツーリズムしまなみ、信州白馬八方温泉しろうま荘
◎プログラム
講義１ 観光地経営の視点と実践 ～８つの視点を概観する（梅川）
講義２ 日本人の旅行市場の動向（牧野）
講義３ インバウンドFIT客の地方分散化について（相澤）
講義４ 地域におけるインバウンド対応策について ～岐阜県の取り組み事例から～（古田氏）
講義５ 都道府県及び政令指定都市のインバウンド対応（牧野）
講義６ 我が国のインバウンド政策について（佐藤氏）
講義７ 宿泊の現場から見たインバウンドの現状と課題（丸山氏）
講義８ インバウンドの視点からみた自転車旅行の可能性
～大会成功を礎にした自転車旅行文化形成への道～（山本氏）
講義９ 総括ディスカッション（佐藤氏、丸山氏、山本氏、梅川、牧野）
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かりやすく解説していただきました。

る問題点や解決策などについて、分

例とした地域の受け入れ対応におけ

政策の方針・内容、台湾を具体的事

きました。インバウンドの現状および

久泰氏をお招きしてご講義をいただ

ングロードなどの整備が進んでいる

の一方で、海外に比べる とサイクリ

る理解が深まりつつありますが、そ

るなど、地元のサイクリングに対す

なみサイクルオアシス」が整備され

媛 県 内では、自 転 車 休 憩 所「しま

数は年々増加しているようです。愛

域に導くための戦略や方法などにつ

ドの重要性、そしてインバウンドを地

ているもの、地域におけるインバウン

インバウンドが我が国の観光地に求め

スカッション」を行いました（写真）
。

て登壇し、筆者司会による「総括ディ

して、また当財団の梅川が総括とし

◦今後の方向性や身近な目標から話

◦職場に戻り、情報共有したい。

◦これからの施策に活かしていきた

講義７では、外部講師として信州
とは言い難い状況です。自転車旅行

いて、受講者およびパネリスト間で熱

などの感想をいただきました。

し合い、できることから行動したい。

つでもやってみることから始めたい。

いたが、まずは合意形成を図り、一

◦インバウンドについて難しく考えて

い気持ちでいっぱいだ。

白馬八方温泉しろうま荘総支配人の
の現状、および今後の推進に向けた

一方で、
成果と課題、そして今後に向けた

各部署との連携の取り方や巻き込

が多かった。講師の方々の実際の

◦ソフト面（考え方やマインド）の話
対応

これまでの講義内容などをもとに、

丸山俊郎氏をお招きしてご講義をい

い議論を交わしました。

だきました。

の事例を踏まえながら解説していた

課題や取り組みなどについて、海外

しろうま荘はトリップアドバイザー
やワールドラグジュアリーホテルなど

最後の講義９では、外部講師の佐

アドバイスが欲しかった。

において受賞されるなど、海外の観

回のテーマ（今回はインバウンド）に

などのご意見も頂戴しました。

み方など、具体的に動き出す際の

しろうま荘では特別な施設整備や語

関する現状や課題、対応策などにつ

限られた時間の中で講師の方々に

本講座の主な目的は、受講者が各

学対応などを行っているわけではな

いて把握・理解してもらうこと、そ

全てをお話しいただくのは困難であ

藤氏、丸山氏、山本氏にパネリストと

く、しろうま荘ならではのおもてな

して講座で得られた知見や方法など

るものの、実践されている立場の方

光客からも高い評価を得ています。

し対応が評価されているようです。

を地元に持ち帰り、わずかであって

であれば当然興味を抱く点であると
者同士のネットワークづくりも目的

開催を見据え、一層本講座の充実を

今回の反省点を踏まえつつ、次回

ちょう だ い

この点を含めたインバウンド対応の

も実践に結びつけてもらうことです

の一つに位置づけられます）
。受講者

図っていきたいと思います。そして

思われます。

の声を聞きますと、

今後とも、地域の観光地経営（観光

（この他、受講者と講師および受講

基本的な考え方について、丁寧に解
説していただきました。
講義８では、外部講師としてＮＰ
Ｏ法人シクロツーリズムしまなみ代
表理事の山本優子氏をお招きしてご

◦インバウンドに取り組む上で、自

地づくり）に貢献していく所存です。

（主任研究員 牧野博明）

分が考えていたことの再認識がで
きた。
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講義をいただきました。
しまなみ海道の知名度は海外でも
高まりつつあり、海外からの来訪者
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ただきました。

