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顧客満足度はなぜ重要なのか？

観光のもやもやサイエンス
サービス・マーケティング編

4

価値と感動を生み出す人にインタビュー

﹁マエストロの肖像﹂
千代田区立麹町中学校 校長

工藤勇一

From Local
世界に誇る まち・むらのしごと

手袋︵香川県︶

とーりまかし

日頃からお世話になっているクライア

インドネシア語で
﹁ありがとう﹂の意︒

ントのみなさまにありがとう、 読者のみ

なさまにありがとう、 そして私たちに知

恵を提供してくれるすべてのみなさまに

ありがとう、 という感謝の気持ちを込め

て、この名前をつけました。ちなみに、じゃ

らん「 jalan
」もインドネシア語で、「道」「プ
ロセス」の意味です。
「 jalan jalan
」で、
「散
歩する」「ブラブラ出かける」「旅行する」

などの意味になります。
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『じゃらん宿泊旅行調査2019』
追加分析他 から見えてきた！

旅を変える
「個人化」
「場面化」
「多元的自己」が

ライフスタイルの多様化と、社会の急速なデジタル化は、
国内旅行のあり方にも大きな影響を与えている。
世の中の変化によって旅行者はどのように変わっているのか？
旅行業界が新たに持つべき視点とは何か？
じゃらんリサーチセンター
（以下JRC）
が過去に行ってきた調査と
有識者のコメントを手掛かりに考えてみた。

イラスト／武曽宏幸

変化する旅の背景と
今後あるべき姿を探る

国内旅行における「ひとり旅」は、

年々増加傾向にあり、シニアの旅行

は実は減少傾向にある……こうした

現象の背景には何があるのか？ＪＲ

Ｃでは、各種調査・分析や有識者へ

の取材を重ねる中で、背景にある３

つのキーワードにたどり着いた。

本記事ではまず 、
『 じゃらん宿泊

旅行調査』の経年データと、２０１

９年３月に実施した『若年旅行者の

検討行動グループインタビュー』の

結果を中心に、過去の『とーりまか

し』でもご紹介した有識者のコメン

トを交えつつ、これらのキーワード

を導き出した根拠を示す。そのうえ

で、今後考えられる国内旅行ニーズ

はどのようなものなのか、旅行業界

は何を提供していくべきかについて、

新たなアイデアを提案してみたい。
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ひとり旅増は若年層男性だけじゃない。
同行者、
一次交通、目的の変化に見る「個人化」

のみ層、ファミリー層の３つのライフ

大きく影響しているのがシニア女性

全体的に減少傾向にあるが、とくに

増加傾向にあるのは、このこととも関

『夫婦２人での旅行』
が全体として

毎年結果をご紹介している『じゃらん宿泊旅行調査』だが、
年間の変化を見るといくつかの特徴的な傾向が見えてくる。
これらの傾向から浮かんできたのが「個人化」というキーワードだ。

ステージに分けて見たものだ。いず

での比率の低下だ。 年前には ％

を超えていたシニア女性の『友人と

係していそうだ。表面的な友人関係

にとっては煩わしいのだ。

れの性・年代でも、ひとり旅の比率を
押し上げているのは独身層だと分か

ひとり旅はヤング男性に
特有のスタイルなのか？
近年の『じゃらん宿泊旅行調査』
に

や大きなグループが煩わしいことの
長の對馬友美子さんが、「（現代のシ

は、ビデオリサーチシニア研究所副所

くに明らかなのがシニア女性。友人

としての夫婦がある。この傾向がと

対極に、ミニマルで気を遣わない関係

は、全体の実に ・７％をひとり旅が

の旅行』
は、今や ％台。このことに

婦２人での旅行の増加傾向。この傾

占める。ちなみに、独身層が全体に

ニア女性にとって）
友達付き合いは煩

向についてもう少し詳しく理解する

占める割合は、ヤング層で約 ％、ミ

ために、国内旅行の「同行者」
データ

から夫婦へのシフトがよく分かる。

ドル層で約 ％。ひとり旅＝ヤング

わしい」
と指摘していることとも符合

14

しかし、ひとり旅の増加傾向に目を向

のシェアが最も高いのはヤング男性。

全ての性・年代別の中で、ひとり旅

この傾向は女性についても同様で、ミ

ほうがひとり旅が多いということだ。

同じ独身層ならむしろミドル男性の

層が多いことに起因するものであり、

男性のイメージは、ヤング男性に独身

クルなどでの団体旅行』
もそうで、こ

敬遠されるといえば『職場やサー

向にあるのだ。

的な「友達付き合い」
は敬遠される傾

する。本当に親しい友人以外の一般

によるところも大きいと言えそうだ。

え、親子という気遣いの要らない関係

『親を連れた家族旅行』もやや増加。

その他では、ヤング・ミドル男女の

若者文化に詳しい原田曜

かと気を遣うことが多い

個人化ニーズ Topics

□今の若者は何かと気遣いの必要
な大きなグループを避けたがる。
大学のサークルでも大サークル
は敬遠される。
（原田曜平さんコ
メント／2018年9月号）
□シニア女性にとって友人との旅行
は、よほど仲の良い相手とでない
限り煩わしい。同部屋泊は心理的
負担であり、そういう点で我慢して
まで旅に行かない。
（對馬友美子
さんコメント／2018年12月号）
□普段の仕事で調整業務が多いの
で、泊まるときは一人になりたい。
（30代独身男性コメント／2017
年12月号）

こちらも、経済的な負担の問題に加

けると、こちらはヤング男性に限らず

ちらはヤング男性でその
ポイント以上高く、ヤング男性独身層

平さんが「現代の若者は、
『大きなグループ』を避け
たがる」
と語った現状の裏
図１に戻って、減少傾向にある項

「大きなグループ」
は、若者

付けといえるだろう。何

図２は、ヤング層、ミドル層男女それ

目を見てみよう。
『友人との旅行』は

いことを示すデータは他にもある。
ぞれの同行者について、独身層、夫婦

同行者に気を遣わずに済む
ミニマルな旅が増えている

まり感のあるヤング男性に対し、伸び

10
とほとんど差がないことが分かる。

31

率の大きさではむしろ 〜 歳のミ
ドル男性が目立つ。

49

ひとり旅＝ヤング男性とは限らな

35

傾 向 が 顕 著 。こ ち ら は 、

ドル女性独身層ではひとり旅の比率

70

全ての性・年代に共通していること

36

は ・１％。ヤング層女性より約

10

が分かる。むしろ、ここ２年は上げ止

化を見てみた（図１）。

について、性・年代別にここ 年の変

46

るが、とくにミドル男性の独身層で

20

10

みられる特徴の一つが、ひとり旅と夫

10

分析
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図1 同行者の変化
（2009年度〜2018年度、単一回答、延べ宿泊旅行件数ベース）単位：％
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図2 ライフスタイル別同行者
（2018年度、単一回答、延べ宿泊旅行件数ベース）単位：％
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パーク』
『買い物』
などアクティブな目

的が増えているのも目に付く。全体

旅の目的（図４）
は、全体に『宿で

0.7
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1.0
3.3

3.7
2.6

2.4
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3.4
4.0

4.8
0.4

6.3
0.4
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1.0

1.1
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路線バス

自家用車

が向いているといえそうだ。

少人数×好きなこと＝
個人化が進んでいる

ここまでの内容を整理すると、旅

も、最大公約数的なものから個人的

な志向に基づくものへと変わってき

ていることがわかる。宿泊時には同

行者と別部屋がよいという志向も見

え始めていて、ＪＲＣが過去に行っ

た旅行者インタビューでは、明確に

「泊まるときは１人になりたい」
とい

う言葉が出たこともあった。いわば

旅の「個人化」
ともいうべき現象で、

今後戦略を立てるにあたって無視で

ひとり旅、親連れ旅行の増加。
団体旅行は減少。

一次交通

自家用車が減り、飛行機、電車
が増えている。

宿、食、イベント、スポーツ・芸能
が上昇し、名所・旧跡、友人・親
戚が減少。女性は買物が減少。

旅行目的

1.1
50.3
1.9
45.7
2.1

0.3
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逆に減少傾向にあるのは『自家用
車』
『貸切バス・観光バス』。自家用車
行の相対的な減少で自家用車利用が

のんびり過ごす』
『地元の美味しいも

に、いわゆる「観光」
が減り、個人の興

減っていることはうなずける。
『貸切

のを食べる』
が占める割合が高く、経

宿、食がメインではあるが
個人的体験を求める兆しも

一次交通の経年変化（図３）
では、
バス・観光バス』
については、シニア、

年でもますます増加傾向にある。

は家族旅行での使用率が高く、家族旅
全体に増加しているのは『飛行機』
とくに男性での減少が顕著。他年代

しかし、性・年代別に見ると、主に

飛行機、新幹線が増え
車が減っている現状の意味

ひとり旅ほど利用率が高い交通手段。
と比較すると相対的に貸切バス・観

ヤング男女で『お祭りやイベント』

の同行者はひとり、または気の置け

新幹線・特急列車
以外のＪＲ・私鉄・
地下鉄等

味に基づいた参加型コンテンツに目

家族やグループではコスト面が気に
光バスの利用が多かったシニアだが、

『スポーツ観戦や芸能鑑賞』
が増加、シ

新幹線・特急列車

『新幹線・特急列車』。実はこれらは

なる飛行機や新幹線も、１人分ならむ
グループ旅行を避けたがる傾向は今

同行者

しろ効率よく移動できるメリットが

※その他にはタクシー・ハイヤー、バイク、レンタサイクルを含む

ない最小人数になりつつあり、一次

その他

ニア男性で『名所・旧跡』
が減少し、

レンタカー

やヤングだけでなくシニアにも共通

0.9
3.6

36.4

支持されるのだろうか。いずれにし

0.9

39.4
0.4
44.8
0.4
40.1
0.3

9.2
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1.0

20.3
7.6
14.9
6.4
16.9
7.6

19.0
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15.9
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20.5
2009年度

きない傾向といえるだろう。

「個人化」

旅の

2014年度

飛行機

50～79歳女性
50～79歳男性
全体

20.4
20.8
21.1
2018年度

8.4

交通もそれに伴って変化、旅行目的

貸切バス・観光バス

シニア女性で『まちあるき』
『テーマ

高速バス

であることが見て取れる。

船・フェリー

てもひとり旅の増加と整合する。

図3 一次交通の変化
（2009年度～2018年度、
		 単一回答、延べ宿泊旅行件数ベース）単位：％

図4 旅の目的の変化
		 （2009年度～2018年度、単一回答、延べ宿泊旅行件数ベース）単位：％
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6.2
7.4

5.3
6.3

4.5
4.1

4.6
7.5

2.3
5.2

6.6
8.3

5.0
7.7

4.4
5.5

スポーツ観戦や
芸能鑑賞
（コンサート等）
4.6
5.7

5.3
4.5

4.9
6.0

3.8
3.0

アウトドア
（海水浴、釣り、
登山など）
5.7

20.2

8.3

18.8

5.3

18.5

5.1

20.5

6.8

20.1

2.6

21.4

まちあるき、都市散策
5.9

17.4

5.6

14.1

7.3

16.9

2.8

19.4

4.1

16.4

5.1

19.5

ドライブ・ツーリング
6.4
9.4

7.3
9.7

8.2
13.5

4.4

12.8

5.4
10.2

4.8

13.8

友人・親戚を訪ねる
15.4
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10.9

14.5

14.4

12.1

15.8

ここからの２ページでは、ＪＲＣが２０１９年３月、 〜 歳男女を対象に実施した、
『若年旅行者の検討行動グループインタビュー』で得られた知見をご紹介する。
その一つが、とくに男性に目立つ状況対応型の行動様式だ。
29

