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様々な消費活動が行われる事で

者﹂が増え︑その訪れた先で

な都市や地方を訪れる﹁旅行

しかし重要な事は︑日本の様々

捉えられてしまうことも多い︒

＝〝レジャー〟目的の旅行﹂と

が︑この文脈においては﹁観光

て有望な成長産業﹂と言われる

﹁観光はこれからの日本にとっ

外国人旅行者
︵インバウンド︶
全

約 ・7万円と︑日本を訪れた

加外国人１人当たり総消費額は

れば︑日本を訪れたＭＩＣＥ参

傾向にあり︑観光庁の調査によ

的の旅行者よりも消費額が高い

参加目的の旅行者はレジャー目

目される︒一般的に︑ＭＩＣＥ

ー目的の旅行者との比較では注

が︑﹁消費額の高さ﹂がレジャ

のプレゼンス向上も期待される

ベーションの機会の創造や都市

効果としては︑ビジネス・イノ

た︒ＭＩＣＥを開催することの

は︑世界のビジネスパーソンの

パーソンとはやや異なる︒それ

の旅行形態は日本人のビジネス

の増加にも繋がっているが︑そ

めたいわゆるビジネスパーソン

ＭＩＣＥ参加目的の旅行者を含

近年のインバウンドの増加は︑

させていく︶ことが可能となる︒

く︵地域に対する需要を平準化

地域全体として稼働を高めてい

旅行者を受入られることとなり︑

の旅行者以上に経済効果の高い

裕がある時期に︑レジャー目的

見れば︑宿泊等の受入容量に余

た︒

する参加者も少なからず存在し

まま休暇としてヨーロッパを旅

った︒また︑学会終了後︑その

家族同伴での参加者と一緒にな

リーからの参加者など︑複数の

の参加者︑妻を同伴するハンガ

娘さんと一緒のスロバキアから

る台湾からの参加者︑大学生の

2人が見守る前で学会発表をす

歳の小さな娘さんと夫を連れ︑

ったが︑そこには︑まだ1〜2

して規模の大きなものではなか

るライフスタイルなどが海外に

動しながら暮らしつつ仕事をす

ション
︵ Workation
︶
〟
︑
更には特
定の拠点を持たずに国内外を移

業務を組み合わせる
〝ワーケー

更には休暇を目的とした旅行に

ー
︵ Bleisure
︶
〟
が拡大してきて
いる︒このブリージャーの動き︑

休暇の組み合わせ＝
〝ブリージャ

ても︑業務を目的とした旅行と

一般のビジネスパーソンにおい

り︑近年では︑欧米においては

変化と現状﹂
︶
﹂
で示されたとお

ましい︒

方の旅行が増加していく事が望

ら︑
〝レジャー〟︑〝業務〟の双

目的の人も含まれていることか

︵注2︶
︒

6万円︶
の倍以上となっている

体の1人当たり総消費額
︵約 ・

加したり︑前後に休暇を組み合

場合︑家族同伴でＭＩＣＥに参

者であったため︑家族同伴での

加者の多くは大学の教員や研究

筆者が体験した国際学会の参

始まってきている︒

本においても徐々にその動きが

おいて拡大してきているが︑日
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は ︑﹁ Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ ︵ マ イ ス ︶︵ 注

行を増加させていく事について

開催する都市や地方の立場から

タイミングが異なる︒このため

旅行者とは都市や地方を訪れる

れる事が多く︑レジャー目的の

また︑ＭＩＣＥは平日開催さ

学会自体は参加者 〜 人と決

たことでもある︒参加した国際

学会に昨年参加し実際に体験し

者もフランスで開催された国際

ということである︒これは︑筆

わせることなどが一般的である

ラベルの変化と現状
︵以下︑﹁１．

れる︒しかし︑
﹁１．
ビジネスト

通が利くことももちろん想像さ

スパーソンに比べれば業務の融

思われる︒また︑一般のビジネ

参加は以前から行われていたと

休暇を加えて2泊︑3泊と長く

する︑また１泊であったものが

族同伴により2人︑3人と増加

１人の来訪者であったものが家

る都市や地方にとっては︑従来

こうした動きは︑訪問先であ
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近年︑この〝業務〝目的の旅

点から取り組みが進められてき

１︶﹂の誘致・創出の拡大の視
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ＣＥをはじめとした業務目的の