写真 講義９総括ディスカッションの様子

旅の図書館

第３回「たびとしょ

」を開催
Café
対する若い世代の注目度の高さがう

今回は大学生が多く、改めて寺社に
かがえました。当財団の研究員も含

「旅の図書館」では、
７月３日（金）
に第３回「たびとしょ Café
」を開 催

代までと幅

め、計 人が集まり、盛況の会とな

しました。
テーマは、「寺社をとりまく旅の今」
～寺社コン、御朱印めぐりに集う若
者たち～とし、宿坊研究会代表・寺
社旅研究家の堀内克彦氏をゲストス
代から

ピーカーとしてお迎えしました。
参 加 者は
広い年齢構成となりましたが、特に

70

だきました。

躍できる可能性などを示唆していた

災、教育の面などにおいて寺社が活

ったお寺の事例や、今後、観光や防

の受け入れを始めることで活気が戻

紹介いただくとともに、新たに宿坊

継者不足などに悩む寺社の実態をご

さらに、檀家・参拝者の減少や後

だん か

動きをご紹介いただきました。

まなスタイルで寺社を楽しむ最近の

料理も魅力の宿坊体験など、さまざ

住職との触れ合いやお寺自慢の精進

女が寺社を楽しむ「寺社コン」
、ご

めぐり」や、寺社や歴史が好きな男

朱印帳を持って寺社を回る「御朱印

経体験に加え、豊富なデザインの御

従 来 行われている座禅 体 験や写

話題提供

第１部：ゲストスピーカーによる

りました。

25

【第１部のお話のポイント】

◎寺社の朝と夜の魅力、寺社だからこそ学べ

る雰囲気、実は面白い修行体験（座禅、写

経、精進料理）など、寺社が持つ潜在的な

◎ 寺社は情報発信力、後継者不足などの課
魅力はさまざまである。

題を抱えており、今後、寺社の数が減った

り放置されたりすることが予想されている。
堀内克彦（ほりうち かつひこ）氏
「人生を変える寺社巡り」がテーマの寺社旅研
究家。宿坊研究会・縁結び神社研究会・お守り研
究会を運営し、参加者１０００人を超える寺社
旅サークルの主宰や宿坊サミットの開催、トーク
ライブ、海外への日本文化情報発信、寺社好き男
女の縁結び企画「寺社コン」をプロデュース。宿坊
研究会は All About
の「スーパーおすすめサイト
大賞」で審査員特別賞を受賞。日蓮宗のお寺活
用アイディアコンペでは、さまざまな寺社を活性
化させた実績を買われて審査員を務め、各地で
寺社活性化・地域活性化の講演なども実施。寺
院のコンサルタントとしても活動中。著書に『宿
坊に泊まる（小学館文庫）』『こころ美しく京の
お寺で修行体験（淡交社）』『恋に効く！ えん
むすびお守りと名所（山と溪谷社）』など。