プのみで計画から実行まで済ませて

行き当たりばったりで、グーグルマッ

20

い。男性では、飲食店を調べる以外の

も一般化。
「そのときの状況に応じて」

ず、状況に応じて行動を変える行動

くに若者の間では、事前に計画を立て

行動様式を大きく変えつつある。と

集ができるようになったことは、人の

簡単にコミュニケーションや情報収

スマートフォンが普及し、外出先で

は、着地での行動についても事前に調

の場合で顕著だった。女性について

に、男性同士、あるいは男性ひとり旅

尋ねる傾向が強い。この傾向はとく

せたり、さもなければ現地の人に直接

せず、グーグルマップ上の情報で済ま

だ。とくに男性は詳細な情報検索を

もう一つは、着地での情報収集行動

として挙がった。

いった体験が、満足度の高い経験の例

おばさんが食事をおごってくれた」
と

て行ってもらった」
「地元のおじさん、

の主人と親しくなり、深夜の漁に連れ

いる様子も見られる。
「宿泊先の民宿

象に残り、満足度アップにつながって

の偶発的なコミュニケーションが印

また、とくに男性の場合は、旅先で

が容易になったことで進んだ行動の

スマホにより外出先での情報収集

るケースはほとんどない。

を立てていく人が多い分、現地で調べ

だ。一方女性については、事前に計画

あくまで「人」に期待しているよう

ては、宿のスタッフや地元の人など、

答が多数。現地での情報収集につい

旅中メディアは「使わない」
という回

という意味で「場面で」
という表現も

べている場合が多いが、ひとり旅を好

る方法はスマホに限らない、というの

「場面化」
だが、その行動様式に対応す

使われる。

む人の場合は男性と同じような傾向

□若者はインターネットとスマートフ
ォンの普及を駆使し柔軟に予定
を変える。その場に応じて行動を
変えられるよう、さまざまな荷物を
常に持ち歩いている。
（原田曜平
氏コメント／2018年9月号）

は興味深い点かもしれない。

スマホなどのIT化に伴い、事前検
討行動がゆるやかに。旅の計画
は現地で、スマホを利用して行う。

こうした傾向を踏まえると、旅中

『若年旅行者の検討行動グループイ

場面化ニーズ Topics

の情報を提供する観光アプリなどが

「場面化」

一つは 、旅の計画の段階だ 。
そもそも旅のきっかけが「友達
と飲み会で盛り上がった」
ことだ
ったというケースは多い。女性

□（旅行に行くことを）
決めるのは酒
の席が多い。衝動で（スマホを手
にする仕草で）
どこ、いつ、と。
（23
歳女性）
□ごはんは付いてないほうがいい。
ごはんの時間に行動が絞られる。
お昼まで寝たいときもある。
（ 26
歳男性）
□（宿泊先スタッフの情報を）
使う。
まずは、
「近くに何かおいしいもの
ないですか」とか聞く。
（ 27歳男
性）
□（満足度の高かった旅について聞
かれて）
大間の民宿に泊まったが、
有名な人らしく「釣りをやるんです
よね」
と言ったら、夜の23時くらい
に「今から行くか」
と漁船に友達と
乗せてもらった。プロの道具を借
りて釣りをやらせてもらえた。
（26
歳男性）
□（観光用アプリは）
必要性がない。
全部調べていく。
（24歳女性）

こうした傾向がみられた。

が見られることもわかった。

「場面で」行動した結果が
満足度アップにもつながる

●調査日程：2019年3月21日
●対象者条件：○20～29歳、
未婚、
社会人
（職業問わず）○旅行によく行く人（海外
旅行年１回以上、国内旅行年１回以上／海
外旅行に自分の意思で行ったことがある／
検討する際の主体者でなくても良いが検
討のプロセス分かる人／旅行回数が多す
ぎる・高級宿ばかり泊まる人・ツアー利用の
みの人は除く）
●調査人数：男性6名、女性5名

旅の

の場合は、出発までに綿密な計
画を立て、その計画自体を楽し
んでいる様子もあったが、男性
の場合は、行き先も含めすべて

グループインタビューに
見る場面化志向

ンタビュー』
でも、いくつかの段階で

しまうという人もいた。

『若年旅行者の
検討行動グループインタビュー』概要

有効そうだが、実はあまりニーズがな

男性はとくに
「行き当たりばったり」？
スマホ所持を背景に進む「場面化」
分析

旅の計画、着地情報収集が
無計画化する若年層男性

若者グループ
インタビュー
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たとえば男性は、男性同士、またはひ

項目を変えているということがある。

つに、同行者によって旅の目的や重視

ンタビュー』
で特徴的だった傾向の一

『若年旅行者の検討行動グループイ

一つに統合された自己（一元的自己）

「自分はこういう人間である」
という

や若者論の分野から出てきた概念で、

元的自己」
という言葉がある。社会学

に応じて使い分ける様子を表す「多

一人の人間が複数の顔を持ち、状況

「多元的自己」
の現れといえるのでは

る」という若者の行動も、こうした

の登場などがあると考えられている。

まな自己の側面を表現できるツール

うに匿名でアカウントを持ち、さまざ

割が増えていること、ツイッターのよ

一元的自我

全面的で
親密な関係

日本人に特有の現象とも言われている

恋人とは国内、
ひとり旅なら海外…
「多元的自己」は相手によって行き先を変える
現代の若者が何度も卒業旅行に行くのはなぜか？
その行動に現れた「多元的自己」の影響を考えると、
１人の旅行者を捉えるにあたって新しい視点が生まれる。

向がみられる。背景には、消費社会の

とり旅だと「行き当たりばったり」
が

ではなく、親に対しての顔、友人に対

ないか。だとすれば、卒業旅行がすで

図5 「多元的自己」を説明する自我構造の2つの模式図

□友達を大事にする若者は、所属す
るグループごとに何度も卒業旅
行に行く。
（原田曜平氏コメント／
2018年9月号）
□たとえば学生時代に経験した一
人旅。夫や息子が連れて行ってく
れるのとは違う旅行を一人でして
みたい。
（ 5 0 代 女 性コメント／
2017年12月号）

部分的で
表層的な
関係

進行につれ、学生、アルバイト、恋人

多くなるが、恋人と旅行をするとき

しての顔というように、複数の顔をそ

にそうなっているように、「自己」
の数

……というように１人の人が担う役

には女性に合わせ、食や買い物、国内

のまま共存させている状態を指した

だけ旅行に行く＝１人の人が旅する

複数の顔を持っているから
何度も卒業旅行に行く

なら温泉などの消費行動が旅の目的

言葉だ。現代の若者にはこのように、

回数が増える可能性も見えてくる。

一緒に行く相手によって
行き先や旅の目的も変わる

になる。海外はひとり、国内は恋人と

役割ごとにそれぞれに関係を築く傾

多元的自己ニーズ Topics

「相手によって旅行の内容を変え

分けて旅をしている人もいた。
こうした傾向が最も顕著に表
れているのが学生の卒業旅行だ。
卒業旅行の経験を尋ねたところ、

December 2019

所属する友達のグループごと、

「多元的自己」

による旅

あるいは恋人と一緒になど、数
回に分けて行っている人が多数
を占め、一緒に行くメンバーに

辻大介, 2004,「若者の親子・友人関係とアイデンティティ― 16-17歳を対象としたアンケート調査
の結果から」,『関西大学社会学部紀要』35巻2号,pp.147-159

9

よって行き先を変えるなど工夫

□（卒業旅行の行き先は）
栃木の温
泉、三重と和歌山県。香港のカジ
ノ、オーストラリアで海。高校の友
達、バイトの友達、彼女とかと。ヨ
ーロッパに行っていた友達とは、
さすがにお金がないから国内にし
ようとか。
（23歳男性）
□国内は社会人になると彼女（と行
くこと）
が多い。海外は一人で行く
のが半分。
（26歳男性）
□
（卒業旅行には）
国内と海外、両方
行った。ハワイ、アメリカ、オースト
ラリア、北海道、沖縄。
（何回も行
ったのは）
グループが違う。大学
の子、高校から仲がいい子、幼馴
染。彼とは何度か行った。
（23歳
女性）

部分的だが
表層的で
ない関係

分析

している様子もうかがえた。

グループインタビューに
見る多元的自己

多元的自我

TwitterなどのITツールの登場によ
り、さまざまな自己を表現すること
が可能に。
消費社会が進行するにつれて一人
ひとりの演じる役割が増えている。

若者グループ
インタビュー

「個人化」
「場面化」
「多元的自己」で
旅のアラカルト化が求められる

よう。

うな変化をもたらすのかを考えてみ

元的自己」
によるニーズが旅にどのよ

そのうえで、「個人化」
「場面化」
「多

要なものだけを選べる「アラカルト」

得感を演出する「定食」
ではなく、必

るだろう。一つにまとめることでお

ることのほうがニーズに合うといえ

旅のメニューが柔軟に組み変えられ

求められそうだ。

ことが、その分「点」
としての深みは

を出せなくても勝負ができるという

（図７）。言い換えれば、総合力で強み

者については「面」
でもてなせばよい

きることを「点」
で見せ、訪れた旅行

旅行者の変化からわかった新しいニーズを、
旅行商品やプロモーションにどのように取り入れていくべきか？
「あれもこれも」という発想が過去のものになりつつあるのは間違いなさそうだ。

まず、「個人化」で旅行が少人数化

方式が求められるというわけだ（図

今後必要になるのは
「総合力」より「選択肢」

人化」
についてはすでにすべての性・

すると、一つの旅の中に含まれる要素

ここまで見てきたように、旅の「個
年代に共通の現象といえる。一方、

６）。

いて言えるかどうかは未知数の部分

出された仮説であり、旅行者全体につ

代の若者を対象とした調査から導き

わる可能性が高くなる。
「多元的自己」

旅行者のやりたいこともその都度変

らだ。また「場面化」
により、１人の

の満足を追求する必要がなくなるか

全体を「面」
で見せるのではなく、で

要素はピンポイントでよい。観光地

肢はあったほうがよいが、呼び込む

てもいえる。訪れてから選べる選択

同じことは観光地の見せ方につい

てみていただきたい。

域の打ち出し方を考えるヒントとし

のアイデアを挙げてみる。今後の地

己」
というテーマごとに、具体的な旅

踏まえ、「個人化」
「場面化」
「多元的自

「場面化」
「多元的自己」
については

もある。しかし、新しいものを受け入

は、同じ旅行者でも、同行者ごとにや

一点突破型の誘客が可能
「面」
は満足度を上げるために必要

れやすい若者は、価値観の変化が現れ

点で呼び込み面で受け入れる

りたいことが変わることを意味する。

旅行

やすい存在でもあり、その特性は、今

20
パッケージすぎて
こだわりがあると
選びにくい

こうなると、「あれもこれも」
と盛り

歴史

温泉

イン
フラ

祭り

食

酒

自然

癒し

★は人によって
シーンに
よって異なる

例）
大間に
やりたい
マグロを
こと
食べに行った
例）
ライブで
遠征

行ってみたら
意外と
他も良かった

面白そう
これやりたい

込んだ旅の提案より、細かく分かれた

動物

に値するはずだ。

「旅行定食」から
「旅行アラカルト」へ

後の旅行者像を予測するうえで注目

次ページからは、こうした考え方を

は少なくてよくなる。グループ全員

若者グループ
インタビュー
図6 旅行の概念の変化

ターゲット、シーンによって
素材を編集しなおす

好きなものを好きなだけ

図7 今後あるべき旅行の見せ方

これまでの定食的な見せ方

あれもこれも
やりたい

欲望の
最小公倍数

トレンドとなるアラカルトな
見せ方

現地で決める
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新しい旅のニーズに応える
アイデアフラッシュ①

