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〜 節 目 旅 行 ノ ススメ

山あり谷あり、楽しいこと苦しいこと、幸せなこと不幸なこと、

そんな人生そのものが旅に例えられる。可愛い子には旅をさせよ、

と言われるように人の成長と旅は密接な関係性が認められる。人

は成長するために旅に出るのか、旅に出ることによって人は成長

するのか、旅の意義はどちらも真なりであろう。

旅に出るきっかけを〝節目〞に求めるのは日本人だけではない

だろうが、旧暦にみられるように季節の変化がはっきりし、伊勢

参りのように本音と建前を使い分ける日本人には節目をいわば言

い訳に旅に出る傾向が強い。

近年、若者の間では、
〝節目に旅に出る〞
から〝旅に出ることで

人生に節目を作る〞
、
つまり希薄になった地縁、血縁などの人間関

係を円滑にするため、仲間と一緒に旅に出かけることで節目を作

るという知恵が生み出されているとも言われている。節目旅行の

意味が大きく変わろうとしているとみることもでき、地域がこう

した新たな需要に対応していくことも一考に値するのではないか。
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旅行は昭和が生んだ庶民の新しい大衆文化であるとした『旅行

のススメ』
（白幡洋三郎・中央公論）から 数年。平成を超えて

次の時代に節目旅行は地域に何をもたらすのであろうか。

本号は当財団の機関誌『観光文化』の改訂以降初の試みとして

部横断のプロジェクト方式を採用した。調査研究部門の各部から

中堅の研究員を選抜し、彼らの感性で企画編集が進められた。学

『温泉まちづくり 2016年度 温泉まちづくり研究会 総括レポート』
（発行：2017年3月）
2016年度に開催した3回の研究会の内容を取りまとめたものです。第1回（7月）
は、黒川、由布院、道
後の各温泉の、
熊本地震発生後の状況についてお話を伺うとともに、
研究会で今後考えていくべきテー
マについて議論を深めました。第2回（10月）
は、5月のＧ7伊勢志摩サミット開催地となった鳥羽温泉郷
を会場に、
今後の温泉地での国際MICE開催に際しての知見として、
サミット開催地に求められた対応、
課題とその対応策、
開催効果、
開催後の展開などについて議論や情報共有を行いました。
第3回
（1月）
は、
「温泉地の観光推進組織（ＤＭO）を考える」
と題して、ＤＭＯの基本的な役割や海外の現況、会員温
泉地での取り組み状況、今後の取り組み推進に向けた課題や対応策などについて討議しました。
Ａ4判９４ページ/本体価格1,500円+税。2011年度版から全ページをホームページで公開しています。

術研究色を弱めて、身近な視点、旅行者目線から地域の取り組み

ると考えている。それはICT革命の進行を前

はなかろうかと考える。観光関係者（とりわけ

研究者）の真の創造性に大いに期待したい。

『観光地づくりオーラルヒストリー』
（発行：2017年8月）
本冊子は、当財団の自主研究『これからの観光地づくりと観光計画に関する研究』の一部を「観光
地づくりオーラルヒストリー」
として取りまとめ、発刊したものです。これまで我が国において先導的に観
光計画の策定や観光地づくりに取り組んできたフィジカルプランナー10名に対してインタビューを行い、
暗黙知をできる限り形式知とするオーラルヒストリーの手法によって進めました。そして、
これからの観
光地づくりや観光計画のあり方への視座が得られるものとなるようにしました。
A4判174ページ/本体価格1,500円+税。

を応援するような誌面構成を心掛けた。インバウンドだけに偏る

つあるのではないかと思われる。情報はインタ

『旅行年報2017』
（発行：2017年10月）
19 観光地、観光政策などについて、各種統計資料や、当財
日本人や外国人の旅行市場や観光産業、
団が実施した独自の調査結果をもとに、一年の動向を解説しています。
また、本号より、第Ⅳ編 観光地に「Ⅳ-9自然」
「Ⅳ-10歴史・文化」
「Ⅳ-11温泉」を、第Ⅴ編 観光政策
に「Ⅴ-3市町村による観光政策」を新たに追加しました。
A4判224ページ/本体価格2,000円+税。なお、2014年版から全ページをホームページで公開してい
ます。

ことなく、日本人の旅行と地域の振興に繋がるバランスの取れた

近代以降、交通環境をはじめ社会条件が著し

ーネットによって簡単に収集・発信され、人と

『平成２９年度観光地経営講座 講義録』
（発行：2017年10月）
平成29年度の本講座では、行政・広域での連携（長野県飯山市）
、漁業×観光、官民での連携（三
重県鳥羽市）
、
コミュニティの住民を交えた連携
（徳島県にし阿波）
、
金融を交えた連携
（長野県山ノ内町）
の4つの事例を取り上げ、観光地経営を担う個々の主体が自立して自らの役割を担いつつ相互に連携
する関係を「パートナーシップ」
と表現して、
その重要性について解説しました。連携構築や組織づくり・
体制づくりに奔走する、主に行政の観光担当者や観光協会の事務局の皆様に対して、地域の誰と、
ど
のようなパートナーシップを築いていくべきかについてのヒントを提供します。
A4判79ページ/本体価格1,000円+税。
なお平成２５年度版から全ページをホームページで公開。
18

梅川智也

く変化した結果、旅の姿は大幅に変容したとい

人はSNSによって容易に繋がり、ヴァーチャ

・ホームページで全ページを公開していますが、アマゾン（amazon.co.jp）で、プリント・オンデマンド版
も販売しています。

方策の一助となれば幸いである。

われている。この変容に経済的繁栄と裏腹にな

ルリアリティによって擬似体感できる。
「リモ

提にした上で、旅が本気で『幻影の時代』から

った旅の「近代的退化」を見る向きも少なくな

このように旅の形が変わってきたことは間違

『リアリティへの回帰』を指向することである。

ート」と「ヴァーチャル」に押しまくられた旅

いのないところだが、一方で旅人の様態はとい

人々は、ICT的利便性をフルに活用する一方

い 。 例 え ば リ ー ド （『 旅 の 思 想 史 』 伊 藤 訳

うと、レシュブルク（『旅行の進 化 論 』 林 訳

で、そこで看過されがちな人とのふれあい、異

は、もはや「解放」
「自由」
「快楽」
「好奇」
「挑

1999年）が紹介している ・ 世紀の裕福

質性と未知要素の発見の喜び、不確定性がもつ

1993年）は、昔の旅が「受苦・苦行」であ

な英国人の海外旅行の様子（物見高さ、慌しさ、

魅力と不安、五感的な感応、そしてそれらが総

戦」など、いずれを追及するにしても特段に傑

無神経さ）に見られるとおり、現代でも大きな

体としてもたらす肉体的・精神的充実と歓び、

ったのに対し現代は「快楽及び快楽の手段」に

違いはない。また、人が旅を求める動因も基本

といったリアリティ世界ならではの果実を求め

出した存在ではなくなったようにも見える。

的にはやはり依然として「必然性や目的からの

ていくことだろう。外国人観光客数やその消費

成り果てたとし、さらにブーアスティン
（
『幻影

解放」や「自由の表現」であり 、「 好 奇 」 と

金額なども大事だが、観光分野にとってより本

だが筆者は、ここにこそ旅が上述の「近代的

「挑戦」であるように思う。そういう意味で、

質的に重要なことは、こうした時代認識と将来

の時代』後藤・星野訳1964年）は、安逸化

旅という活動が、これまで一貫して、人間の精

構想に立って、どのような旅の世界をどのよう

退化」を超克する、極めて大きなチャンスがあ

神の根源的な欲求に根ざして生み出され、同時

に再構築していくことができるのか、世界をリ

した現代の旅を「予め作り上げられた文化的蜃

に人間の精神に少なからぬ果実を与えてきたも

ードするビジョンを一刻も早く打ち出すことで

気楼」とまで言い切る。

のであることは間違いがないようだ。

しかし、現在も急速に進行中のICT革命は、

旅というものに対して「近代化」が生み出した

よりもはるかに大きなインパクトをもたらしつ
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巻頭言

機 関 誌「 観 光 文化 」 定 期 購 読のご 案内
「観光文化」は1976年12月創刊。その時代の観光に関するトピックを特集テーマに据えてきました。
215号（2012年10月）から大幅改訂を行い、当財団研究員の調査研究活動や観光動向から特集テー
マを設定し、外部研究者や地域の実践者などにご協力いただきながら財団の論考・提言として発信し
ております。
現在、4月、7月、
10月、
1月の年４回発行しております。PDFファイルにて全文公開しておりますが、
「毎
号続けて冊子で読みたい」
というご要望をいただくことも多いため、定期購読のお申し込みも承ります。
定期購読にお申し込みいただきますと、
１冊当たりの代金が定価の３割引
（700円+税／冊）
となり、
送料は無料になります。
お届け期間 １年間（4月、7月、
10月、
1月）
※お申し込み時点の最新号から４回分をお送りいたします。
※途中キャンセルはできません。
料金 3,024円（税込）
（756円／冊［定価の3割引］
×４回分、送料無料）
お申し込み方法 観光文化情報センター書籍担当（jtbfbook@jtb.or.jp）宛に
１．氏名、
２．
ご所属、
３．送付先ご住所、
４．
ご連絡先、
５．請求書宛名の５点を明記の上、メールでご連絡ください。
※お申し込みの確認が取れ次第、請求書をお送りいたします。
※ご入金は銀行振込となります。
お問い合わせ 観光文化情報センター
政策研究大学院大学教授
TEL：03‒5770‒8360 FAX：03‒5770‒8359
E‒mail：jtbfbook@jtb.or.jp
東京大学名誉教授
※単号のご注文は、アマゾン（amazon.co.jp）
にて、
プリント・オンデマンド版で承っております。
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節目旅行の消費者意識と参加実態
〜人々は、
どのような人生の節目に旅行をしているのか〜
4 事例

地域にみる節目旅行の取り組み
〜節目需要と地域資源の接点をわかりやすく伝える〜

P

P

P

P

P

川平湾
（沖縄、
石垣島）
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第

目次

大度浜海岸
（沖縄、
糸満市）

観光文化情報センター 主任研究員
三重県鳥羽市 「真珠婚」
で人生の１ページに刻まれる観光地に 福
永香織
観光経済研究部 主任研究員
島根県出雲地方 「縁結び」
で旅行者とご縁が生まれる観光地 柿
島あかね
四国遍路 「人生の節目」
の舞台を、
世界に・次世代につなげる 吉谷地 裕
沖縄県 「南国おきなわ」
で過ごす特別な体験 牧野博明

5 視座

清水 愛

ゲストスピーカー

文
…筆家・ジャーナリスト猪谷千香氏

立
…教大学名誉教授溝尾良隆氏

観光文化研究センター

節目旅行による旅行需要の創出と地域振興
〜本特集から得られた要点を整理する〜

観光研究レビュー 第 回

台湾におけるインバウンド政策の現状と課題
活動報告 福永香織
第 回たびとしょＣａｆｅ

〜観光資源の見方、
見せ方〜

ゲストスピーカー

「観光資源評価 か｣ら考える日本の魅力の原点
第 回たびとしょＣａｆｅ

人と地域、
情報をつなげる図書館
〜観光と図書館の新たな連携スタイルを考える〜

西村幸夫

東京大学
大学院工学系研究科 教授

根本敏則

敬愛大学 経済学部 教授

旅行動向シンポジウムを開催
第 回

【連載】
私の研究と観光・第 回

ネット通販の買物観光への影響
【連載】
わたしの１冊・第 回

原 広司 著 彰国社

牧野博明
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③

1

11

④

②

2

11

表紙写真… ❶ 水牛車
（沖縄、
西表島）
❷ 玉作湯神社
（松江市）
❸ & ❹ ＆表紙4 沖縄
（観光プロモーション写真。
提供：沖縄観光コンベンションビューロー）
❺ 四国遍路
❻ 四国遍路
（ポスター。
提供：四国八十八箇所霊場と遍路道 世界遺産登録推進協議会）
⑥ ❼ 真珠婚
（鳥羽市）
⑤
❽ たびとしょcafé
❾ 四国遍路
（提供：NPO法人遍路とおもてなしのネットワーク）
『夫婦旅行案内』
日本交通公社、
発行1962年
⑪
『新婚旅行案内』
日本交通公社、
発行1963年

①

43 38 33 30

3

47

4

10

11

27

［プロローグ］

今なぜ節目旅行なのか
移動に制限があり 旅行が大衆化され

は特に訪日外国人観光客が注目されが

待される。地域の立場で見ると、昨今

調査」では、消費者を対象とするアン

ついて示唆を得る。次に「特集３市場

や地域・観光産業へ及ぼす影響などに

牧野 博明

ていなかった時代においては、
「お蔭参

ちであるが、訪日外国人観光客の消費

ケート調査を行い、節目旅行の経験や

主任研究員

り（お伊勢参り）
」に代表されるように、

額が約３・７兆円（平成 年、観光庁発

観光政策研究部

観光庁の発表データによると、ここ

参詣などの大義名分のもと旅行を行っ

本特集の背景と目的

数年急伸する訪日外国人観光客数に
比べ、日本人の旅行者数は国内旅行、

義名分が、旅行動機を高めるきっかけ

ていた。現代においても、このような大

旅行の消費額は約 ・０兆円（同）で

表）であるのに対し、日本人国内宿泊

する。そして「特集４事例」では、節目

今後の節目旅行の実施意向などを把握

ような現況を認識した上で、効果的な

ながっているものと推察される。この

意識の変化などが旅行意欲の低下につ

とがある）といったさまざまな制約や

価値観の多様化（旅行以外に楽しむこ

因
（休みが取れない、
時間がない、
など）
、

い、など）や休暇取得などの社会的要

の経済的要因（旅行に費やすお金がな

参加するきっかけになると思われるた

普段あまり旅行をしない人でも旅行に

であると言 える。このよう な 節目は、

の人生において特別感を得やすいもの

が経験できるものであり、またその人

転換期に当たる節目は、基本的に誰も

就職・退職・転職、結婚などの人生の

が挙げられる。誕 生日や 就 学・卒 業、

大義名分の一つとして、
人生の「節目」

とする。
「特集２座談会」では、節目旅

の可能性について考察することを目的

そこで本特集では、今後の節目旅行

のではないか。

ター化にもつながる可能性が出てくる

なく 節目ごとに訪れるよう なリ ピー

活用できれば、新規需要の獲得だけで

節目をその手段（政策）の一つと捉え、

の促進にも目を向けるべきであろう。

と言える。このため、地域は国内旅行

あり、国内旅行の重要度は極めて高い

５視座」では、特集２～４をもとに、今

や特徴などを整理する。そして「特集

現地ヒアリングを行い、取り組み方法

出雲地方、四国遍路、沖縄県）について

代表的な事例（三重県鳥羽市、島根県

リピーター獲得などに取り組んでいる

旅行需要を取り込み新規需要開拓や

になるのではないだろうか。

旅行需要喚起策を考えていかなければ

め、これらを旅行需要に結びつけるこ

行の意義や役割などについて、過去か

（まきの ひろあき）

での留意点などについて提示する。

後地域が節目旅行の誘客に取り組む上

ならない。

とができれば、日本人の旅行需要の拡

ら現在までの節目旅行の流れを俯瞰す

ふ かん

大につながるとともに、地域（観光地）

るとともに、今後の節目旅行のあり方

日本人の場合、旅行を誘発させるカ
ギの１つとして、旅行を行うための「大

にとっても活性化につながることが期

る。その理由として、可処分所得など

海外旅行とも伸び悩み状態が続いてい

28

義名分」があると考えられる。人々の

16
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人生に旅を！ 節目旅行ノススメ
1 プロローグ

今なぜ節目旅行なのか

本特集で取り上げる
「節目旅行」
の範囲
本特集では、節目旅行を『人生に節目をつけるために行う旅行』と範囲設定をした。そもそも、人生にはいろい
ろな節目があり、広義で捉えるとその際に行う旅行全てが節目旅行となってしまうが、本特集で取り上げる「節目
旅行」の範囲は、特に本人の自発性（自分のために行うもの）を考慮した。具体例は図の通りである。
図 本特集において対象とする節目旅行の例

成⻑などの区切りに⾏う旅行

ライフステージが変化する際に⾏う旅⾏

成⻑や⻑寿を祝う区切りに⾏う旅⾏

これまでの生活から新たな生活に変化するタイミングで⾏う旅⾏

誕生日

還暦

七五三

成人

厄年

入学

失恋

卒業

結婚

離婚

転職

退職

具体的な旅⾏例

具体的な旅⾏例
◦誕生日記念旅⾏
など

出産

就職

◦就学記念旅⾏

◦結婚記念日旅⾏

◦卒業旅⾏

◦恋愛祈願旅⾏

◦転職旅⾏

◦恋人との記念日旅⾏

◦退職慰労旅⾏

◦失恋旅⾏

など

◦新婚旅⾏

主な旅行タイプ

イメージ

誕生日記念旅行

主に毎年の誕生日や、成人、厄年、還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿などを機に行う旅行。健康や長生きを祈念す
る意味合いが強い。

卒業旅行

卒業を機に行う旅行。主に卒業から就職に至るまでの間に行われる。学業に勤しんだ自分へのご褒美や、友人・仲間との想
い出づくりとして行われることが多い。

転職旅行

転職を機に行う旅行。前職に勤しんだ自分へのご褒美・慰労や、新たな環境への気持ちの転換などが意識される。

退職慰労旅行

退職を機に行う旅行。永年の勤務をねぎらうことを目的に行い、仕事に関わった年月を回顧するとともに、新たな人生への
門出を祝う。

新婚旅行

結婚を機に行う旅行。新たな人生を伴侶とともに歩む上での決意や責任感を意識するとともに、伴侶との幸せな時間を２人
きりで共有できる貴重な時間となる。近年は、海外挙式に同行する形で家族旅行（親族を含む）を行うケースも見られる。

結婚記念日旅行
恋愛祈願旅行

5

毎年の結婚記念日や、銀婚、真珠婚、金婚などの記念となる年に行う旅行。夫婦愛や家族愛を再認識する。
恋人や将来の結婚相手に巡り会うことを願って行う旅行。恋愛成就の社寺を訪れることが多い。
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公益財団法人日本交通公社

会長

末永 安生

［司会］

公益財団法人日本交通公社

理事・観光政策研究部長

梅川 智也

座談会コーディネート・コラム取材：柿島あかね・福永香織

座談会

［コメンテーター］

節目旅行を考える

研究主幹

節目旅行の
「これまで」
と
「これから」

山本 志乃
獨協大学外国語学部交流文化学科 教授 山口 誠
株式会社JTBコミュニケーションデザイン 常務取締役 大塚 雅樹
株式会社JTB首都圏 マーケットビジネス推進センター 仕入販売課長 細川 典子
旅の文化研究所

2

人生の節目を理由に旅行する時代から、旅行したことを理由に節目を作る時代へ。
人生の節目と旅行の関わりの「これまで」をひもときながら「これから」を考える。

6
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考えられるかなど、さまざまな角度か

する意義や、今後どういう節目旅行が

目がありますが、そうした節目に旅行

いと思います。人生にはいろいろな節

テーマに、皆さんにお話をうかがいた

梅川 今回は「節目旅行を考える」を

さに山口先生のお話に通じると感じま

がそれぞれ違う階層に属していて、ま

１週間行っていました。同行する友人

その後は大学のサークル仲間と沖縄へ

友人とカナダにオーロラを見に行き、

ガポールへ行き、その後に中高時代の

が内定したら小学校時代の友人とシン

大塚 私の長女が大学４年生で、就職

るかをより重視していると感じます。

近場が多く、行き先よりも誰と何をす

日目」という節目も考えられます。私

います。

体験は今でも鮮明な記憶として残って

そうした偶然、今で言うサプライズな

の機転で立ち寄ることができました。

全くない小さな村の農家にガイドさん

加したのですが、ドイツでコースには

員とは名乗らずパッケージツアーに参

新婚旅行に行きました。旅行会社の社

末永

私も三十数年前、ヨーロッパに

ら議論できればと思いますが、まずは

した。

は結婚

小さな卒業旅行で自ら
「節目を作る」若者たち

ご自身の節目旅行体験についてお聞か

細川 今の大学生が自分で節目を作っ

年目を迎えた時、
「結婚１万

それから、
「何年目」だけでなく、
「何

せください。

て旅行しているという話がありました

した。生まれて１万日目は

日記念」と称して妻と記念旅行をしま

節目旅行の一つに、大学生の卒

山口

が、私自身もそうだと聞いていて思い

歳、２万

業旅行があると思います。私は大学で

日は 歳、３万日が 歳にあたります。

年ほど仕事をしていますが、学生の

子どもが生まれた後も１歳、２歳と節

ら考えられ、潜在的な需要は無限だと

代を迎えた時も、一

い旅行をしました。家族旅行だけでな

最 近の 傾 向 は「 多・小・写（ た・こ・
今の卒業旅行は、日帰りや国内１泊

く、自分自身が

つの節目として同級生とヨーロッパに

など小規模の旅行をそれぞれ違うメン
バーで行うことが多いです。その分回

行きました。 代の節目は無理でした
が、 代を迎えたらまた旅行に行こう

梅川 それでは節目旅行の意義につい
末永会長はご自身の節目旅行

ら日本人の旅行の研究をされている山

てみたいと思います。民俗学の視点か

て、まずは歴史的な文脈から振り返っ
ま たここまで

と友人と計画を立てています。
体 験 はあ り ま す か？

本先生から、お話をいただけますか。

そして何よりも「写真映え」や「イ

の皆さんのお話をうかがっていかがで

山本 生活と密接に結びつく節目に節

ンスタ映え」を重視します。海外に行

多く作り出しているという印象が強い

節目は「あやうい」からこそ
乗り越える行事や経験が必要

思います。

節目というのは、いろいろな切り口か

27
目で旅行し、小学校に上がる前は大き

卒業旅行の形も大きく変化しており、

82

しゃ）
」と表現できると思います。

夫婦二人の時は結婚１年目、２年目、

ました。

27

54
しょうか。

梅川

子もいます。自分たちで小さな節目を

数も多く、卒業旅行を７回くらいする

30
40
です。

50
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節目旅行を考える

2 座談会

15

く場合もソウルかグアム、台北などの
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人生に旅を！ 節目旅行ノススメ
特集

1991年筑波大学大学院環境科学研究科修了。博士（文
学）
。専門は民俗学。法政大学文学部兼任講師。定期
市や行商に携わる人たちの生活誌、庶民の信仰の旅な
どについて調査研究を行っている。主な著書に『行商列
車―〈カンカン部隊〉を追いかけて』
（創元社、2015年・
第42回交通図書賞［歴史部門］受賞）
、
『女の旅―幕末
維新から明治期の11人』
（中公新書、2012年）など。

山本 志乃（やまもと しの）

この時 期は１年のちょう ど真ん中

ます。

の上の変わり目にあたります。この場
にあたり、梅雨時ですから体力が落ち

せ ち にち

合の暦というのは月の満ち欠けを元に
る頃でもあります。その節目に、生命

供があります。古くは節日と言い、暦

作られ、明治の改暦まで使われていた
力の再 生や 更 新につながる山 登り と
いう行事が重なるわけです。山開きを

太陰太陽暦（旧暦）を意味します。
そ う し た 節 供の一つに三月 三日の
し

若者の成人儀礼にしている地域もあり

じょう

「上巳の節」があります。この日は身の
ます。

ひと がた

穢れを人形に託して水に流す風習があ
梅川 確かに、旧暦というのは自然の

けが

り、それがのちにひな祭りとなり、水
営みと密 接に関 わり ま す ね。伊 勢 暦

はら

などはまさに農 業 暦としても 有 名で

辺で穢れを祓う習慣は潮干狩りへと変
化しました。

いう行事を行う地域がたくさんありま

に出掛けて飲食を楽しむ「浜下り」と

縄などでは、この日に潮が引いた海辺

が最も大きい日だからです。今でも沖

の三月三日は大潮と言って、干満の差

ら生活のいろいろな場面で目に見えな

に道祖神を置くなど、日本人は古くか

のや邪気が入らないよう、例えば村境

やうい感覚があります。そこに悪いも

域すなわち境目には非常に不安定であ

山本 時間的にも空間的にも、境界領

すね。

す。海という大きな生命体の節目に人

い力を借りて境目の補強を行ってきま

このように暦の節目と、人間の成長

わり目にあたります。そこを無事に乗

季節および人間の成長過程における変

生きていくために必要なものです。そ

た更新や再生の感覚はとても重要で、

すが、ライフサイクルにおけるこうし

端午
夏至
半夏生
小暑

土用
大暑
立秋

5月
（皐月）

山の日

す。民俗学的に見ても、四季の変化が

礼などの節目がたくさんあると感じま

末永 日本では、季節ごとの行事や儀

末永会長はいかがでしょう。

は、すごく 腑に落 ちると感じました。

ものを見たり体験したりするというの

や うさを補 強 するために何か新しい

梅川 節目はあやうい、だからこそあ

小満
芒種
入梅

なぜ水辺が関わるかというと、旧暦

間の節目を重ね合わせることで、人間

した。

はま お

の命を再生させ、生命力を強化させる

過程の節目が重なるものに山開きがあ

り越えるため、特別な力をもらえる場

う考えると、節目旅行というのは旅の

気分転換になる」という言い方をしま

ります。旧暦の六月一日は富士山の山

所に行って生命力を更新、再生させる

本質であり、日本人にとって旅の本来

節目というのはまさに境目であり、

開きの日ですが、この日は農村地域で

行為が日本人の生活で長らく行われて

といった感覚があるのではと思います。

「きんぬぎ（衣脱ぎ）のついたち」と言

テーマだと思います。

の意義を考える上でも、とても重要な
現代の我々は「旅はリフレッシュや

きました。

われ、蚕や蛇が脱皮するように人間も
生まれ変 わる特 別 な日だとされてい

7月
七夕
（文月）
処暑
海の日
二百十日
白露
6月
お盆
（水無月）

4月
（卯月）

8月

7月

6月

5月

憲法記念日
みどりの日
こどもの日

3月
上巳
土用 （弥生）
穀雨
八十八夜
立夏

4月

2018年

9月

二百二十日
彼岸
8月
敬老の日 （葉月） 秋分
社日
秋分の日
寒露

昭和の日

太陽暦

1月
（睦月） 建国記念の日

体育の日

10月
3月

社日
彼岸
春分
清明

2月
（如月）

春分の日

2月

1月 12月

11月

重陽
土用
霜降
9月
（長月） 立冬
文化の日
勤労感謝の日
元日
成人の日 天皇誕生日
12月
（師走）

雨水
啓蟄
人日

旧 暦

11月
（霜月）

10月
（神無月）

祝日

小雪
二十四節気、五節供 大雪
主な雑節
冬至
小寒

土用
大寒
節分
立春
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新暦旧暦対照図

国立天文台「暦要項」などをもとに（公財）日本交通公社作成

8

て多いのかもしれませんね。

はっきりしているだけに他の国に比べ

さを排除してデ オ ド ラン ト された無

するものを追い出したように、あやう

が、近代の日本は墓場など死の匂いの

ます。

しい風を入れられる行為が旅だと思い

しますが、そこで何か変化をつけ、新

と、心身ともに停滞したり疲弊したり

昔の伊勢参りは、地域でグループを

臭な国になっていき、その中で節目も
どこかに追いやられてしまったと言え

の節目は、旧暦のほうがしっくりくる

じます。季節感や肌で感じる自然の中

てしまったので、そこは少し残念に感

日本だけは旧暦がほとんど忘れ去られ

も生活の中で旧暦が生きていますが、

ります。ただ、韓国や中国、台湾では今

も日本独自のさまざまな年中行事があ

て中国の影響によるものですが、他に

山本 暦の上での節供などは、主とし

山口

もしれませんね。

目が多いほうが豊かな人生と言えるか

梅川 あやういかもしれませんが、節

思います。

て生きやすくなることもあるのではと

み出します。節目があるほうが、かえっ

すが、しかし安定幻想は息苦しさを生

が、あやうい境界を踏まなくて済みま

たしかに節 目が少 ない人 生のほう

行を使って日頃の生活を変え、違う空

ではなく、手段だと思います。節目旅

大塚 そう考えると、節目旅行は目的

ます。

旅を通じて変化した面がいろいろあり

の生産が東日本に伝わるなど、産業も

も大切で、西日本で行われていたお茶

れます。旅先で新しい知識を得ること

ますから、人間関係にも流動性が生ま

行っていました。行く人は毎年変わり

お金を持ってくじで選ばれた代表者が

現代の日本人の生活から
失われた節目が求められている

ように思います。

ているというか、もっと節目をうまく

気を吸って違う人と会い、人間関係や

作ってみんなでお金を出し合い、その

山口 東アジアの文化圏で何千年か生

活用してもいいと思います。個人レベ

自分自身を更新させる。節目旅行を目

ます。

きてきた日本ですが、１９４５年（昭

ルでも、社会レベルでも節目によって生

的化してしまうと、意外に想像力が乏

今の日本は「節目下手」になっ

年）の敗戦を機に旧暦の節句をは

活にメリハリをつけるといいのではな

しいものになってしまうかもしれませ

和

じめ、いろいろなものを捨ててきてし

いでしょうか。

考えたいと思います。我々は節目旅行

梅川 では、最近の節目旅行について

事業としての観点から見た
個人、法人の節目旅行

んね。

まいました。その一つが節目かもしれ

だと思います。身体的に移動し、非日

中でも旅行は、節目を作るのに最適
山本 今は影をひそめたけれど、かつ

常の空間に一時的に身を置くことでい

ません。
ては暦の中などに自然に組み込まれて

ほどきれいに節目をつけられる社会的

ろいろなことをリセットできる。旅行
ものかもしれませんね。

行為は他にあまりない気がします。

いた節目は、やはり生きる上で必要な
山口 かつては成人すると名前も変わ

ずっと同じ生活 を 続けている

山本

2018/01/12 午後6:14
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るなど、たくさんの節目がありました
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人生に旅を！ 節目旅行ノススメ
特集