◎ 寺社が宿坊を始めるには、税制上の複雑
組みに積極的な寺社も増えている。

さや政教分離の原則、本山・檀家など関

係者の多さといった課題はあるが、実際に

山奥でほとんど人が来なかったお寺が宿

坊を始めることで多くの方が訪れるように

なった例もある。宿坊は、寺社や地域の活

◎今後、防災、観光、子育てなど寺社が活躍

性化につながる可能性を持っている。

し得る領域は広く、日本ならではの歴史を
ま

意見交換

ふ

持った寺社はさまざまな可能性がある。

寺社界では危機意識が高まっていること

り、そこに集まっている例もある。高

をもとに英語が通じる宿坊などを知

外の方は口コミやＳＮＳなどの情報

【堀内氏】日本人のほうが多いが、海

いか。

ては日本人と外国人ではどちらが多

【参加者（大学生）
】宿坊の利用者とし

以下にその一部を紹介します。

とで意見交換をしていただきました。

ながら、ゲストスピーカーとゲスト

社にまつわる軽食やドリンクをとり

胡麻豆腐や麩まんじゅうなど、寺

ご

第２部：ゲストスピーカーとの

から、寺社コンの受け入れや宿坊への取り

野山のある宿坊ではお坊さんに英語
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ある。

海外の方の割合のほうが高い宿坊も

で話しかけられたことがあるほどで、

見えてしまう。そういった違いをク

ものでもきらびやかで新しいものに

は新しく塗り替えてしまうので古い

古いものは古いまま残すが、韓国で

寺では風景から違う。日本の場合は

るのも一つの方法だ。

べきものと触れてもらうものを分け

僧次郎吉の墓の例のように、保存す

もあるが、両国にある回向院の鼠小

をして入らせないようにしている例

ポットとしてのシンボルの周りに柵

部分があるので、それらを共有でき

広まっている情報は断絶されている

ットで広まっている情報と紙媒体で

作業が必要になると思う。また、ネ

いるようなものを掘り起こしていく

が得意だと思うので、皆が見逃して

のほうが多く来訪しており、韓国や

【堀内氏】どちらかというと欧米の方

るのか。

など、口コミのネットワークを活用し

ートとして紹介していくとか、ＳＮＳ

ウェブサイトを作っている。また、ル

いで日本の宿坊を一つずつ紹介する

再生プロジェクトでも６カ国語くら

発信は必要。私が関わっている宿坊

【堀内氏】まずは多言語化による情報

報発信していけばよいのか。

盛り上げていくためにどのように情

【参加者（大学生）
】宿坊や寺社界を

有効であるかと思う。

興味のある形から入ってもらえる体

トーリーを学んでみるとか、相手に

味でも、神楽体験から日本神話のス

じてくる部分もある。そういった意

であるように、形から入って心が通

神田明神での巫女体験講座が大人気

れをどう形にするかが大事。例えば

かりづらい部分もあると思うが、そ

って異なるイメージを持っており、分

【堀内氏】神道は、日本人でも人によ

についてはどう思うか。

【参加者】日本ならではの神道の扱い

象があった時代とは異なり、さまざ

寺社めぐりというと、少し堅い印

ました。

だった」といったコメントをいただき

っていたが大変奥が深く、良い企画

だった」
「若者向けの軽いのりかと思

りフィーチャーするようなコンテンツ

興味深かった」
「寺社の存在意義をよ

化や日本文化の再発見に関する話が

参加者の皆様からは、
「 地域 活 性

るような仕組みを作っていきたい。

ねずみ

【参加者】浅草など観光地化されたと

ローズアップして発信していくのも

中国の方は少ないと思う。アジアで

て発信していくことが必要であると

験をパッケージし、その奥にあるも

まな角度から寺社の魅力を見いだし

え こういん

仏教国の方は日本の寺社仏閣を訪れ

ころは多くの外国人観光客が来るが、

もタイやインドネシアの方は興味を

思う。

のを感じ取ってもらう２段階の仕組

て楽しむスタイルが定着しつつある

ション不足から起こると思っている。

【堀内氏】マナーの問題はコミュニケー

と思うので、新聞などの媒体にもっ

の方にはネットでは情報が届かない

けばよいのではないか。また、年配

が必要であるというご指摘も再度認

の価 値 や 精 神 性 を 大 切に す る 意 識

としての対象ではなく、寺社の本来

課題である一方で、単なる観光資源

● 参加者からの反応

持たれているようであり、国によって

【参加者】多くの来訪者が訪れるとマ

みも有効ではないか。

悩む寺社の活性化については大きな

ようです。寺社離れや後継者不足に

最近は温泉の入り方を図で説明して

と出せば広まっていくのではないか。

識しておくべき視点であると感じま

こ

ナーの問題があると思うが、お寺や

用した商品を作ってアピールしてい

【参加者】旅行会社ももっと寺社を活

いる例もあるが、このようにしっか

【堀内氏】長野善光寺の御開帳のよう

した。

み

も異なる。一方で、韓国と日本のお

神社ではどのように考えていけばよ

りと説明して分かっていただける工

に、旅行会社は特別感を出すツアー
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夫が必要。神社などでは、パワース
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第４回「たびとしょ

」を開催
Café
の「特集：
「道の駅」における地場産
品活用の実態と付加価値向上策」に
おいて、地場産品を活用して集客や

までの経緯についてお話しいただき
ました。
「産直市場よってって」は、特
殊な物流システムで店舗チェーン化を
進め、民間企業として「道の駅 柿の
郷くどやま」を運営している他、和歌
山県を基盤として大阪府２店舗、奈

◎「産直市場よってって」は店舗によって業務

スーパーとの併設や大型ショッピングモー

ルへの出店、道の駅への出店、水産物の

取り扱い、日本一の梅の売り場づくりなど、

消費者と農家に喜んでいただくことをモッ

トーに常に新たな挑戦をしている。

◎ 生産者は自ら商品を店舗へ運び入れ、値

ています。年間の来店客数５７０万人、

良県３店舗を含めて 店舗を展開し

【第１部のお話のポイント】

野田 忠（のだ ただし）氏
１９３６年和歌山県田辺市生まれ。１９８１
年に
（株）
プラスの代表取締役に就任し、
２００１
年より現職。日本農業にとって大変な時代となっ
てきた２００２年５月、和歌山県田辺市に第１
号店となる民間経営の農産物直売所をオープン。
「地産地消で地域の食を支え、健康な食生活と地
域活性化に貢献する」という使命のもと、常に
プラスの発想で新たな試みを行っている。田辺納
税協会顧問、田辺商工会議所顧問など、公職を歴
任。さらに、和歌山県知事表彰、国税庁長官表彰、
財務大臣表彰など、表彰も多数。

ほ てん

で行っている。消費者の反応を見ながらよ

りよい商品を作るモチベーションにつなが

り、さらには複数の店舗があることで販路

が確保でき、農業所得の向上や生産量の

◎ 国の補助金を投入して赤字を補 塡 する施

設整備では本当の意味での地方創生とは

言えないのではないか。我々はナショナル

ブランドを扱わず、地元とその周辺地域の

商品を扱うことで、地域循環型ビジネスを

している。民間の立場でビジネスモデルを

つくり地方創生に挑戦したい。

以下にその一部を紹介します。

で意 見 交 換 をしていただきました。

がら、ゲストスピーカーとゲストと

あるめはり寿司、ドリンクをとりな

んやぶどう、和歌山県の郷土料理で

「産直市場よってって」に並ぶみか

意見交換

第２部：ゲストスピーカーとの

いる例などをお話しいただきました。

などで農業所得の向上につながって

大し、商品管理を農家に任せる方式

います。多店舗展開により販路を拡

地元農業者の所得向上にも寄与して

から人 気 を集めているだけでなく、

者は５０００人を超えており、消費者

商品販売数５１３０万点、出荷生産

拡大にもつながっている。

「旅の図書館」では、
８月 日（木）
に第４回「たびとしょ
」を開催
Café
売り上げの確保に成功している具体

しました。
テーマは、地域を元気にする「農産
例として取材・紹介させていただい
今回は、
『観光文化２２５号』との

物直売所」のしかけ ～生産者と消費
の事例から～ とし、（株）プラス（和

タイアップ企画として、取材・執筆を

た企業です。

歌山県田辺市）取締役会長の野田忠

担当した川口主任研究員も同席し、

者をひきつける「産直市場よってって」

氏をゲストスピーカーとしてお迎え

参加者は研究者や学生に加え、実

研究成果の一部も紹介しました。

（株）
プラスは、『観光文化２２５号：

際に道の駅の運営に携わっている実

しました。
観光の経済波及効果を高めるには』

務者の方や当財団の研究員やインタ
ーンなど、計 人となりました。

県内外に の店舗を展開するに至る

をいただき、ご自身の生い立ちから

第１部では、野田氏より話題提供

話題提供

第１部：ゲストスピーカーによる
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付け、在庫管理、引き取りなどを全て自身