個人化

「個人化」に対応するには、選択肢と柔軟性が不可欠。
可能な限り一人ひとりのニーズに対応できる態勢を目指したい。

旅行単位はますます少人数に
1人〜2人旅への対応を
ここ10年全体として増え続けている「ひとり旅」
と「夫婦2人での
旅」。今後、国内旅行の単位は1人～2人が基本と考えるべきだろ
う。ひとり旅の旅行者を受け入れる態勢づくりは必須として、たと
えば基本の客室料金を4名1室で表示しているなら、1名1室、2名1
室に変えていく必要もあるかもしれない。友人同士などグループ
客の場合、夕食はグループ単位で席を用意するが、客室は1名につ
き1室を確保するというプランにもニーズはありそうだ。

「写真を撮る旅」
「絵を描く旅」
趣味のための旅に注目
若年層で『お祭りやイベント』
『スポーツ観戦や芸能鑑賞（＝コン
サート等鑑賞）』
が増えているというデータがあったことからも分
かるように、まず「自分の好きなこと」
があり、その延長として行く
旅というジャンルが生まれつつある。名所旧跡などの観光資源
も、いわゆる「観光」
ではなく、どんな趣味のニーズに応えられる
かを検討してみたい。シニアであれば「上手に写真を撮る」
「絵を
描く」
などの深掘りツアーも人気だ。
11

December 2019

好きなものを選んで組み合わせる
旅のプリフィクス化
「プリフィクス」
とはコース料理の一種で、メインやデザートなどを
複数のメニューの中から選べるスタイルのこと。たとえば宿泊施
設なら「貸切露天無料」
「夕食にスペシャルメニュー付き」
「レイト
チェックアウト」
といった＋αのサービスを、
「定食」
風の宿泊プラ
ンにするのではなく、それぞれ選んで組み合わせられる形とする。
できれば、同一グループの中でも違うメニューを選べるようにした
いところだ。

旅のフレックス化で
タイムスケジュールは柔軟に
ライフスタイルの多様化を考えると、
「チェックインは15時、夕食
は18時」
といったタイムスケジュールが馴染まない人もいるはず
だ。
「場面化」
にも関連するが、宿への道中でやってみたいことを見
つけたのに、チェックイン時間の都合でできなかったとしたら、そ
のことが不満にもつながる。宿泊先にビジネスホテルを選ぶ人が
年々増えているのもその証だろう。せめてチェックイン、アウトに
は可能な限り柔軟に対応したい。

新しい旅のニーズに応える
アイデアフラッシュ②

場面化

まずは旅のパーツを小分けし、旅行者が選べる材料と場を提供すること。
それ以前に、綿密な計画なしでも来てもらえることも重要なポイントになる。

待ち合わせ、情報収集のための
「場所」を用意する
「詳細を決めずに旅に出て、状況に応じてやることを決める」
とい
う旅行者にとっては、現地についてからやることを決める「場所」
も必要だ。たとえば「ちょっと座ってこのあとの行動を検討でき
るカフェ」
程度の場所でも、ないという観光地は多いのではないだ
ろうか。観光地の中心部にゲートウェイ的な場を作り、できれば
そこに現地情報を提供できるスタッフを配置できれば、そのとき
の状況や気分で行動したい旅行者には支持されるはずだ。

「ステイケーション」の
目的地となる方法を考える
ステイ（滞在）
とバケーション（休暇）
を組み合わせた「ステイケー
ション」
は、旅行に行かず近場で過ごす休暇のこと。自宅近くの
ホテルで贅沢な朝食を楽しむなどの活動も含まれ、短時間で楽し
むことができ、その後の行動を臨機応変に変えられるという意味
でも人気を集め始めている。観光地サイドとしては、いわゆる「旅
行」
の目的地であることを前提としがちだが、旅のパーツを提供す
るという発想で、地域内を含むごく近隣の人にステイケーションを
提供する視点を持ってみるのも有効かもしれない。

まず選択肢になるのが重要
そのためのブランド力を作る
「行き当たりばったり」
で行く旅先に選ばれるためには、旅行者側
が「とりあえずここに行けばこういう体験ができそうだ」
という具
体的なイメージを描ける必要がある。そうでなければ、行き先とし
て選択肢にも上らないということになるだろう。到着してからの
行動は柔軟に選んでもらえるほうがよいので、旅前の段階で具体
的な行き先情報を提供する必要はないが、
「○○といえばここ」
と
いうブランド力は今まで以上に重要になってくる。

December 2019
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新しい旅のニーズに応える

森戸香奈子

本編で紹介したような旅の

るはずであり︑地域側にもよ

が︑逆にディープな旅が増え

だろうが︑減っても残るとし

傾向を︑私は﹁旅のパーシャ

たら︑それはエンタテインメ

そして大人数旅行は減るの

た旅というものが︑徐々に部

ントとして残るのだろう︒﹁み

い傾向が生まれるに違いない︒

分的になってきているのだ︒

旅の単位も複数人から少人数

ンタメ︵企画︶になる︒だが

のではないだろうか︒若年層

目的が明確になるので︑それ

のイベントでは︑集合時間が

以外の要素は軽くなっていく

ちなみにこのような旅のパ

⁝時間も人数も単位も部分的

ーシャル化は︑旅慣れた人に

決まっておらず︑誰が参加し

することも多いと聞くが︑終

たかも不明確で︑勝手に解散

ん編集者にいわせれば別部屋

なのもここに理由があるのか

日開催しているフェスが人気

うものであるらしい︒じゃら

宿泊は普通︑旅程における別

そして宿泊旅行実施率が減

もしれない︒

応が迫られていると感じる︒

そ︑このパーシャル旅への対

ぷらっと旅に出るシニアが増

っているシニア層においてこ

えれば︑その量的インパクト

的に﹁同じ便でも違う席﹂が

れど⁝︶︒旅の頻度が増える

りする︵稀に違う人もいるけ

は大きい︒本編がシニアも含

ば幸いだ︒

めた市場拡大のヒントとなれ

と個人の要求水準が高くなる

ある種のマナーになっていた

ンターでも︑同行者とは基本

うだ︒確かに出張の多い当セ

行動も新しいものではないそ

とっては﹁何を今さら﹂とい

になっていく︒

地集合現地解散の旅にしたり︑ んなで行く﹂のがひとつのエ

同行者と部屋を分けたり︑現

のパッケージとして考えてい

もりと かなこ

ル化﹂と呼んでいる︒ひとつ

担当研究員より

じゃらんリサーチセンター
研究員

のだろう︒

同行人数が減ることは一聴

するとネガティブに聞こえる

December 2019
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多元的自己
アイデアフラッシュ③

「多元的自己」は、1人あたりの旅行者の旅行回数を増やすカギ。
旅行者のさまざまな
「顔」を見つけ出す努力から始めたい。

卒業旅行の行き先として
何ができるかを考える

同行者のバリエーションは？
新しい人間関係に注目
多元的自己が最もよく表れているのが卒業旅行。かつては海外
のイメージがあったが、同行者を変えて複数回の卒業旅行を実施
するのが当たり前の現在、国内旅行も当然対象となる。実施回
数自体が増えているだけにマーケットとしても有望だ。まずは「ど
んな相手と（バイト仲間、幼なじみと2人、ゼミ仲間、カップルな
ど）」
「何が（生活体験、アクティビティなど）」
できるかを洗い出し、
コンセプトのある卒業旅行提案につなげてみたい。

多元的自己に基づく旅の提案は、1人の人がどんな人間関係を築
いているかを想像してみることから始まる。たとえばシニア女性
の場合、以前は「夫婦」
「ご近所」
という人間関係が中心だったか
もしれないが、就業率が上がっている今なら「職場の人間関係」
を
軸にした提案も考えられる。家族旅行にしても、従来のような
「家
族全員」
の旅ではなく、
「父と息子」
「祖母と孫」
のように関係を切
り出して考えてみることで提案の幅は大きく広がりそうだ。

札幌
（札幌ドーム他）

インバウンド向け新ルート造成、おもてなし強化、
観光地のバリアフリー対応⋮⋮

東京２０２０

ム
「ＢＲＴ
（バス高速輸送システム）
」

アフリー化を目指し、新交通システ

は原則として２０２０年までのバリ

日平均利用者数３０００人以上の駅

力を広くアピールしていきたい。

スとして、東京以外の地域が持つ魅

らず。世界からのこの注目をチャン

し勝機は開催期間中の東京のみにあ

費を見込んでいることになる。しか

●●東京2020オリンピック

東京ベイゾーンとヘリテッジゾーン、江の島、伊豆、富士スピードウ
ェイ、横浜、千葉、埼玉、茨城、福島、札幌など

●東京2020パラリンピック

※赤字はオリンピックのみの会場、
青字はオリンピック、パラリンピックの共通ゾーンおよび会場

東京ベイゾーンとヘリテッジゾーン、伊豆、富士スピードウェイ

開催スケジュール
東京2020オリンピック

2020年 7月22日
（水）
～ 8月9日
（日）
33競技・339種目・42競技会場

2020年 8月25日
（火）～ 9月6日
（日）
22競技・540種目・21競技会場

東京2020パラリンピック

東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会公式HPより／2019
年10月21日現在

Ｆｉ整備なども

ーも増加中⋮。多言語やキャッシュ
レ ス 対 応 、Ｗ ｉ

着々と進み、大会期間中１日最大

万人と予測される来場者（スタッフ、

図1 訪日外客数の推移と開催決定前のトレンド

（千万人）

3.5

3.0

2.5

2.0

14

December 2019

を念頭に置かないわけにはいかない。

２０１３年に開催が決定して以降、

インバウンド数はそれまでのトレン

ドから上振れし、大きく増加傾向に

ある。２０２０年の

目標４０００万人は

射程圏内に入ってき

ていると言えるだろ

万円から、２０２０年は 万円消

なり、これまでの１人当たり平均約

う。加えて消費額の目標は８兆円と

オリンピック・パラリンピック に備えよ

いよいよ来年は東京２０２０オリンピック・パラリンピックが開催。
世界が注目するこの祭典まで、残り230日余り。観光立国を目指す日本としては、
この機を逃す手はない。基本情報を押さえ、集客のチャンスを最大限に活かそう！
イラスト／武曽宏幸