の拡大を意味する︒また︑ＭＩ

なるといったビジネスチャンス
インド︑中国︶における実施割

︵アメリカ︑イギリス︑ドイツ︑

較は出来ないが︑海外5ヶ国
明確に認められている人の方が

ー﹂で示された︑会社の規程で

る ︒ こ れ は ︑﹁ 2 ．ブ リ ー ジ ャ

の回答がなされている︒また︑

は導入に向けた検討を進める等

入を要求しており︑会社側から

休暇を
促進するための
ワーケーション

ワーケーションについて統計

日本航空株式会社においても２

０１９年５月からブリージャー

的な現状は把握できていないが︑

ブリージャーを実施している割
合が高い︑という結果からも窺

日本においても確実に広がりを

合の ％と比較すると︑日本に
おいても比較的ブリージャーが

制度が導入︵
﹁３．
ワーケーショ

旅行そのものだけでなく︑こう
した各種のビジネストラベルを

える︒また︑
﹁4．
座談会 家族

ンが生み出す可能性︵以下︑

みせている︒その代表的な動き

を伴うビジネストラベルマーケ

﹁３．
ワーケーション﹂
﹂
参照︶さ

が︑実施する企業側では
﹁3．
ワ

実施されていると捉ることもで

ットの実態と可能性︵以下︑

ーケーション﹂で寄稿をいただ

きるだろう︒
また︑ブリージャーの実施可

れているなど︑日本の企業にお

増やす事で︑より受け入れる側
大することが期待される︒しか

いても導入がなされ始めている︒

ーケットへの対応と展望︵以下︑

からも︑﹁単身赴任している人

﹁5．
新たなマーケット﹂
︶
﹂でお

﹁４．座談会﹂︶﹂において長縄氏

な目的は２つあり︑１つ目は︑

話を伺った和歌山県である︒

否に大きく影響すると思われる︑

休暇取得の促進︑更には観光産

ワーケーションは︑企業側の

所属している会社・団体等での

業全体の需要喚起に繋がること︑

立場からすれば︑予定した休暇

し一方で︑地域や施設の対応が

２つ目は﹁企業文化の改革﹂と

の間に入ってしまった急な会議

従来のビジネスパーソン向けの

のことであった︒１つ目の目的

などのために予定を変えなくて

いた日本航空株式会社︑受け入

パターンはあり︑会社も禁止し

については旅行会社ならでは︑

も済むように︑といった﹁休暇

﹁４．
座談会﹂での長縄氏によ

ていない︒しかし︑若い人の場

という面もあるが︑２つ目の目

取得の促進﹂を大きな目標とし

が︑地元の近くの会議に参加す

合︑立場的に出張と帰省を兼ね

的は日本企業全体に当てはまる

てスタートしている︒ブリージ

規程等の状況については︑
﹁規

％は﹁明確に認められている訳

るといったことが難しいのが実

ものと考えられる︒ブリージャ

ャーも休暇取得の促進という意

対応だけでは十分でなく︑新た

ではないが出来る﹂という状況

情だと思う﹂と指摘されている︒

ーを行う事が今後の業務の発展

味で同様ではあるが︑ワーケー

れる地域側では﹁5．
新たなマ

こうした背景のもと︑ビジネ
であったが︑制度として明確化

ブリージャーを会社・団体等の

につながり︑さらに家族サービ

ションの場合︑個人による休暇

れば︑ブリージャー導入の大き

ストラベルがどのように多様化
されていない場合︑同僚や上司

制度として規程等において明確

スにもつながるという︑
﹁余暇

取得の促進だけでなく︑複数の

る場合︑出張ついでに帰省する

しているのか︑どのような課題

化することにより︑こうした心

の充実や個々人の体験を尊重す

社員が遠隔地で集中的に業務を

程等で明確に認められている﹂

や可能性があるのかを示し︑今

からどう思われるかといった気

理的なハードルが軽減され︑ブ

る企業文化を構築するきっかけ

行うことで何かしらの業務的な

に対応すべき事項が生じてくる

後︑どのような対応を図ってい

持ちになり︑ブリージャーの取

リージャーの実施割合が高まっ

づくり﹂としてブリージャー導

は約 ％であった︒一方︑約

くべきなのかの示唆を得る事が

得を躊躇するケースも想定され

ていくことが想定される︒

入をしていく流れが︑今後更に

付加価値を生み出す︑といった

プ各社にブリージャー制度の導

月の春闘においてＪＴＢグルー

の労働組合では︑2019年4

ジャーの場合は出張の機会があ

して指摘できる︒また︑ブリー

実施の仕方もあることが違いと

大手旅行会社ＪＴＢグループ

日本の企業でも
ブリージャー導入は
推進

推進される事を期待したい︒

事が想定される︒

にとってビジネスチャンスが拡
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本特集の意図である︒

規程等の明確化
により
ブリージャーは拡大
﹁2．
ブリージャーマーケット
の現状と可能性︵以下︑
﹁2．
ブ
リージャー﹂
﹂
で指摘されたとお
り︑日本における2018年度
のブリージャーの実施割合は約
％であった︒年度の違い︑調
査手法の違いなどから単純な比
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特集3.ワーケーション
（写真提供：日本航空）