【野田氏】全て農家の自己責任でお願

く教えていただきたい。

取引の仕組みについてもう少し詳し

【参加者（民間）
】商品の流れとお金の

に常々お願いしている。

えた質の向上に努めていただくよう

正な値段設定と、お客様の声を踏ま

てって」の信用にも関わるので、適

分に跳ね返ってくる。
「産直市場よっ

るが、質の悪いものを出すと全て自

【野田氏】一定の人口と農家数があり、

行っているのか。

プロモーションや宣伝はどのように

ると思うが、競争を勝ち抜くための

しては都市部に進出している面もあ

【参加者（自治体職員）
】店舗の展開と

いたい。

るようになる施策を国にやってもら

６％負担していただいている。質の良

り、他店に転送する場合はプラスで

数料は売上額の ％をいただいてお

めるという仕組みになっている。手

商品を追加したり翌日の出荷量を決

お知らせし、それを見ながら農家が

からはメールで売れ行き状況などを

の回収もしていただいている。店舗

うにあたり、漁業との連携について

【参加者（ 自治体職員 ）
】水産物を扱

けるかという挑戦をしていきたい。

して観光客にどれだけ寄っていただ

限界があるので、旅行会社とも連携

にある。地元のお客様だけでは数に

店舗は年々観光客が増えている傾向

のインターチェンジから近い立地の

し、近くに温泉がある店舗や、高速

地元客の割合が圧倒的に多い。ただ

【野田氏】店 舗によっても異なるが、

の工夫はあるか。

用と地元客の利用を両立させるため

【参加者（自治体職員）
】観光客の利

と、手数料が低いことなどが口コミ

よって商品が多くの店舗に出せるこ

ないが、多店舗展開していることに

【野田氏】特に都市部は農家数が少

ように集めて組織化しているのか。

【参加者（大学教員）
】出荷農家をどの

ほとんど配らない。

オープン当初は配るが、それ以降は

は競合だと思っていない。チラシも

が広まっていくため、大手や大都市

の商品の魅力があり、口コミで良さ

か買えないものを扱っている。農家

ブランドではなく、我々はそこでし

どこに行っても買えるナショナル

出店をしている。

物流が比較的うまく組めるところに

させられる機会となりました。

いただき、地方創生のあり方を考え

払うことの重要性を改めて示唆して

く自分たちで儲けを出して税金を支

を循環させ、国の補助金頼りではな

想いに圧倒されました。地元の経済

通の仕組みを作り上げていった熱い

に新たな取り組みにチャレンジし、流

いただきたい」という想いのもと、常

「とにかく消費者や農家に喜んで

コメントをいただきました。

変参考になるものだった」といった

駅を作ろうとする当市にとっても大

味深いお話だった」
「これから道の

方創生、農業振興を実現している興

思わなかった」
「民間企業として地

の所得がこれほど増加しているとは

参加者の皆様からは、
「若い年代

● 参加者からの反応

込み、値付けをし、売れ残った商品

いしており、農家が自ら商品を持ち

いものは評判を呼んで毎年指名され

はどのような形をとっているのか。

で広がり、出荷農家を多く集めるこ
の一角を借りて、移動式の冷蔵庫や

しい部分がある。漁協とは、敷地内

番の心配事である。我々の出荷農家

が高く、後継者不足であることが一

とができている。一方で、農家年齢

それぞれが幸せになる経営をされて

目」
「経営者の目」の３つの目を持ち、

経験を通して「農家の目」
「消費者の

ご自身の生い立ちからさまざまな

もう

度管理の問題など、農作物以上に難

【野田氏】漁業の場合は漁の有無や温

パッケージや値付けの機械などを設

いることが「産直市場よってって」の
いでいる人がいるが、若者が農業で

（観光研究情報室 福永香織）

成功の背景にあると感じました。

の中でも 代で４０００万円近く稼
口座に振り込むといった形で連携す

しっかりと収入を得て、農家を継げ
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置したり、売上金や手数料を漁協の
る予定である。
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立教大学観光学部教授 立教新座中学校・高等学校校長