が２０２０年には都心と臨海部を結

インフラ整備も進み
いよいよカウントダウン！
所では建設や改修などの工事が急ピ

ぶプレ運行をスタート。さらに気が

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ
伊豆MTBコース
（静岡県）
（千葉県）
江の島ヨットハーバー
横浜スタジアム
（神奈川県）
（神奈川県）

（年）

2015

2010

2005

観客等）を迎え入れるインフラは整
いつつあるようだ。
日本の首都、東京で開催されるが、
世界規模の東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会。選手
や関係者のみならず、観戦客も国際

開催決定（2013年）

1.5

宮城スタジアム

国際線が１日 便の増便。都内の各

リンピックまでおよそ８カ月。玄関

ッチで行われ、日を追うごとに美し

開催地はココ！

東京２０２０オリンピック・パラ
口の１つである羽田空港では新ルー

東京国際空港
（羽田空港）
横浜国際総合競技場
（神奈川県）
伊豆ベロドローム
（静岡県）

ドアのユニバーサルデザインタクシ

付けば街中にはミニバン型スライド

15

く快適な東京に変わりつつある。１

50

トが２０２０年３月より運用され、

成田国際空港
ーン
ッジゾ
ヘリテ

92
色豊かだろう。この大会の経済効果

0.5

2000

1995

0.0

1,975

開催決定以前
10年間のトレンド

1.0

ン
イゾー
東京ベ

富士スピードウェイ
（静岡県）

茨城カシマ
スタジアム
陸上自衛隊
朝霞訓練場
（埼玉県）

霞ヶ関
カンツリー倶楽部
（埼玉県）

福島あづま球場

埼玉スタジアム
（埼玉県）
さいたまスーパーアリーナ
（埼玉県）

－

を考える際に、インバウンドの存在

日本政府観光局、IMF等資料より、みずほ総合研究所作成

20

勝機は
日本中にアリ

東京２０２０オリンピック・パラリンピックに備えよ

2015 （年）
2010
2005

ようになることから発生する。この
ままでは間もなく日本も直面するこ
の事態、手をこまねいているわけに

（年）

2015

2010

増加するインバウンド
しかし開催年は思わぬ落とし穴も

図２、３ともに世界銀行、各国統計資料より、みずほ総合研究所作成

2005

はいかない。その対策について日本

1

2000

と、必ずしもそうではないことが、

ロモーション部 伊東和宏さんにお

2

開催決定以前
10年間のトレンド

開催決定
（2005年）

開催年（2012年）

とても重要なことです。クラウディ

域があるということをＰＲするのは

広く、様々な魅力を持った多くの地

を払拭するためにも、日本は意外と

ている可能性があります。その誤解

人々で溢れかえるという感覚を持っ

ーンを行い、ポスターやＷｅｂでブ

ＲＥＡＴブリテン』というキャンペ

「ロンドンの際は、大会前から『Ｇ

れを避ける手立てはあるのか ？

考えるのは当然と言えるだろう。そ

暇を取りやすい夏の旅先から外して

０・９３％と、結果として増加にな

ランド統一イメージを大々的にＰＲ

最近ではオリンピック・パラリン

っている（図３を参照）。それでは日

ングアウトの間に他国に需要が流出

ピックは８月頃に開催されることが

本は目前に迫った２０２０年に向け

することで落ち込みを回避していま

多い。開催地はいずれも観光要素が

て、どのような対策を考えていけば

した場合、旅行者を日本に取り戻す

揃った首都クラスの大都市。となる

よいか。

す」。開催年の２０１２年、７月〜

0.5

ことはかなりの労力を要します。ま

1.0

９月に限れば訪英外国人客数はマイ

1.5

ず逃さないようにするための早期の

3.0

ナス４・２％だが、年間ではプラス

2012年 ロンドン大会の場合
（開催決定／2005年）

対策が有効なのです」。

2.0

図１を見てわかる通り、日本への
ている。アテネと北京のグラフを今
話を伺った。

3

2.5

政府観光局（ＪＮＴＯ）市場横断プ

的に増加している。これは今回の日
一度よく見てほしい。どちらも開催

「クラウディングアウトは確かに前

4

4.0

これも過去の事例から明らかになっ

本に限ったことではなく、過去の大
年に数字がぐっと落ち込んでいるの

開催決定以前
10年間のトレンド
開催決定
（2001年）
5

（千万人）

インバウンド数は開催決定を機に劇

会でも同様の動きが見られている

例として存在しますが、対策を立て
ることで回避できた例もあります。

がおわかりいただけるだろうか。
「クラウディングアウト」と呼ばれる

（図２参照）。開催決定とともに始ま
る多くの露出で注目されることに加

近隣のアジア諸国は別として、日本
の地理や大きさをよく理解していな

6

1995

現象だ。
クラウディングアウトは、オリン

7

3.5

え、大会に向けての環境整備、規制
緩和などの条件が揃い、旅行先とし

い国では、東京で開催される＝日本

2008年 北京大会の場合
（開催決定／2001年）

1990

ピック・パラリンピック開催による

開催年（2008年）
（千万人）

2018（年）
2013
2008

0.0

て選ばれやすくなっているためと考

1.0

図3 大会開催国のインバウンド客の推移

と、混雑している観光地を、長期休

December 2019
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開催決定
（1997年）
0.5

2000
1995
1990
0

開催決定以前
10年間のトレンド

中で開催されると思い込み、国全部

1.5

混雑を懸念して、観戦客以外の人々

2.0

2003
1998
1993
1988
0.0

開催年（2004年）

えられるだろう。しかし黙っていて

2.5

がオリンピック・パラリンピックの

2004年 アテネ大会の場合
（開催決定／1997年）

が、旅行先としてその国を選ばない

（千万人）

も好調の波がこの先も続くかという

図２ 大会開催国のインバウンド客の推移

ている人も多いはずだ︒

国内の混雑ぶりが予想できずに迷っ

泊の手配をしている人は別としても︑

ろう︒観戦に訪れるために早々に宿

通いで東京を楽しむことができるだ

幹線で１時間の距離からでも十分に

網を使えば東京周辺はもちろん︑新

ことを伝えたい︒充実した公共交通

外であれば宿泊確保の可能性が高い

訪れたいという人々には︑東京の郊

にかかわらず︑夏の開催中に東京へ

東京２０２０の観戦をするしない

□東京周辺都市への宿泊へ誘導する

節をずらした提案であれば︑東京と

ットがたくさんあるはず︒また︑季

当たり前すぎて見過ごしているスポ

バウンドには人気が高い︒地域では

など︑季節を満喫できる景色がイン

みるのはどうか︒最近では桜や紅葉

と他の季節に訪れることを提案して

も多いと思われるため︑いっそのこ

訪れるのはやはり腰が重いという人

得する人もいるはず︒大会期間中に

ことから︑時期をずらして休暇を取

るが︑多くの人が動く繁忙期である

夏期は確かに旅行シーズンではあ

ルドカップ２０１９』の際に、日本

今年開催されていた『ラグビーワー

もったいない話です。ＪＮＴＯでは、

なに注目されている機会を逃すのは

て頂くことが重要です。日本がこん

年ならではの特別プログラムを考え

「まずは各地の創意工夫で２０２０

ある。クラウディングアウトにはし

翌年から伸びた過去の開催国の例も

開催地以外の地域の集客が、開催

ぜひ活用してください」。

アセンター 』を開設しているので 、

ト『ジャパン・オンライン・メディ

情報を紹介する業界向けウェブサイ

の盛り上がりをリアルタイムに発信

っかりと対策を立てて臨みたい。

対策案

を訪れていたインバウンドの人たち

ビギナーには東京がやはり人気だ

な滞在を提案することができる︒リ

きで楽しむニッポン﹂という︑ツウ

を伝えることができれば ︑
﹁ 東京抜

来ない特別なプログラム〟を思い切

供など ︑
〝 ２０２０年にしか体験出

ケットの特別割引き︑宿泊特典の提

展示︑イベント等の実施や︑交通チ

作戦です。来年の大会ではメディア

ク・パラリンピックへ繋げるための

れは来年の東京２０２０オリンピッ

信するように依頼していました。こ

など、ラグビー会場以外の様子を発

海外メディアによる記事や映像制作を支援
するために、日本国内の映像・画像を無料
でダウンロードできるウェブサイト。四季
折々の旬なトピックを書き下ろしたテキスト
とともに提供するパッケージ型のコンテン
ツも用意。オリンピック・パラリンピック開
催に伴い、メディアからの問い合わせ増加
が想定される。情報源として活用したり、
露出拡大に役立てよう。

していました。同行していたメディ
アにも試合のない期間に地域に足を

ピーターやショッピング目的ではな

って企画する︒ＪＮＴＯが海外各市

は１カ月ほど滞在するでしょう。そ

活用しよう！

が︑日本には の都道府県があり︑

”
２０２０限定プログラム“で
訴求する

い欧米豪の人々に︑混雑していて料

場の特性に合わせたきめ細かいプロ

の間にももちろん発信を依頼します。

運んでもらい、食事や観光スポット

金も高くなる夏の東京ではなく︑歴

モーションで︑積極的に情報発信を

海外メディア向けに日本各地の観光

例えば普段は叶わない入場︑拝観︑

史や自然を体感できる地域ならでは

サポートする︒

しみ方ができるのが魅力︒そのよさ

同じ県内でも地域によって異なる楽

47

のよさを知ってもらうチャンスだ︒

JNTOの「ジャパン・オンライン・
メディアセンター」

組み合わせた周遊もしやすくなる︒

旅行時期の分散を図る

対策案

クラウディングアウトは
先手必勝で回避するべし
対策案

2
3

□東京を除いた地域への分散を図る

宿泊地の分散を図る

1

16
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東京２０２０オリンピック・パラリンピックに備えよ

向けてだけではなく、それ以降にも

ドの増加は重要な問題だ。開催年に

人口が減少する中で、インバウン

集する時代。いざとなれば翻訳もで

すが、今はスマートフォンで情報収

てもらえないという話はよく聞きま

泊施設などで英語を話せないから来

東京２０２０以降に繋げていくために
必要なインバウンド対策とは

盛り上がりが続くように、取りこぼ
きるので、言葉の問題だけで躊躇す

るのがベストです」。

でスマートフォンで行えるようにす

るのは残念。できれば予約や決済ま

しなく、しっかりと対策を立てよう。

海外から島国である日本へは、空

または海いずれかのアクセスしかな

クルーズ船ともに、入国審査や法的

結び付くケースがあります。空港、

のよさや助成金の有無などで誘致に

方空港から周辺都心部へのアクセス

成田や関空の人気が高いですが、地

層が滞在できないということはあり

⋮。
「 五つ星ホテルがないから富裕

がまだ足りないとも言われているが

しかし日本には富裕層向けのホテル

して挙がるのが、富裕層の取り込み。

観光消費額を上げるための戦略と

しては『１人当たり１００万円以上

場調査で明らかになり、ＪＮＴＯと

旅行者の実態は昨年行った欧米豪市

だけを目当てに来日する。こうした

るミシュランの星付きのレストラン

というお金をぽんと出す。日本にあ

いるものに対しては何百万、何千万

しかし陶器など、自分がこだわって

した旅行を楽しみたい人たちにとっ

消費額のアップだけではなく、成熟

していくことになると考えられます。

がフォローされ、市場全体をリード

いった富裕層のコト消費の旅行体験

行からＦＩＴ化していく時代。そう

ンバウンドはこれから益々、団体旅

して定義することに決めました。イ

富裕層の取り込み

な整備も必要となり時間がかかる問

ません。最近では古民家の一棟丸ご

い。
「空港でいえば海外からは羽田・

題なので、早めに動き出すことをお

ての先例となっていくはずです」。

全て今からでも遅くはない。という
よりも、今すぐに対策を立て、実行
へ向けて動き出すべし。オリンピッ
ク・パラリンピック開催により、黙
っていても訪日客が増えると思って
いたら大間違い。減少する恐れも
あることを認識しよう。自地域を含
め日本の認識が高まるこの時期に、
しっかりと戦略を立てよう。そして
2021年以降へも継続する取り組み
を続け、情報発 信＆対応をする。
待っているだけでは、チャンスは一
瞬にして通り過ぎてしまうのだ。