山口 誠（やまぐち まこと）

東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博
士（社会情報学）
。専門は観光研究、メディア研究、歴
史社会学。主な著書に『ニッポンの海外旅行』
（筑摩書
房、2010年）
、
『グアムと日本人』
（岩波書店、2007年）
、
『英語講座の誕生』
（講談社、
2001年）
『
、
「地球の歩き方」
の歩き方』
（共著、新潮社、2009年）など。

1986年JTB入社後、東京新宿支店営業課で法人向け
国内海外団体旅行を担当。同課で企業向けインセンティ
ブ（褒賞）旅行の営業を手掛けたのち、社内公募にて
本社市場開発室へ異動。海外研修などを経て、JTBモ
チベーションズ設立の企画を通し社長に就任。JTBコー
ポレートセールス（法人営業）常務取締役を経て、2016
年より現職。主な著書に『明日の出社が楽しくなる本』
（オーエス出版社、2003年）
『成功するビジネスマンの
仕事術』
（共著、ドリームワークス社、2000年）
『やる気
を科学する』
（共著、河出書房新社、1998年）など。

大塚 雅樹（おおつか まさき）

て自ら節目をつけるために行う旅行」

ングで行う旅行」と「人生の中であえ

には、
「ライフステージが変わるタイミ

にビジネスチャンスがあると感じてい

あり、私たち旅行会社にとってはここ

忙しいので手間をかけたくないなどが

ます。理由としては失 敗したく ない、

があると思います。

社側のお客様対応力を上げていく必要

た情報を宿に伝えるためには、旅行会

ハネムーンで旅行会社を選ぶ理由は

の２種類があるのではと考えました。

外で占められています。王道のハワイ

ハネムーンの行 き 先は今 も８割は海

細川

川さんからお話しいただけますか。

まずは個人向けの旅行商品について細

る今の旅行商品はどうなっているのか、

こうした状況を受け、節目に関連す

の２つが圧倒的に多くなっています。

ころ、
一番多いのが新婚旅行で ・７％、

節目旅行の経験について調査をしたと

は還暦祝いや誕生日などです。今回、

梅川

ます。

を提案していく必要があると思ってい

ているので、お客様の目的に合う商品

が移り、体験型を求める方が多くなっ

シニア 層 もモノか らコト 消費に興味

も増えている気がします。退職世代の

段はなかなか体験できない旅行の需要

という傾向があり、クルーズなど、普

て、いつもより少し贅沢な旅をしたい

です。せっかくならアップグレードし

間で祝うという節目旅行の需要も多い

この他、退職や還暦などを家族や仲

ジュのような役割が求められているよ

に提案をしていくといったコンシェル

のライフスタイルを把握し、節目節目

性を構築することも大切です。お客様

様との接点を増やし、お客様との関係

そうした節目旅行をきっかけにお客

ることだと思います。

ＴＡ）ではなくリアル店舗だからでき

できるのは、オンライン旅行会社（Ｏ

真の目的を聞き出し、付加価値を提供

お客様とコミュニケーションする中で

れているからではないかと思います。

た、対人ならではの付加価値が求めら

説明に加え、サービスや気遣いといっ

何かと考えると、旅行パンフレットの

などの他、ハネムーンだからこそ思い

パッケージツアーと節目旅行の違いは

うに思います。

ます。

出に残る体験をということで、オーロ

特にないですよね。同じ内容でも何か

梅川 現在、お客様のライフステージ

前者は卒業旅行やハネムーン、後者

ラやマチュピチュ遺跡を見に行く、ク

思い出に残るような経験をつける工夫

に合わせて、旅行会社側から提案はし

次が大学の卒業旅行で ・６％と、こ

ます。

婚姻数自体は減っていますが、

ちょっとしたギフトなどを提供してい

といったことが分かれば、宿泊施設で

細川

積極的に提案をしていくべきだと考え

対して「待ち」の姿勢でしたが、今後は

細川 今までの旅行会社ではお客様に

ていますか。

還暦や誕生日を記念した旅行
ネット 需 要 も 増 えてい ま す が、ハネ

ただくことが多いです。そのためには

ています。
「今年は息子が受験なので

直近の海外旅行形態は個人手配旅

ムーン旅行に行く方の約 ％は旅行会

旅行会社側がお客様の真の旅行目的を

旅行に行かない」という話を聞いたら、

％以上で、インター

社が取り扱いをしているパッケージツ

把握しておく必要があります。そうし

行（ＦＩＴ）が

アーを選んでいるというデータがあり

ハネ ム ーン 以 外 で は、通 常の

ルーズといった旅行形態も出てきてい

をするということでしょうか。

39
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節目旅行を考える
スタイルに変えていく必要があると感

ミングでご案内ができるような提案型

り。お客様にとってちょうどいいタイ

受 験が終 わった時 期でお声 をかけた

大塚 一般企業の節目旅行というと創

塚さんにお話を伺いたいと思います。

うことで、法人の節目旅行について、大

同じように、企業にも節目があるとい

なっていくかもしれませんね。人間と

向けた旅行も節目旅行の一つだと思い

くことが多いです。このような将来に

は最近、上場前にシリコンバレーに行

考えているＩＴベンチャー企業の幹部

例えば、これから新規上場しようと

昔は企業の視察旅行を旅行会社が

くまでも手段にすぎないと言えます。

とに向けたインプットの一つであり、あ

企業としていろいろな洗礼を受けるこ

現地の空気を感じるためで、これから

ちが自分でシリコンバレーに直接アポ

じています。

ただし、彼らにとってはシリコンバ

イントを取れますし、チケットやホテ

ます。

が思い浮かびますが、企業の節目は成

レーに行くことが旅行の目的ではあり

立 周年、１００周年などの周年旅行

という気持ちになることもあるでしょ

熟した企業が歴史を振り返るイベント

梅川 それをきっかけに旅行に行こう

うし、そういった提案はＡＩに負けな

ていた。昭和に入ると庶民にも少しずつ認知、実施されるように

ルもＯＴＡで予約できます。今お話し

場していたが、実際に経験できるのは一部の上流階級に限られ

ません。上場という大きな目的を前に

新婚旅行という言葉は1880年代後半（明治20年代）には登

だけではないと思います。

“手取り足取り”
新婚旅行

いよう 旅 行 会社としても 今 後 重要に

コラム 新婚旅行

なった。
1936（昭和11）年には、雑誌『旅』において「新婚旅行の恰
好な旅行地」という記事が登場し、
「伊豆めぐり」や「箱根・伊豆
廻遊コース」
、遠方では「京都・桃山・奈良・琵琶湖・叡山・和
歌浦廻遊コース」など7つのコースの旅程と費用が紹介されてい
る。1959（昭和34）年には新婚旅行特集も組まれている。同特
集には、新婚旅行の平均宿泊日数は2.4日で、戦前戦後変わら
ず圧倒的に支持されているのは箱根・伊豆を含む一帯であると
の記述もある。
同年には日本交通公社から新婚旅行専用のガイドブック『新
婚旅行案内』も発行された。各地の観光情報に加え、旅館の選
び方や持ち物、留意点などについても解説されている。

10

1958（昭和33）年には日本航空が「新婚旅行割引」を導入し、
翌年には日本交通公社が新婚旅行向けの割引周遊券「ことぶき
周遊券」を発売。1967（昭和42）年には国鉄が新婚旅行専用
列車「ことぶき号」を運行するなど、旅行会社や鉄道会社の動き
もあり新婚旅行は定着化していった。1960年代後半から1970
年代後半にかけては宮崎、1980年代以降はハワイを中心とした
海外も人気を博し、旅程や目的地は多様化していった。

雑誌『旅』新婚旅行特集
日本交通公社、1959年4月号

＜参考資料＞
今井重男（2017）
「近代日本の新婚旅行 －その解明の基礎研究－」千葉商大
論叢p165‒182
山本志乃（2011）
「新婚旅行とアンノン族 －戦後における若い女性の旅をめ
ぐって－」旅の文化研究所研究報告No.20 戦後日本における旅の大衆化に関
する研究

11

手配していましたが、今は企業の人た

『新婚旅行案内』
日本交通公社、昭和35年版
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したようなベンチャー企業の節目旅行

は、旅行会社が十分関われていないの

が現状なので、こちらから企画提案な

どをできるようにしていかなければと

考えています。

梅川 例えば、企業の周年旅行などを

受け入れる地域側に、こういうことを

してもらえたらいいということはあり

ますか。

コラム 卒業旅行

違うメンバーで何度も行きたい！？
～最近の卒業旅行事情～
大学生や専門学校生が社会人になる前に行う「卒業旅行」
。
かつては、就職活動を終え、卒業論文を提出し、アルバイトで貯
めたお金で社会人になる前に一番仲の良い友達とヨーロッパや

大塚
以 前、地 域で 廃 校 を 借 りてあ

る企業の周年旅行を行いました。昼間

は教室の小さいいすに座ってみんなで

ディスカッションをしたり、校庭で綱

引きをしたり、最後は黒板にみんなで

次の会社はこうしようとメッセージを

書いたりしました。

地 域 側からは「 食 事 は 給 食のおば

さんを呼んで、こういう地域の食材を

アメリカへ旅行する学生が多かった。しかし、最近では、その様
相が変わりつつある。
近年はサークル、ゼミなど、自分が所属するコミュニティ別に
何度も卒業旅行を実施する学生が多く、その行き先も一緒に行
くメンバーによって異なることが多いようだ。仲良し小グループ
の場合は従来の卒業旅行と同じく、ヨーロッパを2～3カ国周遊
するコースを、サークルなど、大人数の場合は、国内ではテーマ
パークや沖縄、海外ではソウル・台北など「安・近・短」の旅行
を希望する学生が多い。また、最近では、クルーズも人気が出始
めている。社会人になってからはまとまった休みが取りにくくなる
ため「今しか行けない」旅行であること、旅行代金の中に船内の
滞在費が含まれる、いわゆる「オールインクルーシブ」であるこ

梅川 それでは、山口先生から現代の

使ってこういうことができる」などと

ういうニーズがあると意識して、どん

若 者の節 目 と旅 行 という 観 点につい

～
年ほど前の卒業旅行は、

「節目だから旅に出る」
ではなく
「旅に出るから節目ができる」

な資源があるかを情報発信することが

て、お話しいただければと思います。

いったアイデアもいただき、いろいろ

必要ですね。今後はＤＭＯがそういう

山口
30

な企画が実現できました。地域側もそ

役割を担っていくと思います。
ヨーロッパなどに長い期間旅行するの

が主流で、バックパッカーが若い人の

25

とも魅力的なようだ。
また、写真共有アプリケーションInstagram（インスタ）に写
真をアップした際の見栄えの良さ、通称「インスタ映え」も昨今
の卒業旅行において重要なキーワードである。鮮やかにペイン
トされた壁や「船が浮いて見える」ほどの透明度を誇る高知県の
「柏島」など、インスタの写真を見せながら「ここに行きたい」とカ
ウンターに駆け込む学生も増えているようだ。

＜取材協力＞
髙澤美紗氏（株式会社JTB首都圏トラベルゲート横浜海外旅行フロアグループ
リーダー）
河辺弘子氏（株式会社JTB首都圏トラベルゲート新宿販売担当課長）

12
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生したプリクラは、個人が作る節目の

梅川 我々は節目があるから旅行に行

きないのではと思います。

考えていかないと、生産的な議論がで

１つだと思います。新しいクラスメイ

くと思いがちですが、今の若い人たち

例えば１９９５年（平成７年）に誕

の新聞連載が始まり、通過儀礼の疑似

トや同じ部に配属された新入社員同士

は発想が逆なんですね。旅に行くこと

間でも流行しました。１９８４年（昭

体験として、若い男性を中心に今度は

で撮ることで、コミュニティや団結を体

で節目を作っていくと。それはある意

というと、冒頭にお話ししたように異

では、どういう旅行が増えているか

です。

り、いるとしても女子学生が多い印象

した旅行をする学生はとても少なくな

く、自分にスイッチが入るかどうかが

や 歴 史そのものにはあ まり 興 味がな

ト巡りをしている人たちは神社の教義

ます。出雲や京都などでパワースポッ

りが個人の節目にあたるのではと思い

観光においては、パワースポット巡

は失恋をしたので恋愛成就祈願をした

ます。お客様の話を聞いていくと、実

で、旅行の予約手配をしたことがあり

のパワースポットに行きたいというの

細川

しれないですね。

年）に沢 木 耕 太 郎の「深 夜 特 急」

東南アジアで同じような旅をする人が

感するツールとなっています。

なるメンバーと何度も思い出を作りに

重要で、自分の中で節目を作る１つの

いというのが本当の目的だったりしま

和

たくさん出現しましたが、最近はそう

行くというものです。旧暦の節句のよ

ボタンとして機能しているのではと思

す。そこで「旧暦十月は神無月という

味、生きていくための知恵、工夫かも

うに文化的な意義に裏打ちされた節目

います。

先ほど、節目旅行の種類についてお

ません。

たくさん作っていると言えるかもしれ

ろいろな旅行をすることで自ら節目を

次のスタートを切るために、彼らはい

のための最良な方法として観光旅行が

目を作り、生きていく意味を作る、そ

いる気がします。自分たちで境界や節

目ができる」という逆転現象が起きて

をする」のではなく、
「旅をするから節

さらに言えば、
「節目があるから旅

ます。

が何倍も楽しくなるのではと考えてい

供することで、旅の目的も広がり、旅

行機会に歴史や地域に関する情報を提

も興味を示してくれます。そうした旅

は神在月という」などと言うと、とて

けど、出雲に神々が集まるので出雲で

若い女性同士のお客様が出雲

としては弱いものかもしれませんが、

話がありましたが、私も節目というの

利用されているのかもしれません。

海外旅行に行く若者の数は全

は２種類に分かれるのではと考えてい

山口

体的に減っているのですが、国内旅行

決して、最近の若者はバックパッキ
ングの旅をしなくなったから元気がな

ます。１つは還暦、成人式など社会が
個人に要請する節目です。もう１つは、

ションは非常に高い気がします。デー

は意外に堅調で、
若い人たちのモチベー
今までとは違う形で旅行を楽しんでい

タの裏付けがないのですが、大学で教

くなったというわけではなく、むしろ
行と親和性が高く、最近の若者たちは

ます。その体験の変化を引き受ける形

えていると最 近ではインスタ グラ ム

個人が自分に作る節目で、こちらは旅
個人的な節目をうまく取り入れている

で日本各地の観光地は何ができるかを

2018/01/12 午後6:14

06_17_観光文化236号_特集2.indd 13

節目旅行を考える

2 座談会

59

のではないかと思います。

第236号 January 2018

13

人生に旅を！ 節目旅行ノススメ
特集

1998年JTB入社後、赤坂支店で店頭営業や法人営業
などを経て、2001年新宿支店にて個人向け店頭営業を
担当。2013年JTB首都圏本社販売チームでエリア販
促マネージャーとして販促や本社窓口を担当したのち、
2014年JTB首都圏成長事業課（現：マーケットビジネ
スユニット）
にて首都圏のブライダル、クルーズ、富裕層、
シニア事業の本社担当マネージャーを経て、2017年よ
り現職。

細川 典子（ほそかわ のりこ）

に自撮りできているか、つまり「自分の

でも、そうした価値観を否定するので

山本 少し前の時代の日本社会の話を

ためのプロセスや訪れるという行為そ

今はイメージが氾濫する一方、伝統

大学生にすると、人と人とのつながり

（写真共有のＳＮＳサービス、通称はイ

先ほど細川さんのお話でクルーズが

的な強いコミュニティが作りにくい時

の強さや、コミュニケーションが密なこ

はなく、提供側がそれに合った旅を作

例えば友人同士でどこかに行くとい
人気という話がありましたが、クルー

代でもあります。しかし若者たちは彼

とにとても敏感に反応するんですね。

イメージ」を間違いなく自分で体験で

う場合、行き先を決める情報源は、情
ズというのは目的地より、船での移動

らなりのやり方で新しいコミュニティ、

高度経済成長期以降、それまで日本を

のもの、つまり行き方に対する興味が

報誌やガイドブック、そしてクチコミ・
の体験が重要ですよね。そう考えると、

自分の味方や居場所を作ろうとしてい

支えていた地縁や血縁といった地域社

ンスタ）の影響力はとても大きいと感

サイトも重要ですが、中でもインスタ
旅行においてデスティネーションと同

ます。そういう中で旅行に出て、一緒に

会の連携が急速に失われましたが、今

る必要があると思います。

の訴求力は群を抜いています。この時
じか、それ以上にプロセスへの興味が

写真を撮ることで「わたし」や「仲間」

の若い人たちは、これに代わる結びつ

きているかが重要なのだと思います。

「私たち」というコミュニティが形成で
高まっているのは若者だけではないか

を作る、という体験に惹かれるのでは

強くなっていると思います。

き、思い出と証拠写真が撮れれば、行
もしれません。

じます。

き先はどこでもよく、どこに行くかよ

現象がいろいろなところで多発してい

ころが突然注目されたりするといった

現したり、もともとは観光地でないと

人々が突然フラッシュモブのように出

トな関係で、新しい旅行の形を楽しむ

け人がいるのではなく、もっとフラッ

いる状況だと思います。どこかに仕掛

がお互いに真 似 をし 合って 楽 しんで

どソーシャルメディアを通じて、人々

という構図でしたが、今はインスタな

ディアがブームをつくり、人々が動く

今まではテレビや新聞などのマスメ

できるのかがポイントになっています。

りも誰と何をするか、そして何を体験

ているかどうか、です。例えば自分が

イメージを自分が期待通りに体現でき

自分の中でこうありたいと思う理想の

く見ていくと、それよりも重要なのは、

という言い方をしますが、もう少し深

いね！」の数です。他者承認、自己承認

山口 よく言われるのは、ＳＮＳの「い

うか。

る要素としては何が考えられるでしょ

が旅行経験の中で、特に惹きつけられ

梅川 大学生をはじめとした若い世代

と感じます。

術の分野でも意外に研究されていない

は開発がまだあまりされておらず、学

しかし、プロセスを楽しむ旅行商品

いですよね。インスタを一緒に撮った仲

大塚 継続性、持続性は間違いなく薄

広がっているイメージがあります。

にかける労力は少なめですが、とても

は。ひとつひとつのコミュニケーション

山口

の具体的な変化が気になります。

たりしているのかどうか、そのあたり

ンの範囲は以前より狭まったり、偏っ

いますが、若い世代のコミュニケーショ

末永 まさに大きく変化したのだと思

感じになりますか。

変化していますね。末永会長はどうお

ティについて、我々の時代とはかなり

梅川

保護者も「自分たちが言っても行かな

す。学校がそうした制度を作ることに

いいのか」と危惧したのがきっかけで

当時の学長が「このまま社会に出して

た。パスポートを持たない学生もいて、

全員海外に行くという制度を作りまし

いた時にある大学で、入学した学生は

大塚 私は以前、学生旅行を担当して

ます。

いるものは共通するのかなと私も思い

山本 条件などは違うけれど、求めて

回帰しているのではないでしょうか。

いたものと精神性は一緒で、螺旋的に

は違っていても、我々の世代が求めて

大塚 コミュニケーションの仕方など

山口 その通りだと思いますね。

きをどこかに求めている気がします。

ます。

理想的と思う大学生活や恋愛やバイト

間と 年一緒にいられるわけではない。

ないでしょうか。

そういう中で、若い世代は、行き先

を体験し、そう思える仲間たちと一緒

むしろ 薄 く 広 がっているので

2018/01/12 午後6:14
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こ う し た 若い世 代のコミュニ

や着地に興味があるというより、行く

10

14

いから」と、非常に賛同しました。

また、旅ができた女性はある程度条

い人たちを海外に出すというのも節目

が、このように何か仕組みを作って、若

作るものがあるという話がありました

りの年代が、金銭的な余裕もあって一

さんに譲り渡し、姑さんになったあた

と、子育てを終え、主婦の権限をお嫁

江戸時代に女性が書いた旅日記を見る

件が限られ、年代にも偏りがあります。

旅行の１つなのかもしれないと思いま

番旅をしています。

節目には自分で決めるものと社会で

した。

明治になって鉄道などの近代的な交
通手段が整ってくると、女性の旅の形
も変わり、それまでにはなかった一人

生の節目があると思います。山本さん、

梅川 女性には男性と比べ、多くの人

ラジオストクに渡って、シベリア鉄道

乗って新潟まで行き、そこから船でウ

ば歌人の与謝野晶子は、一人で汽車に

多様化の可能性を秘める
女性の節目旅行

女性と節目旅行という観点からもお話

でヨーロッパへ旅をしています。

旅という旅行形態が登場します。例え

しいただけますでしょうか。

でのいろいろなサポートも増えている
しい文化の１つです。当初は一部の上

女性の場合、子どもの成長が自分の

新婚旅行も近代になって生まれた新
流階級の人たちのみが体験していたの

ライフステージにも重なりますし、ラ

江戸時代は歩いて旅する時代

だったので、女性は全然旅をしなかっ

年代以降に大衆

山本

たのではと思われがちですが、実際に

ですが、戦後の昭和

と思います。

は旅をたくさんしています。ただ、旅

作ってみんなでお金を出し合い、その

男 性の多くは講という グルー プを

旅行の仕納め」であるという捉え方が

にくいので、新婚旅行が「旅行らしい

出産・子育ての期間は物理的に旅に出

化しました。とはいえ、女性は結婚後、

ん多様化し、さまざまな形に展開する

さえ整えば、女性の節目旅行はどんど

と感じます。旅の手段や行き先の条件

結びつくところにも特徴があるのでは

イフステージが自分の身体感覚と直接
の仕方が男性とは異なります。

お金で代表者が伊勢参り などに行く

されていたようです。
女 性の場 合はそ ういうシステムの外

する女性が増えています。従来は旅が

しかし最近では、子育て中でも旅を

どもの成長が重なるというのは、まさ

細川 自分自身のライフステージと子

こう

というシステムができていたのですが、
にあり、自費で行く場合が多かったの

しにくかった年代も、旅が可能になる

にその通りだと思いました。

可能性があると思います。
で記録に残りにくかったのではないで

条件がどんどん整ってきて、公共の場

2018/01/12 午後6:14
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末永 安生（すえなが やすお）

1979年株式会社日本交通公社入社後、東京新宿支
店長、株式会社JTB首都圏常務取 締役部長を経て、
2009年株式会社ジェイティービー人事企画部長、取
締役総務部長（人事企画担当）
、2014年常務取締役、
2015年～2016年まで専務取締役として、総務、ブラン
ド戦略推進、広報などを担当。2017年より現職。

江戸時代の女性の旅の様子「伊勢参宮名所図会」

め細かい企画提案が旅行会社から行わ

化していくのでは。それに合わせたき

思います。その節目が今後はより多様

な身体感覚として実感しやすいのだと

女性は自分自身や子どもの節目を明確

旅行に行くとおっしゃっていたように、

山本 細川さんが自分で節目を作って

の楽しさを覚えた人は、就職後も一人

にも行くはずですし、卒業旅行で海外

て面白かったら、他のパワースポット

ますから。あるパワースポットに行っ

りであり、次の旅への準備につながり

す。１つの旅の終わりは次の旅の始ま

研究においても非常に重要だと思いま

山口 「タビマエ」
「タビアト」は、観光

山口 今は写真を撮ることで旅が成功

になるということですね。

であり、節目旅行においてもポイント

梅川 写真は旅行にとって重要な体験

にできることはいろいろあるのではな

自分を撮影するわけですが、その前後

では、文字通り観光対象に背を向けて

山口 自分を自分で撮影する
「自撮り」

ますね。

景の中の自分を撮ることが多いと感じ

い人たちはカメラの向きが反対で、風

ず風景にカメラを向けますが、今の若

梅川 写真と言えば、我々の世代はま

り下げることが重要かもしれません。

う行為の可能性について、もう少し掘

特に節目旅行に関しては「撮る」とい

し、旅が存在した証拠になっています。

れれば、女性の旅行はもっと活性化し
で有休を取って海外に行ったりするか

こういう 需 要 を、日 本の旅 行 会 社
もより掘り下げたらいいのではないで

ていくのではないかと思います。
もしれません。
しかし、観光研究は１つの旅や１つ
のデスティネーションを切り取り、単
連の流れ（フロー）で研究していくと、

これからの節目旅行で
重要な役割を占める
「写真」
梅川 最後になりますが、今後の節目

また違う ものが見 えてくるはず なの

独で研究してしまうんですね。旅を一
旅行の可能性についてそれぞれお話し
います。

で、そういう研究の可能性もあると思

今は「タビマエ」
「タビアト」と

いただければと思います。
大塚

「タビマエ」
「タビアト」の要素をもっと

やすい旅行だと思います。旅行会社は

法人もそうしたエッセンスを取り入れ

の旅が終わると、オンラインなどの写

さん写真を撮っています。彼らは１つ

中国や 韓国の訪日客は旅行中にたく

えてきていると思っています。例えば

を考えると、私は写真が観光の形を変

をキーワードにするといろいろ可能性

ことにコミットしたりするなど、写真

を配置し、節目旅行でいい写真を撮る

出したり、各観光地に写真のマスター

と連携して新しい「写真観光」を創り

ンを派遣し、フォトブックを作る会社

ビイマ」の体験をつくることも可能だ

とともに、旅行の感動を増幅する「タ

いかと思います。観光地に写真を撮っ

充実させて、節目商品を商品にしてい

真サービスを使ってフォトブックなど

が広がるのでは。こうした「写真観光」

しょうか。例えば旅行会社がカメラマ

けばいいのではと思います。

を作っています。台湾の新婚旅行客が、

はインバウンドの外国人に限らず、プ

そういう中で「タビマエ」
「タビアト」

行中に仕掛け、点ではなく線や面の時

カメラマンを連れてきて日本でたくさ

リクラやインスタを楽しむ日本の若者

よく言われますが、節目旅行は個人も

間軸でつなげていくことで、節目旅行

ん写真を撮っている姿なども結構見か

にも訴求できると思います。

トに視察に行ったのですが、スキー場

梅川 先日、アメリカのスキーリゾー

と思います。

写真を通じて「タビサキ」
や「タビアト」

したりするのもいいのでは。そうして

を解説したり、独自の観光文化を紹介

して、撮影の前後に現地の歴史や文化

てあげるボランティアのガイドが常駐

をより際立たせられるのではないかと

けます。

さらに次につながるような何かを旅

思います。

2018/01/12 午後6:14
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内にお客さんの写真を撮ってくれるス
キーガイドさんがたくさんいました。

と思います。
現代の観光旅行であっても、単純に

個人が作る節目もあるということで、

マーケットとして非常に大きいことが

改めて確認できたと思います。

スに写真データがあとで送られてくる

じめスキー場に登録したメールアドレ

していくのでは。こういうことは宿泊

に考えることが新しい旅の形を生み出

また旅人に何を与えられるのか。相互

となるこの世代の節目旅行を考えるこ

予想されています。今後、社会の中心

を占め、日本でも

代人口があと 年くらいで世界の ％

お金を落とすだけではなく、旅人が旅

のです。とても優れたサービスで、まさ

客数や経済効果などとは異なり、なか

とは大切な課題だと感じました。

美しい山々が背景になるよう、いい撮

今の 代後半～ 代のミレニアル世

に今の話につながるなと感じました。

なか目に見えませんが、大事な指針で

先でどんなものを残せるのか、旅先も

山本 先ほど、山口さんから若い人た

はないかと思います。

影場所を選んで撮ってくれて、あらか

ちが海 外より 国 内によく 行くという

30

25

～ ％に達すると

18

るもので、誰かのサポートを必要とし

糧を得るためにやむにやまれずなされ

たす役割です。旅はもともと、生活の

ろ考えるのは、旅人が旅先に対して果

とはよく論じられますが、私がこのご

旅人が旅で何を得られるかというこ

ら知らないこともたくさんあり ます

や文化が多様で、日本に住んでいなが

した。日本列島は地域ごとに自然環境

しろ日 本が異 文 化 なのかなと感じま

話がありましたが、彼らにとってはむ

キーワード をたくさんいただきまし

いい言葉をいただき、他にもヒントや

梅川 「ほどよし」という、最後に大変

節目旅行なのではと思いました。

よい」旅というのが、まさにこれからの

など、さまざまな意味を含んだ「ほど

よね。タイミングが良い、目的に合う

るのです。とても響きの良い言葉です

「ほどよし」というふりがながついてい

日を節とす」と書かれています。節に

歳事記』に、潮干狩りについて「三月三

ます。江戸の年中行事を描いた『東都

最後に１つご紹介したい言葉があり

ざいました。

のですね。今日はどうもありがとうご

うに、大切な今を過ごしていきたいも

た時、節が多く、丈夫な竹であれるよ

ある」
と。
いつか、
自分の人生を振り返っ

節の間にある生活の連続こそが人生で

「大きな出来事は竹の節目であり、節と

旅人が訪れた土地に果たす影響は実

にゆりかごから墓場まで人生そのもの

末永 節目旅行のマーケットは、まさ

編集協力：井上理江

を竹に見立ててこう言ったそうです。

ました。そして、旅をさせてもらった返

た。末永会長、最後に御礼も含めてコ

はとても大きく、その土地に何らかの

で、その中には誰もが通る節目もあり、

から。

礼として、訪れた土地に何かを残すと

メントをお願いします。

有名なアントン・チェーホフは、人生

最後にロシアの作家で『かもめ』で

17

10

2018/01/12 午後6:14
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節目旅行を考える

2 座談会

10

いう文化がありました。

福や幸を与えることが旅人の役割では
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特集

梅川 智也（うめかわ ともや）

1981年財団法人日本交通公社入社。以来、観光リゾー
トを主体とする都市・地域振興計画の策定に携わる。
筑波大学大学院客員教授、立教大学観光学部非常勤
講師。技術士（建設部門／都市および地方計画）
。主な
著書に『観光地経営の視点と実践』
（共著、丸善出版、
2013年）など。