第２には﹁情報の集約と発信﹂

も多いが︑セカンドハウスやオ

また︑柚木氏が指摘している

っていくなどの﹁差別化﹂に向け

ように︑ゲストハウスの経営者

企業誘致が進められた時代もあ

ることが実施の大前提となるが︑

十分にまとめられ︑発信されて

が多様化してきていることも大

フィス︑アトリエのように利用

こうした手法は厳しい状況とな

いるとは言えない状況である︒

きなポイントである︒以前のゲ

する人も増えており︑また︑金

っている︒しかし︑ワーケーシ

また宿泊施設等においても︑例

ストハウス経営者は︑元々バッ

という点である︒鯨本氏より実

ョンについては︑企業側は工場

えば和室対応が可能か︑キッチ

クパッカーで宿が好きという人

体験からのお話があったが︑第

立地ほどには大きな投資は必要

ンなどの使用が可能かなどの各

が多かったが︑現在では︑特に

た取り組みが進み︑そもそもそ

なく︑また地域側は︑既存の宿

働き方の多様化が推進される

種条件について少なくとも﹁要

地方部ではコミュニケーション

の地に訪問・滞在する魅力を高

ワーケーションの場合には︑例

泊施設等の施設も活用可能で広
ことにより︑ブリージャーやワ

相談﹂などの表示することで︑

ったが︑現在では︑企業の生産

えば︑普段出張する機会がない

い用地を確保する必要はないな

ーケーション︑更には家族同伴

子ども同伴での宿泊がしやすい

拠点の海外へのシフトなどから︑

社員・職員が社内のあるプロジ

ど︑取り組みへのハードルはそ

でのビジネストラベルが拡大し

を取ることが好きで︑自分達の

銭的余裕があってもあえて泊ま

ェクトチームのメンバーとなり︑

れほど高いものではない︒

ていく事も想定される︒﹁4．
座

かどうかがわかるようになって

地域を知ってもらいたい︑とい

１に指摘された点について整備

そのチームでの議論のために和

こう考えると︑企業側のワー

談会﹂においてはこうした面か

いる事も重要となる︒

める事が今後重要となるだろう︒

歌山県等へワーケーションとし

ケーション制度導入が進めば︑

らお話を伺ったが︑今後の拡大

りにくる人たちもいるとのこと

て訪れるなど︑普段の出張機会

このマーケットは拡大していく

に向けて大きくは2つの課題が

であった︒

の有無によらず実施可能な事も

ようにも思われる︒
しかし︑地域

指摘された︒

がなされている状況であっても︑

違いとして挙げられる︒

側の立場からすれば︑企業誘致

第１には﹁施設︑仕組みの充

現状においてはそれらの情報が

受け入れる地域側の立場とし

であれば一度自分達の地域への

実﹂という点である︒家族同伴︑

いう︒こうした流れからは︑ビ

ジネストラベルの多様化が︑ゲ

るが︑
﹁５．
新たなマーケット﹂
に

旅館等の設備面はもちろんであ

ケーションを実施できる施設や

とも想定される︒
このため︑ワー

域間競争が激しくなってくるこ

ワーケーションが進むにつれ地

ても身軽であることから︑今後

るため︑そうした人たちを想定

れば良いかわからない場合もあ

仕事をしている間に何をしてい

れていない場合︑パートナーが

大人の同伴者についても︑旅慣

りすることが重要となる︒また︑

預かってもらえたり参加できた

な体験プログラムなど︑安全に

時預かり所や子どもが参加可能

である︒もちろん宿泊費
Japan