「旅行の楽しさ」の研究

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

村上

和夫

験を知る社会に住んでいたことがそれを可能と

したのではないだろうか。

このような旅行小説では、観光から旅の「楽

しさ」が切り出され、空想の旅物語が紡がれ、斬

あたか

新な旅の楽しさが創造されるのである。
『八十日

間世界一周』では主人公と彼の執事が恰も旅行

業者と旅行者を連想させ、両者の関係がコメデ
・

・

・

・

・

・

・

観光経験を基礎にした楽しみとは

ある。

知していなければ楽しむことができないもので

事態は違って見えてくる。
社会のほとんどの人が、毎年数回観光をする
ような社会を想像してみよう。そこでは、旅の

・

観光が「楽しみのための旅行」であるならば、

・

実際に旅行しないで、楽しむこと

しかしながら、少し身を引いて考えてみると

らしている。これは近代観光の要素を社会が熟

・

ィタッチで描かれ、日付変更線の通過に主人公

・

・

・

・

理解しようとする英語圏の観光研究には、この

・

・

・

・

「観光をすることから私たちはどのように楽し

・

・

論理的には「旅の楽しみ」を十分に知った社会

・

楽しさは「道中の楽しさ」としてばかり語られ

において、もはや事実としての旅行が無くても

・

るのではない。そのような社会では、多くの人

旅の楽しみを資源として社会生活を豊かにする

・

マスツーリズムにおける観光研究

が観光経験を持っており、観光の楽しさ（道中

方法に人々は関心を向けるのではないかと考え

・

今から 数年前、私が学生のころ、
「旅の楽し

の楽しさ）が社会的経験として蓄積され、実際

ることができよう。

・

さは個人的経験であるので科学的に研究し社会

に旅行を伴わない空想の旅物語にも人々は〝面

・

現象として究明されねばならない」と教わった。

白さ〟を感じるようになっているはずである。

独立変数として、また観光への期待の充足度が

世紀の半ばに近代の始まった

実は、このような現象は決して新しいことで

ており、他方で、テレビのプライムタイムには旅

行に至っては若者の参加率は漸減とさえ言われ

光、すなわち観光需要を理解しようとするなら

確かに、マスツーリズムにおいて量としての観

多くの人々がそれを読み楽しんでいた。そのこ

ルヌ、１８７２年）が新聞小説として発表され、

欧州では、
『八十日間世界一周』
（ジュール・ヴェ

「笑」
の世界
（楽しみを創り出すエンタテイメント）

介する旅行素材の説明に利用されるのではなく、

しさのエピソードは、もはや実際の観光地を紹

行を扱った多くの番組が放映されて、旅行の楽

はない。すでに

ば、前者の発想は有効なものであり、この理解

ろすでに、筆者も読者も共に観光という旅行経

19

は否定できない。現在でも観光を産業を通じて

満足と結びつくとされていた。

今、日本では、観光参加率は横ばいか海外旅

そこでは、旅の楽しさは観光行動を生起させる

の楽しさを創り出す資源とする側面である。

第二は、旅の経験を基礎に私たちはさらに生活

・

第一は、道中が楽しい旅行とする側面であり、

・

この定義はふたつの側面を含んでいる。

観光は「楽しみのための旅行」と定義されるが、

究は旅行を楽しさから究明することである。

が気づいていないことが、結末の面白さをもた

第2回

理解が強く見られる。

連載 Ⅰ
さを創り出しているのだろうか。
」私の最近の研

私の研究と観光
40
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・

場合、重要となるのは数少ない「失敗」を基礎

・

をベースに表現され、さらに聞き手に「受容」
・

を 創 造 する 素 材 として機 能 しているのである。
・

に「旅の楽しさを創造する実践」に身を傾けざ

・

される時に、失敗譚が娯楽譚（楽しい旅物語）

我々の社会は、すでにこのことを学んでいる

・

もちろん、そこには娯楽産業やメディアあるい
へと転換していくのである。

道中を快適にそして安全なものとしようとす

ようには見えないだろうか。そして、実際に社会

るを得なくなるのである。

は出版産業の発展があり、
「旅の楽しさ」は産業

るビジネスの努力と、失敗譚を娯楽譚に変換し

は娯楽の修辞法に強く関心を示し始めているの

と無縁ではないのだが、それを観光研究でほと

て 楽 しむ人々の行 為 とは、明 らかに矛 盾 す る。

である。先にあげたテレビの娯楽番組はその好

・

・

・

・

・

・

・

んど意識しないのは不思議なことである。

しかし、ここに豊かな時代の観光を考える重要

・

クパッカーと呼ばれるスノッブなインテリ旅行者

道中の失敗から生まれる、
・

・

例である。さらに、訪日外国人に含まれるバッ

・

・

なポイントが存在する。

・

・

新たな楽しさの発見
・

たちは「失敗」ではないが、限界的な生活を「リ

・

「旅行の楽しさ」の本質を探る

アリティ」があると愉しむ傾向を見せており、こ

・

用する社会とは、先述した「旅の楽しさは個人

「道中の失敗」は、旅の楽しさを創造するため

の社会の動きと論理的には同調するものがある。

・

的経験」として我々が追い求めてきた豊かさに

に価値のあるものであっても、それを目指すこ

「楽しさ」を軸に観光を見ると観光研究の視野

・

旅行経験を生活を楽しむための資源として利

他ならない。未だに
「道中の楽しさと観光需要
（旅

とはできない。それ故、観光ビジネスが避けよ

は広がってくるのである。

・

行需要）の再生産」にのみ研究を傾注する意味

うとする「旅行者の失敗」すなわち積極的に創

たの

は何なのか、それは必要と思うが少し寂しさを

が完全性を目指そうとしても、それが叶わない

村上 和夫（むらかみ かずお）
立教大学観光学部教授・立教新座中学・高等学校 校長。立
教大学大学院社会学研究科応用社会学専攻修士課程修了。萩
女子短期大学、横浜商科大学商学部、立教大学社会学部を経
て現職。日本観光研究学会会長・日本観光ホスピタリティ教
育学会評議員・ Asia Pacific Tourism Association
日本代表を
務める。

（むらかみ かずお）

り出される「旅行の安全策」は、実は「失敗」
の事実に後続するものとなるのである。

感じざるを得ない。
旅行経験から楽しさを創り出す行動を知るた

同時に、それが生起した時点では個々ばらばら

ところが、
「失敗」は、予期が不可能であると

義と矛盾する行為が見られることを紹介しよう。

であり、それ故に今度は「旅行の安全」の概念

めに、一般に「楽しみのための旅行」という定
事例として「旅行の楽しかった経験を語る」と

は個々の「失敗」から乖離してしまうのである。

生活習慣の違い、体調の不具合、犯罪の被害、

のであれば、それを創り出す努力は無駄とは言

かい り

いう時に旅行の失敗譚が少なからず含まれると

そして「旅行の安全」の概念とそのための手法

予期せぬ無駄遣いなど旅行中の失敗は幅広いが、

わないが「旅の楽しさ」との結びつきが必然的

たん

いう事実をあげることにしたい。

その多くは観光ビジネスにおいて、避ける努力

に薄くなることになる。
として充実させようとする社会的命題に向かう

そうなると、
我々は「旅の楽しさを個人的経験」

が傾けられてきた事柄である。失敗譚に含まれ
る「失敗 → 楽しさ」の構図は必ず「新しい発見」
があり、発見は「笑」や「哀愁」を生む修辞法
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University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1989年（初版は1977年）