［市場調査］

6.3％

7.5％

主任研究員

9.0％

9.5％

観光地域研究部

7.7％

7.8％

吉谷地 裕

9.5％

9.3％

節目旅行の消費者意識と参加実態

全国15歳～70代までの男女2,000サンプル
（楽天リサーチモニター）
。人口構成比
（性・年代別）
で割り付け・回収。

人々は、どのような人生の節目に旅行をしているのか

7.8％

7.5％

が図Ⅰ ２である。大手旅行会社などが
商品化している「結婚（新婚旅行）
」が
・７％、
「 卒 業（ 卒 業 旅 行 な ど）
」が

6.4％

6.0％

を経験している
全員に、想定されるいくつかの節目
旅行の経験を尋ねた結果が 図Ⅰ １で

3.1％

2.9％

実際に一般消費者は、過去にどのよ
うな節目において旅行に参加し、どの
ような旅行をしてきたのだろうか。

・７％と突出して高い。次いで、
「恋
人との記念日
（周年など）
」
が並ぶ。
また、

ある。
節目旅行全体の経験率は ・８％
だった。性年代によって若干の差があ

これら以外にも、さまざまな節目に旅

本章では、その実態や特徴を整理す
るため、一般消費者を対象とした調査

るものの、性別・年代を問わず幅広く

日などのお祝いに限らず、退職・引退・

行が行われていることが分かる。記念

おおむね年 代が上がるほど経 験率

節目旅行に参加している。

の結果に基づいて考察する。
本調査（ 表 ）では、基本属性（年齢、
性別、年収、居住地、家族構成など）と、

2017年11月20日（月）～21日（火）

閉業、転職、子どもの自立、親の介護の
終了といったライフステージの変わり

調査期間

が高くなる傾向を示しており、 代の
経験率は男女とも７割以上である（注

インターネットによるアンケート調査

普段の旅行頻度、人生の節目における
旅行（以降、節目旅行という）の経験

目や、厄年、失恋、離婚などのような、
旅行につながる場合があるようだ。

比較的ネガティブに捉えられる節目も

１）
。また、最も経験率が高いのは女性

注目される。性別では男性が ・４％

厄、本厄、後厄など）
」
「成人」を除く

※「誕生日」は、「年祝（還暦、古希など）
」
「厄年（前

普段旅行に行かない人も一定の経験あ
り。今後の参加も約 割が前向き
節目旅行の経験率を、普段の旅行頻

男性

女性

–

率と種類を尋ね、さらに、節目旅行の

代で、 ・２％と際立って高い点は

残っている節目旅行の実施年代、行き

に対して女性が ・１％でやや女性の

経験がある人に対して、特に思い出に
先、旅行への参加動機、過ごし方、支払

経験率が高い。
「結婚」
・
「卒業」が、旅行につながる代
表的な節目。他のさまざまな節目も旅
行につながり得る

調査方法

70代

60代

50代

40代

30代

–

65

70

63

2018/01/12 午後3:41
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68

20代

15～19歳

調査対象

37 58

度別に集計したのが図Ⅰ ３である。あ

消費者一般における、節目旅行の参加経験、内容、今後の実施意向を把握するために実施。

調査目的

79

過去に旅行を行った経験がある節目

3

20

い意向などを尋ねた。

Ⅰ．節目旅行の参加経験と
今後の実施意向
性別・年代を問わず幅広く節目旅行

–

節目旅行に関する消費者意識調査

調査名

3

表 調査概要
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節目旅行の消費者意識と参加実態

32.8％

71.4％

70代（n=126）

28.6％

68.1％

全体（n=1,007）
15～19歳（n=57）

31.9％

50.9％

49.1％

65.1％

34.9％

50代（n=155）

65.8％

34.2％

68.3％

60代（n=189）

31.7％

72.0％

70代（n=150）
■経験がある

28.0％

■いずれも経験がない

図Ⅰ- 2 過去に旅行を行った経験がある節目
（節目旅行経験者 n=1,316／複数回答）
0％

20％

40％

60％

結婚（新婚旅行）

80％

100％

58.7％

卒業（卒業旅行など）

37.7％

恋人との記念日（周年など）

20.4％

退職・引退・閉業

14.7％
11.2％

成人

3.0％
3.0％
2.6％

失恋
新築

2.0％

親の介護の終了

1.7%
1.5%

恋愛祈願

0.3%

離婚

調査では、特に思い出に残っている節

転居
厄年（前厄、本厄、後厄など）

目旅行について尋ねた（注２）
。

3.5％

本節では、回答が多かった６つの人

子どもの自立

生の節目 ―「結婚（新婚旅行）
」
「卒業

5.0％

上記以外の結婚記念日

（卒業旅行など）
」
「恋人との記念日（周

6.7％
6.2％

年など）
」
「退職・引退・閉業」
「誕生日」

就職・起業
銀婚、真珠婚、金婚

「結婚記念日」を取り上げて、特徴を明

7.8％

らかにしていきたい（なお、本節では、

8.8％

誕生日
転職（転職旅行など）

トリップ単 位［ 注３］で集計・分析を

行った）
。

9.6％

年祝（還暦、古希など）

2.4％

その他の人生の節目

図Ⅰ- 3 普段の旅行頻度別の節目旅行の経験率

図Ⅰ-4 節目旅行への今後の参加意向

（全体 n=2,000／単一回答）
0％

あまり行かない（n=667）

20％

40％

45.6％

60％

80％

27.9％

年に1～2回程度（n=739）

74.7％

25.3％

全体（n=2,000）

81.0％

19.0％

78.5％

21.5％

65.8％

■経験がある

34.2％

■いずれも経験がない

0％

20％

あまり行かない 7.6%

72.1％

それ以上行っている（n=121）

（全体 n=2,000／複数回答）

100％

54.4％

2年に1回程度（n=204）

年に3～4回程度（n=269）

19

程度」以上旅をする人では、約６割が

40代（n=186）

では、それぞれの人生の節目で、ど

32.0％

Ⅱ．節目旅行の内容

20.8％

68.0％

のような旅行がなされているのか。本

79.2％

20代（n=120）
30代（n=150）

る程 度 旅 行 をすると回 答している人

37.9％

67.2％

「とてもそう思う」
「そう思う」という

62.1％

（２年に１回程度以上）では７割以上が

50代（n=153）
60代（n=180）

前向きの回答をしている。
「あまり（旅

39.7％

経験している。普段の旅行頻度が低い

36.1％

60.3％

行に）行かない」と回答した人でも、約

63.9％

30代（n=155）
40代（n=189）

–

人（あまり行かない）でも、４割強が何

36.7％

３割が前向きの回答をしている。

63.3％

らかの経験がある。

51.6％

–

また、図Ⅰ ４は、節目旅行の具体例

36.6％

48.4％

20代（n=128）

100％

34.2％

63.4％

全体（n=993）
15～19歳（n=62）

女
性

80％

65.8％

全体（n=2,000）

男
性

60％

（ 図Ⅰ ２の選択肢と同じ）を挙げ、節

40％

目旅行への今後の参加意向（参加した

（全体 n=2,000／単一回答）

20％

いと思うか）を聞き、普段の旅行頻度

0％

別に集計したものである。
「２年に１回

図Ⅰ-1 節目旅行の経験率

23.5％

2年に1回程度

21.1％

年に1～2回程度

22.7％

年に3～4回程度
それ以上行っている

27.5％
30.6％

40％

30.1％
37.7％
37.1％
40.9％
29.8％

60％

80％

16.0％

100％

22.6％

26.5％

11.3％ 3.4%

25.3％

9.1％ 5.8%

16.7％ 8.6% 6.3%
16.5％ 9.9％ 13.2％

■とてもそう思う ■そう思う ■どちらともいえない
■あまりそう思わない ■そう思わない
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結婚
（新婚旅行）

5.0％

～ 代までに９割が実施。二人でのんびりリゾート。初めての経験と時間～
100％
80％

「結婚（新婚旅行）
」を経験した年代
～ 歳が

歳が多く、

く支払う意向がある。男性のほうが「多

ン車、他）
」
「ゆっくり／ゆったり／のん

■40歳～44歳

■14歳以前
■15歳～19歳 ■20歳～24歳 ■25歳～29歳 ■30歳～34歳 ■35歳～39歳
■45歳～49歳 ■50歳～54歳 ■55歳～59歳 ■60歳～64歳 ■65歳～69歳 ■70歳以上

（図Ⅱ １ １）は、全体では

歳、 ～

≫国内」
の傾向

婚化の影響などが考えられる。旅行先
（図Ⅱ １ ２）は、
「海外

があり、 代以下の世代では海外が６
外は、ハワイ、オセアニア・太平洋、グ

く」の割合がやや高く、より特別な旅

～７割を占めている。具体的には、海
アム・サイパンなどのリゾートが、国

行と意識されていると考えられる。
（自由回答より）
」では、
「初めて（の海

また、
「思い出に残っている過ごし方

内は、九州、北海道、沖縄や東京ディズ
ニーリゾート（ＴＤＲ）などが志向さ
れている。旅行の動機（図Ⅱ １ ４）は、
を深めるため」が最も多く、女性は「こ

びり（旅行、温泉、二人で、過ごした・

外旅行、の飛行機、のゴルフ、のグリー

の節目に旅行をすること自体に憧れて

巡った、とした行程、他）
」などの単語

男女とも、
「同行者との関係や思い出

いたため」の回答がやや多い。旅行費

が多く挙げられており、二人の特別な
ていると考えられる。

（初めての）経験や時間が思い出に残っ

用（図Ⅱ １ ５）は、
「通常の旅行より
も多く」支払うとする人が多く（ ・

１％）
、
「やや多く」とする回答と合わ
せると、約９割が通常の旅行よりも多

9.9％
20.8％

最多（ ・９％）である。次いで、その
前後の ～
歳 までで全体の９割 を 占めてい

29

る。若い世代ほど遅くなっているが、晩

～

25

2018/01/12 午後3:41
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7.8％

22.1％

45.5％

9.7％

45.8％

38.9％

70代（n=72）

19.7％
63.2％

29

13.1％

36.4％

46.5％

60代（n=99）

11.5％

48.7％

29.5％

50代（n=78）

55.2％

44.8％

20代（n=29）

14.7％

45.9％

32.2％

全体（n=407）

7.7％

26.9％

55.8％

9.6％

30代（n=52）

20.8％

40代（n=77）

女
性

13.9％

49.5％
15.8％
60代（n=101）

22.2％
50代（n=72）

52.8％

11.0％
24.7％
13.7％

11.1％
44.4％
28.9％
15.6％
30代（n=45）

66.7％
27.8％
20代（n=18） 5.6％

7.0％
23.4％
50.1％
14.3％
全体（n=386）

24

–

18.9％
47.9％
23.5％
全体（n=793）

20
–

60％
40％
20％
0％

15

59

43.8％
40代（n=73）
男
性

–

（結婚［新婚旅行］を選択 n=793／単一回答）

図Ⅱ-1-1 旅行を経験した年代

20

19

50 –

–

9.2％
70代（n=76）

1
–
15 47
–

–

20
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節目旅行の消費者意識と参加実態

図Ⅱ-1- 2 旅行先（国内か海外か）
0％

40％

80％

46.7％

53.3％

全体（n=386）

46.0％

54.0％

33.3％

30代（n=45）
40代（n=73）

60.0％

30.1％

69.9％

34.7％

65.3％

45.5％

60代（n=101）

■具体的な行き先（上位5位まで）

54.5％
78.9％

70代（n=76）

全体（n=407）

21.1％

47.4％

20代（n=29）

40代（n=77）
50代（n=78）

52.6％

37.9％

30代（n=52）

100％

66.7％

40.0％

50代（n=72）

女
性

60％

全体（n=793）

20代（n=18）

男
性

（結婚［新婚旅行］を選択 n=793／単一回答）

20％

62.1％

42.3％

57.7％

23.4％

76.6％

29.5％
61.6％

38.4％

70代（n=72）

80.6％

■国内旅行

割合

九州

30.3％

2

北海道

20.3％

3

関東

16.8％

4

関西

15.1％

5

沖縄

15.1％

海外 n=423

割合

ハワイ

35.2％

2

欧州・ロシア

20.8％

3

オセアニア・太平洋

12.5％

4

北米

12.5％

5

グアム・サイパン

7.6％

1

70.5％

60代（n=99）

国内 n=370
1

19.4％

■海外旅行

※国内は自由回答から抽出・整理、海外は選
択肢から複数回答

図Ⅱ-1- 3 旅行の同行者

図Ⅱ-1-4 旅行の動機

（結婚［新婚旅行］を選択 n=793／単一回答）

（結婚［新婚旅行］を選択 n=793／複数回答）
0％

20％

40％

60％

71.7%
28.5%

この節目に旅行をすること自体に
憧れていたため

34.6%
14.0%

旅行をする時間が作れたため

17.0%
10.9%

新しい経験や知識を得るため

11.1%
9.3%

自分の努力や成果へのご褒美、
ねぎらいのため

■小中高生の子ども・孫を連れた家族旅行（乳幼児連れも含む）
■乳幼児の子ども・孫を連れた家族旅行（小中高生を含まない）
■18歳以上のみの家族旅行 ■夫婦での旅行 ■カップルでの旅行
■友人や知人との旅行 ■自分ひとりでの旅行 ■その他

9.8%
6.7%

気持ちを切り替えるため

4.2%
■男性

図Ⅱ-1- 5 旅行への支払い意向
0％

40％

59.1％

60％

80％

29.8％

63.5％

男性（n=386）

25.6％

55.0％

女性（n=407）
■通常の旅行よりも多く

21

■女性

（結婚［新婚旅行］を選択 n=793／単一回答）

20％

合計（n=793）

100％

76.9%

同行者との関係や思い出を
深めるため

97.2％

80％

■通常の旅行よりもやや多く

33.7％
■通常の旅行と同じくらい

■通常の旅行よりもやや少なく

100％

8.6％
8.8％
8.4％
■通常の旅行よりも少なく
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卒業
（卒業旅行など）

～ 代までに９割が実施。友達と自由にわいわい周遊～

～

「卒業（卒業旅行など）
」を経験した
年代（図Ⅱ ２ １）は、全体では
歳が最多（ ・０％）で、次いで ～

歳が多い（これら以外の年代ではあ

まり見られない）
。学校の卒業に合わせ

≫

て実施されるケースが大半と考えられ
る。旅行先（図Ⅱ ２ ２）は、
「国内
海外」の傾向があるが、 代以下の世
代では海外が３～４割を占めている。
具体的には、海外は、欧州・ロシア、北

い／ 友 達（ 自 分 たち、同 級 生、仲 間 ）
」

また、
「思い出に残っている過ごし方

内は、関東、関西などが挙げられ、具体

とともに、
「周遊／いろいろ／体験」な

米などが挙げられており、周遊型の観

名として、東京、ＴＤＲ、沖縄（石垣島

どの単語が挙げられており、友達と自

（自由回答より）
」では、
「自由／わいわ

他）
、京都、大阪などが挙がる。旅行の

由で解放された時間を過ごしたことが

光が志向されていると推察される。国

動機（図Ⅱ ２ ４）は、
「同行者との関
次いで「自分の努力や成果へのご褒美、

係や思い出を深めるため」が最も多く、

た、 代、 代では「安い／自炊」といっ

思い出に残っていると考えられる。ま

ねぎらいのため」である。旅行費用（図

行のあり方にも変化が生じていると推

た言葉も見られ、世代によって卒業旅

■40歳～44歳

■14歳以前
■15歳～19歳 ■20歳～24歳 ■25歳～29歳 ■30歳～34歳 ■35歳～39歳
■45歳～49歳 ■50歳～54歳 ■55歳～59歳 ■60歳～64歳 ■65歳～69歳 ■70歳以上

15 20

2018/01/12 午後3:41
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57.1％

38.1％

70代（n=21）

63.2％

34.2％

60代（n=38）

64.3％

31.0％

50代（n=42）

61.6％

35.6％

40代（n=73）

50

Ⅱ ２ ５）は、
「通常の旅行と同じくら

察される。

32.2％

–

い」とする人が最も多い。

30代（n=59）

66.1％

29.6％

64.8％

20代（n=71）

女
性

100.0％

15～19歳（n=20）

59.6％

37.0％

全体（n=324）

5.9％
64.7％
23.5％
70代（n=17）

58.3％
39.6％
20代（n=48）

61.0％
34.3％
全体（n=572）

–

100％
80％
60％
40％
20％
0％

–

–

（卒業［卒業旅行など］を選択 n=572／単一回答）

図Ⅱ-2-1 旅行を経験した年代

20

–

61

–

8.7％
69.6％
21.7％
60代（n=23）

60

74.2％
25.8％
50代（n=31）

74.5％
20.0％
40代（n=55）

79.2％
20.8％
15～19歳（n=24）

50

74.0％
20.0％
30代（n=50）

男
性

–

62.9％
30.6％
全体（n=248）

2
19 24
–

22
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図Ⅱ-2- 2 旅行先（国内か海外か）
0％

（卒業［卒業旅行など］を選択 n=572／単一回答）

20％

40％

100％

71.7％

28.3％

全体（n=248）

71.9％

28.1％
91.7％

8.3％

64.6％

20代（n=48）

35.4％

68.0％

30代（n=50）

32.0％

74.5％

40代（n=55）

25.5％

61.3％

50代（n=31）

38.7％

■具体的な行き先（上位5位まで）

91.3％

60代（n=23）
70代（n=17）

8.7％

88.2％

11.8％

70.1％

全体（n=324）

10.0％

20代（n=71）

66.2％

33.8％

30代（n=59）

66.1％

33.9％

63.0％

40代（n=73）

37.0％

66.7％

50代（n=42）

33.3％
81.6％

60代（n=38）

18.4％

85.7％

70代（n=21）
■国内旅行

国内 n=410

割合

関東

24.7％

1

29.9％
90.0％

15～19歳（n=20）

女
性

80％

全体（n=572）

15～19歳（n=24）

男
性

60％

14.3％

■海外旅行

2

関西

18.5％

3

九州

12.4％

4

北海道

11.9％

5

中部・北陸

11.5％

海外 n=162

割合

1

欧州・ロシア

27.8％

2

ハワイ

21.0％

3

北米

14.2％

4

グアム・サイパン

11.7％

5

その他アジア

9.3％

※国内は自由回答から抽出・整理、海外は選
択肢から複数回答

図Ⅱ-2- 3 旅行の同行者

図Ⅱ-2-4 旅行の動機

（卒業［卒業旅行など］を選択 n=572／単一回答）

（卒業［卒業旅行など］を選択 n=572／単一回答）
0％

20％

40％

60％

59.6%
27.8%

自分の努力や成果へのご褒美、
ねぎらいのため

29.6%
21.4%

気持ちを切り替えるため

17.0%
21.0%

旅行をする時間が作れたため

23.5%
20.2%

新しい経験や知識を得るため

18.8%
19.8%

この節目に旅行をすること自体に
憧れていたため

■小中高生の子ども・孫を連れた家族旅行（乳幼児連れも含む）
■乳幼児の子ども・孫を連れた家族旅行（小中高生を含まない）
■18歳以上のみの家族旅行 ■夫婦での旅行 ■カップルでの旅行
■友人や知人との旅行 ■自分ひとりでの旅行 ■その他

21.6%
■男性

図Ⅱ-2- 5 旅行への支払い意向
0％

18.5％

男性（n=248）

18.1％

女性（n=324）

18.8％

■通常の旅行よりも多く

23

■女性

（卒業［卒業旅行など］を選択 n=572／単一回答）

20％

合計（n=572）

100％

50.8%

同行者との関係や思い出を
深めるため

82.7％

80％

40％

34.8％

80％

100％

40.4％
41.1％

32.3％
36.7％
■通常の旅行よりもやや多く

60％

■通常の旅行と同じくらい

39.8％
■通常の旅行よりもやや少なく

■通常の旅行よりも少なく
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≫海外」

図Ⅱ-3-1 旅行の行き先
（恋人との記念日［周年など］を選択 n=255／単一回答）

19.6％

80.4％

3

恋人との記念日
（周年など）

–

～二人の特別な時間。男性の支払い意向高～

–

「恋人との記念日（周年など）
」での

旅行先（図Ⅱ ３ １）は、
「国内

の傾向がある。海外は、ハワイ、その他

アジア、北米、国内は、関東（東京、Ｔ

–

ＤＲ他 ）
、関 西（ 大 阪、京 都 他 ）が、比

較的多く挙げられている。旅行の動機

（図Ⅱ ３ ２）は、
「同行者との関係や

–

思い出を深めるため」が最も多い。旅

行費用（図Ⅱ ３ ３）は、
「通常の旅行

よりもやや多く」とする人が多い。男

性のほうが「多く」
「やや多く」の割合

がやや高く、より特別な旅行と意識さ

れていると考えられる。
「思い出に残っ

ている過ごし方（自由回答より）
」では、

「サプライズ」
「夜景」
「レストランディ

ナー」などが挙げられ、二人の特別な

時間を過ごしたことが思い出に残って

いると考えられる。

–

–

■国内旅行
■海外旅行

図Ⅱ-3-2 旅行の動機

（恋人との記念日［周年など］を選択 n=255／複数回答）
0％

20％

40％

60％

80％

79.7%

同行者との関係や思い出を深めるため

78.0%
29.7%

旅行をする時間が作れたため

33.9%
22.7%

自分の努力や成果へのご褒美、ねぎらいのため

15.0%
10.9%

新しい経験や知識を得るため

11.0%
9.4%

この節目に旅行をすること自体に憧れていたため

10.2%
9.4%

ストレス解消のため

12.6%
■男性

■女性

図Ⅱ-3- 3 旅行への支払い意向
0％

20％

（恋人との記念⽇［周年など］を選択 n=255／単一回答）
40％

60％

32.9％

合計（n=255）

23.6％

女性（n=127）

■通常の旅行よりも多く

80％

42.7％
42.2％

男性（n=128）

100％

22.7％
43.8％

■通常の旅行と同じくらい

12.5％
33.1％

41.7％
■通常の旅行よりもやや多く

100％

■通常の旅行よりもやや少なく

■通常の旅行よりも少なく

24
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≫海外」
の傾向が

図Ⅱ-4-1 旅行の行き先
（退職・引退・閉業を選択 n=161／単一回答）

35.4％

64.6％

■国内旅行
■海外旅行

図Ⅱ-4 -2 旅行の動機

（退職・引退・閉業を選択 n=161／複数回答）
0％

20％

40％

60％

80％

51.1%

自分の努力や成果へのご褒美、ねぎらいのため

46.6%
44.3%

旅行をする時間が作れたため

43.8%
40.9%

同行者との関係や思い出を深めるため

45.2%
26.1%

この節目に旅行をすること自体に憧れていたため

17.8%
26.1%

気持ちを切り替えるため

21.9%
17.0%

新しい経験や知識を得るため

28.8%
■男性

■女性

図Ⅱ-4- 3 旅行への支払い意向
0％

20％

合計（n=161）

41.6％

男性（n=88）

42.0％

女性（n=73）

41.1％

■通常の旅行よりも多く

25

100％

4

退職・引退・閉業

–

～自分へのご褒美と同行者との思い出づくり。自由気ままでぜいたくな時間～

–

「退職・引退・閉業」での旅行先（図

Ⅱ ４ １）は、
「国内

ある。海 外は、欧州・ロシア、ハワイ、

–

国内は、北海道（洞爺湖他）が比較的

–

多く挙げられている。旅行の動機（図

Ⅱ ４ ２）は、
「自分の努力や成果への

ご褒美、ねぎらいのため」
「旅行をする

時間が作れたため」
「同行者との関係

や思い出を深めるため」が多い（同行

–

者は夫婦、友人が多い）
。旅行費用（図

Ⅱ ４ ３）は、８割が普段の旅行より

も多く支払う意向がある。新婚旅行に

次ぐ特別な機会と捉えられていると推

察される。
「思い出に残っている過ごし

方（自 由回 答より ）
」では、
「 気 まま ／

長期／三昧／堪能／満喫」
「クルーズ

／ビジネスクラス／高級ホテル」など

の単語が挙げられ、自由気ままでぜい

たくな時間を過ごしたことが思い出に

残っていると考えられる。

–

■通常の旅行よりもやや多く

（退職・引退・閉業を選択 n=161／単一回答）
40％

60％

80％

41.0％
37.5％
45.2％
■通常の旅行と同じくらい

■通常の旅行よりもやや少なく

100％

15.5％
18.2％
12.3％
■通常の旅行よりも少なく
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–
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図Ⅱ-5 -1 旅行の行き先
（誕生⽇を選択 n=142／単一回答）

17.6％

82.4％

■国内旅行
■海外旅行

図Ⅱ-5 -2 旅行の動機

（誕生⽇を選択 n=142／単一回答）
0％

20％

40％

60％

80％

64.0%

同行者との関係や思い出を深めるため

63.0%
38.0%

旅行をする時間が作れたため

38.0%
34.0%

自分の努力や成果へのご褒美、ねぎらいのため

34.8%
24.0%

新しい経験や知識を得るため

19.6%
22.0%

ストレス解消のため

19.6%
20.0%

気持ちを切り替えるため

9.8%
■男性

■女性

図Ⅱ-5- 3 旅行への支払い意向
0％

合計（n=142）

20％

35.2％

女性（n=92）

（誕生⽇を選択 n=142／単一回答）
40％

60％

31.5％

■通常の旅行よりも多く

80％

36.6％

42.0％

男性（n=50）

100％

誕生日

～二人のぜいたくな時間とサプライズ。男性の支払い意向高～

≫海外」
の傾向がある。海外

「誕生日」での旅行先（図Ⅱ ５ １）

は、
「国内

は、
欧州・ロシア、
香港・マカオ、
国内は、

–

関東（東京、ＴＤＲ他）
、関西（京都他）

–

が比較的多く挙げられている。旅行の

動機（図Ⅱ ５ ２）は、
「同行者との関

係や思い出を深めるため」が多い（同

–

行者はカップル、夫婦が多い）
。旅行費

用（図Ⅱ ５ ３）は、７割が普段の旅行

よりも多く支払う意向がある。男性の

ほうが「多く」の割合がやや高く、より

特別な旅行と意識されていると考えら

れる。「思い出に残っている過ごし方（自

由回答より）
」
では、「のんびり／お祝い」

「コースディナー／高級ホテル」などの

単語が挙げられ、ぜいたくな時間や、

誕生日サプライズが思い出に残ってい

ると考えられる。

–

5

26.1％
34.0％

38.0％
■通常の旅行よりもやや多く

100％

■通常の旅行と同じくらい

22.0％
28.3％

■通常の旅行よりもやや少なく

■通常の旅行よりも少なく
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–

図Ⅱ-6 -1 旅行の行き先
（銀婚、真珠婚、⾦婚および上記以外の結婚記念⽇を選択
n=135／単一回答）

34.8％

65.2％

■国内旅行
■海外旅行

図Ⅱ-6 -2 旅行の動機

（銀婚、真珠婚、⾦婚および上記以外の結婚記念⽇を選択 n=135／単一回答）
0％

20％

40％

100％

54.5%
33.3%

自分の努力や成果へのご褒美、ねぎらいのため

28.8%
27.5%

旅行をする時間が作れたため

34.8%
20.3%

この節目に旅行をすること自体に憧れていたため

25.8%
11.6%

気持ちを切り替えるため

6.1%
7.2%

家族や友人等が決めたのでやむを得ず

6.1%
■男性

■女性

図Ⅱ-6- 3 旅行への支払い意向

（銀婚、真珠婚、⾦婚および上記以外の結婚記念⽇を選択 n=135／単一回答）

20％

40％

合計（n=135）

46.7％

男性（n=69）

46.4％

女性（n=66）

47.0％

■通常の旅行よりも多く

80％

76.8%

同行者との関係や思い出を深めるため

0％

60％

6

結婚記念日

～のんびりぜいたくな時間。銀婚、真珠婚、金婚の節目は支払い意向高～

≫海外」
の傾向がある。

「 結 婚 記 念日 」での旅 行 先（ 図Ⅱ

６ １）
は、「国内

恋人との記念日や誕生日より海外志向

–

が高い。海外は、欧州・ロシア、ハワイ、

–

国内は、関東（東京、箱根他）
、関西（京

都他）が比較的多く挙げられている。

旅行の動機（図Ⅱ ６ ２）は、
「同行者

–

との関係や思い出を深めるため」が多

い。旅行費用（図Ⅱ ６ ３）は、８割が

普段の旅行よりも多く支払う意向が

ある（銀婚、真珠婚、金婚の節目は、通

常の結婚記念日よりも支払い意向が高

い）
。
「思い出に残っている過ごし方（自

由回答より）
」では、
「のんびり／ゆっく

り／お祝い」
「ぜいたく／豪華ホテル」

などの単語が挙げられ、のんびりぜい

たくな時間を過ごしたことが思い出に

残っていると考えられる。

–

–

■通常の旅行よりもやや多く

60％

80％

33.3％
34.8％
31.8％
■通常の旅行と同じくらい

■通常の旅行よりもやや少なく

100％

17.0％
17.4％
16.7％
■通常の旅行よりも少なく

旅行への支払い意向について、
「銀婚、真珠婚、金婚（n=78）」に限ると「通常よりも多く56.4％（男性55.3％、女性57.5％）」「やや多く29.5％（男性
34.2％、女性25.0％）」「同じくらい11.5％（男性7.9％、女性15.0％）」であった。
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多くの人が、何らかの節目旅行の経