を安く抑えたい︑という観光客

った柚木氏が経営する

たなマーケット﹂にてお話を伺

る︒その代表的な例が﹁5．新

自体も変化︑多様化してきてい

いることに伴い︑ゲストハウス

限定しないスタイルが増加して

景に︑2拠点居住や働く場所を

ているが︑働き方の多様化を背

バウンドの増加を背景に増加し

いわゆるゲストハウスはイン

化しているビジネストラベルが

ような課題や可能性があるかに

がどのような現状にあり︑どの

ここまで︑ビジネストラベル

性があると考えられる︒

ぐ﹂機会を増加させていく可能

ョンを通じて﹁人と地域をつな

ストハウスや前述のワーケーシ

おいて天野氏が指摘しているよ

したサービスやプログラム等を

家族同伴での
ビジネストラベルの
課題

ては︑ワーケーションによる

立地を決めてもらえればそう簡

特に子どもがいる場合には︑一

ワーケーション
による
関係人口の創出

﹁関係﹂人口の創出が大きな目

単には離れていかなかったが︑

う思いの経営者が増えていると

標となる︒﹁定住﹂人口の増加

ワーケーションは企業側にとっ

うに︑ヒトやコトでの魅力づく

充実させていく事も重要となる︒

ついて述べたが︑最後に︑多様

ビジネストラベルが
拡大するために

りやワーケーションの人と地元

Little
の人が一緒に地域の価値をつく

ゲストハウスの
多様化

を目指し︑いわゆる工場誘致︑

特集4.座談会

42

特に小学生以上の就学児の場合

指摘しているとおり︑家族同伴︑

が必要となる︒また︑長縄氏が

として明確に実施可能とする事

において規程等を整理し︑制度

していくためには︑企業・団体

ビジネストラベルが更に拡大

❶ 企業・団体や国による
制度等の整備

トを整理したい︒

更に拡大していくためのポイン

もの旅行のベースが﹁休暇﹂で

方でワーケーションは︑そもそ

ころに滞在する傾向が強い︒一

は出張での主な訪問地と同じと

示されたとおり︑ブリージャー

して︑﹁2．ブリージャー﹂で

的地になることが多くなる︒そ

オフィスが存在する都市部が目

ことから︑どうしても企業等の

旅行のベースが﹁業務﹂である

ば︑ブリージャーはそもそもの

は多いものの︑会社で自分がブ

ついては︑実際に経験のある人

も︑ブリージャーなどの実施に

ているが︑お隣の韓国において

座談会﹂において趙氏が指摘し

な広がりは難しいだろう︒﹁４．

知されていかなければ︑社会的

ャーが融合するような動きが認

ても︑こうしたビジネスとレジ

地域側の取り組みが進んだとし

実施する企業側や受け入れる

る︒こうした多様な働き方が︑

き方﹂を推進していく流れがあ

られる役割に応じた﹁多様な働

する企業・団体等において求め

１人１人のライフスタイルや属

これまでの画一的な働き方から︑

トラベルの多様化の根底には︑

ョンも含め︑こうしたビジネス

り︑ブリージャー︑ワーケーシ

をするライフスタイルはもとよ

を移動しながら暮らしつつ仕事

もこの分野に関する知見を更に

ィネーションとなるよう︑我々

とレジャーを﹁つなぐ﹂デステ

言葉のように︑日本がビジネス

また︑巻頭言における山本氏の

と地域を﹁つなぐ﹂ものとして︑

た︒ビジネストラベルが旅行者

く可能性が高いことも確認でき

地域への活性化にも繋がってい

増加︑更には関係人口の増加等︑

ラスであるとともに︑来訪者の

行者自身及び企業にとってもプ