第2回

版として出版されたもので、今や世界の「地

スト〜ツーリズムの人類学的考察』の第二

本書は、１９７７年の初版『ホスト＆ゲ

ムの本質などには誰も興味がなかった。

書が指摘する文化的交流としてのツーリズ

開発と誰もが信じている最中であって、本

画一的な地域開発に邁進し、これこそが観光

章エピローグの「近

導入した産業の最も合理的な選択肢に過ぎ

ではなく、低開発地域が近代化を図る上で

どの社会において文化を変容させる主要因

であった。しかし、
「ツーリズムは、ほとん

える）
「ツーリズム」は、忌み嫌うべき存在

来て土足で地域文化を踏みにじる（かに見

たため、彼らにすれば、お構いなしにやって

１９９１）の少し外した翻訳は、後に日本

スト論でみる地域文 化の対 応』
（勁草書房

『観光・リゾート開発の人類学〜ホスト＆ゲ

だけで悪戦苦闘しやっと出版にこぎ着けた

類 学 の 専 門 用 語 も 分 か ら ない 建 築 の 人 間

室でこの本を翻訳出版することになった。人

当時の京都大学建築学科の三村浩史研究

事例の追跡調査が証明した。ツーリズム

しかしあの時代に翻訳を世に問うたことを

今 読 んで も 新 鮮 で 示 唆 に 富 むこの 本 を、

こそ人類学者が目を逸らさずに研究対象と

のである。

』で育った人類学者の専
Hosts and Guests
門家たちと、いつか一緒に翻訳し、改訂版を

私がこの本に出会ったとき、日本はまさ
にバブル景気の下、総合保養地域整備法（リ

（にしやま のりあき）

出版したいものである。
マリーナなどの不動産と建設資本がらみの

ゾート法）を錦の御旗に、ゴルフ、スキー、

『

自負している。

悔しさを込めた？ 批判を受けることとなる。

の人類学の専門家たちから、先を越された

たいと強く感じたのを憶えている。

だ気づいていないツーリズム研究に取り組み

為である」という言葉に触れ、日本人がま

るという世界史の中で唯一最大の平和的行

代のツーリズムは、人々が文化の境界を越え

14

なかった」ということを、この 年間に及ぶ

域にもたらす文化変容を研究課題としてき

そうしたなか、第

域の た め に 観 光 を 考 え る 研 究 者 」 た ちの
バイブルとなった。初版も話題を呼んだが、

年間の追

第二版の価値は、掲載された世界各地 の
事例研究のすべてが、初版から

11

人類学者はそれまで、おもに近代化が地

跡調査の成果となっている点にある。

15

15

すべき現象である、ということを突きつけた

11

Editor

Valene L. Smith

わたしの1冊
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『Hosts and Guests
– The Anthropology of
Tourism』Second Edition
連載 Ⅱ

徳明
西山
観光学高等研究センター教授
北海道大学

西山徳明（にしやま のりあき）
1961年、福岡市生まれ。京都で学んだ後、九州芸術工科大学、九
州大学で18年間、西日本中心に町並みや集落の景観保存、文化遺
産マネジメントを研究、2010年に北海道大学に移ってからは、日本
各地の観光まちづくりや開発途上国（エチオピア、ヨルダン、フィジー、
ペルーなど）でのJICAの観光開発国際協力に奮闘中。

する新たな創発の拠点づくりを目指

気を味わっていただくところからス

ゆったりとくつろぎながら旅の雰囲

ています。このたびは、約１年の閉館

ジなどで発信してまいります。

いては、今後本欄およびホームペー

その後“旅行の下調べに必要な図

書を”というご要望に応え、日本各

地、世 界 各 国の旅 行ガイドブック、

地図、時 刻 表、旅 行 関 連 雑 誌、紀

を一体化させ、観光分野における調

に伴い、調査研究部門と旅の図書館

４０００冊を主な蔵書として公開し、

して、豪 華写 真 集を中心とした約

ーマのある旅を応援する」図書館と

１９７６年（昭和 年）創刊の機関

行に役立つ」資料を充実させました。

情報の収集に力を入れ、
具体的に
「旅

行文など旅行・観光に関する資料・

査研究活動とライブラリ機能の融合

53

タートしました。

します。

図書館リニューアルオープンに向けて
「旅の図書館」一時閉館

期間をいただき、リニューアルプロ

具体的なリニューアルの内容につ
公益財団法人日本交通公社「旅の図
ジェクトに取り組むことになりまし

２０１５年（平成 年）９月 日、
書館」は、来年のリニューアルに向

た。当館を運営する公益財団法人

１９７８年（昭和 年）
、
当館は「テ

これまでの歩み

けて一時閉館いたしました。これま

日本交通公社本部の南青山への移転

第一鉃鋼ビル1階にオープンした観光文化資料館

でご利用いただきました皆様には心

年）

より御礼申し上げます。誠にありが
とうございました。
当館は、２０１６年（平成
９月をめどに、南青山に移転いたし
ます。
●

「旅の図書館」
（開館当時の名称は

誌『観光文化』では、実際に図書館

にご照会いただいた事例から興味深

い旅の方法やテーマなどを選び、文

化的、専門的な旅の情報提供といっ

た発信も行ってまいりました（別冊

『観光文化と旅』１９７８年～ 年）
。

ため、通りがかりの利用者が減った

者数は減少しました。地階となった

階への移転をきっかけとして、利用

が、１９９６年（平成８年）の地下

にご利用いただくようになりました

年〕
）には年間約３万７千人の皆様

加し、多い年（１９９５年〔平成７

こうして蔵 書 数、利用者 数は増

84

「観光文化資料館」
）は、１９７８年
（昭和 年） 月、東京駅から程近い
以来 年間、おかげさまで約 万人
の皆 様 をお迎えしてまいり ました
（２０１５年９月末日現在）
。
１９９６年（平成８年）
、第二鉃鋼
ビル地下階へ移転、２０１２年（平成