なことが見えてきた。

と参加実態を俯瞰すると、以下のよう

以上から、
「節目旅行」の消費者意識

めの大義名分として「旅行」が使われ

「同行者との関係や思い出を深める」た

ととして挙げられている。逆に言えば、

めたことが特に思い出に残っているこ

間を過ごしながら、関係や思い出を深

侶（または恋人）とのんびり二人の時

日（金婚・銀婚・真珠婚他）
」では、伴

念日（周年など）
」
「誕生日」
「結婚記念

がら、
「結婚（新婚旅行）
」
「恋人との記

や、記念日には伴侶（または恋人）を喜

てて信頼関係を回復したいという事情

向がある。日常生活のリカバリーに充

性以上に普段以上の支出を容認する傾

れるが、節目旅行においては、男性は女

アチブは女性が握ることが多いと言わ

払うとする回答が多い。旅行のイニシ

婚・真珠婚他）
」などで、比較的多く支

ど）
」
「誕生日」
「結婚記念日（金婚・銀

（新婚旅行）
」
「恋人との記念日（周年な

はしゃいだり失敗したりすることが心

らこそ、時間を惜しむように周遊し、

が求められているかもしれない。だか

と友達」であることを確認し合うこと

間を名残惜しみつつ、これからも「ずっ

難しくなる。卒業旅行は、そうした時

れた友人と、いつでも一緒にいることは

業後は、学生時代のように、気心の知

いわい」という言葉が使われている。卒

また、卒業（卒業旅行など）では、「わ

Ⅲ．考察

験がある。このことは決して自明のこ
ているのではないだろうか。

人生の節目に旅行をする人は少なくない

ふ かん

とではなく、人生の節目と旅行とのつ
る。お祝いを伴うような記念日だけで

とは上位の動機であるが、それ以上に

「同行者との関係や思い出を深める」こ

旅行を通じて「なりたい姿」を求め、そ

「自由気まま」
「長 期 」
「三昧」など、誕

に残るのではないか。

はなく、退職・引退・閉業、転職、子ど

長 年 勤 め上げた自 分へのご褒 美 とし

れにかなう過ごし方が求められている

生日では「のんびり」
「お祝い」など、結

ばせる自分でありたいという、男性側

もの自立、親の介護の終了といったラ

て、時間やコストの制約からできるだ

以上のように、節目旅行の参加実態

婚記念日では「のんびり」
「ぜいたく」

なお、「退職・引退・閉業」
においても、

イフステージの変わり目も旅行につな

け解放され、自由気ままにぜいたくな

と消費者の意識を俯瞰すると、娯楽と

などが挙げられているが、それぞれに、

ながりが深さを表していると考えられ

がっている。このことは、旅行は、単純

時間を過ごしたことが、特に思い出に

しての旅行を超えて、消費者が旅行を

旅行を通じて「なりたい姿」を求めて、

ランディナー」
、退職・引退・閉業では、

では、
「サプライズ」や「夜景」
「レスト

同様に、恋人との記念日（周年など）

な娯楽であることを超えて、ライフス

残っていると考えられる。

通じて「なりたい姿」との結びつきが

目的地や過ごし方が志向され、それに

今回、特に取り上げた６つの節目で

思い出を深める」ことは重要な動機である

節 目 の 種 類 に よ ら ず、
「同行者との関係や

華な体験（クルーズ、ディナー、ビジネ

普段はなかなかできないぜいたくや豪

よりも多く支払うとする回答が多い。

上記の６つの節目では、全般に普段

く、旅行を通じて、二人が共に「初めて」

り、どちらか一方が優位に立つのではな

的である。二人の「新たな門出」にあた

を見ると、
「初めて」という言葉が特徴

に残っている過ごし方（自由回答より）
」

のではないか。

ねその範疇で捉えられると考えられる。
（注２）３つまで選択。ただし卒業旅行と新婚旅行

は ん ちゅう

︵注１）一般に、旅行の経験率は年代が上がるほど高
くなる。本特集で扱う「節目旅行」も、おおむ

（よしやち ゆたか）

かなう過ごし方が思い出に残っている

感じられる。

の欲求が背景にあるのかもしれない。

テージの変化に影響を与える能動的な
営みであることを示しているかもしれ

節目旅行には、普段の旅行よりも多

は、いずれも「同行者との関係や思い

スクラスなど）が志向されており、節

の経験をすることで、同じスタートラ

ない。

出を深める」ことが動機の上位となっ

目が「特別」な機会であると捉えられ

インに立ち、共に歩み出すことが求め

例えば、結婚（新婚旅行）で「思い出

ており、
「退職・引退・閉業」以外では

ていることを示していると考えられる。

が２回旅行をすれば２単位とカウント）
。

の経験は必須回答とした。
（注３）各旅行（トリップ）を単位とした（例：１人
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く支払う傾向がある

動機の１位となっている。
「卒業（卒業

また、特に、男性においては、
「結婚

られているのではないだろうか。

旅行など）
」は、友達と「わいわい」しな

28

特集

人生に旅を！ 節目旅行ノススメ
4 事例

地域にみる節目旅行の取り組み

4 事例

地域にみる節目旅行の取り組み
～節目旅行と地域資源の接点を分かりやすく伝える～
事例

1

［三重県鳥羽市］

●
P.30

真珠婚で

人生の1ページに刻まれる
観光地に

節目を祝う文化を発信し、新しい旅の需要をほりおこす「真
珠婚」の取り組みに注目。
観光文化情報センター 旅の図書館長 企画室長 主任研究員

事例

2

［島根県出雲地方］

●
P.33

福永 香織

「縁結び」
で
旅行者とご縁が生まれる
観光地

出雲大社で知られる
「縁結び」を軸にした広域連携によるブ
ランドづくりと商品化の取り組みに注目。
観光経済研究部 主任研究員

事例

3

［四国遍路］

●
P.38

柿島 あかね

「人生の節目」
の舞台を、
世界に・次世代につなげる
人生を見つめ直す旅の代表格である
「お遍路」
における、新たなマーケティングとまちづくり活
動に注目。
観光地域研究部 主任研究員

事例

4

［沖縄県］

●
P.43

吉谷地 裕

『南国おきなわ』
で過ごす
特別な体験
写真提供：一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

新婚旅行や卒業旅行で多くの人が訪れる沖縄での、
「記念日
（アニバーサリー）
」を軸にしたプロモーションに注目。
観光政策研究部 主任研究員

29

牧野 博明

第236号 January 2018

29_46_観光文化236号_特集4.indd 29

2018/01/12 午後3:41

事例

日は真珠婚の日」
（ 月と 月を除く）

旅の図書館長

事務局長の奥野和宏氏からお話をうか

観光文化情報センター

人生の１ページに刻まれる観光地に

三重県鳥羽市

真珠婚で

はじめに

がった。

真珠婚式の流れ

企画室長

レース婚式

14年目

象牙婚式

15年目

水晶婚式

20年目

磁器婚式

25年目

銀婚式

30年目

真珠婚式

35年目

珊瑚婚式

40年目

ルビー婚式

45年目

サファイヤ婚式

50年目

金婚式

55年目

エメラルド婚式

60年目

ダイヤモンド婚式

30
※15年目までは1年単位、それ
以降は5年ごとに名称が付い
ている。

福永 香織

主任研究員

表2 真珠婚式の概要

を掲げ、これまでに１１５６組の夫婦
を受け入れてきた。
また、鳥羽市では特産品であり伊勢

結婚記念日といってもその年次や夫
婦によって、想いや過ごし方はさまざ

神宮の神饌としても奉納される伊勢海

しん せん

まである。本特集で実施したアンケー

日、

鳥羽市観光協会

年） 月

３組のご夫婦を迎 えて真 珠 婚 式が執

事務局

２０１７年（平 成

本の祝い魚」として、また鳥羽湾で取

り行われた。奥様が体調を崩し結婚式

10,000円（ご夫婦）
1,500円（小学生以上の参列者）
※衣装をレンタルする場合は夫婦で30,000円

老、鮑、鯛を、慶事には欠かせない「日
れる豊富な海藻を「真珠の海七草」と

ができずにいたご夫婦、何年も前から

5組（最大20組）

）によると、結婚記念日

（
「銀婚、真珠婚、金婚」
「銀婚、真珠婚、

表現し、人生の大切な節目を鳥羽で過

真珠婚式を楽しみに頑張ってきたとい

最小催行人数

ト調査（ｐ

金婚以外の結婚記念日」
を足した数字）

ごしてもらうための仕組みづくりを官

うご夫婦、ご主人の海外赴任が多く子

卒業旅行（ ・ ％）
、恋人との記念日

応募要項を参照の上、メールまたは往復ハガキで鳥羽市観
光協会あてに1カ月前までに申し込み。

に旅行をした経験がある人は ・ ％

となっており、新 婚 旅 行（ ・ ％）
、

民が一体となって実施している（注１）
。

どもたちの成長期の子育ては奥様任せ

絹婚式

13年目

年

申し込み方法

30

本事例では、節目を祝う文化を発信

（ ・ ％）に次いで 番目に多くなっ

鋼鉄婚式

12年目

だったというご夫婦。それぞれの

錫婚式

11年目

し、新しい旅の需要を掘り起こす試み

10年目

2018/01/12 午後3:41
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ている。結婚 年目の銀婚式や 年目

陶器婚式

を胸に秘めたご夫婦の方々がウェディ

9年目

としておこなっている「真珠婚」の取り

青銅婚式

の 金 婚 式 は 日 本で も 知 ら れる よ うに

8年目

ングドレスとタキシードに身を包み、

銅婚式

組みについて、鳥羽市観光協会専務理

鉄婚式

7年目

なっているが、それ以外の結婚記念日

木婚式

6年目

子どもたちに見守られながら緊張した

5年目

事の世古晃文氏と鳥羽市温泉振興会

花婚式

については詳しく知らない人も多いの

革婚式

4年目

ではないだろうか（表 ）
。

藁婚式

3年目

真珠婚パンフレット

参加費

7

50

年目の真珠婚に
紙婚式

2年目

こうした中、結婚

市内宿泊施設チャペル

58

注目したのが、世界で初めて真珠養殖

場所

11

2

1年目

結婚30周年を迎えるご夫婦

参加資格

4

1

30

に成功した地として知られる三重県鳥
表1

25

羽市である。鳥羽市では、２００１（平

14：00～（受付13：00～）

4

成 ）年から真珠婚式を開催。
「毎月

時間

7

11

29

12

1
19
37

2

30

毎月30日（12月、2月を除く）

開催日

20

13

30

合唱と聖書朗読の後、夫婦は 組ずつ

面持ちでチャペルに入場する。賛美歌
アコヤ貝（ラブレター）を交換して交

最後にお互いへのメッセージを書いた

や真珠婚に対する想いが共有される。

相談しながら、御木本幸吉と妻うめの

た。奥野氏は観光協会の役員や職員と

ツが作られるまでには至っていなかっ

前に出てバラの花と真珠を交換し、

万組（注３）
。何らかの要因で、結婚

た。２００１年当時の年間婚姻数は約

オリジナルの真珠婚を作り上げていっ

夫婦愛のストーリーをベースに、鳥羽

けとなったのは、当時の鳥羽市観光協

鳥羽 市で真 珠 婚に取り 組むきっか

真珠婚の取り組みの経緯

流会は終了となる。

年間の想いと感謝の言葉をゆっくりと
絞り出すように伝え合う。その瞬間、
会場は一気に涙に包まれる。牧師さん
から 祝 祷 を 受け た夫 婦はパールシャ
ワー（注２）とともに送り出され、真珠
婚式は終了となる。

年を迎えられない夫婦はいるとして
も、毎年数十万組のマーケットがある。

流会が行われる。夫婦の思い出の曲を

たことだった。鳥羽市では、海女さん

年目を祝う「真珠婚式」を雑誌で知っ

を行うには最適であると予想した。

されることなどから、節目のセレモニー

子供も独立して夫婦 人の生活が再開

また、結婚 年目というタイミングは、

ピアニストが演奏する中、観光協会の

が日本一多い地域、御木本幸吉が真珠

会の副会長であった奥野氏が、結婚

スタッフがそれぞれの夫婦からインタ

養殖に世界で初めて成功した地域とい

真 珠 婚 式の後 は、会 場 を 移 して 交

年間のエピ

う特性を活かし、
「海女と真珠のふる

催を主な内容としていた。しかし、節

種である真珠姫の植樹とパーティの開

当初の真珠婚式は、しゃくなげの一

ソードを聞き出していく。
このハッピー

さと」というキャッチフレーズを打ち

ビュー形式でなれ初めや
トークでは、参列している家族も巻き

目には式にあたるセレモニーが必要で
あると考え、２００３年（平成 年）か

珠婚の認知度を高めるため、愛知万博、

鳥羽水族館、クルーズ船、さらには真

が、市 内の離 島である菅 島をはじめ、

中 心に市 内 宿 泊 施設で開 催している

ルとした。現在は、鳥羽国際ホテルを

らチャペルで真珠婚式を挙げるスタイ

15
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出していたものの、関連するコンテン
写真2 交流会の様子。会場内には、御木本幸吉と妻うめが初め
てアコヤ貝から半円真珠を5つ発見した時の様子を描い
た絵画が飾られており、鳥羽と真珠婚の関係についても
解説される。
（鳥羽市観光協会提供）

込みながら、それぞれの夫婦の 年間
写真1 チャペルでの真珠婚式を終えた夫婦にパールシャワーを
浴びせる様子（鳥羽市観光協会提供）

六本木真珠婚式（六本木ヒルズ）

●

●

30

30

1

30

真珠婚 in TOKYO（帝国ホテル）

世界真珠婚式in EXPO

市外

2

六本木ヒルズ、帝国ホテルなど県外で
も開催した（図）
。

にっぽん丸、伊勢鳥羽クルーズ、飛鳥、飛鳥Ⅱ、ふじ丸などで真珠婚式を開催

クルーズ

30

参加費値上げ（1万円）

参加費有料化（5千円）

真珠姫植樹祭・記念パーティ

30

真珠婚の情報発信は観光協会のウェ

毎月30日は真珠婚の日（真珠婚式開催）※12月、2月を除く

市内

地域にみる節目旅行の取り組み

4 事例

30 80

ブサイトに加え、市の広報誌である『広
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図 真珠婚の取り組みの変遷

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

「真珠婚パック」
（記念額・撮影券を各宿からプレゼントする宿泊プラン）を実施

「真珠婚さんいらっしゃ～い」
（宿泊型）

資料：鳥羽市観光協会資料をもとに筆者作成

報とば』やケーブルテレビなどを通し
見直す節目にもなっている」と話す。

真珠婚式に参加した日、市内の宿泊

であることと、大量の集客が望めるわ

たこともあるが、時期や対象が限定的

旅行会社と連携して旅行商品化し

まり、同窓会をしている」
「子どもや孫

婚式を挙げた夫婦同士が毎年鳥羽に集

旅行に来るようになった」
「一緒に真珠

メールの中には、
「毎年のように鳥羽に

るのではないか」
「真珠業者のためのイ

いまだに「参加したら真珠を買わされ

がまだ根付いていないこともあるが、

日本では真珠婚式を祝うという習慣

もある「節目を祝う文化を鳥羽市から

みたい」と話していた。真珠婚の目的で

分のホテルでも真珠婚式を受け入れて

た。感動で涙が止まらなかった。ぜひ自

から知っていたが、今回初めて参加し

施設のウェディング担当者も視察に来

けではないため、旅行商品には向かな
にとっても鳥羽が思い出の地となり三

ベントなのではないか」と誤解される

発信し、新しい旅の需要を掘り起こす」

人生の１ページに刻まれる
観光地になるために

かったという。しかし、地道な取り組み
世代で鳥羽に旅行に来る」といったよ

こともあるようだ。具体的なイメージ

ためには息の長い、地域ぐるみでの取

真 珠 婚 式 終 了 後に届 く お 礼 状や

を続けた結果、クチコミやテレビなど
うに、リピーターとして定着している

が湧かないという分かりづらさは一つ

り組みが必要であることは言うまでも

て行っている。

のメディアで紹介され、今では全国か
様子がうかがえるものもある。
「単なる

の課題とされている。

て特別な地域になれば、経済効果はそ

まれる観光地になりたい。
その人にとっ

き大きな課題である。長期的な視点で

業者や市民の理解を得ることも引き続

また、取り組みに対する観光関連事

ついても引き続き注目していきたい。

展開も期待しつつ、今後の取り組みに

他の組織や取り組みとの連携による

ていた。
「真珠婚式のことはもちろん前

ら参加者が集まるようになった。

行楽地ではなく、人生の１ページに刻

の結果としてついてくる」と話す世古

地域のブランド力を高めていくような

するようである。奥野氏は、
「親同士の

からの健康と長生きへの想いを新たに

た子どもたちは改めて親に感謝し、これ

ケースも見られる。真珠婚式に参列し

精神や感覚を持っているが、それが近

る。日本人は、本来、儀式を大切にする

節目には感謝、再生、復活の意味があ

祭」を大切にしてきたからこそである。

日常に感謝し、次への活力を得る「祝

ションの維持には相当なエネルギーを

に重要であるものの、
事務局のモチベー

ンは、取り組みを深化させていくため

で、地元に対するインナーキャンペー

することに意味があるとしている。一方

としての質を高める取り組みを大切に

︵注１）２０１３年度（平成 年度）に伊勢神宮式
年遷宮や東京オリンピックを見据えて始ま
った鳥羽市観光課の取り組み。
「鳥羽で人生
祝い旅」と称して宿泊プランの造成やプロ
モーションなどを行ってきた。鳥羽市で多く
取れる伊勢海老、鮑、鯛、海藻などの付加価
値を高め、他地域との差別化を図ることも
狙いの一つ。ふるさと納税の返礼品としても
こと ほ
「日本の祝い魚 鳥羽 言祝ぎ干物セット」と
して組み込まれている。
（注２）結 婚式で行われるフラワーシャワーの代わ
りに、真珠婚式では真珠の細かい粒を夫婦
に浴びせるパールシャワーが行われる。
（注３）当時の厚生労働省が発表した婚姻件数が根
拠となっている。離婚率は特に勘案してい
ない。

ない。

氏の言葉の通り、鳥羽市が一人ひとり

取り組みは、すぐに成果が出る性質の

世代をこえて受けつがれる
真珠婚

にとって特別な場所になるための積み

ものでもなく、効果が測りづらい側面
開催や情報発信を中心とした従来型

仲が良いことは子どもにとってこの上な

年忘れられているのではないか」とい

要することも事実である。

25

真珠婚式は１回当たりの定員を
組としているが、近年は息子や娘も参

重ねを、 年間、丁寧に行ってきた成
奥 野 氏 が 語 る「 伊 勢 志 摩 の 地 が

の取り組みを行ってきた歴史がある中

い幸せ。真珠婚式は夫婦だけのものでは

う言葉も印象的であった。

（ふくなが かおり）

列するケースが増えており、事務局が
５組が適度であるという。申し込みは

２０００年にわたって存続してきたの

で、あえて真珠婚式のような、観光地

もある。観光協会としては、イベント

夫婦のどちらかがする場合が多いもの

は、 年ごとの節目に式年遷宮を行い、

果ではないだろうか。

の、家族がサプライズでプレゼントする

それぞれの家族と丁寧に向き合うには

16

なく、子どもも含めた家族のあり方を

20
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知夫村

海士町

事例

島根県出雲地方

柿島 あかね

つ「出雲ならでは」の魅力を模索して

主任研究員

同事務局長の吾郷久夫氏と事務局次

観光経済研究部

性を中心に賑わう観光地として有名だ

いた。

としての出雲である。日本最古の歴史

そこで浮上したのが、パワースポット

長の勝部真史氏にお話を伺った。

限らない。人との出会い（恋人になる

「縁結び」と定義するのは恋愛や結婚に

が、神話の国縁結び観光協会（注１）が

「縁結び」
で旅行者とご縁が生まれる観光地

分 ―。島

生きる過程で出会う人や
物との縁を結ぶ「縁結び」
東京から飛行機で１時間
こと、夫婦になること、親子になること

人の運命や幸福などをつかさどり、さ

書とも言われる『古事記』によると、出

根県の出雲地方にはいろいろな「ご縁」

など）から、家を建てること、就職する
神話の国縁結び観光協会の取り組み

まざまな「縁」を結ぶ神として古くか

出雲地方を一つにした
「縁結び」

を求め、全国各地から多くの人が訪れ

こと、物を買うことなど、人生に起こ

は２００５年
（平成 年）
にさかのぼる。

竹島

松江市

西ノ島町

雲南市

まな節目で人や物との良縁を願う際に

も理解を深めてもらい、人生のさまざ

在を通じて、広義の「縁結び」について

で若年女性に訴求し、出雲地方での滞

婚という普遍的で親しみやすいテーマ

として捉えている。まずは、恋愛や結

連携の動きがそれまで以上に強まって

してもらい、誘客につなげていく広域

も「出雲」という単位でエリアを認知

こうした流れの中、観光振興において

地方（図）
の市町村も例外ではなかった。

れる市町村合併が行われており、出雲

当時、全国的に「平成の大合併」と言わ

ションしていたが、広域連携が進めら

これまでは、各市町村単位でプロモー

有名なパワースポットが点在していた。

社（松江市）など、恋愛や願い事成就で

して、八重垣神社（松江市）や玉作湯神

方には、出雲大社（出雲市）をはじめと

ら信仰されていた背景もあり、出雲地

れていく中、当時としては少々とがった

「縁結び」が出雲地方を一つにするテー

いた。
出雲地方の中心都市である松江市

マとして候補に挙げられた。しかし、こ

年間にわたって

は、江戸 時 代には城 下町として栄 え、

年）から

行ってきた「縁結び」のブランド化と

うした歴史的背景に由来する「縁結び」

こでまずは誰もが親しみを持つことが

古くから出雲地方の中心としての役割

といった資源をアピールしていたもの

できる「縁」の一つである恋愛や結婚を

観光客誘致の取り組み（表）について、

の、全国にも類似した資源を有する観

前面に押し出した新たな「縁結び」の

は一部の人には訴求するものの、大衆に

飯南町
美郷町

光地もあることから、強い訴求力を持

を担っていた。こうした歴史的な背景

年（平成

神話の国縁結び観光協会が２００５

出雲を思い出し、訪れてもらう ―。

17

は訴求しにくい側面を持っていた。そ
松江市

益田市

津和野町

安来市
吉賀町
出雲市

雲南市

邑南町

石見地方
浜田市

邑南町

雲大社の御祭神である大国主大神は、

ている。近年では、良縁を願う若い女

るさまざまな出会いも広義の「縁結び」

図 島根県のエリア別地図

2018/01/15 午前11:49
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出雲地方
川本町
江津市

飯南町
美郷町
知夫村

奥出雲町
大田市
海士町

17

から、これまでは「水の都」や「城下町」

川本町
江津市
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県や 出雲地方の各市町村から派遣さ

知事を会長に、事務局内のスタッフは

興に取り組むことになった。当時は副

国縁結び観光協会」を設立し、観光振

絡協議会」を解散し、新たに「神話の

いくため、従来の「出雲路広域観光連

プブランドとして「縁結び」を育てて

コンセプトが固まり、島根県のトッ

した。また、当時、
「縁結び」を認知し

に贈られる「縁結び大賞」などを実施

わしい話題を社会に提供した人や団体

勇気と喜びを与える「縁結び」にふさ

制作および販売、県外向けＰＲとして

結びステッカーなどの縁結びグッズの

した宣伝や、ご縁袋、縁結びバッジ、縁

ア（テレビ・ラジオ・雑誌など）を活用

プロモーション活動では、マスメディ

外に認 知されると、次の段 階として、

縁結びブランドが確立され、地域内

の取り組み

くりと滞在中の満足度向上のため

● 旅行者に来てもらうための商品づ

ンドが広く認知されていった。

に、出雲というエリアと「縁結び」ブラ

ロモーションすることによって、次第

うテーマで資源をつなぎ、県内外にプ

力に強弱はあるものの「縁結び」とい

れた職員で構成され、縁結びをテーマ

てもらうためにプロモーションの対象

出雲地方へ誘致するため、２００５年

し、丁寧に磨き上げていった。

にさまざまな事業の企画・提案などを

としていたのは、県外だけではない。今

（平成 年）頃から開始した旅行会社へ

イメージの定着を図ることとした。

行った。また、自治体や観光協会の職

後、取り組みを推進していくにあたり、
ワ ー キ ン グ グ ル ー プ で 発 掘 さ れ た 資 源 の 例（「 ご 縁 ス
ポットナビ」より）

員、ホテル旅館組合、土産物店などの
若手を中心に４つのテーマ（商品企画、
二次交通、プロモーション、食開発）に
ついて検討、提案を行うワーキンググ
層（ ～ 歳の女性）であり、この層を
確実に取り込むことによって、男性や

ループを立ち上げたことによって、官
と民が一緒に考え、行動する機会がで

歳の女性）の取り込み

Ｆ２層（

～

き、今までできなかった取り組みも可

も期待されていた。
まずはＦ１層に訴求する資源の見
直しやプロモーションをワーキンググ

のもと、花火大会「縁結火」や「縁結び

地域住民からの理解が不可欠との判断

れるようになった。

リップなどの取り組みが重点的に行わ

のセールスプロモーションやファムト

め、旅行会社との商談やワーキンググ

ゆっくりと質の高い滞在を提供するた

また、ただ来てもらうだけでなく、

フェスタ」などの地域住民を主な対象
としたイベントを開催し、インナープ
ロモーションも並行して実施した。
こうして、一つ一つの地域資源の訴求

ループでの検討を通じて、旅行者の関

心が高い食事、地方では不便になりが

ちな二次交通を中心に取り組みが進め

ことや、ピンクの幸運ポストなど、こ

える柱の一つにハート型の木目がある

旅行者の口コミ情報から、松江城を支

集めてクーポンとした「縁結びスイー

メニューを開発してもらい、これらを

「縁結び」をキーワードにしたスイーツ

食事については、エリア内の店舗に

縁結びグッズ
（写真上：縁結びバッジ／写真下：ご縁袋）

ション

れまで観光資源としていなかったもの

られた。

取り組みを開始した当初、ターゲッ

ツ紹 介ガイド 」や「 出 雲 路そば巡り 」

ループが中心となって行った。例えば、

17

も縁結びに関係する資源として洗い出

● 縁結びブランドの確立とプロモー

49

トとしたのは旅行市場を牽引するＦ１

縁結び観光地・出雲になる
までの取り組み

能となった。

34
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34

所など、基礎情報が更新される場合も
あるため、常に鮮度の高い情報を掲載

ま た、近 年、訪 日 外 国 人 旅 行 者

／航空券や宿泊施
Independent Tour
設を個別に手配する旅行）も増えてお

数 の 急 増 と と も に Ｆ Ｉ Ｔ（ Foreign

現 在、出 雲 地 方では 夏から 秋 がオ

り、大都市のみならず地方を訪れる訪

現在の取り組みと
今後に向けて

ンシーズンとなっており、冬季はオフ

できるよう定期的な情報のメンテナン
二次交通については、２００５年（平

シーズンとなっている。近年では、冬季

スも行っている。
年）からワーキンググループで検

成

乗車券「縁結びパーフェクトチケット

ら、松江・出雲周遊電車・バスフリー

年）には地元バス、鉄道会社（注２）か

を発信した。そのうちの主なコンテン

ターゲットとして、冬ならではの魅力

費単価が高いシニア層（注３）を主たる

うテーマはそのまま、若年層に比べ消

の需要を喚起するため「縁結び」とい

（以下、本チケット）
」が販売されてい

ツとして「食」が挙げられる。１月末か

討を進めており、２００７年（平成

る。本チケットは３日間のフリーパス

ら２月末のおよそ１カ月にわたり、
「ご

は販売開始当初の５０００枚程度から

１５００円）となっている。販売枚数

特典が付いて、大人３０００円（小人

食べることができる「かに小屋」や、松

り、イベントの中では、松葉ガニなどを

縁結び まつえ食まつり」を開催してお

冬季の観光パンフレット

と 程度の観光施設などで受けられる

などの旅行会社専用のクーポン商品を

子大生の誘致にも積極的に取り組んで

近では、玉造温泉とタイアップした女

状況に応じて柔軟に対応しており、直

なお、主たるターゲットについては、

どが開催されている。

ニューが味わえる「まつえ食めぐり」な

に考案した地元食材を活かした特別メ

各料理長が松江の食文化の伝承を目的

船」
、松江市内の旅館・ホテル・料亭の

ながら、お堀を巡る「松江堀川グルメ

江の食 材を利用した創 作弁 当を食べ

２０１６年（平成

年）にはおよそ

企画・販売した。また、エリア内の店

倍となる１万５０００枚を超え、年々

28

縁結びパーフェクトチケット

定着してきている。

舗で食 事や 土産 物 購入に利用できる
「出雲路縁結びパスポート」を有料で販
売した。
各店舗はクーポンに参加することに
よって、店舗の宣伝効果を実感すると
ともに、地元店舗での消費促進につな
がるため、地域全体の経済波及効果も
期待された。また、旅行会社や店舗な
どへのヒアリングを実施し、旅行者の
ニーズが高そうな店舗をリサーチする

いる。

まつえ食まつりの概要

19

17
30

3
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   縁結びSweets
（写真左：紙媒体／写真上：「しまね観光ナビ」）

とともに、店舗の営業時間、連絡先、場
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日外国人旅行者も増えている中、出雲