を滞在費として使う人』を富裕層と

□インバウンドを必ず視野に入れる
□クラウディングアウト
（観光客減
少）を回避するべく先手を打つ
□こだわりを持つ人々に向けて、コ
ト消費など、地域の資源の磨き
上げを行う

とや、五つ星ではなくてもホテルの

対策のまとめ

勧めします」。

東京2020
オリンピック・パラリンピック

１フロアもしくは全館を貸し切って
滞在している富裕層がいると言いま
す。そして今までのイメージとは違

地域の受け入れ態勢強化

コト消費の価値感が支持されてき

うタイプの富裕層が登場してきてい
成功した若い企業家たちに代表され

た今だからこそ、まだ埋もれている

「その際には、外国人目線を忘れず

る、いわゆるミレニアル世代と呼ば

るのです。欧米のスタートアップで

に。その背景なども伝えることがで

れる人々です。飛行機のファースト

地域の魅力を商品化することが大切。

きればより愛着を持ってもらえるで

クラスに乗ることや服装にこだわり
がなく、外見はそれらしく見えない。

しょう。英語で説明できるガイドの

存在は大切だと思います。ただ、宿

December 2019
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クルーズ船や地方空港への誘致

東京２０２０

東京からのアクセスをどのように活かす？
観光客の心をつかむワザは？

国内では東武から浅草発の旅行商品

いわき、水戸を結ぶルートが誕生し、

にあるかを探るためです」
（福島県観

が販売されることとなった。

で、自分たちの観光地の需要がどこ
光交流課 藤井智生さん）。
により、福島県のインバウンド数は

福島県へのインバウンド数は回復

震災前の 万人超から、一時期２万

東日本大震災とその後の風評被害

東京２０２０を視野に入れた
地域の戦略 実践編

し増加を見せたものの、震災前の数

し、２０１８年は 万人超と震災前

画「ダイヤモンドルートジャパン」

４つのジャンル別に構成したＰＲ動

アウトドア、ヘルス、ネイチャーの

りにとどまることを課題としていた。 （藤井さん）。マーケティングにより、

かった。そしてこの２県ともに日帰

までは日帰りで訪れていることがわ

日光と茨城県の国営ひたち海浜公園

京を訪れた訪日外国人は、栃木県の

福島と東京を結ぶルートに着目。東

してどのように取り組むかと考え、

ヒストリーとして見せた「サムライ

行きたい気持ちにさせることです」

なのは１つ１つのポイントを響かせ、

を結ぶきっかけとなりますが、大切

ろでピンときません。ルートはそれ

客にモデルルートを薦めてみたとこ

を大きく上回る集客となった。
「個人

人近くまで落ち込んだ。その後は少

広域連携からスピンオフも
高評価のジャンルに特化し
着地型商品を企画

東京２０２０は来年の話だが、観光客増加への取り組みは来年のみにあらず。
成果を得るためにはある程度の時間が必要だ。
集客と受け入れ、地域に合わせた２つの取り組みを紹介する。

字までは遠いままだった。中長期と

を作成。Ｇｏｏｇｌｅと連携し、２

その観光客が福島県まで足を伸ばせ

編」が欧米豪の人々に高評価だった

広域新ルート﹁ダイヤモンドルート﹂で
インバウンドを呼び込む

０１７年２月からＹｏｕＴｕｂｅの

ば、宿泊に結び付けることができる。

ことがわかり、福島県独自の着地型

ＰＲ動画がＹｏｕＴｕｂｅで話題に
目的は再生回数ではなく
デジタルマーケティング
ゴールデンルートに匹敵する新た

インストリーム広告で配信。これま

浅草（東京）、日光、会津若松、郡山、

※１

なルート造成は、多くの自治体にと

で 本を作成し、合計約５７００万

回数を競うことではなく、あくまで

視聴率を出す。しかし「目的は再生

70

信はそれぞれスコアを見ることがで

るのだろうか ？ ＹｏｕＴｕｂｅの配

ば、多くの人の心を掴むことができ

ところで動画の再生回数が多けれ

自走するために必要な動きだという。

のようのようだとか。そしてそれは

く日本人も乗り込み、人種のるつぼ

っている。インバウンドだけではな

からサムライを体感する仕掛けにな

者が演舞を見せるなど、出発した時

イン」を展開。車内では動画の出演

商品として浅草発「サムライ・トレ

って実現したい課題の１つだろう。

14

10

０

回再生されてきた。初年度はアジア

２０１８年は欧米にも配信。インス
トリーム広告の平均視聴率（スキッ
プしない人の率）は ％だが、
「ダイ
カ、スペイン、ロシアで ％という

ヤモンドルートジャパン」はアメリ

10

もマーケティング。幅広い世界の中

「ダイヤモンドルートジャ
パン」より。外国人クリエ
イター目線による動画は、
どれを観ても引き込まれ
るほどハイクオリティ。静
かな中に躍 動 感があり、
日本人でも
「ここはどこだ
ろう？」と思わずにはいら
れない

14

そんな中、福島県主導で栃木県、茨

郡山を中心に、見事なダイヤモンド型を
描く

（ベトナム、タイ、台湾）とオースト

東京

城県と進めている「ダイヤモンドル

水戸

ラリアをターゲットに配信したもの

宇都宮

ート 」が海外で話題を呼んでいる 。

日光

がスペインでも火が付いたことから、

いわき

18
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※1 YouTubeで動画を見る前に差し込まれる、5秒経てばスキップできる動画広告のこと

福島県

３県の観光スポットをヒストリー、

郡山
会津若松

南相馬
福島

東京２０２０オリンピック・パラリンピックに備えよ

成功。次はさらにターゲットを絞り

ラスター別のデータを集めることに

のこと。こうして３年間に国別、ク

駄にしないように取り組んでいると

に連携しながら、税金を１円でも無

ため、丸投げではなくスタッフと密

に動画を配信してしまうことになる

判断を間違えれば興味のない人たち

流すなど、臨機応変に対応している。

をし、反応が悪い場合は他の動画を

きるため、国、年代、興味別に配信

切り離さずに進めていくことが大切

るＦＡＣＥ ＴＯ ＦＡＣＥのＰＲも

参加して話をするなど、温かみのあ

しとして、コミュニテイのフェアに

という。
「集客のためには最後の一押

ルの有用性とともに限界も認識した

しこの数年間の取り組みで、デジタ

す」
（同課 加賀谷宏明さん）。しか

コミュニティへの拡散が期待できま

人々の集まりで評価を得ると、他の

商品を開発中。
「特定の興味を持った

だと実感しています」
（藤井さん）。

うまでにはタイムラグがある。来年

の東京２０２０大会開催中も東京に

宿泊する人が基本的には多いと思わ

れるので、その間に個人旅行として

１日でも訪れてもらえれば、茨城の

良さを理解してもらいリピーターに

なってもらえる。外国人向け観光コ

ンテンツの充実を探りながら、県と

して取り組んでいるのは、県民一体

となった観光客への「おもてなし」だ。

試験もクリアした、まさに茨城観光

のスペシャリストだ。今年の国体の

ボランティアに 名のマイスターた

えかねない。そこで「おもてなし日

ざ選んで訪れた人に対して誤解を与

を打破しなければ、茨城県をわざわ

謙虚すぎる話も耳にする。この状況

何もないよ、と答えてしまうなど、

所を尋ねた人に対して、今行っても

張しないという県民性。偕楽園の場

自分たちのいいところをあまり主

受講者アンケートの結果からも、マ

った」、
「知らない情報を知れた」など

座を開いて活躍している。
「参考にな

てなどそれぞれの特徴を生かした講

て、語学や話し方、観光資源につい

し講座」ではマイスターが講師とし

揮。この夏も開催された「おもてな

ちが参加し、さっそくその実力を発

者が誕生している。Ｓ級認定者は筆

２６８名の観光マイスターＳ級認定

し、１１３９名の観光マイスターと

験を実施。２０１５年からスタート

の向上を図るために年１回の認定試

一人ひとりの観光知識や接遇スキル

城県観光物産課観光戦略担当）。

化していきたいと考えています」
（茨

会を増やすなどのサポート体制を強

マイスターの自主的活動や活躍の機

「今後はマイスターを増やす一方で、

いるＳ級マイスターもいるという。

独自に先進地視察や研修会を行って

さらなるスキルアップのために、

記試験に加えて模擬面接による接遇

ばらき観光マイスター」制度。県民

イスターのレベルの高さが窺える。

いいものは ？ と聞かれた時に
﹁ない﹂と答えてしまう
県民性を打破したい

いばらき観光マイスターの講座風景。毎年の受験者数は
観光マイスターが500名～600名、観光マイスターＳ級
が200名程度。茨城県は10以上の市町村が東京2020の
ホストタウンとなっており、来年はさらに活躍の場が増え
そうだ

本一」を目指して始まったのが、
「い

65

込み、欧米のコミュニティに刺さる

力を入れているが、一定の環境が整

層取り込みのためのホテル誘致にも

いる。このためクルーズ船や、富裕

間投資の呼び込みに繋がると考えて

宿泊需要を創出し、ホテルなどの民

﹁いばらき観光マイスター﹂で
県民一丸となっておもてなし

首都圏からの日帰り多数
日帰り観光客の満足度アップと
インバウンドを狙っていく
ネモフィラ、コキアが絶景を作り
出す国営ひたち海浜公園など国内外
に人気の高いスポットを有する茨城
県。インバウンドの周遊・宿泊ツア
ーは２０１７年度の２７２１に対し
て２０１８年度が３４４２と、対前
年１２６％の順調な伸びを見せてい
る。東京からの距離が近いことによ
り宿泊観光客が少ないという悩みが
あるが、日帰りで何度も訪れたい観
光地づくりを進めることが、将来の

December 2019

19

東京２０２０
緑、赤、赤から黄色へのグラデーションなど、季節
ごとに表情を変える国営ひたち海浜公園のコキア。
みはらしの丘を覆い尽くす鮮やかな様子は、強力な
コンテンツだ。右ページで紹介している
「ダイヤモンド
ルートジャパン」のPR動画にももちろん登場