51

30

28
87

年）には、八重洲ダイビル地下１

1985年 館内の様子

27

八 重 洲の第一鉃 鋼 ビル１階に開 館、

10
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53

37

階へと２回の移転を経て今日に至っ

図書館リニューアルオープンに向けて

69

24

ネットの登場により、旅先の基礎情

ことが大きな要因ですが、インター
りました。また２０１４年（平成

公開などさまざまに取り組んでまい

報は比較的簡単に入手できる時代

年）からは「たびとしょ Café
」とし
て、閉館後の図書館を利用して、少
意見交換のできるミニ研究会を主催

となり、当館に求められる役割が変
当館利用者アンケート調査から利
しています。手探りながらこうして

人数でゲストを囲み、双方向の情報・

用目的について見ますと、２００９
さまざまに取り組んだ結果でしょう

化したものと思われます。

年（平成 年）の調査では約７割が
か、２０１４年度は再び年間利用者
数が微増するなど、手応えを感じて

「旅行の下調べ」
（個人的な旅行 ％、
仕事関係の旅行７％）と回答された
いるところです。
●

のに対して、２０１４年（平成 年）
の調査では「旅行の下調べ」は ・５

どについて模索しながら、
「旅の図

今日、図書館に求められる専門性な

から約６万冊（非公開資料含む）と

当館の蔵書数は現在の約３万５千冊

研 究 部 門 資 料 室との一体 化により、

観光地として名高い聖地には信仰心とは無縁の人々が数多く足を運び、宗教と

直接関係のない場が「聖地」と呼ばれるようになり、関心を集めている。本書『聖

地巡礼 世界遺産からアニメの舞台まで』
（岡本亮輔著、中公新書）が取り上げ

世界文化遺産に指定された聖地、オカルト文化が生み出した聖地、パワースポット、

るのは、カトリックの聖母出現、スペインのサンティアゴ・デ・コンポステラ巡礼、

から著者は、
「現代社会では聖地巡礼と観光が混ざり合い、それぞれ社会の中で位

アニメ聖地巡礼など、現代社会の中で生まれたさまざまな「聖地」である。そこ

置づけ直されている。そしてその結果、従来の宗教研究や観光研究の枠組みでは

これまで、主として観光の現象として研究されてきた「聖地巡礼」研究とは異

捉えきれない変容を生じている」と論じる。

門とする著者の丁寧な考察は、

なる宗教学、宗教社会学を専

現代における宗教と観光との

関わりの深さやその意味を読

み解く上で多くの手掛かりを

（大隅）

与えてくれ、読み応えがある。

『新・観光立国論 ―イギリス人アナリストが提言する 世紀の「所得倍増計画」
』

昨年は訪日外国人も年間１３００万人に激増して盛り上がりを見せている。だが、

２００３年（平成 年）に「観光立国」が宣言されてからすでに 年以上経過する。

10

せんだつ

当館は、先達から託された理念を
大切に継承しつつ、時代の要請に沿

％と減少しています。
しかし滞 在時間が延びる傾向な

って新しい姿となり、引き続き観光
まいります。

文化の振興に寄与すべく、運営して

どからより目的的な利用スタイルに
変化したようです。
２００２年（平成 年）には専門

書 館講座」など、図書 館を会場と

なります。観光による地域の課題解

明年２０１６年（平成 年）
、調査

するセミナーや講座の開催、蔵書の

決に向け日々、調査・研究に取り組

図書 館 協 議 会へ加 盟するなどして、

中からテーマを決めての特別展示な

光研究を軸とした交流、創発の場と

んでいる当財団研究員とともに、観

最近は、特に観 光研 究の専門 書

してご活用いただける専門図書館を

ども始めました。
や学術書の収集に力を入れ、貴重な

目指します。
（旅の図書館長 久保田美穂子）

15

26

資料のデジタル化や古書・貴重本の
閲覧の開始、学術ジャーナルの購読・

あるかもしれない。

（片桐）

サービス提供を考える必要が

てでも利用したくなるような

い。むしろ外国人がお金を払っ

訪日しているというわけではな

もてなし」を求めて外国人が

やめるべきとも明言する。
「お

いう供給側視点からの対応を

立国を目指すなら、ゴールデンウィークを廃止して「大量の観光客をさばく」と

人のしたいことを理解してきめ細かいアピールの仕方を工夫すればいい。真に観光

光立国４つの条件、気候、自然、文化、食事は日本には全てある。あとは、外国

期移民」として捉え、国内消費を促すには、観光は最善策であると言い切る。観

本の潜在力が発揮されていない、人口減少の時代になるなら、訪日外国人を「短

（デービッド・アトキンソン著、東洋経済新報社）の筆者は、まだまだ少ない、日

21

62

42 26
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28

（2015年2月発行）

（2015年6月発行）

14

新書判 240ページ
定価 780円
中公新書

四六判 280ページ
定価 1,500円
東洋経済新報社

21

所蔵図書紹介

公益財団法人 日本交通公社 出版物のご案内

当財団では、
調査研究の成果を、
出版物を通して広く公開しています。
各書は次の方法でお求めいただけます。
●当財団ホームページ／賛助会員様は一部を除き会員価格がございます。
http://www.jtb.or.jp
● 書店／大型書店、
政府刊行物サービスセンター・
ステーション
（官報販売所・取扱
所）
などでご購入いただけます。
または、
お近くの書店でご注文ください。
●オンライン書店／オンライン書店からは、
紙書籍版とともに一部書籍のペーパーバッ
ク版（プリントオンデマンド印刷）
、電子書籍版も発行しています。

次 号 予 告
●近隣諸外国において観光研究者の国際的な活動や交流が急速に活発化して
いる様子が伝わってきます。我が国にはそれら各国の「観光研究」の動向
や特徴に関する基礎的な情報が少ないようです。次号では、まずは近隣の
アジア諸国を対象として、大学、シンクタンクなどの観光関連学術研究機
関がどのような観光研究に取り組み、社会的にどう期待されているのかな
どに関する基礎的な情報収集調査を実施し、分析を試みます。