地方を訪れる訪日外国人旅行者数は

まだわずかであるものの、今後は閑散

2015（H27）

期対策の一環としてインバウンド需要

への対応も検討している。

また、運営面での課題も存在する。

縁 結びグッズ（ 注４）やパスポート 類

（注５）などの観光商品は年々種類も増

2014（H26）

え、販路も拡大される一方で、定期的

なメンテナンスを行い、定番商品とし

て維持していくことに人手や予算が割

かれてしまい、新たな商品開発になか

2013（H25）

なか着手できない状況である。今後は、

定番商品もしっかりとメンテナンスし

ながら、新たな可能性も探っていく。

2012（H24）

おわりに

― 節目需要と地域資源の接点を
分かりやすく伝える ―

神話の国縁結び観光協会では、地域

2011（H23）

に昔から存在する「縁結び」に込めら

れた思いをブランド化していく過程の

第一歩として、多くの人にとって身近な

「縁」である恋愛や結婚というテーマに

絞った取り組みを展開し、パートナー

がいる豊かな生活へと自ら変化を求め

る若年女性をメインターゲットとした
2010（H22）

2016（H28）

山 陰CV「 ぐるぐる中 中京テレビ「誘っても 四 国 放 送「 となりの 日 本テレビ「 イチオ CSジャパン「旅チャン BSS他8局「 中 四 国ラ RCCテレビ「タウンd
四国」他、雑誌掲載9 いいとも！松江 」他、 ラジ オ」他、雑 誌 掲 シ！2泊3日の旅 」他、 ネル」他、雑誌掲載9 イブネット」他、雑誌 ポン」他、雑誌掲載9
誌
雑誌掲載5誌
載6誌
雑誌掲載6誌
誌
掲載2誌
誌
Facebookによる情報 Instagramに よ る 情
発信開始
報発信開始
愛称「出雲縁 結び空 縁 結 びスイーツの 発 「 冬 の出雲 路ご 縁 旅
港」に決 定・縁 結 び 信、五縁祈願祭
キャンペーン」開始
大賞実施

縁結び学生旅行モニ
ターツアー開始

ハートの種、手提げ袋
（2種類）

出雲路観光PR用DVD
（3分、15分）制作

トートバッグ、観光映像
USB、扇 子、お ちょこ、
しまねっこあめ、縁結び
人生ゲーム大型版作成

縁結び「出雲路」フェ し な が わ 夢 さ ん 橋 五縁祈願祭PR、縁結 「神在月まつえ食のご 東 京 ゲ ーム ショ ー、 ツーリズムEXPOジャパ FDA名古屋出雲2便化
ア、映画「RAILWAYS」 2011、縁 結 び「 出 雲 び空港冬季利用促進 縁市」他
ツーリズムEXPOジャ ン2015、
「とって隠岐！出 PR、ツーリズムジャパ
公開CP他
路」フェア他
PR他
パン2014他
雲縁結びガーデン」他
ン2016他
松江水燈路

縁 結 びスイーツフェ 「神々の国しまねプロ
スタ他
ジェクト」圏域事業

ご 縁 の 国しまねin津
和野

「 学 んで 旅 するご 縁 「 学 んで 旅 するご 縁 「 学 んで 旅 するご 縁 「出雲路講座」4回開
ツーリズム」3回開催 ツーリズム」2回開催 ツーリズム」2回開催 催（東京）
（東京）
（東京）

首都圏、関西圏他

首都圏、関西圏他

首都圏、関西圏他

首都圏、関西圏他

首都圏、関西圏他

首都圏、関西圏他

首都圏、関西圏他

冬季対 策検 討会、現 冬季対策検討会
地研修
（縁結びスポッ
ト視察）
東京、大阪

山陰DC、神々の国し 山 陰DC、
「 し ま ね・ 「しまね・旅の縁」
まね全国セールス
旅の縁」

フリーペーパー
「IZUMO」 縁 結 びとっておき帖 冬の出雲路ご縁旅
（2冊1組 ）
、縁 結 びス
イーツガイド

出雲路そば巡り

縁結びスイーツの選定

出雲路そば巡りの開始

「しまね・旅の縁」
縁結びパスポート

「 しま ね・旅 の 縁 」、「しまね・旅の縁」
「ご
松江城国宝指定記念 縁の国しまね」
「出雲の國 縁たび」、
ご縁 綴り、出雲 路カ
ランコロン

海 外 情 報 発 信 事 業 英語で古事記・風土 英語ボランティアガイ
（VISITJAPAN、情報誌 記を学ぶ 講座、英 語 ド養成講座
作成配布）
ガイド養成講座
資料：神話の国縁結び観光協会
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人生に旅を！ 節目旅行ノススメ
4 事例

地域にみる節目旅行の取り組み
ことによって、ブランド化や誘致につ

なげることに成功した。

生きている限り 多 くの人に訪れる

「節目」は、普遍的であり、誰もが親し

みを持つことができるテーマである。

地域資源との接点を見つけ、分かりや

すく情報発信することによって、新た

な需要を喚起することが期待できるだ

ろう。こうした観点からも、神話の国

縁結び観光協会の取り組みは示唆に富

む事例であると言えるだろう。

（かきしま あかね）

︵注１）画像は全て神話の国縁結び観光協会より提
供。
（注２）一畑電車・一畑バス・松江一畑交通・出雲一
畑交通・松江市営バス・日ノ丸ハイヤー。
（注３）神話の国縁結び観光協会が観光客を対象と
して実施したアンケート調査の結果より、
シニア層は若年層に比べ消費単価が高いこ
とが明らかとなっている。
（注４）縁結びバッジ、ご縁袋、縁結びシール、おみ
くじ風チラシ、縁結び便箋、縁結びステッ
カー、ハートの種、おちょこ、トートバッグ。
（注５）縁結びパスポート、縁結びＳｗｅｅｔｓ、出雲
路そば巡り、出雲路カランコロン、ご縁綴
り、神 話の国 出 雲 路 縁 結び読 本（以上、神
話の国縁結び観光協会オリジナル商品）／
出雲の國縁たび、出雲縁結びポケット人生
ゲーム、えにしのうたＣＤ（以上、タイアッ
プ商品）

表 神話の国縁結び観光協会のこれまでの取り組み
2005（H17）

2006（H18）

2007（H19）

2008（H20）

2009（H21）

主な観光情報発信事業
テレビ・ラジオ番組取材協力・雑誌等によ TBSテレビ「スター癒 FM滋賀「縁結びバス フジテレビ「 恋 愛 観 NHK「だんだん」ロケ BSS山陰「古代ロマン
る宣伝
しの旅 」他、雑 誌 掲 ツアー」他、雑誌掲載 察バラエティーあいの 協力他、雑 誌掲載16 歴 史 の 源 流・出 雲 」
載8誌
16誌
り」他、雑誌掲載11誌 誌
他、雑誌掲載12誌
ホームページ・SNSによる発信
「縁結び」ブランド化

HP「一期一縁」
「円」から「縁」表示
へ の 推 進・「 縁 結 び
ブックレット」の作成・
「 縁 結 び 川 柳 」の 募
集・縁結び大賞実施

HP「出雲路」に改編

縁結びロゴの普及促 ・縁結び大賞実施
進・
「縁結びの日」
（11
月5日）制定・
「縁結び
川 柳」の 募 集・縁 結
び大賞実施

HP資料請求フォーム
の整備
・縁結び大賞実施

縁結びグッズの制作活用によるPR

ご 縁 袋・お みくじ風
チラシ・縁 結 びシャ
ツ・縁結びシール

県外イベントPR

愛・地 球 博、縁 結 び 神在月前夜祭in東京 「縁結び大賞」授与式 「縁結び大賞」授与式 し な が わ 夢 さ ん 橋
inお台場他
他
の開催（東京）他
の開催（東京）他
2009他

地元イベントPR

縁 結 びバッジ、縁 結
びステッカー
（2種類）

縁結び便箋（A4、A5)

「縁結火」
（ 花 火 大 「 縁 結 火 」、
「神迎え
会）
、
「縁 結びフェス の道」イベント他
タ」他

出雲路講座

「 学 んで 旅 するご 縁 「 学 んで 旅 するご 縁 「 学 んで 旅 するご 縁 「 学 んで 旅 するご 縁
ツーリズム」7回開催 ツーリズム」6回開催 ツーリズム」3回開催 ツーリズム」3回開催
（東京）
（東京）
（東京）
（東京）

主な観光商品企画
旅行会社セールスプロモーション

山陽方面旅行会社・ 首都圏他
首都圏旅行会社

首都圏他

旅行会社との連携

首都圏、山陽九州他

着地型商品開発研究会 着地型商品開発研究
会、冬季対策検討会

観光情報説明会
観光パンフレット等作成

中京圏、首都圏他

東京、大阪
縁結びブックレット

出雲路・ご縁スポット
ナビ・神話の国縁結び
読本・山陰悠遊絵図・
縁結びドライブなび

大阪

大阪、東京
プロモーションDVD
（19分）

食・交通・その他
魅力ある食の造成

二次交通の整備

そば 打ち体 験 授 業、「ご縁」料理の提供宿
そばアレンジコンテス 泊プランの企画
ト、・そばマップの作
成、ご縁料理の企画
「えんむすび号」運行 縁結び周遊キップ
への支援

「縁 結びパーフェクト
チケット」

ホスピタリティの醸成・海外情報発信事 観光施設等へPC導入 縁 結 びスポット現 地
業・その他
支 援、女子高生調 査 研 修会、情報発 信担
研究活動
当者スキル講座
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を包み、同行二人の象徴である金剛杖

山氏からの提 供 資 料に基づき特 徴を

四国遍路とはどのようなものか。北

が勧誘や 組織的に寄付集めをすると

も、伊勢参りや富士講のように、御師

となどを強調している。また、受入側

吉谷地 裕

主任研究員

弘法大師への「信仰」 お遍路さん

四国遍路

を持ち、全行程を徒歩で巡礼する人も

端的に整理したものが 表である。北山

いったシステムはなく、あくまで来た

四国遍路は、17世紀後半に大阪の
修行僧真念が出版した『四国辺路
道指南』によって、一番から八十八
番までの番付が採用され、ほぼ 現
在のスタイルになりました。

観光地域研究部

いるが、車やバイク、自転車で巡礼す

氏は、これらも踏まえた上で、四国遍

人に対してお接待する、
「受けの姿勢」

四国遍路は、江戸時代になると海上
交通路などの発達に伴い、次第に一般
の人々にも普及するようになりました。

事例

れた。また、近年は、四国遍路を歩く外
国人の姿も多い。ますます巡礼者の多
様化が進んでいるように見える。

る人もいる。旅行会社のパッケージツ

路の他に類を見ない特徴として、四国

が基本であることも特徴的であるとし

遍路を支える「地域」 お接待

資料：北山氏提供資料（協議会パワーポイント資料）をもと
にレイアウト

れている）
。

山氏によれば、今後の課題の一つとさ

ら、正確な統計を取ることが難しい（北

まざまな巡り方をする人がいることか

正確には不明である。前述のようにさ

四国遍路の巡礼者数（来訪者数）は、

●高まる外国人比率

四国遍路の来訪者

ば「托鉢」に近い感覚もあるようだ。

たく は つ

てなし」とは異なり、どちらかといえ

四国遍路は、空海の聖跡を巡る修
行として、僧侶や修行僧が四国中を
巡ったのが始まりとされています。

「人生の節目」
の舞台を、世界に・次世代につなげる
はじめに
四国遍路は、人生を見つめ直す旅ま
本事例では、香川県政策部文化芸術
局 文 化 振 興 課 課 長 補 佐の北 山 健一郎

たは旅の舞台として、節目らしい旅行
の最 たるものの一つと言 えるだろう。

氏と、ＮＰＯ法人遍路とおもてなしの
ネットワーク事務局長の宍戸栄徳氏に

アーに参加する人もいる。

遍路は天皇や将軍、お殿様などが誰も

ている。

修行の「場」 札所寺院と遍路道

遍路文化を
支える三つ
の要素

その道程は約１４００ にわたり、山
道もあれば急坂もある。歩けば健脚で
お話を伺った。

歩く人の年代もさまざまであるよう

巡っておらず、庶民による自然で自発

四国遍路とは

も最低１カ月、通常は１カ月半～２カ
月かかる。にもかかわらず、巡礼者は
す げ がさ

幅広く、必ずしも熱心な宗教者に限定

だ。巡礼という言葉は年配者のイメー

的な文化であること、熊野古道やサン

振って行われてきたものではなく、住

に にん

ジが付きまとうが、ＮＨＫの『クロー

ティアゴ巡礼路のような最終目的地が

民の自発的な行動によるものであると

ぎょう

ズアップ現代』
「四国遍路１４００キロ

なく、周回コースとなっていること、参

いう。よそから来た人を大事にしよう

どう

されない。もちろん、白衣と菅笠に身

増える若者たち（２０１４年６月 日

拝の仕方も、区切り打ちをしてもよい

お接待の文化は、昔から誰かが旗を

放送）
」では、四国遍路を通じて自分自

という側面は、いわゆる観光の「おも

四国遍路は、徳島県・高知県・愛媛
県・香川県の4県からなる四国を全
周して弘法大師ゆかりの霊場を巡る
1,400kmに及ぶ壮大な霊場巡拝です。

し、どのような順序で巡ってもよいこ

表 四国遍路の特徴、歴史、遍路文化を
支える三つの要素

身を見つめ直す若者たちの姿が特集さ

23

四国八十八
ヶ所の霊場
と遍路道の
歴史

四国遍路は、弘法大師への「信仰」
と修行を実践する「場」、そしてそれ
を支える
「地域」
の三者が一体となっ
て、現在まで継承されてきました。
四国八十八
ヶ所の霊場
と遍路道の
特徴

km
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四国遍路は、歩き遍路をはじめとす
る多くの人々が、それぞれの思いを込
めて巡拝する「生きた文化資産」であ
り、世界に類を見ない巡礼路です。

3

38

10.0
3,000

2,793

8.0
2,500

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

送人員などを参考に、

やロー プ ウェーの輸

数 や、ケ ー ブ ル カ ー

一部 札 所の納 経 者

えられており、３０００人弱という数

遍路の人数をおおよそ捉えていると考

大使任命書を受け取ることから、歩き

値があり、ほとんどの歩き遍路が遍路

いている文化をいかに次世代へ伝える

などで歩けない方もおり、昔から根付

ことではないものの、身体状態や年齢

立場からは必ずしも誰でも歓迎という

万

かという視点では、入り口あるいは動

万～

字になっている。このうち、外国人の比

おおむね

機付けの一つとして、できるだけ間口を

広く捉えていきたいと述べている。

率は年々増加しており、２０１６年度
宍戸氏の感覚では、２０１７年度（平

（平成 年度）
は１割を超えている（図）
。

歩き遍路の数につ

して、
「 遍路 大 使 任 命

路で結願した人に対

八十八ヶ所を歩き遍

度の子どもを連れた家族連れも多い印

他）で、年配者が多いものの、小学生程

の大半が車（バス、タクシー、自家用車

北山氏の感覚として、日本人来訪者

ランス人女性のマリー ＝エディット・

摘している。きっかけになったのは、フ

者の急増、特にフランス人の増加を指

北山氏、宍戸氏ともに、外国人来訪

に。感動が新たな感動のきっかけに

四国遍路と人生の節目
～外国人の例から

書」とノベルティバッ

象だという。宍戸氏によれば、歩き遍

めている可能性があるという。

成 年度）はさらに多く２割程度を占

所と八十八番札所の
間 に あ る「 前 山 おへ

ジを配布しており、こ

路の通し打ちの場合は退職や転職を機

ラ ヴ ァ ル（ Marie-Edith Laval
）氏 の
来訪である。ラヴァル氏は、２０１３年

● 四国遍路がある作家の「人生の節目」

こで 住 所 や 氏 名、外

に訪れる方が多いようだ。ただし、巡礼

（平成 年）７～８月に来訪して四国遍

んろ交 流サロン」で、

国人の場合は国籍を

者は多様化しており、中には新婚旅行

けち がん

確認している。ノベル

を兼ねて来訪した人もあったそうだ。

●車巡礼が大半。しかし間口は広く

いて は、八 十 七 番 札

合が多いようだ。

人程度と書かれる場

20

ティバッジは 希 少 価

回程度に分け

ま た、旅 行 会 社 の ツ ア ー で は、
～

路を歩いている。１日目は、宍戸氏が

ラヴァル氏を案内して基本的な参拝の

仕方を伝え、その後ラヴァル氏は単身

ラヴァル氏は、この時の経験を、旅

で八十八ヶ所を歩き遍路で結願し、香
ツアーが圧倒的に多いようだ。車巡礼

て、月１回程度の頻度で、日帰り～１泊

の人たちに対して「お遍路ではない」と

行記『 Comme une feuille de thé
（日本語翻訳版タイトル『フ
Shikoku

川県で宍戸氏と再会した。

八十八ヶ所を全

25
程度の行程で来訪する、近畿圏のバス

12

年度

年度

年度

28

10

0.0
年度

ノベルティバッジ

12.0
（人）

4.0
1,000

2.0
500
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■

歩き遍路  外国人
■歩き遍路  全体

（％）

10.7％
3,500

28
27
26
25
24
23
22
21

20

（平成17～28年度。ただし各年度は7月1日～6月30日まで）

図 「前山おへんろ交流サロン」における遍路大使任命書発行状況

29

する人もいる。北山氏は、文化振興の

à

地域にみる節目旅行の取り組み
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2,000

6.0
1,500

ること、日本独特の文化や風俗を感じ

じて四国のさまざまな人々と触れ合え

１カ月以上の滞在の中で、お接待を通

付けている理由として、四国遍路では、

ている。

続し、来訪者の要望に丁寧に寄り添っ

再会して話を聞く、といったことを継

遍路の終わりに香川県に戻ってきたら

などを教 え、以降は自分自身で歩き、

月の会期中に９０００人以上の来訪が

遍路の特設展示が実施された。約２カ

シア州立巡礼史博物館において、四国

デ・コンポステーラ大聖堂にあるガリ

路のゴール地点であるサンティアゴ・

あったという。 月にはスペインの旅

られること（ 注１）
、スピリチュアルな
雰囲気が感じられること、お遍路同士

色が楽しめることなどが評価されてい

国の山々や自然による変化に富んだ景

がお互いに交流できること、急峻な四

この他にも、サンティアゴ巡礼路（注

求める

シップ ～ 経 験 者 は 巡 礼 の 旅 を 再 び

● サンティアゴ巡礼路とのパートナー

遍 路の前 年にサンティアゴ巡 礼 路 を

宍戸氏によると、ラヴァル氏も四国

訪している。

が、四国遍路の旅行商品化に向けて来

行ジャーナリストや旅行エージェント

きゅう しゅん

るのではないかと指摘している。

２）を完歩した人が、巡礼路つながりで

ランスからお遍路にきました。
』
）
』とし

来訪も多い。宍戸氏は時間が許す限り

ツ人、オランダ人、アメリカ人などの

２０１５年にサンティアゴ巡礼路と四

う。そうした意味で、
サンティアゴ・デ・

サンティアゴ巡礼の経験者であるとい

最近は、フランス人以外にも、ドイ

経験しており、宍戸氏がこれまでにサ

て出版し、フランスでベストセラーと

準備を手伝い、１日目を一緒に歩き、宿

国遍路との協力協定を締結している。

コンポステーラ大聖堂で四国遍路の展

ポートした外国人来訪者の半数以上が

なった。書籍の帯にある「わたしは生

の取り方（前日泊まった宿に、次の宿

２０１７年夏には、サンティアゴ巡礼

四国四県とスペイン・ガリシア州は、

まれ変わった」という言葉が印象的で

を手配してもらうなど）や参拝の仕方

本書は、四国遍路がフランス人により
広く知れ渡るきっかけとなった。
宍戸氏は、その後、多くの外国人の
遍路をサポートしている。宍戸氏が来
訪者と接している実感として、フラン
ス語を話す来訪者の多くが、本書やラ
ヴァル氏が行っている四国遍路を紹介

「四国八十八ヶ所霊場と遍路道」の世界遺産登録に向けた啓発
用ポスター

「人生の節目」
になったと言えるだろう。

ある。ラヴァル氏にとって、四国遍路が

『フランスからお遍路にきました。
』
マリー＝エディット・ラヴァル著

来訪するケースが増えている。
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する講演などをきっかけとして来訪し
ており、ラヴァル氏の影響は非常に大
きいという。
宍戸氏は、四国遍路が外国人を引き

サンティアゴ・デ・コンポステーラ市のガリシア州立巡礼史博物
館で開催された四国遍路の特設展示のポスター

40

ティングの好例と言えるだろう。

示をすることは、ターゲット・マーケ
保全し、そのことにより、多くのお遍

お遍路さんが歩ける場所をしっかりと

とし、
「世界遺産を目指すことにより、

継続的な検討が必要であるとしている。

ており、案内情報提供の方法は今後も

使用可のもの）を活用する人も増加し

データをダウンロードして非通信でも

国人は食文化の違いから１泊２食のス

能な限り安く行きたい希望がある。外

る。実態として、若い人や外国人は可

て「アルベルゲ（注４）
」が整備されてい

プしていくという昔からの体制を維持

全面的に四国という地域がバックアッ

重要となる。北山氏によれば、昔なが

四国遍路を歩く上では、宿の確保が

● 巡礼者のニーズに合った宿の充実化

の食べたいものをスーパーやコンビニ

ではなくゲストハウスを選択し、自分

こうした人々は、１泊２食付きの旅館

タイルがニーズに合わないこともある。

することが重要」であるとしている。

経営者の高齢化や後継者問題で、廃業

で選んで購入する傾向があるようだ。

●四国遍路の案内情報の整理、共通

らの遍路宿は、
近年は耐震工事費用や、

しや救いを求めてもらい、そのことを

路さんが来訪され、そこで修行や癒や

これからの課題
～四国遍路の「世界文化遺
産」登録に向けて

市

●四国遍路の
「世界文化遺産」登録に
向けて
四国遍路では、現在、四国４県

移住者などで比較的安価なゲストハウ

がらも、突然多くの人が来ても受入体

人の最も重要な活動目標であるとしな

● 四国遍路を次世代に伝えていくこと

各所に、さまざまな個人・団体が設置

スを開業する人が現れているとのこと

制が整わなければ十分な対応ができ

が相 次 ぐ 状 況にあるという。一方で、

結成され、世界文化遺産「四国八十八

した立て札やステッカーがある。北山

である。今後、民泊の法律改正がこう

ず、数が増えてもかえって悪影響にな

化へ

箇所霊場と遍路道」としての登録を目

氏は、そうしたものの良さはあるとし

した動きをさらに加速させる可能性が

りかねない。また、遍路道は地域のコ

宍戸氏は、世界文化遺産登録を同法

指す動きが活発化している。少子高齢

ながらも、法令に抵触する部分もある

ある。

ミュニティが修復を担っていたところ

ホテル利用者が増加したり、最近は、

化が進み、地域経済が縮小する中、四

ことから、協議会では、公式デザイン

宍戸氏によると、四国遍路を歩き遍

遍路道は庶民文化であることから、

国遍路に「世界遺産」ブランドが付与

として「みち案内表示シート」を制作

もあるが、過疎や少子高齢化が進む地

団体が連携した協議会（ 注３）が

されることへの、四国経済界の期待は

路で結願するには ～ 泊程度が必要
また、宍戸氏は、近年はスマートフォ

で、サンティアゴ巡礼路では、巡礼者用

となり、宿泊費が相当高額になる。一方

ころもある。また、前述のように遍路

域では修復が困難になってきていると

している。

先に、世界遺産登録があってほしいと

入れられる状態をつくる活動の蓄積の

する必要がある。故に、しっかりと受け

状況の上に成り立っていることを認識

指す一方で、四国遍路は非常に危うい

宿の減少も顕著である。世界遺産を目

50

の、原則的に素泊まりの安価な宿とし

30
ンのＧＰＳ 連 動 ア プ リ（ 事 前に 地 図

ている。

し、順次可能なところから整備を進め

務めている。
香川県文化振興課では、文化振興の
立場から、目下、我が国の世界遺産暫
定リストへの登録に向けて、札所など
の文化財保護指定を増やす 取り組み
を進めている。北山氏は、
「今まで培っ
てきたものを、そのままの状態でしっ

協議 会が公式デザインとして
統一を進めている「みち案内
表示シート」

県文化振興課は、本協議会の事務局を

非常に大きい。北山氏が所属する香川

全

町村、国、大学、経済団体、民間団体の

58
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かりと守っていくこと」が重要である
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サンティアゴ巡礼路の世界遺産登録
てなし遍路道ウォーク」と

ワークでは、
「一日一斉おも

度を有している。故に「四国遍路は 特

歴史があり、少なくても全国的な知名

おもてなしのネットワークでは「親子

く地道な活動が行われている。遍路と

既に、四国遍路を次世代に伝えてい

所 を 地 図の上で 塗りつぶ

感が持てるように、歩いた

施するグループなどが一体

取り組みである。各地で実

徐々に規模を拡大してきており、次回

年２月開催）の参加者は約６４０人と、

のみで試行的に開催）
、前回（２０１７

日）の参加者は約２２０人（※香川県

た。四国遍路は既に１２００年以上の

を 帯びたものであることを 強 く 感じ

なかったが、四国遍路の取り組みが熱

てを網羅してお伺いすることはかなわ

以上、短時間のヒアリングから、全

別 だから、他地域が応用できること

︵注１）四国遍路と合わせて高野山や京都に往訪す
る人が多いようだ。
（注２）サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路。
キリスト教の聖地であるスペインのガリシ
ア州にあるサンティアゴ・デ・コンポステー
ラへの巡礼路で、主にフランス各地からピレ
ネー山脈を経由しスペイン北部を通る道（フ
ランス人の道）を指す。
（注３）
「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登
録推進協議会（事務局：香川県政策部文化
振興課内）
（注４）アルベルゲ（ Albergue
）
。巡礼者（巡礼手帳
］
の所持者）
＝クレデンシャル［ Credencial
が利用できる宿。費用は５～ ユーロ程度
と安価。ベッド、シャワー（一部施設では洗
濯機）などが使える。基本的に予約不要。多
くの巡礼者が利用する。

（よしやち ゆたか）

がいくつもあるのではないか。

の振興を目指す地域が参考にできる点

特に伝統文化や文化財を活用して地域

あった。この中には、全国の他地域が、

ターゲット・マーケティングの実践で

海外を視野に入れた具体的で意欲的な

体制整備の取り組みや調整の継続と、

はない」とする向きもあるかもしれな

お遍路ウォーキング」を実施している。
し た ら１ 周 と な る よ うに

元の遍 路 道を地元民が歩

親子や家族で参加してもらい、お遍路

視覚化したり、共通のタオ

北山氏、宍戸氏がともに、来訪客数以

を日帰りで体験してもらうもので、子

ル（デザインは高松工芸高

い。しかし、
ここから見えてきたことは、

どもが大人になった時に、子どもの頃

校 が 担 当 ）を 配 布 す る な

き、お遍路さんが歩くのに

歩いた経験から、また歩いてみようと

ど工夫をしている。お遍路

上に、四国遍路やお接待やおもてなし

考えてもらえることを期待した取り組

に普 段 関 係がない人や グ

世界文化遺産登録という「分かりやす

みである。また、かつて四国遍路におい

ルー プ な どにも 積 極 的に
日の開催が決まっている。世界遺産登

ふさわしい道の状態になっ

て、「娘遍路」
や
「善通寺の七ヶ所まいり」

声をかけ、このことをきっかけにお遍

録の活動を、地元から盛り上げていく

といった文化が今後も末永く残ってい

といった通過儀礼があったという。こ

路を始めたり、普段から遍路道のこと

活動が活発化している。

い目標」を旗印としながら、四国遍路

うした文化の価値への関心も高まって

を気にかけてもらおうということを意

ているかを、みんなで手分

おり、
「善通寺の七ヶ所まいり」を、現

図している。初回（２０１６年２月

くことにこそ、最も重きを置いている

代的な形で見直し復活させる取り組み

を将来に伝えていくための地道な受入

いう活動も行っている。地

“

けして点 検しよう という

の先行モデルとしても捉えられている。

に至るプロセスは、そうした取り組み

2016年度（平成28年度）第3回「親子お遍路ウォーキング」の写真

点が非常に印象的である。

”
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も地元で行われているという。

年）３月４

●世界遺産登録の活動を地元から盛
り上げていく

は既に２０１８年（平成

10

28

ま た、遍 路 とお もて な しの ネット

30
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事例

沖縄県

沖縄ならではの自然、文化や歴史など

夏のイメージが強い沖縄観光において

「卒業旅行」などに対する沖縄県の取り
夏以外にも豊富な魅力を有することを
伝えるため、「春夏秋冬」をもじる形で、
旬が香る周遊、島旅 ＂の意味合いを

～

年度）に

込めて「旬香周島」とネーミングした
とのことである。
最初の３年間（平成

析をもとにターゲティングを行い、次
層をセグメント化し夏以外のイメージ

大人旅など、節目にまつわるさまざま
取り 組みが始 まる契 機となったの

を訴求することを目的に集中的にプロ

は、２０１２年度（平成

の旅行先であるが、夏がトップシーズ

タートした。沖縄は観光地として人気

（通称 しゅんおき）プロモーションをス

ることを目的に「旬香周島おきなわ」

通した沖縄の魅力や楽しみ方を紹介す

実施できる事業の一環として、年間を

る。沖縄県が自主的な選択に基づいて

設された「沖縄振興一括交付金」であ

24

ンとなっており、青い海、青い空、白い

供を有する家族が対象）

夏：家族旅行（主に小学生以上の子

銭的な余裕もある。

また祖父母が同行することで金

未 就 学 児 の 家 庭 は 動 き や す く、

学校行事などにとらわれない

する三世代が対象）

春：三世代旅行（主に未就学児を有

モーションを実施した。

年度）に創

の通り季節ごとに親和性の高い旅行者

「観光統計実態調査」や独自の調査、分

おいては、沖縄県が毎年実施している

26

ロー（以下ＯＣＶＢ）の話をもとにとり
まとめた。
しゅん か しゅう と う

●「旬香周 島おきなわ」プロモーション
がきっかけ

24

な旅の提案に力を入れている。

沖縄県では、新婚旅行や卒業旅行、

„

団法人沖縄観光コンベンションビュー

組みについて、実施主体である一般財

定番の節目旅行である「新婚旅行」

『南国おきなわ』
で過ごす特別な体験

地域にみる節目旅行の取り組み

4 事例

そろ

牧野 博明

主任研究員

行にしないため、これらのメディア媒

テレビ番組、ＣＭのみのような一方通

る。紙媒体（雑誌や新聞広告など）や

に力 を入 れているのは情 報 発 信であ

これら一連の取り組みにおいて、特

取り入れたスタイルに変わっている。

文化、自然を取り上げた特集の展開も

い、また目的別をテーマに沖縄の歴史、

季節ごとではなく通年で情報発信を行

ていつの季節に訪れても楽しめるよう、

として、全ての旅行者層が年間を通し

市場のニーズに応じた新たなステージ

観光政策研究部

親子の休みが揃いやすい夏休み
を中心に、家族旅行を取り込む。

秋：女子旅（ 主に動きやすい層が対象）
レイトサマーとなる秋は、海
に入ることが可能であり、また
紫外線量が夏に比べると少ない
ため、女性向けである。
冬：大人旅（主に退職後の夫婦や子
供が独立した夫婦が対象）
温暖な気候が特に高齢層に適
している。