茨城県

「車いす利用者の場合、１㎝の段差

がウェルカムな観光地なら、高

思うんです。障がいを持った人

観光地ではどうか。例えば段差がな

リズムへの対応が進む日本。しかし

ンピックを機に、ユニバーサルツー

東京２０２０オリンピック・パラリ

みたいと思うことがある。温泉に入

たら、それを乗り越えてでも行って

晴らしい景色が待っているとわかっ

ない人でも、 ㎝乗り越えた先に素

す。ただ１㎝の段差を乗り越えられ

ど、障がいの程度は人により違いま

思います」。

とが観光客を増やすことに繋がると

そのたくさんの人々を受け入れるこ

一の高齢化社会でもあるわけですし、

るようになるでしょう。日本は世界

な体制で体に不自由を感じる人たち

それでは観光地としては、どのよう

いからこの取り組みは始まりました」。

なく楽しんでほしい。そのような思

という気持ちのある人に、トラブル

前述のように、車いすを利用して

た伊勢志摩バリアフリーツアーセン

常駐窓口として日本で最初に作られ

が運営するバリアフリー旅行の相談

中村さんは、２００２年にＮＰＯ

バリアになるかは個人によって違い

になるケースがあるという 。
「 何が

発信することで、かえってトラブル

め、バリアフリーという言葉だけを

度は人により大きく異なる。このた

いる人を例にとっても、障がいの程

ターを立ち上げる。現在では全国で

ます。そこで我々としては、観光地
ための相談センターを設置するまで

情報を提供することにしています。

にどのようなバリアがあるかという

December 2019
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※2 観光庁「ユニバーサルツーリズムに対応した観光案内の実践方策」
（平成29年３月）より

ていることから、日本の人口全

体から考えて、およそ１／３の

※2

人々がその対象者になると言え

る。

「中でも多くを占める高齢者に

は、戦後から高度成長期と必死

に働いてきてやっと旅行に行け

る時間ができた段階で、今度は

体が思うように動かなくなった、

でも楽しめるなら旅行に行きた

しか乗り越えられない人もいれば、

齢者の人たちも安心して出かけ

い、という人がたくさんいると

㎝でも乗り越えられる人もいるな

いなど、バリアフリー＝全ての人に

りたい、伊勢神宮にお参りしたいな

を受け入れればいいか。

とってすでにバリアが取り除かれた

ど、絶対にやりたいというその気持

ユニバーサルツーリズムというと、

その対象がごく一部の限られた人々

のように捉えられがちだ。しかし

約 の観光地がバリアフリー旅行の
に動きは広がってきた。

人となり、高齢化率は ％を超えて
いる。障がい者が約８６０万人、３

それでも旅先でどのようなことがバ

歳以上の高齢者人口は約３５００万

65

「体が不自由でも観光を楽しみたい

20

10

歳児未満人口が約３００万人存在し

27

バリアフリーではなく
”
バリアについての情報“を提供する

状態をイメージしがちだが、歴史の

研修を終了した
「伊勢おもてなし
ヘルパー」が、伊勢神宮内宮の玉
砂利の参道や、石段の昇降を介
助
（事務局：伊勢志摩バリアフリ
ーツアーセンター／三重県）

ちによって、バリアはなくなってく

鉄道駅でのバリアフリー化を始め、

バリアフリーへの対応が
観光客の増加に繋がっていく

国内外の人々を魅了する日本の観光地。
インバウンド向けには多言語対応表示など改善が進むが、
車いす利用者など体の不自由な人々の受け入れはどうか？
観光地の持つ魅力を損なうことなく楽しめる方法について、
日本バリアフリー観光推進機構理事長の中村元さんにお話を伺った。

ユニバーサルツーリズムに
対応した観光地の作り方

歴史や景観をそのままに、
バリアフリーで楽しんでもらうことは可能か？

東京２０２０
10

ある建築物やダイナミックな景勝地

本業は水族 館プロデューサ
ー。
観光集客の一環としてバリ
アフリー観光のマーケットに
着目。
日本初のバリアフリー観
光相談センターである伊勢志
摩バリアフリーツアーセンター
を開設し、理事長を務める。

ることがあるのです」。

中村 元さん

など、改修が不可能な観光地も多い
はずだ。

日本バリアフリー
観光推進機構 理事長

東京２０２０オリンピック・パラリンピックに備えよ

リアになるかわからない旅行者と、
によるサポートだ。

に欠かすことができないのが、人力

有償による人力を活用し、
観光地の魅力を体感してもらう

障がい者がどのような不自由を感じ
るかわからない事業者の間に入って
相談にのる専門の窓口がある必要性
を感じています」。各地にある相談

案内ができます。障がいのある人は、

の魅力をそのまま楽しんでもらえる

ルに対応することで、観光地として

ドバイスを行っている 。
「 パーソナ

リアフリー基準」で観光や宿泊のア

た部分を作れば通りやすくなるかも

思うのです。参道の横に砂利を除い

ャと踏みしめて行くことが大事だと

勢神宮では、あの砂利をガシャガシ

リアと感じる存在になる 。
「 でも伊

あり、多くの障がい者にとってはバ

「 伊勢おもてなしヘルパー 」が誕生

るに留まっていたが、２０１７年に

かった人たちは正宮の下から遙拝す

段がある。これまでは石段を登れな

勢神宮は内宮の正宮前に約 段の石

体感できる部分に変わったのだ。伊

ことを伝えているので、トラブルに

金に充てられる。最初に有料である

料金は運営費とボランティアへの謝

る人がいれば費用負担は減っていく。

万円と設定したが、同行者に手伝え

には 名の人員が必要で、料金は１

テムを構築した。石段を上がるため

伊勢神宮内宮には片道約８００ｍ

単にバリアフリーだからという理由

しれないが、やはりあの砂利を感じ

し、参拝をサポートしてくれるよう

センターでは、障がい者視点で観光

ではなく、まず、いいと思うからこ

てほしい。伊勢神宮ではタイヤが太

になった。

前に障がいの程度を伝えて相談する

にもおよぶ玉砂利の参道がある。健

そ訪れたいと思っている。バリアフ

い電動車いすの貸し出しがあり、玉

以前から伊勢志摩バリアフリーツ

など予約の必要はあるが、人力によ

施設のバリアを調査し、個々の旅行

リー化の工事をすることで景観が変

砂利の参道の上でも進めるようにな

アーセンターでは旅行者の要望に応

常者でも歩きやすい靴を履く必要が

わるようであれば、多くの人にとっ

っています」。バリアと思っていた

者の状態に合わせた「パーソナルバ

て魅力を失うことになりますから」。

砂浜も海水浴も楽しめる

るサポートで観光地の持つ魅力を体

公園や宿泊施設をバリアフリー
化する際に気を付けなければな
らないのが、利用のためのルー
トが確保されているかどうかと
いうことだ。宿の場合は、駐車
場から部屋まで車いすで行ける
かなど。公園の場合は、多目的
トイレが設置されていても、案
内されるルートが階段を進んだ
り、室外機で道幅が狭くなって
いるなど、実際には通れないケ
ースもあるという。実際に使え
るように使用者の立場に立って
目視することが大切だ。ただし、
使いやすいようにと考えて廊下
中に手すりを設置した宿泊施設
では、
「病院を思い出す」という
声もあったとか。観光を楽しみ
に訪れている人々を相手にして
いる、ということを忘れずに取
り組むことが大切だ。

なり、有償ボランティ

議、皇學館大が一緒に

会、伊勢おはらい町会

会議所、伊勢市観光協

め、伊勢市、伊勢商工

能なサポートを行うた

った。そこで、持続可

れ、活動は広がらなか

対応できる人員は限ら

ともあったが、無償で

いという、様々な旅行者たちの気持

なると思います」。わざわざ訪れた

多くの人にとって魅力ある観光地に

それによって観光客が増えていき、

るところをまずバリアフリー化する。

行きたいけど行けない、と諦めてい

「伊勢神宮もそうですが、みんなが

は下がるのではないか。

リー化するということへのハードル

感できる体制ができれば、バリアフ

なったケースはないとのことだ。事

4

ちに応える取り組みに期待したい。
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施設を
バリアフリー化する際の
注意点

□神奈川県
湘南バリアフリーツアーセンター
マットを敷いて波打ち際まで行ける、車
いすのまま海水浴ができるなど、湘南ら
しく海に特化したサポートを提供。ボラ
ンティアの1/3を医療介護職で構成し開
催する無料イベントや、湘南以外の海へ
の出張も行っている。海水浴の介助はヘ
ルパー1名1時間3000円。

じて参拝ボランティアを手配するこ

ヘルパー派遣による入浴介助システム

ところが、障がい者にとって魅力を

□佐賀県
佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター
□大分県
別府・大分バリアフリーツアーセンター
□鹿児島県
かごしまバリアフリーツアーセンター
ヘルパーを派遣し、宿泊施設・日帰り温
泉施設での入浴をサポートする、温泉大
国・九州ならではの取り組み。鹿児島では、
指宿温泉の砂むし風呂での入浴介助も行
っている。佐賀嬉野の取り組みは2019
年度のツーリズムEXPO
「第５回ジャパン・
ツーリズム・アワード」において観光庁長
官賞、UNWTO倫理特別賞を受賞。
ヘルパー1名1時間4000円
（別府・大分バ
リアフリーツアーセンター）ほか。

そしてこのパーソナルバリアフリー

観光地における
バリアフリーの取り組み例

１５０万人と、ハワイの外国人観光

移動や宿泊などに関するリサーチデ

収集。島々で構成されるハワイでは

ケートなど、多岐にわたるデータを

中長期、短期の観光戦略を策定する。

略（２０２０年以降は５年ごと）と

来を予測しながら 年ごとの長期戦

と委員会を組織。観光業界全体の将

座席稼働率や平均客室単価、機内や

者数や消費額はもちろん、飛行機の

空会社、旅行代理店、ホテルといっ

かに分析し、その結果をもとに、航

同局では、これらのデータを細や

視するＫＰＩとはなにか。

数ある指標のなかで、同局が特に重

が定期的に評価されている。では、

が設けられており、観光戦略の効果

22
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海外観光地の事例に学べ！

外国人を呼び込む

マーケットにおいて依然最も大きな

ータが取りやすいため、１９８０年

もちろんこれらの観光戦略にはい

空港での旅行者の行動アンケート、

た観光業界のステークホルダーたち

くつかのＫＰＩ（重要業績評価指標）

住民の観光業に対する満足度のアン

シェアを占めている。
ハワイの躍進を支えるのが、数々

代半ばから継続的に蓄積されたデー

住民人口 約142万人
2
面積
約28,310km
観光人口 約989万人

のデータに基づいて立案される観光

ハワイ州
観光データ

タも多いという。

ハワイ島

観光マーケティング術

マウイ島

オアフ島

戦略だ。ハワイ州観光局では、渡航

モロカイ島

14

December  2019

2

国連世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）の発表によると、
２０１８年の海外旅行者総数は前年比６％増の推定 億人。
インバウンドは世界の観光地にとって最重要テーマとなっている。
では、世界の先進的観光地はどのような観光戦略を採っているのか。
本特集では、外客誘致で成果を上げる３つの地域の事例から、
今、日本の観光地が学ぶべきポイントを探る。