当財団からのおしらせ
当財団主催の今年度のシンポジウム・セミナーについてご案内します。

「研究員コラムの紹介」
（２０１５年６月〜８月）
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３カ月分をご紹介します。
研究員コラム一覧 で検索できます。
２５５ 富士登山のススメ（初級）
（中島泰）
２５６ 観光振興の担い手
（中野文彦）
２５７ “自撮り棒”が観光客同士のコミュニケーションを奪う？
（西川亮）
（福永香織）
２５８ 子育て世代の心をつかむ旅行とは
２５９ 自動車での移動と地図とカーナビ
（堀木美告）
２６０ しまなみ海道における自転車旅行の
推進に関する一考察
（牧野博明）
２６１ ロングトレイル・コラム～
（吉谷地裕）
「ビバルマン・トラック」 を歩いて
２６２ 世界遺産 富士山の魅力、
その普遍的価値を伝えたい！
（吉澤清良）
２６３ 訪日外国人の消費動向から見た
宿泊料金と質のバランス
（相澤美穂子）
２６４ 「納涼」 ～季節を楽しむ暮らし文化
（大隅一志）
２６５ 旅行に行きたくなるビジュアルとは
（柿島あかね）
２６６ 住民と 「一泊住民」
～渋温泉での滞在を通じて感じたこと～
（門脇茉海）

編 集 後 記

観光文化227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

◆以前勤務していた旅行会社でドイツ・デュ
ッセルドルフに駐在開始当初、ドイツ人の
仕事と休暇に対する考え方や取り方の自分
にとっての常識とのギャップに驚きました。
日本だと仕事のスケジュールや段取りをま
ず決めて、その後仕事の様子を見ながら休
みを入れていきます。これが普通だとの考
えを抱いてドイツ人との業務計画を立てる
べくスーパーバイザーと打ち合わせに入り
ました。ドイツ人管理職が真っ先にするこ
とはスタッフの 日有給休暇の「年間
休暇計画」調整から始まるのです。こ
れが決まった後でようやく業務計画を
立てていくというものでした。

（片桐）

kankoubunka@jtb.or.jp

観光文化編集室メールアドレス：

いいと考えています。 

◆日本でこのような休暇取得が一般的に
ならない背景や要因に何があるかが、
ご寄稿から見えてきました。豊かに生
きるための手段として旅、旅行がある
なら、自律的にも他律的にも実現へ向
けて、今号の特集がきっかけになれば

えさせられる経験でした。

◆休暇パターンはおおむね２つで、 日
連続か、２週間を２回に分けるかでし
た。休暇計画を決めるとスタッフは仕
事も計画的に進めていきます。段取り
よくきっちり仕事をこなしていきます。
自分を含めて日本人スタッフの仕事と
休暇に対する考え方がだいぶ違ってい
たことが印象的でした。ドイツ人スタ
ッフの休むために仕事をするという考
え方に違和感がありましたが、人生の
中で仕事と休息（休暇）の意味を考

30

「２０１５年度シンポジウム・セミナー開催予定」
● 第 回 旅行動向シンポジウム
２０１５年 月 日
（金）
会場：大手町サンスカイルーム
（東京・大手町 朝日生命大手町ビル 階）
27

本年 月発行の最新版『旅行年報２０１５』
の内容をもとに、
日本人の旅行市
場、
観光産業・観光地の動き、
観光政策、
訪日外国人
（インバウンド）
の旅行市場
について、
当財団独自調査結果を複数交え、
研究員が概説します。
詳細については、
当財団のホームページ
（ http://www.jtb.or.jp
）
をご覧ください。

23

■美しき日本 旅の風光
（ＪＴＢパブリッシング）（２０１４年５月発行）
調査研究専門機関として 周年を迎えたことを
期に、
当財団が長年取り組んできた「日本におけ
る観光資源の評価に関する研究」の成果を基に監
修した写真集。完全英語訳付きで海外の方にも
広く日本の観光資源の魅力をお伝えできる１冊。
＊
『電子書籍版』も発行中（電子書籍版は掲載写
真の一部を変更あるいは非掲載となっています）
。
■ 平成 年度観光地経営講座 講義録 最新刊（２０１５年３月発行）
＊オンライン書店
（ amazon.co.jp
三省堂オンデマンド）
より
『ペーパーバック版
（プリン
トオンデマンド印刷）
』
も発行中。
平成 年度の
「観光地経営講座」
の講義録。
「観光
地経営の
“８つの視点”
と実践～組織を見直して実
行力を高める！」を主題に、
特に
「組織・人材」
に焦
点を当て、
山梨県富士河口湖町、
八ヶ岳南麓
（山梨
県・長野県）
で活躍する方々の事例紹介から実践
的な考え方やノウハウに触れ、
持続可能な観光地
づくりのヒントを解説した１冊。
■２０１４年度温泉まちづくり研究会ディスカッション記録
（２０１５年７月発行）
＊オンライン書店
（ amazon.co.jp
）
より
『ペーパーバック版（プリントオンデマンド印
刷）
』
も発行予定。
当年度開催３回の記録です。第１回は「海外の魅
力的なリゾートに学ぶ」。第２回は「現代アートを
起爆剤に温泉街を活性化 ～道後温泉のまちづ
くりに学ぶ」。第３回は「改めてインバウンドについ
て考える」。温泉地の将来を考える上で、
多くのヒ
ントが見えてくる１冊。
■ 旅行年報２０１５
（２０１５年 月発行）
＊オンライン書店
（ amazon.co.jp
）
より
『ペーパーバック版（プリントオンデマンド印
刷）
』
も発行予定。
日本人の旅行実態に関する調査、
訪日外国人の発
地調査、
都道府県への観光政策アンケート調査な
どの当 財 団 独 自 調 査の分 析レポート を 中 心に、
「旅行市場」
「観光産業」
「観光地」
「観光政策」に
ついて直近１年の動向・出来事を総覧した１冊。当
財団の研究員が分析、
執筆、
編集。当財団ホームペ
ージにてＰＤＦを公開。
※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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̶ 鍵は学校休暇の地方別分散

（Photo and Words by 樋口健二）

﹁平準化﹂を 考 える ︱

青い鳥を探す「観光」の旅

豊臣秀次が築いた八幡山城からファインダー越しに見えた
近江八幡の城下町は江戸期以前の風情を残す。碁盤目状の
街並みが逆光に輝いて素晴らしい光景を醸し出していた。
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