体を活用したプロモーションの受け皿

行や、アクティブに活動する旅行など、

し、ゆったりのんびりしたタイプの旅

段落した夫婦や友人同士の旅行を想定

このうち「大人旅」では、子育てが一

活用などにも取り組んでいる。雑誌な

ることを目的とするインスタグラムの

提供、実際に情報を得た人の反応を見

充実をはじめ、プロモーション動画の

り、ホームページにおけるコンテンツの

をウェブサイトに集 約する動 線 を作

要望に応じたさまざまな形の旅を提案

どで記事に取り上げてもらう際にも、

※春と夏については、サブターゲットとして「学生」
も対象とする。

しており、退職という節目において、こ

必ず「
「しゅんおき」検索」と入れても

らうようにしている。ウェブサイトを

れまでにあまり旅行に行かなかった人
にも沖縄を訪れるきっかけを提供して

見た旅行客からは、事務局となってい

るＯＣＶＢや現地施設、旅行会社など

いる。
２０１５年度（平成 年度）からは、
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４

砂浜というイメージが定着している。

27
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への問い合わせが多く寄せられるとの
ことである。

年以上にわ

本 プロジェク ト 発 案のきっかけ と

ンなど）に参加する。その後、研修とし

（旅行会社などの講義、ディスカッショ

なったのは、既に沖縄で

て県内の複数エリアを訪れ、地元の観

決定するというものである（参照：
「学

進を行い、人気投票にてグランプリを

業に取り組み、実際に店頭にて販売促

企画・開発から商品化までの一連の作

（マーケティング）の一環として、商品の

）である。これは、コンビニエ
Produce
ンスストア会社でのインターンシップ

次審査はプレゼンテーション形式で行

き評価される。一次審査は書類選考、二

れ、実現性や斬新性などの基準に基づ

する。審査はこの企画書をもとに行わ

ながら卒業旅行プランの企画書を作成

加調査（マーケティング）などを行い

う。そして対象地の選定を行うと、追

光協会の協力による視察会や調査を行

Ｐ ２０１７ 沖縄リーグ」ホームペー

われ、最終審査会にてグランプリが決

多くのチームの参加を促すため、Ｏ

定される。学生が立案した全ての企画

プリを獲得すると地元新聞に記事が

ＣＶＢでは各大学・専門学校などに対

ジ（ http://gakup.jp/
）
）
。マー ケ ティン
グの知識やプレゼン能力、チームワー

プロモーションを実行するなかで、新

掲載される他、テレビＣＭにも取り上

して正式に依頼を出すとともに、関係

はウェブサイトなどを通じて全国に情

たな旅の作り方として提案したのが、

げられるため、地元での知名度が上が

の深い先 生方に対しては直 接 打 診 を

クなどが問われるものであり、取り組

「学卒プロジェクト」と次項で紹介する

るとともに、就職活動にも有利になる

行っている。その影響もあってか参加

報が発信されることとなる。

「カップルアニバーサリーツーリズム」

と言われている。とりわけ、学生が仕
である。

名が

チーム数は年々増えており、２０１７
「学卒プロジェクト」は２０１４年度

年度）は８チーム

42
気込みなど）にて参加登録を行い、選

ずはエントリーシート（志望動機、意

具体的な流れは次の通りである。ま

で４年目を迎え、県内への浸透および

り組み始めた本プロジェクトは今年度

生が提案することに意義を見いだし取

視する学生が多い中、現地（沖縄）の学

旅行先を選択するうえで口コミを重

エントリーを行った。

29
定されるとオリエンテーションや座学

みの旅行版と言うことができる。

る。
「学卒プロジェクト」はこの取り組

事体験を行うことで、就職に対する意

みには多大な労苦を要するが、グラン

た り 行 わ れ て い る「 学 Ｐ 」
（ Student

10

年度（平成

「大人旅」のイメージ（提供：OCVB）

識付けになるという点が評価されてい
（平成 年度）にスタートしたプロジェ

である必要はない。

しも同一大学生・専門学校生のチーム

る。参加者の学年は問わず、また必ず

の卒業旅行を企画・提案するものであ

複数人がチームを組み、沖縄ならでは

クトで、地元の大学や専門学校の学生

26
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（参照：
「旬香周島おきなわ」ホームペー
ジ（ http://cp.okinawastory.jp/
）
）
●地元の学生が提案 する「卒業旅行」
「 旬 香 周 島 おき な わ 」
（しゅんおき）

「大人旅」のイメージ（提供：OCVB）

44

知名度の向上は着実に進んでいる。ど
の業界においても人材不足が不安視さ
れる中、学生たちがプロジェクトを通

課題であり、特徴的なプラン内容であ
るが故に一般化しにくく、旅行会社が

は国内・海外とも過去最高（平成 年

沖縄リゾートウエディングの実施組数

ル」まで取り込むという考え方である。

記念日旅行である「バウ・リニューア

る。先述の通り、
「女子旅」は２０１２

子旅」とのコラボレーションを行ってい

リニューアル」の３つについては、
「女

「ウエディング」
「ハネムーン」
「バウ・

年度）からのテーマとし

また、事業の効果を高めるための工

ば、経済効果は一層高まることとなる。

おいても来訪してもらえるようになれ

件）となっており、その前後のテーマに

ズ」については、男性向けアピールに重

相乗効果を狙っている。
一方、「プロポー

旅」担当者と一緒になって行うことで

事業のプロモーションの際には「女子

て位置づけられているものであり、本

年度（平成

夫も施している。４つのテーマのうち、

は国内１万３５３２件、海外１８６７

28

商品化をためらう原因となっている。
その結果、残念ながらプロモーション
止まりとなっており、成果（旅行商品
化）に結びついていない。今後は、
「学
卒 プロジェクト」の継続と合わせ、旅
行商品化という次なる展開が求められ
ている。
（参照：
「学卒プロジェクト２０１７」
ホー
ムページ（
http://cp.okinawastory.jp/
）
top/tokushu/p-93/
● ４つのテーマで構成される「カップル
アニバーサリーツーリズム」

「カップルアニバーサリーツーリズ
ム」は２０１６年（平成 年）に始まっ
た新たな取り組みで、「プロポーズ」
「ウ
エディング 」
「ハネムーン」
「バウ・リ

24

して沖縄の現状、観光産業について学
ぶことで、今後の観光業を担う人材育
成となっている。また、各地域と連携
することで地域に対する関心が高くな
り、定住や 就職する学生が出るなど、
地域の活性化も見られる。今年度最優
秀賞を受賞した沖縄国際大学チームの
プランでは、県外学生が沖縄の家庭で
食事をし、地域住民とのコミュニケー
ションで生まれる「つながり」によって
リピーター獲得を目指した点が高く評
価された。卒業という大きな節目の旅
行で訪れる沖縄が思い出の地へと変わ
るよう、学生目線で作られたプランは
同世代の興味関心を引くコンテンツと
して全国へ発信されていく。

ニューアル」
（結婚記念日などの節目に
夫 婦がお互いに感謝 を 伝 えるととも
に新たな誓いを行うもので、欧米など
を中心に行われている）の４つのテー

審査結果発表後の記念撮影（提供：OCVB）

研修の受入先候補となる県内の各地
域の理解も進んでおり、積極的に受け
入れてくれるところは多い。その一方
で、課題としては、観光協会が存在し

マで構成される事業である。この種の
テーマでは「ウエディング」
や「ハネムー
ン」に注目が集まりがちであるが、沖
縄では時間軸を伸ばし、ウエディング
前の「プロポーズ」からハネムーン後の

「卒業旅行」のイメージ（提供：OCVB）

28
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地域にみる節目旅行の取り組み

4 事例

ないあるいは存在していても人数不足
で対応できない地域もあるため、研修
の受け入れなどに苦慮するということ
が挙げられる。また、現状では具体的
な旅行商品に結びついていないことも
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人生に旅を！ 節目旅行ノススメ
特集

いリゾートウエディングはもちろんの

ン誌にて露出を図った。従来人気の高

点を置いており、男性向けファッショ

「特典」や「サービス」
（値下げを含む）

がしやすいとのことである。日本には

は自由であるため、オリジナルの演出

決められている場合が多いが、バリ島

沖縄における節目旅行への取り組み

●まとめおよび今後の課題

ムページ（
http://www.okinawastory.
）
）
jp/special/wedding/

（参照：
「沖縄リゾートウエディング」
ホー

ため、今後の改善が期待される。

それほど慣れていないように思われる

の概念はあっても、
「演出」については

こと、沖縄のチャペルにてプロポーズ
を行うお客様も出てきている。
そして日本人だけでなく、香港や台
湾を中心とする外国人カップルの誘致
にも力を入れている。特に東アジアの
人は、
「フォトウエディング」という言
葉に表されるように写真にこだわる傾
向が強いので、写真を上手に活用する
ことで早い段階から沖縄に訪れてもら
うような仕掛けづくりを行うことが可

リ島ではそれが認められやすい一方、

メラマンを連れてきたがるそうで、バ

る。一例を挙げると、香港の人は専属カ

るとかなり自由度が高いとのことであ

ダーメード対応」であり、日本に比べ

なっている。その理 由の一つが「 オ ー

人 気の高いウエディング リ ゾー ト と

ネシア・バリ島は、香港の人にとって

トとの競合が挙げられる。特にインド

課題としては、海外のビーチリゾー

る。押しつけにしない理由として、
「お

はお客様に委ねるという形となってい

いうもので、それを選択するかどうか

はなく、いくつかのパターンを示すと

である。その提案も押しつけるもので

に対して旅行の提案を行うというもの

やハネムーン、卒業旅行、大人旅など）

る節目に関係する内容（ウエディング

かのターゲットを設定し、その中にあ

縄の特徴（魅力）などをもとにいくつ

というものではなく、統計データや沖

な資源を豊富に有する沖縄ならではと

他地域との差別化が図れるような貴重

このような考え方ができるのは、国内

してもらうことを狙っていると言える。

然、歴史・文化、生活など）を深く理解

ではなく、そこにあるコンテンツ（自

グやインパクトだけで訪れてもらうの

ある。つまり、
「沖縄」というネーミン

だしてもらう」という考え方が根底に

性を見据 えた仕組みづくりが求めら

ことが多い。特徴を活かしつつも実現

方は、特に最初から「節目」を意識する

日本では雇用や契約などの影響を考慮

客様に沖縄に対する想像力をかき立て

思われる。

能であると考えられる。

し、難色を示す場合がある。また、写真

思い描いてもらうことにより、沖縄と

「バウ・リニューアル」のイメージ（提供：OCVB）

れる。

（まきの ひろあき）

が難しいため、企画提案止まりとなる

ような特徴的な旅行については商品化

特に、学卒プロジェクトで提案される

品化」にはまだ課題が残されている。

撮影の際に用いる花についても、日本

いうデスティネーションに価値を見い

ただし、次の段階に当たる「旅行商

では種類や演出方法などがあらかじめ

2018/01/12 午後3:41
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「沖縄リゾートウエディング」のイメージ（提供：OCVB）
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牧野 博明
主任研究員
観光政策研究部

本特集から得られた要点は、次のよ
うに整理できるだろう。

節目に旅行を行うことの意義
節目は人生の転換期であり、時代を

る可能性は高い。
「特集３市場調査」では、節目旅行の
相応のボリュームを持っていることを

域が節目旅行に取り組む上で留意する

「特集４事例」などを踏まえつつ、地

地域
（観光地）
の
節目旅行への対応

指 摘した。定 番の「 新 婚 旅 行 」や「 卒

点として、以下の３点を提示したい。

マーケットは性・年代を問わず幅広く、

業旅行」以外の節目旅行にも注目が集

向も一定程度見られることから、節目

節目にはさまざまな種類があること

地域資源と「節目」の接点を見つける

ポイント

は節供（句）や成人儀礼などの節目に旅

旅行マーケットは拡大の余地があると

から、節目と関連づけられる地域資源

まっている。また、普段旅行を行わない

をする習わしがあったことが指摘され

考えられる。また、節目旅行では普段

も各地に存在するものと思われる。地

問わず節目旅行は行われている。

た。現代では、山口氏や細川氏の指摘

の旅行よりも多く支払うとする人が多

域独自の資源と人生における節目との

人も節目旅行の経験や、今後の参加意

および「特集３市場調査」から、消費者

い点も特徴的であり、
経済的な効果（旅

接点を見つけ、深掘りすることで、新

「特集２座談会」では、山本氏から昔

は、同行者との関係づくりや想い出づ

行消費額の増加など）が期待される。

節目旅行マーケットの
現状と今後の可能性

も密接な関係があると言えるだろう。

行は、これまでも、また、現在において

見られるようだ。このように、節目と旅

的に節目を作る」という新たな傾向も

を行っており、若者を中心に「旅行を目

くり、慰労などを目的として節目旅行

1
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人生における節目は基本的に誰もが
経験するものであり、節目旅行のフッ
ク
（きっかけ）
は誰もが有すると言える。
それゆえ、潜在市場は大きいと考えら
れるとともに、今後の有望な市場とな
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節目旅行による旅行需要の創出と地域振興
視座

節目旅行による
旅行需要の創出と地域振興

◦ 三 重 県 鳥 羽 市 で は、世 界 で 初 め て 真

【対応する事例】

たな旅行需要の獲得が期待される。

づくりに取り組んでいる。

い き、何 度 も 沖 縄 県 を 訪 れ る 仕 組 み

カッ プ ル アニ バ ー サ リ ー につ な げ て

ン、バウ・リニューアルという一連の

ることがほとんどなかったとすれば、

の観光研究では旅を一連の流れで捉え

会」で山口氏が指摘したように、従来

いて整理を行った。また、
「特集２座談

地域が取り組む上での留意点などにつ

期待値の大きさが注目すべきものであ

がある。本特集を通じて、節目旅行の

れており、事例もより深掘りする余地

較検討など、更なる調査の余地も残さ

おける旅行とその他の過ごし方との比

める余地があるだろう。また、節目に

真珠婚式の商品化を実現した。

年目を祝う真珠婚の節目に着目し、

珠 養 殖 に 成 功 し た 地 域 特 性 と、結 婚

今回の試みは、今後の観光研究のあり

ることが見えてきたことから、今後も

「旅行をすることが人生の節目となる」

ポイント

方への問いかけを行った点でも意義が

◦ 島 根 県 出 雲 地 方 で は、昔 か ら 伝 わ る

地 域 住 民 や 他の 巡 礼 者 との 触 れ 合い

きたい。

引き続きその動向について注視してい

一人の人生において、節目は１つ（１

が 特 別 な 経 験 と なって お り、そ の 価

（まきの ひろあき）

あったかもしれない。
今回、節目旅行を『人生に節目をつ

経験 や演出を提供する

節目旅行を行う人に対し、特別感を

けるために行う旅行』としたが、この

「 縁 結 び 」のコン セ プ ト（ 資 源 性 ）を

得られるような経験や想い出に残るよ

定義は曖昧さを含んでおり、検討を深

回）だけではない。同じ人の複数回の

値 が 広 く 伝 わ り、現 在 で は 海 外 か ら

あい まい

旅 行 会 社 と 協 働 で パッ ケ ー ジ 旅 行 な

うな演出を施すことで、地域に対する

節目を地域が捉えることで、その地域
繰り返し訪れるようになる（点から線
へ）
。さらに、子供や孫などその人の家

本特集では、
「特集２座談会」におけ

族を巻き込むことで、家族全体にとっ
ても特別な場所となり、世代を超えた

る専門家などからの指摘、
「特集３市場
調査」における消費者の節目旅行の経
おける地域の取り組み事例をもとに、

（線から面へ）
。
◦ 沖縄県では、卒業旅行などを契機に、

節目旅行の現状把握や今後の可能性、

験や今後の実施意向、
「特集４事例」に

プロポーズ、ウエディング、ハネムー

【対応する事例】

リ ピー ターとなることが期 待される

最後に

も多くの人が訪れている。

◦ 四 国 遍 路 で は、巡 礼 を 行 う 過 程 で の

【対応する事例】

れる。

印象度や愛着度が高まることが期待さ

どを造成した。

ポイント

伝える上で、
「恋愛」にフォーカスし、

3

がその人にとって特別な場所となり、

げていく

節目を「点から線」「線から面」につな

2
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下：北谷（沖縄）

上：川平湾（沖縄、石垣島）
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観光
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清水 愛

観光文化情報センター

台 湾における
インバウンド政策の現状と課題

当財団では世界で活躍する観光研究者との交流の拡充

を目指して、２０１５年度は「アジア太平洋地域における

観光研究の潮流に関する調査」に取り組み、２０１６年度

と当年度は、日本を訪れた諸外国の観光研究者をゲスト

に招いた勉強会を開催している。同勉強会には、当財団の

研究員に加え、外部の研究者や実務者も参加し、各国の

日（月）に台湾天主教輔仁

観光政策、観光研究の現状や課題などの意見交換を行い、
相互理解を深めている。
本稿では２０１７年８月

大學餐旅管理學系（ Department of Restaurant, Hotel

and Institutional Management, Fu Jen Catholic

ティング手法に至るまで、主な着目点

みたい。中央政府の影響力からマーケ

だ。その中で台湾がとりわけユニーク

随するため、似通ったものになりがち

ング手法などのあらゆる点で付加価値

アクティビティやイベント、マーケティ

一市場頼みの政策への危機感から、観光

）の蘇哲仁教授を招いて実施した「台湾のイ
University
ンバウンド政策に関する勉強会」を振り返りたい。

は次の３点に集約されるだろう。

のある観光を創出し、多様性に富んだ

発展を遂げることを目指している。

海外市場に頼りすぎず、小規模であっ

針として、①多様な市場の開拓、②国

観光政策を着実に実施するための指

２．
観光政策の５つの指針
ても持続可能な地域ビジネスを増やし

観光の拡大の５点を挙げた。

スマートツーリズムの推進、⑤体験型

内旅行の促進、③産業構造の転換、④
中国大陸からの観光客の減少に伴う単

一方でインバウンド市場については、

ていくことに重点を置いている。

発で、観光においても重視されている。

る。台湾では幸福度に関する研究も活

なのは、戦略の一つに “Creation of a

A Sustainable Tourism Development

Taiwan”
台湾の観光政策は、“Tourism 2020–

Tourism Development Strategy for

１． “Tourism 2020 ‒ A Sustainable

（幸福な地
Happy Local Industry”
場産業の創出）を掲げていることであ

「台湾のインバウンド政策に関する勉強会」
より

【第１部】

蘇哲仁教授による
プレゼンテーションの概観
台湾では、２０１６年の民主進歩党
による新 政 権が誕 生したことにより
中国 大 陸からの観 光 客が目に見 えて
減少し、インバウンドの動向が大きく
変化した。そのことを念頭に置いた上
で、 “Inbound Tourism in Taiwan-

とい う 観 光 戦
Strategy for Taiwan”
略に基づいている。観光戦略や政策は
各国や都市が打ち出してはコピーし追
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523,888
274,035

299,756

2014年

2015年

2016年

212,148

218,045

223,062

2010年

2011年

2012年

2013年
2009年

203,301

2008年
2007年

167,641
200,914

3,511,734

香港・マカオ
韓国

ゲットとした。韓国は、日本と比べて

南アジア、そして中国大陸を主要ター

高い順に、日本ならびに韓国、欧米、東

「多様な市場の開拓」では、優先度の

ア語）の強化である。

語・タイ語・ベトナム語・インドネシ

除いたツアーガイドの言語教育（韓国

分な対応ができている日本語と英語を

数の 過 多 が 問 題 視

湾では 旅 行 代 理 店

換 」に関しては、台

「 産 業 構 造の転

う違いがある。

にも訪れているとい

に近い小さな島など

観光客で、中国大陸

アメリカ、ヨーロッパ、東南アジアであ

は、
中国大陸、
日本、
香港・マカオ、
韓国、

台 湾 を訪れるインバウンド 主要国

高めるための取り組みを行っている。

含む東南アジア市場でのプレゼンスを

ゲットとした政策に対して、インドを

でも展開する。従来の中国大陸をター

つである「新南向政策」を観光の分野

台 湾 新 政 府の重要 な 経 済 戦 略の一

３．「新南向政策」の展開

されている。このた

る。表から分かるように、過去

年は

め、特に中国大陸か

とてもアクティブな

観 光 客 数の増 加 率が高いこと、また、

蘇哲仁教授によるプレゼンテーションの様子

らの 団 体 観 光 客 を

おおむね増加傾向であるが、２０１６

当てにしていた中国市場の変化に伴

年の政権交代後、中国大陸からの観光

業を淘汰し、競争力

い、台湾が「新南向政策」で開拓を目指

受 け 入 れて き た 代

の強い企業をサポー

す主力マーケットはマレーシア、タイ、

客が激減している。２０１７年も同様

トすることに取り組

ベトナム、シンガポール、成長市場はイ

理 店 を 中 心に 競 争

んでいる。具体的に

ンド、インドネシア、フィリピン、潜在

の傾向となるだろう。

は、情報公開やマネ

市場としてミャンマー、カンボジア、ラ

力が低いとされる企

ジメントシステムの

オス、
ブータン、
ブルネイを挙げている。

方策の一つは、マルチチャネル・マーケ

補 強、 e-commerce
の推進や、すでに充
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479,452
242,902

411,416
397,965
225,814
186.483
0

10

458,691

264,880

351,301
216,901

197,070

259,089

527,684
412,617

884,397
1,183,341
1,071,975

414,060
817,944
395,729

1,425,485

1,614,803
1,294,758

1,653,908
1,634,790

1,513,597
1,388,305
1,421,550
1,432,315

1,375,770
1,000,661

794,362

689,027
369,258

387,197
329,204
252,266
491,437

725,751
618,667

2,586,428

東南アジア

658,757
1,016,356
911,174

972,123
718,806
700,287

2,874,702

ヨーロッパ

1,261,596
1,132,592
1,080,153
1,086,691
1,166,380

3,987,152

日本

1,627,229

1,895,702
1,784,185
1,630,735

（単位：人）

表 過去10年間の訪台主要国・地域の外客数推移

4,184,102

中国大陸
アメリカ

出典：台湾交通部観光局データをもとに筆者作成

50

じる。これをどのように捉えているか。

は、民間所有と行政所有があ
big data
るが、どちらもオープン化が難しいと感

参加者 スマートツーリズムにおける

きないからである。

外居住の中国人である可能性は否定で

アジア市場も、実際にはその多くが海

える香港・マカオ、韓国、欧米や東南

値上は安定して成長しているように見

振興の道のりは長いと感じている。数

しかしながら、台湾のインバウンド

緩和にも取り組む。

ることである。また、ビザの発給要件の

多く持ち、観光情報を入手しやすくす

ンの両面において顧客との接点をより

は、飛躍的に伸びている。台湾と韓国

蘇教授 韓 国 から 台 湾への 旅 行 者 数

客の動向はどうか。

客が急増しているが、韓国からの訪台

参加者 ２０１７年は韓国からの訪日

しても、信頼性に不安がある。

プンにしてほしいと企業に依頼したと

収集できる情報は限られている。オー

蘇教授 民間のデータに関して言えば

どうか。

者への開示が難しいと聞く。台湾では

になっているため、研究者も含めた他

民間がビジネスとして販売する仕組み

を望んでいる。しかし、ＧＰＳデータは

ド決済情報などがオープンになること

信データや消費を把握するためのカー

客の行動を分析するためのＧＰＳの通

参加者 民間所有のデータである訪日

いことである。

ており、ローデータが公開されていな

な状態だ。問題は、データが加工され

データとしてダウンロードでき
Excel
るようになっており、非常にオープン

くの人を引き付けるためには、相手の

ビティにはあまり関心がない。より多

かった。台湾の人々はこれらのアクティ

など自然を楽しんでいたことが興味深

が、韓国の人々は山登りやハイキング

ある。韓国でこの番組を視聴したのだ

国のテレビ会社が制作した映像作品で

蘇教授 プロモーションではなく、韓

のなのか。

旅行番組は、プロモーション目的のも

参加者 韓国で放映されている台湾の

り、訪台女性旅行客はＦＩＴである。

パッケージツアーを使わない傾向にあ

て、日本も同様だと思うが若い世代は

況は引き続き注視していきたい。加え

性は限られているということ。この状

訪台客の大部分が若い女性であり、男

を持ち始めている。ここで重要なのは、

のことを知らなかった若い世代が関心

を制作して台湾を紹介しており、台湾

ところが近年、韓国が台湾の旅行番組

とは知らないという状態が続いていた。

国のことはよく知っていても台湾のこ

点から中国を重視したことにより、中

額の奨励金が観光局から旅行会社など

向にあるため、人数規模によって一定の

蘇教授 団 体 旅 行 客はお金を 使 う 傾

るのか。

のか。また、今後実施される予定はあ

や単価を上げる政策が実施されている

シフトしていく。台湾では長期滞在化

おり、今後はその解決に向けた政策に

さや単価の低さなどの課題も出てきて

人を突破したものの、滞在日数の少な

策と似ている。訪日客数は２４００万

和やクルーズ振興などは日本の観光政

参加者 台湾で行われているビザの緩

ティングによりオンライン・オフライ

蘇教授 台 湾 に 関 し て 言 え ば、 big

との間には特別な歴史的背景がある。

全体ディスカッションの
概観

だ。韓国が制作した日本の映像作品を
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【第２部】

の大きな課 題はオー プンである
data
かないかではなく、２次データのあり

場として強固な同盟関係を築いていた

見ることは、プロモーションの糸口を

視点で自国の魅力を捉えることが大切
が、１９９２年に外交関係が途絶えた。

見つけるのに大変役立つだろう。

両国はともに共 産 主義に反 対する立

などの観 光 局が管理
Scenic Areas”
している統計データは、一般に公開さ

それ以降、韓国はマーケティングの観

方だと考えている。例えば “National

れている。さらに、ウェブページからは
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ディスカッションの様子

ずしも 海 外からの旅 行 者も 良いと思

しかし、日本人が良いと思うものを必

広めようとする段階にとどまっている。

参加者 知られていない日本の良さを

と問題になっている。日本ではどうか。

るが、この方法は本当に効果的なのか

すことを重視してこの方策をとってい

例えば他国の研究者とともにお互いの

えているのかを把握するような研究、

限らないなら、相手の立場から何を考

が強調したものが相手に好まれるとは

うものではないのではないか。こちら

必ずしも何かを際立たせればよいとい

定 義していくようだ。これを思うと、

のの、滞在期間が長くなるにつれて再

もなくはそれらに変化は見られないも

やイメージを持って訪れ、到着して間

で訪問者に聞くと、日本にはある期待

今回の勉強会では台湾の観光政策と

大切だと考える。

充分な理由を見つけ出し、示すことが

もあるはずで、それらの欲求を満たす

日常生活の疲れを癒やすなど他の動機

訪日の目的は「食」など一つではなく、

ことに落ち着くのではないだろうか。

として距離の問題を挙げている。一方

うわけではないことには気づいている。

国のイメージを研究するなど、より国

実践を題材として、参加者それぞれの

に与えられている。観光局は結果を出

何を発信していけばよいのか試行錯誤

際 的な研 究をしなければならないと

視点から情報交換を行った。ここでは

安全な環境があることは観光において

しな くてはいけ ない。日 本で言 えば、

のような機会を設定し、交流を通して、

めて確認したところである。今後もこ

究者の具体的な研究交流の重要性を改

的な視点や思考の引き出しを増やして

いくことを続けていきたい。

（しみず あい）

（参考）
１．観光文化２２８号 特集「アジアの観光研究の
潮流」
２．台湾交通部觀光局ホームページ

http://admin.taiwan.net.tw/public/public.
aspx?no=315

１９８６年天主教輔仁大學卒業。１９９２年國立臺北大學
にてＭＢＡ、２００１年に博士号取得。朝陽科技大學准教
授、天主教輔仁大學准教授、韓国の漢陽大學教授などを
経て、２０１３年より現職。
Journal of Global Business and Technology 地域
編集者、
European Journal of Tourism, Hospitality
and Recreation、Service Business : An International
Journal（SSCI Indexed）共同編集者、Euro-Asia
Tourism Studies Association
（EATSA）
会長。
ニュー
ヨーク州立大学、ブルゴーニュ大学、香港城市大学、和
歌山大学などでの客員教授経験も持つ。専門は比較文化
観光。

