外国人旅行者の
地方分散化について考える

いるため、今号ではその中から研究
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年版）
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観光研究最前線（1）
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行ったことのない場所に行きたいとい

とさまざまな地方観光地への訪問意

いるのに対し、訪日３回以上になる

といったゴールデンルートに集中して

う気持ちが高まる。同調査で地方観

向が高くなる傾向にある。

何度も日本を訪れるようになると、

光地への訪問意向を尋ねたところ、地

リピーターの
強い地方訪問意向
旅行者数が増加するに伴い、リピ

地方訪問意向は訪日回数が多く

ことを尋ねたところ
（図３）
、
最も多か
ったのは「温泉を楽しむ」
、
次いで「自

図３ 地方観光地を訪れてしたいこと（複数回答）
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「多

ろ（図４）
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図１ 地方観光地訪問経験・意向（訪日回数別）
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年）

る日本で行った活動では、同調査が
開始された２０１０年（平成
以降、
「日本食を楽しむ」が不動の首
位となっており、購入した商品の上
位を「菓子類」
「その他食料品・飲料・
酒・たばこ」が占めていることから
も明らかだ。
今回の調査結果から、最初はただ
日本食全般に対して関心を持ってい

できる。

心の高まりに結びついていると推察

産品の存在を知り、地方に対する関

の地域を選んでもらうためには工夫

いた。多くの地域の中から自分たち

日本全国各地のブースが展開されて

近くが日本関連で占められており、

やすいかどうかを尋ねたところ、ほ

地についてＦＩＴ（個人旅行）で行き

ってみたい日本の観光地と、各観光

を希望している回答者を対象に、行

の選択率が比例関係を示した。つま

ぼ訪問意向とＦＩＴで行きやすいか

それにはまず、地域の知名度を上

ではなく、地域がどこにあり、どう

り、ただ地域の知名度を上げるだけ

成 年度）に実施した「５か国・地

げることが重要だ。２０１４年度（平

が必要となる。

今後の
インバウンド研究への
取り組みについて

・全体：4,111人（韓国530、中国514、台湾510、香港517、タイ502、シンガ
ポール515、マレーシア515、インドネシア508）
・訪日経験者：2,153人（韓国329、中国335、台湾366、香港388、タイ242、シ
ンガポール228、マレーシア127、インドネシア138）

いる。

（注）調査において「地方観光地」とは「首都圏・
都市部から離れた地域」として質問している。

（あいざわ みほこ）

きたいと考えている。

トとなるような情報発信を進めてい

を集め、整理分析をして地域のヒン

地をより多く訪れて話を伺い、事例

めるとともに、今後も引き続き先進

本研究では調査データの分析を進

●

いった情報を分かりやすく提供して

具体的な行き方や所要時間・料金と

レットやツールで自分たちの地域への

した旅行者のニーズを理解し、パンフ

インバウンド先進地はいずれもこう

している。

行けばいいのかまでが伝わらなけれ

有効
回答数

域旅行者調査」で、今後３年以内に

20歳～59歳の男女、かつ、海外旅行経験者
※中国－香港－マカオ間、マレーシア－シンガポール間、タイ－マレーシア間の
旅行については、海外旅行経験から除く

今回の調査結果は、外国人だから

調査
対象者

ば、訪問に結びつきにくいことを示

韓国、中国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシアの8地域
※中国は北京および上海在住者のみ

個別手配またはフリープランで訪日

調査地域

といって、必ずしも何か特別なサー

2015年7月

ビスや商品を用意しなければならな
いとは限 らないことを 示 している。
リピーター化が進むにつれて、外国
人が日本の地方が有する多 彩な魅
力に気づきつつあるからだ。
図３の「地方観光地を訪れてした
いこと」を見ても、「雪景色を楽しむ」
などを除いて、いずれもどの地域で
も有している観光資源であり、これ
まで国内客向けに磨き上げた地域の
魅力である。
問題はいかに自分たちの地域に実
際に足を運んでもらうかだ。
今はいずれの都道府県もインバウ
ンドに力を入れており、プロモーショ
ンに注力している。２０１５年２月
に視 察したタイの国際旅 行 博

実施時期

6回以上

たのが、訪日経験を重ねるにしたが

」ではメイン会場の半分
「 TITF#16

インターネットによる調査

3〜5回

って、地方ごとに特色ある食材や名

調査方法

1〜2回

0%
ご当地グルメ
無料Wi-Fiの有無、利用可能場所
おすすめの観光資源、観光スポット
地方の特産品、名産品
温泉
地方に着いてからの移動の方法
地方への具体的な行き方
地方へ行くためにかかる金額
外国人が利用しやすい宿泊施設
地方に行くまでの所要時間
ショッピング施設
地方の人気お土産
多言語対応案内標識の有無
周遊パスの有無、内容や料金
滞在期間や季節別のおすすめモデルルート
ATM、両替所
現地ガイドツアーの有無、内容
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図５「DBJ・JTBFアジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査」の概要・回答者属性
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図４ 地方にある観光地を訪れる際にあると便利な情報