︵注２︶観光庁︵2018年︶︑﹃ Press
我が国の国際ＭＩＣＥ全体に
Release
よる経済波及効果は約１兆円！﹄

︵ 注１ ︶
ＭＩＣＥとは︑企 業 等の会 議
︶
︑
企業等が行う報奨・研修
︵ Meeting
︶
︑
国際機関・団
旅行
︵ Incentive Travel
︶
︑
体︑
学会等が行う会議
︵ Convention
展示会・見本市／イベント
︵ Exhibition/
︶
の頭文字をとったもので︑
一度に
Event
多くの人が集まるビジネスイベントの
総称︒
ＭＩＣＥの語源は1990年代
のオーストラリアが発祥と言われてい
るが定かではなく︑
主にアジアで用いら
れている︒
アメリカやヨーロッパにおい
ては︑﹁
︵ビジネス︶
ミーティング﹂
や
﹁
︵ビ
ジネス︶
イベント﹂
が一般的に用いられて
いる︒

︵もりや くにひこ︶

社員・職員のモチベーションの

た日本全体で働き方の多様化が

リージャーをしたと人に話すの

推進されていくことを期待した

あることから︑訪問地は都市部

正や︑大企業におけるブリージ

は︑学校を休ませる事が出来る

ャー制度の導入︑家族と一緒に

い︒そして働き方の多様化を背

蓄積し貢献していきたい︒

また︑会議等のＭＩＣＥの視

過ごすことを推進する企業を認

景として︑ビジネストラベルも

向上に繋がる可能性が高いこと

点からみれば︑ブリージャーの

証・支援する事業の実施など︑

また多様化していくことは︑旅

も示されている事から︑今後︑

場合は︑日本更には世界各地か

日本での動きと同様の傾向がう

はまだまだ難しい状況とのこと

ら人が集まるような会議におい

かがえる︒韓国︑更には世界の

である︒一方で︑労働時間の削

て︑いかにその前後に休暇をつ

動きとしてビジネストラベルの

に限らず︑むしろ避暑地やリゾ

インバウンドの増加により︑

け︑滞在・観光したくなるよう

多様化や働き方の多様化が進ん

ート地といった地方部が目的地

家族同伴の業務目的の旅行者も

な魅力的な素材を提供できるか

できている事を発信していく事

かという問題に直面することか

今後増加していくことが想定さ

が重要になる︒一方でワーケー

で︑ビジネスとレジャーを融合

ら︑現在︑国において進められ

れるため︑こうした旅行者への

ションの場合は︑社員間や地域

させていく社会的な気運が醸成

企業・団体等︑更には国も含め

対応がまず求められる︒更に︑

との交流の促進や合宿型での集

されていく事も必要となるだろ

減を目的とした労働基準法の改

いずれのビジネストラベルにお

中業務など︑会議そのものをど

う︒

になることも多くなる︒

いても︑前提となるのは﹁その

う設定するかも重要になる︒受

ているキッズウィークの導入な

場所に行く事︑またその場所で

け入れる地域側としては︑こう

どの環境整備も重要である︒

過ごすことが魅力的かどうか﹂

❷ 都市や地方における
取り組みの充実

となるため︑地域の魅力を高め

特定の拠点を持たずに国内外

おわりに

した特性を見定めて対応する事

❸ 情報発信による社会的な
気運醸成

が重要となるだろう︒

ていく取り組みは欠かせない︒
また︑各地域の特性に応じた
ビジネストラベルにおけるター
ゲット設定も重要である︒例え
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