観 光 動 機 として挙 げ られる “escape

の最中である。

感じる。また、アジアの中でもタイに

その一端の紹介にとどまるが、蘇教授

違点を探り、その交差する点を見つけ

とても大切な要素で、その期待には沿

自分だけでは見えてこなかったさまざ

蘇 哲仁 氏（Che-Jen Su, Ph.D.）

（逃避）と “seeking
（追求）の両面に基
づき、バランスを取って考え、定義する

蘇教授 ヨーロッパの知人の多くはま

ヨーロッパからの観光客が多く訪れて

も含めた熱意あるやりとりが印象的で

別なもの＂を提供する必要があると考

る重要性を実感した。また、各国の研

いながら、日常では味わえない体験も

まな課題を浮かび上がらせ、より多面

天主教輔仁大學 民生学院／餐旅管理学系 教授

おわりに

だ日本を訪れたことがない。その理由

おり、なぜ他の国ではなくタイなのか、

あった。
目するのか、マーケティングの文脈か

観光政策を考えるにあたりどこに着
これは日本だけではなく世界的な課

ら、国・旅行者それぞれの共通点や相

である。
題だが、私たちはインバウンドに 特
える一方で、 馴染みあるもの＂を提供

„

できるようにする。最終的な解決は、

„
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成功例として学ぶべきことがあるはず

「旅の図書館」所蔵の台湾に関する資料や書籍も展示
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溝尾良隆 （みぞお・よしたか）
立教大学名誉教授。
理学博士。
公益財団法人日本交通公社評議員。
1941年東京都生まれ群馬県育ち。
東京教育大学理学部地理学専攻卒業後、
株式会社日本交通公社外人旅行部に入社。
その後、
財団法人日本交通公社へ移籍。
1989年立教大学社会学部観光学科教授。
観光学部教授、
観光学部長、
日本観光研究学会会長などを歴任。
著書に
『改訂新版 観光学：基本と実践』（古今書院・2015年）
、
『ご当地ソング、
風景百年史』（原書房・2011年）
、
『観光学と景観』（古今書院・2011年）
、
『観光学の基礎』（原書房・2009年・共著）
、
『観光事業と経営：たのしみ列島の創造』（東洋経済新報社・1990）
など多数。

【第1部】

お話のポイント

●観光資源台帳の中で、特A級という

のは世界中の人々に紹介できるもの、

A級は日本人であれば生涯のうちに見

ておきたいもの、B級（特別地域観光

資源）は県を越えて地方の人たちが訪

れるもの、C級は県内の人たちが訪れ

るものという考え方である。
（C級資

源は現在非公開）

●観光資源台帳は資源ごとの評価のみ

ならず、観光資源の種類についても見

直しを行っている。現在は、自然資源

を 種類、人文資源を 種類としてい

るが、2014年の見直しの際に「島」

を削除したり、名称を変更したり、新

の利用目的との比較検討ができるよう

評価の見直しを実施。本年6月に「Ｂ

今回は観光資源評価委員会のアドバ

になる、旅行者や旅行会社が旅行のコ

しい種類を追加した。
（表2参照）

の評価に関する自主研究を実施し、全

イザーを務めていただいた溝尾氏から、

ースづくりをする際の判断材料になる

級資源」
の名称を
「特別地域観光資源」

「観光資源評価」
から考える
日本の魅力の原点
〜観光資源の見方、
見せ方〜」
国の観光資源の評価結果を「全国観光

観光資源評価の意義や評価の経緯をご

といった点が挙げられる。また、全国

●観光資源を評価する意義としては、

たびとしょCafeを開催しました。

資源台帳」として取りまとめました。

紹介いただいたほか、観光活動が年々

観光資源台帳の作成を旧建設省が委託

に変更した最新の評価結果を公開しま

ゲストスピーカーに立教大学名誉教授

その成果は、観光計画策定や観光レク

多様化していくなかで地域資源をどの

してきたのは、国土づくりにおいて観

資源の誘致力を知ることができる、他

の溝尾良隆先生をお招きし、
「観光資

リエーション適地選定、持続可能な観

ように捉え、どのように魅力づくりを

光資源やそれを取り巻く観光客の流れ

した。
（表1）

源評価」から考える日本の魅力の原点

光地づくりなど、さまざまな場面で活

おこなっていくべきかについて話題提

を意識して、道路の幅員や駐車場の規

2017年8月 日（月）、第 回

〜観光資源の見方、見せ方〜」という

用してきました。その後、変化する観

供をいただきました。

テーマでお話いただきました。

光動向及び観光活動を勘案し、適宜、

2018/01/12 午後3:57
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10 回
第

当財団では、1968年に観光資源
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「たびとしょCafe」

21
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活 動 報 告

表

1 観光資源研究の経緯

表

2 観光資源の選定件数

第1期

「観光資源調査の手法」
（ＪＴＢＦ自主研究）の実施
○全国の観光資源の客観的、
総合的評価の必要性を認識。

1968年度

自然資源

第2期

「観光交通資源調査・観光行動調査」
（旧建設省道路局）の受託
○同調査の評価結果を
「全国観光資源台帳」
として整理。
1971～73
【意義】
観光資源の魅力の源泉を客観的に表現し、
年度
観光資源をリスト化。
観光資源の保全と効果的な活用の推進。

第3期

「全国観光資源台帳」見直し作業の実施
『美しき日本－いちどは訪れたい日本の観光資源』
の発刊
1999年度 ○
【発端】
低迷が続いていた国内旅行需要の喚起。
【意義】
第１期の成果を旅行者の側で活用、
研究成果の公表。
「観光資源の“今日的”価値基準の研究」の実施
○
「全国観光資源台帳」
の趣旨を敬称しつつ、今日の観光動向及び
観光活動の変化
（観光活動の多様化、
海外旅行経験率の向上、
外
国人旅行者の増加）
を勘案した
「評価の枠組みの再構築」
と
「観光
資源の再評価」
を実施。
主な変更点

合計

01 山岳

5

32

132

169

02 高原・湿原・原野

1

13

26

40

03 湖沼

1

13

47

61

04 河川・峡谷

2

18

68

88

05 滝

0

5

29

34

06 海岸・岬

3

22

100

125

07 岩石・洞窟

0

6

56

62

08 動物

0

11

21

32

09 植物

3

14

165

182

0

9

15

24

15

143

659

817

11 史跡

「全国観光資源台帳」
に取り上げられていた約5500件に、
各種文献
などから抽出した資源を合わせた約１万件の観光資源を対象として、
2015～16
A級資源に準じるB級資源の定義や評価基準の再整理とB級資源の
年度
選定を行い、
「全国観光資源台帳」
を整理・更新した。
B級資源の名称を
「特別地域観光資源」
に変更。最新の評価結果を
「全国観光資源台帳」
として公開

1

6

62

69

12 神社・寺院・教会

13

59

530

602

13 城跡・城郭・宮殿

4

14

66

84

14 集落・街

3

19

112

134

15 郷土景観

2

20

90

112

16 庭園・公園

1

12

42

55

17 建造物

0

13

126

139
250

18 年中行事
（祭り
・伝統行事）

5

26

219

19 動植物園・水族館

0

3

64

67

20 博物館・美術館

4

15

89

108

21 テーマ公園・テーマ施設

1

4

35

40

22 温泉

2

31

74

107

23 食

2

19

98

119

24 芸能・興行・イベント

2

12

69

83

40

253

1676

1969

合計

模・位置、貴重な資源の保護を判断す

周囲の景観を調和させるといったこと

興曲線を描くようにする、観光対象と

参加者…地域側が見せたいと思う資源

るためである。資源がどのくらい貴重

った 地 域によっても 異 なる。しかし、

と、観光客が見たいと思う資源が時代

を意識する必要がある。

現代ではどこでも情報が入手できる時

とともに変わってきていると思うが、

なものなのかということを観光分野か

代なので、国ごとの嗜好の差もなくな

その点はどのように整合をはかってい

らも提言できる必要がある。

るのではないか。アニメの聖地のような

けばよいのか。

【第2部】

今日的な観光対象はその時点で評価は

溝尾氏…観光資源評価と地元でおこな

観光資源を客観的に評価する難しさ

するものの、変化が激しいため、毎年

っている評価とは異なることがある。

意見交換

再評価をする必要があると考えている。

観光資源評価のうち特A級、A級の観

はあるが、評価は時代によって変わる

●観光資源は、人間が作ることができ

光資源を掲載した「美しき日本」がで

ものであるし、評価する人の性別や育

ない「自然資源」と、人間が作り、長

してから評価するということも考えら

きた際、全県に送ったが、評価に対す

の人が持つ情報量や好みによって異な

れる。日本は同調性が強く、例えば芝

い時間の経緯で評価が定まっている

るため、パンフレットや案内板、ガイ

桜が有名になれば日本中で真似をする

る反応や意見が寄せられなかったのは

ドなどを充実させて資源の良さを理解

し、イベントも同様のケースが見られ

「人文資源」とに大別される。自然資

してもらう必要がある。

る。日本中同じようになってしまうと、

残念である。

●観光資源をどのように見せるかとい

誘致圏が狭くなり、来訪者が減少する。

源の評価は人によってそれほど変わる

うことも重要な課題である。例えば、

参加者…東京の中でも日野市や府中市、

新しい資源については 年ほど経過

可能な限り駐車場の場所を隠す、駐車

調布市、稲城市などは観光地として打

ものではないが、人文資源の評価はそ

場から観光対象までの接近ルートは感

10

特別地域
観光資源

合計

○成果を
『美しき日本－旅の風光』
として発刊
（2014年5月）
。

2017年度

A

10 自然現象

人文資源

●評価対象とする観光活動の拡充
「見る」
こと以外に、
「居ること」
「体験すること」
を評価対象として追加。
●観光資源種別の拡充・統廃合
観光資源種別に
「テーマ公園 ・ テーマ施設」
「温泉」
「食」
「芸能・興
行・イベント」
を追加。
「歴史景観」
「地域景観」
を、
「集落・街」
と
「郷土景観」
に整理。
●評価の視点の拡充
従来の「美しさ」
「大きさ」
「静けさ」
「古さ」
「珍しさ」
「地方色」
の６つ
に、
「日本らしさ」
「住民とのつながりの深さ」
を追加。

2011～14
年度

特A

54
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ち出しづらい点が悩みである。

である。近年、各地で見られるアクテ

域観光資源の見直しをおこなって久し

年に１度、特別地域観光資源について

ぶりに公開ができたところである。ご

地域の資源の誘致力を見極めた上でど

は年に何回か見直し作業もおこなって

ィビティはレクリエーションの一つで

ーゲットとすれば良いと思う。また、
こにターゲットを設定するかという点

いるので、皆様からご意見をいただけ

溝尾氏…遠くからお客さんが来なけれ

来る人にとって行政域は意味がないの
が重要である。あわせて、相手の国や

たらと思う。

提案いただいた点も含めて公開方法を

で、周辺市町村と連携し、どういった

地域がどのように自分の地域のことを

あると考えている。地元の方が主体的

情報を提供して、どういった人に来て

発信しているかを知ることも重要であ

ばダメだという意識が強すぎると思う。

もらうかを考えていくことも重要では

る。川越で急に台湾からの観光客が増

検討していきたい。評価の見直しにつ

ないか。

えたので調べてみたら、台湾で川越の

に関わっており、とても良いことなの

参加者…評価の視点を拡充していく必

ことが頻繁に紹介されていることがわ

議論していくことの重要性を再認識す

, 300万人いる
東京圏には人口が3

要性があるというお話があったが、地
かった。

源を評価するということの難しさや重

ることができました。地域の皆さんか

いては、特A級資源のようにある程度

域で体験できるアクティビティなどは

参加者…例えば、観光資源台帳でそれ

要性が改めてよくわかった」
「新しい

らもご意見をいただきながら、引き続

で、評価の対象に入れるべきだと思う。

評価の対象として入ってこないのか。

ぞれの国立公園の評価を調べようと思

観光開発の流れがある中で、観光の歴

き、観光資源台帳の見直しや活用方法

のだから、自分の地域の資源の特徴を

また、観光資源台帳はマーケティング

っても、資源種別や地域別で個別に探

史やものの見方を改めて考えることは

についても検討していけたらと考えて

評価が定まっているものについては数

にどう活かしていけばよいか。

すしかない。この観光資源台帳をもっ

重要である」
「資源の見せ方の事例や

います。

マーケティングの観点から言うと、

溝尾氏…私は「観光」と「レクリエー

と身近に感じて使えるような整理や区

ターゲット設定の考え方などを聞けて

（観光文化情報センター

理解した上で、市民や隣接地の人をタ

ション」と「宿泊」を分けて捉えて地

分の仕方を検討していただけたら良い

良かった」
「伊豆と伊勢志摩など、似

旅の図書館長 企画室長 福永香織）

次世代に受け継いでいきたい観光資源

域の評価をするようにしている。本来

のではないか。

た要素のある観光地を比較して違いを

終了後、参加者の皆

であればこの３つが充実している地域

事務局…観光資源台帳については当財

見つめてみると何が魅力になるかがよ

とは何か、またその価値観を提示し、

が理想であるが、実際は難しい。例え

団のホームページで公開しているが、

くわかるのではないかと感じた」とい
った感想やご意見をいただきました。

さまからは、「観光資

ば、群馬県みなかみ町は、ラフティン

国立公園といった広範囲でとらえるキ
ーワードでの整理はできていない。と

機関誌
「観光文化」
234号 観光資源の評価に関
する研究〜〝特別地域観光資源の魅力と評価につ
いて、
門脇茉海、
吉澤清良、
2017年
『美しき日本』（公財）
日本交通公社監修、
JTBパブリッシング発行、
2014年
「観光資源台帳」

https://www.jtb.or.jp/research/theme/
resource/tourism-resource-list

2018/01/12 午後3:57

53_66_観光文化_236号_活動報告.indd 55

おわりに

グで人気が高まっているものの、宿泊
客が増えている訳ではない。それは 、

観光資源に対する価値観が多様化す
るなかで、流行に左右されることなく

いうのも、しばらく特A級とA級のみ
を公開しており、今回、B級の特別地
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「観光」と「レクリエーション」と
「宿泊」がバラバラに動いているため

参考資料

11 回

「たびとしょCafe」

猪谷千香 （いがや・ちか）
1971年東京生まれ。
明治大学大学院博士前期課程考古学専修修了。
産経新聞文化部記者、
ニコニコ動画記者、
ハフポスト日本版記者などを経て、
現在は弁護士ドットコムニュース記者。
全国の公共図書館や地方自治について取材をしており、
著書に
『つながる図書館：コミュニティの核をめざす試み』（ちくま新書・2014）
、
岩手県紫波町の公民連携によるまちづくりを取材した
『町の未来をこの手でつくる』（幻冬舎・2016）
、
『日々、
きものに割烹着』（筑摩書房・2010）
などがある。

第 回たびとしょCafe「人と地域、

館リニューアル1周年特別企画として

地域の一次産業を支援するプログラム

や滞在空間としても魅力的な図書館、

の集積機能を活かしつつ、立ち寄り先

巻く環境は大きく変わっています。知

新たな連携の可能性を考えてみました。

例をご紹介いただき、
観光と図書館との

の高い取り組みをおこなう図書館の事

材されている猪谷氏から観光と親和性

支援が充実しているといった、さまざ

日が少ない、利用者の課題を解決する

楽が流れている、開館時間が長く閉館

い。しかし、最近はカフェがあって音

2017年 月 日
（水）
、旅の図書

情報をつなげる図書館〜観光と図書館

が充実している図書館、観光案内機能

増えている。

まなサービスを展開している図書館が

の新たな連携スタイルを考える〜」を

を有する図書館など、これまでの枠組

●図書館が変わってきた背景には、
●本来、図書館は社会教育施設であっ

それまで日本では考えられなかったビ

る図書館運営が話題になったことや、

2003年の指定管理者制度施行によ
て観光を目的に作られている訳ではな

【第1部】

開催しました。ゲストスピーカーに文

います。
全国各地の図書館を独自の視点で取

お話のポイント
みに捉われないユニークな取り組みを

だきました。
ここ数年、
「本」や「図書館」を取り

おこなっている図書館が話題になって

筆家・ジャーナリストの猪谷千香氏を

18

お招きし、講演会スタイルでお話いた

10

〜観光と図書館の新たな連携スタイルを考える〜」

「人と地域、
情報をつなげる図書館

旅の図書館リニューアル1周年 …【特別企画】

第

11
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くボルダリングや音楽を楽しめるスペ

供専用のフロアがあり、勉強だけでな

の中に図書館が入るケースもある。子

圏からの利用促進を見込んで商業施設

いる図書館も増えている。また、近隣

られ、建築やデザインが話題になって

●複合施設の中核施設として位置づけ

ある。

は様々な機能を求められている側面が

づかされた。このように現在、図書館

館が求められていることにも改めて気

客施設でもなく、居場所としての図書

で発信したことも話題になっ
Twitter
たが、単に本を貸すだけの場所でも集

らい子は図書館にいらっしゃい」と

●また、鎌倉市図書館が「死ぬほどつ

挙げられる。

ると考えた自治体が増えたことなどが

話題となり図書館が集客施設になりう

介されたこと、武雄市図書館の事例が

（菅谷明子・岩波新書）という本で紹

図書館―ニューヨークからの報告 ―』

共図書館のサービスが『未来をつくる

ジネス支援をおこなうニューヨーク公

ホテルの宿泊客にも本の貸し出しをお

施設とも効果的に連携ができており、

いる。また、オガールプラザ内の他の

するなど特徴的な取り組みを実施して

で図書館にある料理本のポップを掲示

たり、隣接するマルシェの野菜売り場

夜に農家の方々向けの勉強会を開催し

である農業支援にも力を入れている。

いる紫波町図書館は、地元の基幹産業

ガールプラザの中核に位置づけられて

る計画がしっかりと練られている。オ

て開発したため、最初から持続性のあ

助金を使わず金融機関から融資を受け

ザは公民連携という手法を選択し、補

テル、バレーボール専用体育館、カフ

ア一帯には広場、役場、保育施設、ホ

られた複合施設で図書館が併設、エリ

長年駅前にあった町有地を活用して作

●岩手県紫波町のオガールプラザは、

ツや変化がないと飽きられてしまう。

い。観光施設と同様、面白いコンテン

のように色々と工夫されている例も多

体的に運営されている富山市立図書館

ディアコスモス、美術館と図書館が一

知恵を絞って子供たちが楽しく過ごせ

声は未来の声」を掲げ、司書や館長が

というと、資料費、人件費などランニ

●一般的に図書館運営がなぜ厳しいか

こなっている。

2018/01/12 午後3:57
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ェ、パン屋などがある。オガールプラ

ースもある武蔵野プレイス、
「子供の

る空間づくりをおこなっているぎふメ
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●全国的にも珍しいNPO法人そらま

どにあてることができる。

だお金を回り回って図書館の光熱費な

施設なので、図書館以外の建物で稼い

である。オガールプラザの場合は複合

の施設なので収益があげられないため

ングコストがかかる一方で、原則無料

イブラリーがある近隣ホテルと連携し、

返却するケースも見られる。また、ラ

のために借りた本を東京に帰ってから

たり、夏休みに遊びに来た子供が宿題

時にここでゆっくり過ごす観光客がい

以外でも本を借りることができ、雨天

拠点としての機能も有している。村民

に加え、観光客向けの情報発信・案内

「インスタ映え」を気にするようにな

しれない。また、最近では図書館も

を提供するかを考えた方が良いのかも

て、いかに自分たちが持っている情報

白いと思う。観光客の動き方に合わせ

緒に街歩きツアーをやってみるのも面

いうものを作って、司書や学芸員と一

が地元の博物館や図書館と一緒にそう

として評判になった。例えば観光施設

じた図書館づくりとまちづくりができ

きた。まちの規模・特徴それぞれに応

図書館の未来・可能性を知ることがで

図書館の様々な試みを紹介して下さり、

わっていく様子がわかった」
「全国の

を中心に、観光のみならず街全体が変

せは発見や気付きがあった」
「図書館

観光のような意外なテーマの組み合わ

参加者の皆さまから

めの会が運営する指宿市立指宿・山川
蔵書をレベルアップするためのネット

った。いかに人に来てもらって、使っ

るためには、首長も含めた地域の人々
る。

ことであるが、重要な本・書物・文献

の意識改革、学びが必要。
」
「基本的な

は、「今回の図書館と

図書館もユニークな取り組みが話題に
ワークづくりや勉強会などを開催して

てもらうかということを話し合ってい

おわりに

なっている。駅前や列車内で、観光客
いる。

参加者… 区内でまちづくりに寄与し

本だけではなく指宿の特産品も積み込

1178万5千円を達成した。現在、

ロジェクトとしては史上最高額の

館の復活も成功させ、図書館関係のプ

ドファンディングを実施して移動図書

地域内外から好評を得ている。クラウ

館でお化け屋敷とおはなし会を実施し、

開くことができ、今、自分がいる場所

を使えば現在の地図と古地図を同時に

り」というアプリを作成した。アプリ

していた古地図を活用して「高遠ぶら

那図書館・高遠町図書館）では、所有

猪谷氏…長野県の伊那市立図書館（伊

展示されているところはあるか。

参加者…各地の図書館で地元の地図が

支援をおこなっている。また、カウン

資料収集に力を入れたりしてビジネス

の本を充実させたり、ビジネス関係の

出版社が多い立地を意識して出版関係

開館時間を夜遅くまで延長し、周辺に

ている。千代田区立千代田図書館は、

るビジネスマンの利用率向上を意識し

区の図書館では、昼間に働きに来てい

猪谷氏…昼夜人口の差が激しい千代田

たい。

についてさらに議論を深めたいと感じ

意見交換をしながら、具体的な連携策

図書館関係者や観光行政の皆さまとも

を考える上でとても重要です。地域の

いう図書館の存在は、地域の観光振興

ならではの資料や情報の宝庫であると

いる様子はとても印象的でした。地域

置づけられ、個性豊かに変革をとげて

地域の中で図書館の役割が明確に位

きました。

てほしい。
」といったご意見をいただ

【第2部】

向けに指宿の昔話の紙芝居を披露して
いる他、駅とタイアップして鉄道関係
の本を揃える「駅ライブラリー」を展

んで販売し、指宿の宣伝車になるよう

に昔は何があったかのかをすぐに調べ

ターとは別にコンシェルジェがおり、

ました。

などの保管場所としての機能も継続し

な移動図書館車を目指している。図書

ることができる。これは他の地域でも

神保町の美味しいカレー店や桜がきれ

（観光文化情報センター

ている図書館があればご紹介いただき

館の運営費を捻出するため、自分たち

実施しているが、古地図を収蔵してい

いなスポットなど、まちの観光情報も

旅の図書館長 企画室長 福永香織）

開している。また、子供向けには、駅

で収益を上げる仕組みを考え実施して

ても好きな人しか手にとらないため、

あわせて教えてくれる。

質疑応答

いる点は注目すべき点である。

多くの方に気軽に活用してもらう方法

長さんに手紙を書く企画や、夜の図書

●恩納村文化情報センターは、図書館
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に、第 回旅行動向シンポジウムを開

独自調査をまじえて発表する形とし、

『旅行年報』の内容をもとに当財団の

催しました。2015年度より最新の

のほか、引き続き高い関心が寄せられ

光地の動きや、主要市町村の観光政策

マ別（自然、歴史・文化、温泉）の観

報2017』に加わった（注1）テー

ているDMOの国内外の動向について

庁次長の水嶋智氏より、昨今の政府の

告するとともに、特別講演として観光

外国人旅行者の旅行市場についてご報

公的機関・観光関連団体、旅行業、行

ただきました。参加者の皆様の職種は、

2日間で延べ166名の方にご参加い

今年も多くのお申し込みいただき、

ご報告しました。

観光政策についてお話いただきました。

政、宿泊業、金融・保険、大学・研究

1日目は旅行市場編として日本人と

て開催しています。

昨年度からはテーマ別に2日間にわけ

報告しました。今年は新たに『旅行年

や観光地、観光政策の動きについてご

旅行動向
シンポジウムを
開催

31

2017年 月 日
（月）
、 日
（火）
30

表

休憩・質疑応答

78

31

14

00

17

00

休憩

（公財日
） 本交通公社
場所………

参加者数…1日目

（公財日
） 本交通公社
主催………

観光地・観光政策 編

休憩・質疑応答

３．
観光政策の動向
①国の観光政策
②都道府県の観光政策
③主要市町村の観光政策
４．
トピックス：国内外のDMO動向

中島 泰（観光地域研究部・主任研究員）

川口明子（観光経済研究部・主任研究員）

外山昌樹（観光経済研究部・主任研究員）

柿島あかね（観光経済研究部・主任研究員）

水嶋 智 氏（観光庁次長）

山田雄一（観光政策研究部次長・主席研究員）

那須 將（観光政策研究部・研究員）

牧野博明（観光政策研究部・主任研究員）

菅野正洋（観光政策研究部・主任研究員）

牧野博明（観光政策研究部 主任研究員）
１．
観光産業の動き
２．
観光地の動き
守屋邦彦（観光政策研究部 主任研究員）
①全国的な観光地の動き
守屋邦彦
②テーマ別
（自然、
歴史・文化、
温泉）
観光地の動き 後藤健太郎（観光地域研究部・主任研究員）