細やかな分析とＫＰＩ設計がカギ！

ハワイを訪れる観光客が、ここ数
年増え続けている。２００９年に約
６４２万人だったハワイへの渡航者
数（米国内含む）は、 ２０１３年に
８００万人を突破し、２０１８年に
は約989万人と１０００万人に迫
る勢いだ。
この成長を強く牽引するのは、ア
メリカ国内、特に東部からの旅行者

カウアイ島

写真提供：ハワイ州観光局

データドリブンなマーケティング戦略で
地域の進む方向を指し示す

ハワイ州
観光局

の増加だが、日本人渡航者も年間約

10
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各国渡航者数の割合
（2018年）

日本マーケットKPI
2018年

2017年

1,571,298人 1,587,781人

渡航者数
渡航者による
消費総額
渡航者1人当たり
の消費額／日

前年比

ハワイ訪問者総数

988.9万人

-1.0%

$2,310.1

$2,262.5

+2.1%

$246.7

$239.5

+3.0%

写真提供：ハワイ州観光局

その他 3.86%
ラテンアメリカ 0.28%
ヨーロッパ 1.48%
他のアジア

3.89%

2,042,595席 1,988,036席

+2.7%

オセアニア

日本
15.26%

4.26%

2018年度は火山の噴火や日本国内の自然災害などもあって、渡
航者数は前年比−１％。観光局として特に重視しているKPIは渡航
者1日あたりの消費額だが、これは為替の関係もあって3％上昇。
また、航空券が足りなければアクセス自体が制限されてしまうため、
航空座席数や有償座席利用率は常に注視している

カナダ

アメリカ
西部
43.07%

アメリカ
東部
22.27%

5.62%

近年は、アメリカ東部からの旅行者の伸びが最も顕
著だ。その他、オセアニアも増加、中国や韓国も微
増しているが、日本市場の存在感は依然大きい

ハワイ州観光局のマーケティングプロセス

住民の観光業に対する満足度調査は、
現地のマーケットリサーチ会社に委託し、
オンラインで実施する

ハワイへの渡航者数推移

データ分析と
レポート

10,000,000
9,888,845

航空座席数

6,000,000

マーケティング
プランと
ターゲット戦略
の策定

商品開発／
プロモーション

2,000,000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ハワイへの渡航者数は9年連続で上昇しており、まもなく1000万人に達する。ハワイの島々の文化
や自然をいかに持続可能にしていくか、ということも、観光局のミッションとなっている

戦略が長期で、ターゲティングやKPIが明確。さらに数々の調査
結果をオープンにしていることがハワイ州観光局の強みだ

「観光戦略のミッションのひとつが、

州民の生活向上と文化と環境の維持

ですから 、
“ 住民の観光業に対する

満足度”が、最も大切なＫＰＩです。

やはり、観光業に対する満足感や安

では、富裕層マーケットとブライダ

心感、重要度の理解がないとアロハ

スピリッツは生まれないので、その

ハワイ州観光局は、アメリカ、日

ルマーケットにも力を入れていま

島々からなるハワイでは、受け入れ

本、韓国、中国、台湾、東南アジア、

点はとても大切だと考えています」

可能人数にも限界があるため、住民

オセアニア、ヨーロッパ、カナダを

す」
（ヴァーレイさん）。

満足度以外のＫＰＩの見方にも変化

主要なマーケットエリアと定め、各

とは、ハワイ州観光局・日本支局長

があったという。具体的には、渡航

地域に支局を設置している。各支局

のミツエ・ヴァーレイさん。

者数より消費額を重視するようにな

ではエリアごとに市場分析を行い、

地域ごとにカスタマイズされた
観光戦略を採用

っている。

地域のトレンドに合わせたブランデ

ハワイへの渡航者数が１０００万

「消費額を上げていくためには、ど

ィングやプロモーションを行ってい

人に迫るのは、歴史上初めてのこと。

のマーケットのどのようなお客様に

る。

たとえば、ハワイ州観光局・日本

来てもらうのかを、データを分析し

ながら細かくターゲティングする必

ロピカルフルーツ”、
“４２０５ｍの

支局では、２０１９年に８つのプロ

これは、年に１度程度海外旅行の計

マウナケア”などの数字を通じてハ

要があります。たとえば日本マーケ

画を立てていて、文化や歴史、ウェ

ワイの知られざる魅力を紹介してい

モーション施策を展開する。メイン

ルネス＆ヘルスなどに対する興味が

る。実はこの施策には、オアフ島だ

ットにおける重要なターゲットのひ

高く、体験に自己投資する方のこと。

けでなく、ハワイ島やマウイ島、カ

December  2019

とつが、私たちが Avid Traveller プロモーションの『発見ハワイ』で
（貪欲な旅行者）と呼ぶお客様です。 は、
“１３２の島々”、
“３００種のト

また、消費額の向上という目標の上
23

ハワイ州観光局
日本支局長

ミツエ・ヴァーレイさん

2010

41.5%

58.5%

観光戦略を、ステークホルダー＝観
光事業者に向けてプレゼンテーショ
ンする『マーケットアップデート』

市場動向レポートをメールベースで

光局の特徴だ。各支局では、毎月の

積極的に連携することもハワイ州観

ど、さまざまなステークホルダーと

それぞれの事業者が新たな商品やプ

早いタイミングで公開することで、

グイメージやプロモーション施策を、

「観光局が打ち出したブランディン

ることも特徴的な取り組みだ。

という場を年２回秋と春に設けてい

ステークホルダーに報告し、定期的

ログラムを開発しやすい環境を作っ
ています」
（ヴァーレイさん）。

にミーティングの場も設けていると
いう。

アーやプレスツアー、コンシューマ
ーイベント、セミナーなど、観光局
が手掛けるプログラムの内容なども
公開。それぞれのステークホルダー
が投資効率を見極めながらプログラ
ムへの参加を検討できるようにして
いる。
「やはりさまざまなビジネスがあっ

カナダ

50.70%

日本 1.66%

51.82%

アメリカ
西部

ての観光産業ですから、ステークホ

カナダ

アメリカ
西部

2.87%

たとえば『マーケットアップデー

島ごとの渡航者マーケット
（2018年）

ルダーとのコミュニケーションには

マウイ島
291.5万人

26.64%

27.42%

ハワイ州観光局の強みなのだろう。

ような好循環が巡っていることが、

い観光戦略へとつなげていく。この

レポートすることで、より精度の高

らの結果を振り返って効果を分析・

グラムに落とし込む。さらに、これ

ながら具体的な旅行商品や体験プロ

描き、ステークホルダーを巻き込み

フィットしたマーケティング戦略を

綿密なデータ分析によって地域に

ん）。

力を入れています 」
（ ヴァーレイさ

カウアイ島
138.9万人

42.74%
10.34%

アメリカ
西部

9.60%

その他 3.76%
ラテンアメリカ 0.33%
ヨーロッパ 2.13%
中国 0.91%
韓国 1.09%
オセアニア

2.38%

カナダ 5.48%
21.30%

アメリカ
東部

29.83%

2.39%

その他 3.91%
ラテンアメリカ 0.28%
ヨーロッパ 2.66%
中国 0.29%
韓国 0.66%
オセアニア

6.39%

アメリカ
東部

日本 1.79%

ハワイ島
170.6万人
オアフ島
586.2万人

日本
30.62%

2018年のメインプロモーション
『発見ハワイ』。
2019年は隣島ブランディングにより注力する
2018年時点で日本人リピーター率は66.8％。
現在は68％程度にまで上昇しているという

ウアイ島、ラナイ島、モロカ

59.0%

イ島など“隣島”の魅力を訴

58.1%
41.0%

求する狙いがあるのだという。

41.9%

2011

ト』では、翌年に行われるファムツ

2012

「日本人マーケットのリピー

59.7%

％に上りますが 、

58.5%
40.3%

ター率は

41.5%

2013

実はその ％ほどがオアフ島にしか

2014

行っていません。長期的な観点から
60.7%

考えると、やはりもっと分散してほ
61.8%
39.3%

アメリカ
東部
カナダ 3.98%

しいですし、特にハワイ島に関して

38.2%

2015

3.02%

23.87%

その他 4.73%
ラテンアメリカ 0.36%
ヨーロッパ

その他 5.24%
ラテンアメリカ 0.37%
ヨーロッパ

1.83%
中国 2.04%

アメリカ
東部
日本

6.94%

はキラウエア火山噴火の影響からの

2016

中国 2.40%
韓国 1.42%
オセアニア
アメリカ
西部

韓国 3.80%
オセアニア

リカバリーに力を入れないといけな
い。
『 発 見 ハ ワ イ 』で は 、 ハ ワ イ の
島々の情報をバランス良く紹介し、
その多様性を見せることで、
“隣島”

リピーター率の推移

また、各支局が打ち出した翌年の

65.2%

写真提供：ハワイ州観光局

のブランディングを行っています」
（ヴァーレイさん）。

66.9%
34.8%

90 68

ステークホルダーを巻き込み
業界全体で同じ方向へ進む

33.1%

2017

ハワイ州
観光局

航空会社、旅行代理店、ホテルな

2018
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日本人の渡航先を見てみると、オアフ島に集中していることがわかる。火山噴火の影響を受けたハワ
イ島のリカバリーや、他島への誘客が今後の課題だ
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写真提供：ハワイ州観光局

サスティナブル・ツーリズムのひとつの在り方

ハワイ州観光局が推進する
レスポンシブル・ツーリズムとは？
が、現在は ％程度に低下した。こ

がある。前述の通り、同局では最重

す地元の文化や環境へのインパクト

そ１０００万人に上る渡航者が及ぼ

る取り組みだが、その背景にはおよ

名の通り、
“責任ある観光”を啓蒙す

という概念を打ち出している。その

ら、
『レスポンシブル・ツーリズム』

響を及ぼし始めている今、大切なこ

「観光業が世界中の自然や文化に影

ルの浸透を図っている。

然環境、生活を尊重する旅行スタイ

することで、土地の文化や歴史、自

スポンシブル・ツーリズム』を推進

号と捉えたハワイ州観光局は 、
『レ

れをオーバーツーリズムへの黄色信

を促すほか、地元の環境関連ＮＰＯ

プなどのボランティア活動への参加

キャンペーンやビーチクリーンナッ

具体的なアクションとしては、植樹

『レスポンシブル・ツーリズム』の

ことだと思います」
（ヴァーレイさん）。

ドして伝えていかなければいけない

が多い。その意味で、ハワイの実例

ズムの問題は島国から発生すること

が急激に伸びる今、オーバーツーリ

ことが多いですね。世界の観光人口

が大部分なので、賛同してもらえる

は、ハワイの自然や文化が好きな方

ます。ハワイに来られる日本人の方

ジとともに伝えることを心がけてい

ハワイ州観光局では２０１８年か

要ＫＰＩとして住民の観光業に対す

とはやはり現地のルールを守って旅

の活動も支援。さらに、ハワイが直

は日本にとっても良いケーススタデ

ステークホルダーを巻
き込み、業界全体で盛
り上げる。

64

％〜 ％ほどで推移していた満足度

今年9月に行われたビーチクリーンナップの様子。ハワイ島の最南端に集まった
海洋ゴミを、世界中のライフセーバーや教育者、学生たちが収集・調査。その
結果をレポートにまとめたプレゼンテーションなども行われた。また、この海洋
ゴミを使って学生たちが制作したオブジェは、ツーリズムエキスポなどで展示。
積極的に
『レスポンシブル・ツーリズム』の理念と情報を発信している