主催者挨拶

30

開催日時…2017年 月 日（月・
） 日（火） ‥ 〜 ‥
B1Fライブラリーホール
名、
2日目 名

第 回旅行動向シンポジウムプログラム

【第 回】

旅行動向
シンポジウム

旅行市場 編
１．
日本人の旅行市場
２．
訪日外国人の旅行市場
①訪日市場の概観と最新動向
②外国人の訪日旅行に対する意識
③台湾・香港・中国発の団体旅行商品

主催者挨拶

10

27

３．
特別講演：昨今の政府の観光政策について

休憩

88

1
27
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27

10
30
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当シンポジウムに期待していたこと

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

63.1%

観光の全体動向の把握

69.4%

今後の戦略や
施策へのヒント

50.8%
62.9%
50.8%

先進事例に関する情報

58.1%
44.6%

最新の統計資料

25.8%

4.6%
3.2%

その他

１日目（n=65）

1.5%
3.2%

無回答

２日目（n=62）

2 事前に特に興味があったテーマ／発表を聞いて特に参考になったテーマ
日本人の
1日目 旅行市場

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

外国人の
訪日旅行に対する意識

47.7%

80.0%

90.0%

100.0%

56.9%

1.5%
3.1%

事前に
特に興味があった
テーマ

観光産業
の動き

発表を聞いて
特に参考になった
テーマ

37.1%
25.8%
27.4%
24.2%

全国的な観光地の動き

45.2%

都道府県の観光政策

21.0%
35.5%

主要市町村の観光政策

24.2%
74.2%

国内外のＤＭＯ動向

67.7%
1.6%
14.5%

「外国人の訪日旅行に対する意識」（ ・

27.4%

74

4％）
の順になっており、
昨年度に続き

45.2%

国の観光政策

インバウンドとDMOに高い関心が寄

32.3%
22.6%

せられていることがわかります。

テーマ別
（自然、歴史・文化、温泉）
観光地の動き

55

56

特に興味があったテーマとしては「国

55.4%
58.5%

内外のDMO動向」（ ・2％）
、「訪日市

56.9%

昨今の政府の
観光政策について
（特別講演）

場の概観と最新動向」（ ・9％）
、「昨今

26.2%

の政府の観光政策について」（ ・4％）
、

55.4%

台湾・香港・中国発の
団体旅行商品

無回答

70.0%

43.1%

47.7%

2日目

60.0%

29.2%

訪日市場の
概観と最新動向

無回答

50.0%

対する期待としては「観光の全体動向

20.2%
19.4%

の把握」が最多で、次いで「今後の戦

「旅行年報2017」の
解説

29.2%

略や施策へのヒント」
「先進事例に関

22.6%

する情報」と続きます。また、事前に

「旅行年報2017」に
載っていない情報

図

60.0%

機関など多岐にわたり、全体のうち5

10.0%

割強の方は初めてご参加いただきまし

0.0%

た。

1 旅行動向シンポジウムに期待していたこと

参加者の皆さまの当シンポジウムに

図

55

60

53_66_観光文化_236号_活動報告.indd 60

2018/01/12 午後3:57

1 日目 （観光地・観光政策編）

ことを課題として挙
げました。

した結果などを報告しました。さらに

行者数を性・年代別やエリア別に分析

前年増となった国内旅行者数と海外旅

銀行（DBJ）と共同で実施している

は、2015年から
（株）
日本政策投資

「外国人の訪日旅行に対する意識」で

た。

備が求められるかについても触れまし

は手配できない商品

理した上で、自分で

用者の違いなどを整

旅行商品の内容や利

では、各国・地域の

発の団体旅行商品」

「台湾・香港・中国

「JTBF旅行意識調査」と2007
「DBJ・JTBFアジア欧米豪 地

まず、「日本人の旅行市場」では、

年に実施した「JTBF旅行者動向調

性で 位だった「町並み散策」と「シ

↓5位）こと、2007年調査では男

っている（男性1位↓7位、女性3位

位）、「海浜リゾート」の順位が下が

り（男性3位↓1位、女性9位↓4

男女ともに「自然観光」の順位が上が

「行ってみたい旅行タイプ」について、

査」の結果を比較し、20代男女の

げました。具体的には、前回 位だっ

見られることなどをポイントとして挙

不満であると感じている内容に変化が

向が低下していること、訪日経験者が

希望者の「化粧品や医薬品の購入」意

が上昇傾向にあることや、中国人訪日

いました。特に、欧米豪で日本の人気

（注2）の結果をもとに報告をおこな

域・訪日外国人旅行者の意向調査」

摘しました。

つあることなどを指

が高付加価値化しつ

ている団体旅行商品

の旅行会社が販売し

ること、香港や台湾

ニーズが高まってい

込まれている商品の

や地方の観光が組み

12

ョッピング」が9位に上がっているこ
と、女性で 位だった「芸術鑑賞」が
位に上がっていることなどを紹介し

回 位だった「近代的／先進的な建築

た「自然や風景の見物」が4位に、前

招きした水嶋氏から

特別講演としてお

物」が 位に上昇するなど、特に観光

「有名な史跡や歴史的な建築物の見

上で、「観光ビジョ

整理していただいた

の方向性を体系的に

は、政府の観光政策

2016年から2017年にかけての

資源に関する項目の順位・選択率が上

ン実現プログラム

宅宿泊事業法や通訳案内士制度の見直

物の見物」が8位に、前回 位だった

訪日市場の動向を概観した後、特に訪

昇しました。また、訪日経験者の地方

2017」の主要施策についてご紹介

し、ランドオペレーターの業務の適正

ました。

日旅行者数が大きな伸びをみせている

観光地への訪問意向は高い（
「ぜひ旅

いただきました。その中から、

化を図るための制度の創設、次世代の

した。各国の個人旅行の割合が高まっ

「訪日市場の概観と最新動向」では、

韓国マーケットの分析結果を紹介しま

行したい」が ％）ものの、やりたい

2007年6月に法律が公布された住

ことと具体的な地域名との連動が弱い

10
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ている中で、どういった受入態勢の整

58
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61

38

21

43

17

10

追加。
「自然」では、
「明日の日本を支

「温泉」の3つのテーマごとの動きを

年は、観光地に「自然」
「歴史・文化」

策の動きについてご報告しました。今

2日目は、観光産業、観光地、観光政

観 光 の 振 興 」「 情 報 発 信・宣 伝 P R 」

2017年度の重点施策として「国際

紹介しました。都道府県においては、

政策の動向や事業内容、課題について

ンケート調査」の結果をもとに、観光

る「都道府県の観光政策に関する」ア

ました。アメリカでは単なる観光振興

各州や国内での取り組み状況を紹介し

特に独自財源の確保に向けたアメリカ

では、政策と課題の状況を共有しつつ、

「トピックス：国内外のDMO動向」

告しました。

ことも課題として挙げられたことを報

る観光統計が十分に整備されていない

ものの、訪問者情報を詳細に把握でき

インバウンド対策事業を実施している

住地、旅行目的等をターゲットとした

含めて『旅行年報2017』
（注3）

した内容の一部は、独自調査の結果も

いきたいと考えています。今回ご報告

より充実したシンポジウムを開催して

引き続き、皆さまのご意見を参考に、

きました。

りたかった」といったご意見をいただ

「国の観光政策以降の詳しい中身を知

行っているとの発表が参考になった」

していたが、海外ではすでにその先を

「DMO」と日本中で言い始めた気が

が 大 変 興 味 深 か っ た 」「 つ い 最 近

ていただけたことが良かった」
「政府

える観光ビジョン」に基づき、日本の

「新しい商品づくり・魅力づくり」の

ではなく、観光を通じた経済開発戦略

ことなどが明らかになりました。一方

国立公園を世界水準の「ナショナルパ

順に多く挙げられていますが、事業内

ぜひご活用ください。

る取り組み状況について具体例をまじ

ーク」
としてのブランド化を図ることを

容が多様化していることもうかがえま

を担う
「 Destination Organization
」
への展開が進んでいます。観光を地域

観光立国実現のための財源の検討、

目標に実施している「国立公園満喫プ

す。課題として、他部局や市町村、

社会の生活の質を向上させるものと位

（観光文化情報センター

の観光政策について事例をまじえた話

ロジェクト」に力を入れている地域な

DMO等の関連組織との連携強化、役

置づけ、地域社会の長期的な発展を支

旅の図書館長 企画室長 福永香織）

で、一部の市町村では特定の国籍や居

どを紹介しました。
「歴史・文化」では、

割分担の明確化などが挙げられました。

援する組織としての位置づけが高まっ

えながらお話いただきました。

文化財の活用に向けた動きや、赤坂迎

また、今年度新たに実施し、主要な観

ていることも付け加えました。

DMOの形成・確立、交通分野におけ

賓館、京都迎賓館等をはじめとした公

光地を有する114市町村から回答を

温泉の効能及び周辺の豊かな自然環境

事業に加えて、国際観光の振興に係る

の開催、情報発信といった従前からの

素材をどう活かしていけば良いかとい

大していくために、日本の新たな観光

2 日目 （観光地・観光政策編）

的施設の公開について、「温泉」
では温

得た「市町村の観光政策に関するアン

を活かした温泉の多様な利用推進モデ

事業の役割が拡大していること、急増

う点についてヒントになった」
「
『旅行

『旅行年報2017』
では、
第Ⅳ編 観光地に
「Ⅳ │9自然」「Ⅳ │ 歴史・文化」
を、
注1「Ⅳ │ 温泉」
第Ⅴ編 観光政策に
を
「Ⅴ │3市町村による観光政策」
新たに追加。

でもご覧いただくことができますので、

泉地活性化に向けて環境省に「温泉地

ケート調査」の結果からは、イベント

ルプラン
「新型湯治プラン
（仮）
」
の構築

するインバウンド対応の負担が大きく

年報』
に記載されていない話が聞けた

参加者の皆さまから

保護利用推進室」が設置されたことや、

に向けた動きなどを紹介しました。

なる一方で職員数が僅少傾向にあり、

ことと、最新情報のポイントを説明し

は、「訪日客を今後拡

観光政策編では、国の主要な観光政

業務拡充の余力を持てない状況にある

おわりに

策を整理した上で、独自に実施してい

https://www.jtb.or.jp/publication-symposium/
で
注3 book/annualreport/annual-report-2017
全文公開中です。
また、
オンライン書店にて
POD（プリントオンデマンド）
版も販売しております。

調査結果の詳細は
注2 https://www.jtb.or.jp/research/theme/
を参照。
inbound/asiaeuro-survey-2017
当財団のウェブサイト

10
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ネット通販の
買物観光への影響

たトピックです。観光目的でどのよう

研究の中で古くから取り上げられてき

私の専門は交通経済学。交通は観光

望ましい、と仮定されています。した

間を掛け合わせた交通費用は安い方が

交通は楽しくない、時間価値と交通時

時間を費やして交通します。ここでは、

ろいろな議論が戦わされてきました。

観光交通の時間価値をめぐって、い

済分析は少しややこしくなります。

よって大きく異なりますので、その経

なお、どの程度楽しいかは、観光客に

いそうです。ここでは洋服・靴など買

物をする人の置かれた状況によって違

買物は楽しいでしょうか。これも買

根本敏則

な交通手段が選択されるか、等が分析

がって、
「観光地までの移動時間を短

「所得が得られる労働時間を犠牲にし

敬愛大学 教授

根本敏則
（ねもと・としのり）
敬愛大学経済学部教授 1 9 8 1 年東京工業大
学大学院理工学研究科社会工学博士課程修了。ス
ウェーデン道路交通研究所客員研究員、
フィリピン
大学交通研究所客員教授、
ブリティッシュコロンビ
ア大学交通研究センター客員研究員、
一橋大学大学院商学研究科
教授などを経て2 0 17 年から現職。日本計画行政学会会長、
日
本交通政策研究会専務理事、国土交通省運輸審議会委員。近著に
『道路課金と交通マネジメント―維持更新時代の戦略的イノベー
ション―』（ 成山堂書店 2 0 17）
、『現代交通問題 考』（共編著、
成
山 堂 書 店 2 0 1 5 ）、『 ネ ット 通 販 時 代 の 宅 配 便 』（ 成 山 堂 書 店
2 0 15）
など

されてきました。ただ、ここでは研究

くできる交通システムの整備が観光需

回り品をショッピングセンターに買物

買物は楽しいか、
楽しくないか

の主流から少し脇道にそれ、私が最近

て観光しているわけだから、同程度の

ある実証分析ではショッピングセンタ

要の誘発に効果的であった」などと分

得力があります。しかし、観光交通の

ーまでの交通は楽しくない、すなわち

勉強しているネット通販と買物観光の

交通を観光という目的を実現するた

実証分析で半分程度の時間価値が算出

時間価値が通常の値となったわけです

に行く場合を想定することにします。

めの派生的需要にとどまらせずに、交

されたようで、英国の費用便益分析マ

が、ショッピングセンターの中で回遊

「時間価値」を説明します。
「時は金な

でしょうか。この場合は交通に費やす

すが、現在でもおおむね盛況ではない

でしょう。

通には楽しい要素が含まれてしまうの

によっては時間価値が負になるかもし

が限りなく小さい値になりました。人

直島

通そのものを楽しむ本源的需要に転換

ニュアルでは観光交通の時間価値は半

する交通は楽しい、すなわち時間価値

時間価値でかまわない」とする説も説

交通は楽しいか、
楽しくないか

させることもできます。典型的には、

分に割り引いています。やはり観光交

り」と言いますが、我々は貴重な時間、

れません。
時間は費用ではなく、便益になります。

まず、準備として交通経済学で使う

鉄道会社による企画列車などがありま

析されたりするわけです。

私の研究と観光

関係について解説します。

当財団専門委員

例えば、1分当たり 円の価値を持つ
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Ⅰ

ル輸送は決して効率的とは言えません。

イトを開設します。中国の消費者から

業者が香港に海外製品を受注できるサ

し複雑です。まず、中国ネット通販事

しくない交通時間はゼロにできます。

さて、ネット通販で旅客と貨物を合わ

見れば香港は外国なので、同サイトか

再配達の荷物が ％もありラストマイ

いるので、買物を観光の魅力として組
日本の電子商取引の小売販売額に占め

せた交通が全体として増えるか、減る

す。ショッピングセンターまで赴く楽

み入れる、あるいは買物を主目的にす
る割合は ％（2016年）になりま

このように買物を楽しいと思う人が

る買物観光が企画できるわけです。そ

20

買物観光の強い動機付けになります。

ない、
より安く購買できるということが、

の際、当該目的地でなければ購買でき

品が配達されるネット通販はその約半

券販売などが含まれており、実際に商

なお、電子商取引には音楽配信、航空

した。前年度から ％成長しています。

とにしましょう。

関しては別の機会に詳しく検討するこ

か、気になるとことですが、その点に

軽減されます。しかし、商品はあらか

（正確には越境ネット通販総合税）が

らの購買は個人輸入扱いとなり関税

じめ海上コンテナで中国内の保税倉庫

かねてより、国境・州境を越えての

に搬入・在庫されており、そこから注

い商品（場合によって免税品）を求め

酒税、ガソリン税が大きく違えば、安

ります。国・州によって付加価値税、

ショッピングセンターの売り上げが毎

日本より高い米国、中国では百貨店・

変動をもたらしています。その割合が

ネット通販の進展が小売業界の地殻

を受けるのでしょうか。
「中国人観光

性が高いわけですが、買物観光も影響

ネット通販は買物交通を減らす可能

中国税関の政策はめまぐるしく変わ

が編み出した不思議な仕組みです。

のです。中国税関とネット通販事業者

から受取までのリードタイム」は短い

分を占めています。

て越境することになります。国境をノ

年減っており、閉店・閉鎖も増えてい

客の爆買い、さらに最近になっての鎮

るので、はっきりとは言えませんが、

文に応じて個別包装し宅配します。し

ンストップで通過できる欧州では、ガ

ます。ちなみに中国は世界一のネット

静化」をケースに検討してみましょう。

な変化としてネット通販へのシフトが

近年における人々の消費行動の大き

輸送されますが、そこで商品は個別包

ーからネット通販事業者まで大ロット

持ち帰ります。ネット通販ではメーカ

物目的の旅客交通で小ロットの商品を

までは大ロット輸送され、消費者が買

通ではメーカーから卸を経由して小売

研究テーマをもたらしました。既存流

ネット通販は交通研究者にも新たな

商品を購買できるようになりました。

高まり中国の消費者が安心して日本の

た一方で、越境ネット通販の利便性が

16年になって通関検査が厳しくなっ

も多かったようです。ところが、20

て純正日本製品として転売するケース

ら、あるいはネット通販事業者を通じ

査が甘く、爆買いした化粧品などを自

す。2015年までは帰国時の通関検

中国税関の政策が大きく影響していま

実は、爆買い、その後の鎮静化には

根本敏則
（2017）「中国向け
参考文献 越境ネット通販の物流上の課題」
、
.611
航政研シリーズNo

う中国人は増えるに違いありません。

ば、それらを日本で食べてみたいと思

国にも生鮮品が輸出できるようになれ

えば、香港・シンガポールのように中

観光との相乗効果も期待できます。例

客に高く評価された商品であるなど、

ト通販で購買されているのは訪日観光

くなると思います。しかし、越境ネッ

つつあり、転売目的の爆買い観光はな

利便性の高い越境ネット通販が定着し

卒業式の後のパーティをするそうです。

ネット通販による
買物交通の代替

15

たがって、ネット通販で重要な「注文

ソリンを満タンにして帰れる隣国が人

通販大国で、ある資料ではネット通販

越境ネット通販の
中国人観光客への影響

気の日帰り観光地となります。カナ

の 小 売 販 売 額 に 占 め る 割 合 が、

あげられます。消費者は好きな時間に

装され宅配事業者によって消費者宅ま

中国の越境ネット通販の仕組みは少

（2016年）に達しています。

複数のネット通販サイトを訪れ、価格

で小ロット混載輸送されます。しかし、

めるので、隣接州の高校生は越境して

などを比較して購買することができま

％

ダ・ケベック州では 歳からお酒が飲

買物観光には多くの興味深い事例があ

15

5.4
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当財団専門委員

わたしの１冊

調査をしていた成果を、大学退官後に

上にわたって世界各地で精力的に集落

は、氏が1970年代を中心に 年以

氏は東大で教鞭をとった建築家。本書

代表作「京都駅」で知られる原広司

が人の心をうつ。
」
（教え ）

のは複雑化せよ。その手続きの複雑さ

「複雑なものは単純化せよ。単純なも

所における伝統でもある。
」
（教え8）

「ある場所の伝統は、他のいかなる場

ものでも世界を表現できる」
（教え5）

を生み出している。

せるとともに、端的でリリカルな表現

全身で体感することが、思索を沈潜さ

らだったのだろう。ぎりぎりの状況を

の原初的な集落の姿に著者が接したか

晶という側面が強い。味わい深いだけ

在そのものに対する哲学的な思索の結

託して、集まって住むことや集落の存

的な集落分析というよりも、集落に寄

であり、社会の秩序である。

に誘起せよ。その平衡状態が集落の姿

「場所に潜んでいる自然の力を最大限

現実の生活を支える」
（教え ）

「集落は物語である。集落の虚構性が、

を削る努力がそうした高みを可能にす

はコインの表裏であるということ、身

めるということと芸術性の高い表現と

いうことを感得する。ものの本質を極

たデザインの結果である」（教え1）
と

落のあらゆる部分は「計算されつくし

原氏は長い集落調査の旅の末に、集

まとめたもの。思想は昇華され、建築

でなく、詩文のような香りに満ちてい

だから、自然は常に社会化されていて、

る。

せよ。
」
（教え ）

最も特異な解決を選び、それを一般化

うな解答は、この世にないからである。

すべての要請が、一気に解決されるよ

「合理的な解決は、一通りではない。

21
本としては、これらアフォリズムを
象徴する写真が添えられ、下部に小さ
な字で裏付けのための考察がつづられ
ている。そして巻末に長い長い補注が
ある。
それにしてもこのような切り詰めた
思想の営みが可能だったのは、すべて
をそぎ落として、生きることの本質が

西村幸夫
（にしむら・ゆきお）
東京大学 大学院工学系研究科
教授。1952 年福岡県生ま
れ。
東京大学都市工学科卒業、
同大学院博士課程修了。明治
大学助手、
東京大学助教授を経て、1996
年から東京大学教授。2011〜 2013
年東京大学副学長、
20 13 〜 20 16 年
東京大学先端科学技術研究センター所長。
2016 年より現職。主な近著に
『まちを読
み解く』（共編、
朝倉書店、
2017）
、『世界文
化遺産の思想』
（ 共 編 、東 京 大 学 出 版 会 、
2017年）
、『都市経営時代のアーバンデザ
イン』（編、
共著、
学芸出版社、
2017年）
、『図
説 都市空間の構想力』（東京大学都市デザイ
ン研究室編、
学芸出版社、2015年）
など

れる。わたしの目標の1冊である。

るのだということをこの本は教えてく

100の教訓とはたとえば、次のよ
うなものである。
「同じものはつくるな。
同じになろうとするものは、
すべて変形せよ。
」
（教え2）
「すべてのものにはすべてが
あるのだから、どんな小さな

（教え ）

厳しい自然のもとで集落は安定する。
」

13

20
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原 広司 著
彰国社、
1998年

『集落の教え100』
東京大学 大学院工学系研究科 教授

西村幸夫

旅の民俗シリーズ 「若者の
第三巻 楽しむ
海外旅行離れ」を
旅の文化研究所 (編集)
読み解く
現代書館
2017/10

中村 哲・西村幸子
高井典子
法律文化社
2014/12

戦後日本における 旅行ノススメ
白幡洋三郎
旅の大衆化に
中央公論社
関する研究
1996/06

（旅の文化研究所
研究報告 No.20)
旅の文化研究所
旅の文化研究所
2011/03

昭和の旅

（「旅」創刊６５周年
記念・７５０号記念）
日本交通公社
日本交通公社
1989/08

旅の図 書 館
特集テーマ

「人生に旅を! ～節目旅行ノススメ」

関連蔵書

幸せは
旅でつかめ!

̶ LCC時代の
生き方と旅の流儀
永井 昇
近代文藝社
2013/04

女性と
ツーリズム

～観光を通して考える
女性の人生
友原嘉彦
古今書院
2017/09

「内なる幸福」を
求めて
渡部昇一/松田義幸
PHP研究所
1998/04

新婚旅行案内

リスト

女の旅

̶ 幕末維新から
明治期の11人
山本志乃
中央公論新社
2012/03

なぜ、人は
旅に出るのか

近藤 康生
ダイヤモンド社
2011/04

ニッポンの
海外旅行

～若者と
観光メディアの50年史
山口 誠
筑摩書房
2010/07

「地球の歩き方」
の歩き方
（旅の文化研究所
研究報告No.20)
山口さやか・山口 誠
新潮社
2009/11

日本交通公社
日本交通公社
1959/04

グアムと日本人

夫婦旅行案内

̶ 戦争を埋立てた楽園
山口 誠
岩波書店
2007/07

日本交通公社
日本交通公社
1962/06

旅を耕す

フランスから
お遍路にきました

内田州昭
現代旅行研究所
2005/06

マリー＝
エディット・ラヴァル
（著）
/
鈴木孝弥
（訳）
イースト・プレス
2016/07

66
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〜 節 目 旅 行 ノ ススメ

山あり谷あり、楽しいこと苦しいこと、幸せなこと不幸なこと、

そんな人生そのものが旅に例えられる。可愛い子には旅をさせよ、

と言われるように人の成長と旅は密接な関係性が認められる。人

は成長するために旅に出るのか、旅に出ることによって人は成長

するのか、旅の意義はどちらも真なりであろう。

旅に出るきっかけを〝節目〞に求めるのは日本人だけではない

だろうが、旧暦にみられるように季節の変化がはっきりし、伊勢

参りのように本音と建前を使い分ける日本人には節目をいわば言

い訳に旅に出る傾向が強い。

近年、若者の間では、
〝節目に旅に出る〞
から〝旅に出ることで

人生に節目を作る〞
、
つまり希薄になった地縁、血縁などの人間関

係を円滑にするため、仲間と一緒に旅に出かけることで節目を作

るという知恵が生み出されているとも言われている。節目旅行の

意味が大きく変わろうとしているとみることもでき、地域がこう

した新たな需要に対応していくことも一考に値するのではないか。

20

旅行は昭和が生んだ庶民の新しい大衆文化であるとした『旅行

のススメ』
（白幡洋三郎・中央公論）から 数年。平成を超えて

次の時代に節目旅行は地域に何をもたらすのであろうか。

本号は当財団の機関誌『観光文化』の改訂以降初の試みとして

部横断のプロジェクト方式を採用した。調査研究部門の各部から

中堅の研究員を選抜し、彼らの感性で企画編集が進められた。学

『温泉まちづくり 2016年度 温泉まちづくり研究会 総括レポート』
（発行：2017年3月）
2016年度に開催した3回の研究会の内容を取りまとめたものです。第1回（7月）
は、黒川、由布院、道
後の各温泉の、
熊本地震発生後の状況についてお話を伺うとともに、
研究会で今後考えていくべきテー
マについて議論を深めました。第2回（10月）
は、5月のＧ7伊勢志摩サミット開催地となった鳥羽温泉郷
を会場に、
今後の温泉地での国際MICE開催に際しての知見として、
サミット開催地に求められた対応、
課題とその対応策、
開催効果、
開催後の展開などについて議論や情報共有を行いました。
第3回
（1月）
は、
「温泉地の観光推進組織（ＤＭO）を考える」
と題して、ＤＭＯの基本的な役割や海外の現況、会員温
泉地での取り組み状況、今後の取り組み推進に向けた課題や対応策などについて討議しました。
Ａ4判９４ページ/本体価格1,500円+税。2011年度版から全ページをホームページで公開しています。

術研究色を弱めて、身近な視点、旅行者目線から地域の取り組み

ると考えている。それはICT革命の進行を前

はなかろうかと考える。観光関係者（とりわけ

研究者）の真の創造性に大いに期待したい。

『観光地づくりオーラルヒストリー』
（発行：2017年8月）
本冊子は、当財団の自主研究『これからの観光地づくりと観光計画に関する研究』の一部を「観光
地づくりオーラルヒストリー」
として取りまとめ、発刊したものです。これまで我が国において先導的に観
光計画の策定や観光地づくりに取り組んできたフィジカルプランナー10名に対してインタビューを行い、
暗黙知をできる限り形式知とするオーラルヒストリーの手法によって進めました。そして、
これからの観
光地づくりや観光計画のあり方への視座が得られるものとなるようにしました。
A4判174ページ/本体価格1,500円+税。

を応援するような誌面構成を心掛けた。インバウンドだけに偏る

つあるのではないかと思われる。情報はインタ

『旅行年報2017』
（発行：2017年10月）
19 観光地、観光政策などについて、各種統計資料や、当財
日本人や外国人の旅行市場や観光産業、
団が実施した独自の調査結果をもとに、一年の動向を解説しています。
また、本号より、第Ⅳ編 観光地に「Ⅳ-9自然」
「Ⅳ-10歴史・文化」
「Ⅳ-11温泉」を、第Ⅴ編 観光政策
に「Ⅴ-3市町村による観光政策」を新たに追加しました。
A4判224ページ/本体価格2,000円+税。なお、2014年版から全ページをホームページで公開してい
ます。

ことなく、日本人の旅行と地域の振興に繋がるバランスの取れた

近代以降、交通環境をはじめ社会条件が著し

ーネットによって簡単に収集・発信され、人と

『平成２９年度観光地経営講座 講義録』
（発行：2017年10月）
平成29年度の本講座では、行政・広域での連携（長野県飯山市）
、漁業×観光、官民での連携（三
重県鳥羽市）
、
コミュニティの住民を交えた連携
（徳島県にし阿波）
、
金融を交えた連携
（長野県山ノ内町）
の4つの事例を取り上げ、観光地経営を担う個々の主体が自立して自らの役割を担いつつ相互に連携
する関係を「パートナーシップ」
と表現して、
その重要性について解説しました。連携構築や組織づくり・
体制づくりに奔走する、主に行政の観光担当者や観光協会の事務局の皆様に対して、地域の誰と、
ど
のようなパートナーシップを築いていくべきかについてのヒントを提供します。
A4判79ページ/本体価格1,000円+税。
なお平成２５年度版から全ページをホームページで公開。
18

梅川智也

く変化した結果、旅の姿は大幅に変容したとい

人はSNSによって容易に繋がり、ヴァーチャ

・ホームページで全ページを公開していますが、アマゾン（amazon.co.jp）で、プリント・オンデマンド版
も販売しています。

方策の一助となれば幸いである。

われている。この変容に経済的繁栄と裏腹にな

ルリアリティによって擬似体感できる。
「リモ

提にした上で、旅が本気で『幻影の時代』から

った旅の「近代的退化」を見る向きも少なくな

このように旅の形が変わってきたことは間違

『リアリティへの回帰』を指向することである。

ート」と「ヴァーチャル」に押しまくられた旅

いのないところだが、一方で旅人の様態はとい

人々は、ICT的利便性をフルに活用する一方

い 。 例 え ば リ ー ド （『 旅 の 思 想 史 』 伊 藤 訳

うと、レシュブルク（『旅行の進 化 論 』 林 訳

で、そこで看過されがちな人とのふれあい、異

は、もはや「解放」
「自由」
「快楽」
「好奇」
「挑

1999年）が紹介している ・ 世紀の裕福

質性と未知要素の発見の喜び、不確定性がもつ

1993年）は、昔の旅が「受苦・苦行」であ

な英国人の海外旅行の様子（物見高さ、慌しさ、

魅力と不安、五感的な感応、そしてそれらが総

戦」など、いずれを追及するにしても特段に傑

無神経さ）に見られるとおり、現代でも大きな

体としてもたらす肉体的・精神的充実と歓び、

ったのに対し現代は「快楽及び快楽の手段」に

違いはない。また、人が旅を求める動因も基本

といったリアリティ世界ならではの果実を求め

出した存在ではなくなったようにも見える。

的にはやはり依然として「必然性や目的からの

ていくことだろう。外国人観光客数やその消費

成り果てたとし、さらにブーアスティン
（
『幻影

解放」や「自由の表現」であり 、「 好 奇 」 と

金額なども大事だが、観光分野にとってより本

だが筆者は、ここにこそ旅が上述の「近代的

「挑戦」であるように思う。そういう意味で、

質的に重要なことは、こうした時代認識と将来

の時代』後藤・星野訳1964年）は、安逸化

旅という活動が、これまで一貫して、人間の精

構想に立って、どのような旅の世界をどのよう

退化」を超克する、極めて大きなチャンスがあ

神の根源的な欲求に根ざして生み出され、同時

に再構築していくことができるのか、世界をリ

した現代の旅を「予め作り上げられた文化的蜃

に人間の精神に少なからぬ果実を与えてきたも

ードするビジョンを一刻も早く打ち出すことで

気楼」とまで言い切る。

のであることは間違いがないようだ。

しかし、現在も急速に進行中のICT革命は、

旅というものに対して「近代化」が生み出した

よりもはるかに大きなインパクトをもたらしつ

公益財団法人 日本交通公社 出版物のご案内

!
人生 に旅 を

巻頭言

機 関 誌「 観 光 文化 」 定 期 購 読のご 案内
「観光文化」は1976年12月創刊。その時代の観光に関するトピックを特集テーマに据えてきました。
215号（2012年10月）から大幅改訂を行い、当財団研究員の調査研究活動や観光動向から特集テー
マを設定し、外部研究者や地域の実践者などにご協力いただきながら財団の論考・提言として発信し
ております。
現在、4月、7月、
10月、
1月の年４回発行しております。PDFファイルにて全文公開しておりますが、
「毎
号続けて冊子で読みたい」
というご要望をいただくことも多いため、定期購読のお申し込みも承ります。
定期購読にお申し込みいただきますと、
１冊当たりの代金が定価の３割引
（700円+税／冊）
となり、
送料は無料になります。
お届け期間 １年間（4月、7月、
10月、
1月）
※お申し込み時点の最新号から４回分をお送りいたします。
※途中キャンセルはできません。
料金 3,024円（税込）
（756円／冊［定価の3割引］
×４回分、送料無料）
お申し込み方法 観光文化情報センター書籍担当（jtbfbook@jtb.or.jp）宛に
１．氏名、
２．
ご所属、
３．送付先ご住所、
４．
ご連絡先、
５．請求書宛名の５点を明記の上、メールでご連絡ください。
※お申し込みの確認が取れ次第、請求書をお送りいたします。
※ご入金は銀行振込となります。
お問い合わせ 観光文化情報センター
政策研究大学院大学教授
TEL：03‒5770‒8360 FAX：03‒5770‒8359
E‒mail：jtbfbook@jtb.or.jp
東京大学名誉教授
※単号のご注文は、アマゾン（amazon.co.jp）
にて、
プリント・オンデマンド版で承っております。
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人生に旅を! 節目旅行ノススメ

【 特集 】

プロローグ

発行日

2018年1月19日

公益財団法人 日本交通公社

発行所

節目旅行 ノススメ

山本志乃（旅の文化研究所）
×
山口 誠（獨協大学）
×
大塚雅樹（ＪＴＢコミュニケーションデザイン）
×
細川典子（ＪＴＢ首都圏）
×
末永安生
×
梅川智也

今、
なぜ節目旅行なのか
座談会

節目旅行を考える
〜
「これまで」
と
「これから」
市場調査

節目旅行の
消費者意識と
参加実態

吉谷地裕

特集

事例

地域にみる
節目旅行の
取り組み
三重県鳥羽市 ○「真珠婚」
で人生の１ページに刻まれる観光地に 福永香織
…
島根県出雲地方 ○「縁結び」
で旅行者とご縁が生まれる観光地 柿
…島あかね
四国遍路 ○「人生の節目」
の舞台を、
世界に・次世代につなげる 吉
…谷地裕
沖縄 ○「南国おきなわ」
で過ごす特別な体験 牧
…野博明
視座

牧野博明

節目旅行による旅行需要の創出と地域振興

末永安生

発行人

川口繁治郎（Rivers More）
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第

回

活動報告

立教大学名誉教授

溝尾良隆 氏

回

文筆家・ジャーナリスト

猪谷千香 氏

回

敬愛大学根本敏則

連載

わたしの１冊
原 広司 著
東京大学西村幸夫

第

回

回

『集落 の教 え100』

第

ネット通販 の
買物観光 への影響

私の研究と観光

連載

旅行動向
シンポジウム を開催

第

ゲスト

たびとしょＣａｆｅ

第

ゲスト

たびとしょＣａｆｅ

福永香織

台湾における
インバウンド政策 の
現状 と課題

観光研究レビュー

政策研究大学院大学
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