る満足度を掲げているが、かつて

すること。それは、ハワイ州がリー

面している環境や文化の課題を周知

2

（ヴァーレイさん）。

徹底したデータ活用と
KPI設定で明確な観光
戦略を。

制作し、公式ウェブサイトやYou

1

Tube、 旅行会社のカウンター、
飛行機の機内などで流すことで、ハ
ワイに接点のある人々への意識付け
を旅行前から行っている。
「サンゴ礁を守るための日焼け止め

観光業が環境や文化に
与える影響を最小化する。

ィになるのではないでしょうか」

ハワイ州観光局公式ポータルサイト
「allhawaii
（オールハワイ）」
には、レスポンシブル・ツーリズム動画のページが設けられて
おり、2分ほどの動画が20本程度用意されている。その内容
は、文化の尊重やビーチの楽しみ方、海洋生物を守る方法…
…など、多岐にわたる。美しい映像とシンプルなメッセージで
構成し、押し付けがましくない内容としていることもポイントだ

3

の選び方やハイキング時のマナーな
ど、旅行者に知っておいてほしいこ

学 びたい ポイント！

20

とを、押し付けがましくないイメー
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するための約２分の動画を 本ほど

68

写真提供：ハワイ州観光局

コミュニティの幸せが観光資源になる

トランドを中心とした同都市圏を訪

どで多く取り上げられており、ポー

は、日本でも雑誌などのメディアな

くことで知られる場所だ。その魅力

カルチャーやライフスタイルが息づ

市となるポートランドは、独創的な

アメリカ・オレゴン州の最大の都

れるサイズ感のコンパクトな街を巡

が生み出すカルチャーだ。歩いて回

存する街並みと、そこに暮らす人々

の街の観光資源は、美しい自然と共

かな自然が広がるポートランド。こ

ックビーチなど、都市部の周囲に豊

約６００㎞に及ぶ太平洋岸のパブリ

標高３２４９ｍのフッド山や全長

ポートランド・フリーパス・スニー

「 ノドから足が出るほど欲しくなる

また 、 同協会が２０１９年４月に

は一線を画すユニークな仕上がりだ。

ゆる観光局のキャンペーンサイトと

でポートランドの魅力を紹介。いわ

ラージュ写真や少し変な日本語など

ナロトラベル」では、カラフルなコ

掛けるプロモーションサイト「オド

ートランダーになった気持ちでこの

と考えています。その方たちが、ポ

に興味や共感を持つ人に来てほしい

ではなく、この街のライフスタイル

「私たちは、ただ数を追い求めるの

ているのだ。

く人に響く”プロモーションを行っ

同協会では、万人向けではなく、
“響

ーマにしたキャンペーンだ。つまり

れる日本人観光客はこの５年で約

れば、大手チェーン店の姿は少なく、

写真提供：ポートランド観光局

％成長。年間３万８６００人ほどに

58%

街を楽しんでくれたら、地元の人々

18%

カー」は、文字通りスニーカーをテ

国別の観光客数成長率
（2013年〜2018年）

個人経営のサードウェーブコーヒー

”
響
く
人
に
響
く
“ブランディングで、
ポートランドのファンを呼び込む

ポートランド
観光協会

上っている。

やクラフトビールの店が多数 。
また、ファーマーズマーケット

100
80
60

や小さな屋台が並ぶフードカ

40900人

中国

ート・ポッドなどもあちこちに
ある。こうした光景を生み出す

31%

92%

30%

メキシコ

56%

42%

オーストラリア

のは 、
「 自然を大切にし 、 生活

25%

63%

ポートランド

25%
33%

イギリス

の質を重視する」、
「地産地消に

-9%
-19%

53%

36%

中国

こだわり、ローカルビジネスを

25%
29%

海外

ポートランド
2%
1%

合計

応援する」など、ポートランダ

25800人

イギリス

40
20
0
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ーたちに共通する“価値観”だ。

12200人

韓国

アメリカの他都市とは異な

17400人

オーストラリア

16%

韓国

14100人

メキシコ

8%

ドイツ

18900人

ドイツ

1%

日本

38600人

日本
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競合5都市
（オースティン、デンバー、
ミネアポリス、
ソルトレイ
ク、シアトル）の平均値

カナダ

6200人

オランダ

7300人

フランス

る個性を持つポートランドだ
が、日本マーケットにおけるプ
ロモーションも面白い。たとえ
ば、ポートランド観光協会が手

ポートランド都市圏の宿泊者数の国別比較
（2018年）

25
かつて多くのヒッピーが暮らし、その後、アーティストやシェフなどクリエイティブ
な人々が移住したことも、ポートランドに独自の文化が息づく大きな理由

住民人口
約275万人
2
約17,310km
面積
インバウンド人口 約76万8000人

上／海外からの宿泊者
（カナダを除く）では、日本人観光客の割合は比較的高い。
観光協会でもプロモーションに力を入れている。下／日本人はこの5年で25%増
加。ポートランド観光協会が競合と考える5 都市と比較すると、高い割合である
ことがわかる

ポートランド都市圏
観光データ

アイルランド
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を用いて宿泊税を観光協会の予算に
の人々のためにもなるし、旅行者に

います。こうした取り組みは、地域

ポートランドのカルチャーを感じるイベント

世田谷ポートランド都市文化

ークな方ばかり。ポートランド

東京都市大学の主催する交流

イブや「オドナロトラベル」社

現地を訪れていた日本人は、

に盛り上がっていた。

家族連れや若いカップルなど地

日間

長のオドナロデュードのパフォ
日の

ーマンスも行われ、会場は大い
日と

イベント「マイ・ピープルズ・
月

日のアウトドアイベントで

元の人が多く、ポートランドの

楽しんでいる様子。その光景は、

が出店したもので、オレゴン州

ポートランドから来日した人々

草の根の交流。これもまた“響

ローカル×ローカルが生み出す、

伝播していることを感じさせた。

持つライフスタイルや価値観が

力を伝える機会なのだろう。

く人に響く”ポートランドの魅

ある「アビー・クリーク」のバ
をはじめ、フレンドリーでユニ

ートニー・フォースティンさん

で初めての黒人ワイン醸造家で

並んでいた。そのうち４つは、 人から人へ。ポートランダーの

農業など多彩な店がずらりと

苑けやき広場には、食やアート、 人々とのコミュニケーションを

は、会場となったＪＲＡ馬事公

にわたって開催された。

今年

マーケット アット 世田谷」が、

交流会とポートランド観光協会、 在住のミュージシャンによるラ

マイ・ピープルズ・マーケット
アット 世田谷 に潜入！

も嬉しくなる。観光産業の目的は、

組み込み、その資金で社会問題の解
とってもポートランド観光の魅力に

2

単にお客様を呼ぶことではなく、観

決などにも取り組んでいるという。
ーさん）。
ライフスタイルやカルチャーが観

20

光を通じて地域の人々の生活の質を

観光事業は地域コミュ
ニティの幸せのために
ある。

光資源だからこそ、街の独自性を持

19

向上させることですから」とは、ポ

3

続可能にしていくことが大切。それ

10

ートランド観光協会のジェフリー・
ハマリーさんだ。
ポートランドでは観光産業改善地

地域の魅力や価値観に
共感する人に響く尖っ
たPR戦略を。

区（
Tourism
Improvement
Districts
＝ＴＩＤ）というマネジメント制度
やスモールビジネスの支援を行って

2

は、世界的に見て独自の文化を持つ、

December  2019

27

旅行者の
“数”ではなく
“キャラクター”を重視
する。

日本においても同様のことだろう。

2017年からポートランドで年2回開催される
「マイ・ピープルズ・マーケッ
ト」は、マイノリティの人々のスモールビジネスを支援するイベント。トー
クセッションではその取り組みも紹介された

1
上／
「オドナロトラベル」
のサイトでは、オリジナル
キャラクターのオドナロデ
ュードが街の魅力を紹介。
中・下／スニーカーをテー
マにしたキャンペーン
「ノ
ドから足が出るほど欲しく
なるポートランド・フリー
パス・スニーカー」

20

学 びたい ポイント！
つながると考えています 」
（ ハマリ

ジェフリー・ハマリーさん

「観光協会として、ホームレス支援

ポートランド観光協会
国際観光部
シニアマネージャー

訪台日本人観光客および訪日台湾人観光客の推移

ルメなど、数々の旅の楽しみが待つ

タン、小籠包やタピオカといったグ

九份の街並みや十份のスカイラン

に約１０８万人だった訪台日本人観

気は近年ますます上昇。２０１０年

ワイに次ぐ２位となるなど、その人

休みの人気旅行先ランキングでもハ

全で近くて、親しい国

も心情的にも安心・安

のひとつが、距離的に

て大切にしていること

「私たちがＰＲにおい

41.15%
58.85%

2009

39.34%
60.66%

2010

1,080,153
0

訪台日本人の男女比の推移

2016

40.88%

2015

54.42%

56.34%

45.58%

43.66%

2014

56.82%

43.18%

2013

59.12%

2012

58.79%

41.21%

2011

58.94%

41.06%

上／2011年の震災の際に台湾が多くの支援を行ってくれたことから、日本のメディアでの
露出が増えたことも訪台日本人増加の理由だ。下／女性比率は年々高まっており、年齢層
も子供からシニアまで幅広くなっているという

れられる場所であるこ
とを知っていただきた
いので、日本の各地方
の旅行会社とのプロモ
ーションや仙台空港の
“国内線到着ロビー”で

高雄市

台湾
観光データ

住民人口 約2378万人
2
面積
約36,190km
観光人口 約1106万6707人

は成田、羽田、関空などの主要空港

台湾と日本を結ぶ定期便が飛ぶ空港

光 局・ 所 長 の 鄭 憶 萍 さ ん 。 現 在 、

的に増やしています」とは、台湾観

日本国内を旅する方との接点を積極

た祭 』に台湾のランタンが初参加 。

ています。また、今年は『青森ねぶ

という取り組みを長年に渡って続け

ムを派遣したり、ブースを出展する

祭りに、台湾のパフォーマンスチー

Ｉソーランまつり』などの大きなお

の壁面広告掲載など、

台南市

だけでなく、静岡や青森、新潟、広

台中市

やはりそれぞれの地域に分け入って、

台北市

島、福岡、沖縄⋮⋮など、 ヵ所を

写真提供：台湾観光局

超える。同局では、国内のさまざま

考えています」
（鄭さん）。

関係性を培っていくことは大切だと

間の交流も台湾と日本各地の信頼関

こうした活動に加え、積極的な民

な地方都市と積極的にコミュニケー
ションを続けているという。
「『東北絆まつり』や『ＹＯＳＡＫＯ

28
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継続的な交流で信頼を築き、日本人旅行者は 年で倍増！

台湾は、日本人にとってもっとも身
光客の数は、２０１８年に約１９７

近くて、親しい旅先！
台湾のマーケティング戦略

近な海外旅行先のひとつだ。ＪＡＴ

であることを伝えるこ

1,000,000

と。国内旅行感覚で訪

万人と倍増している。

1,377,957

上／さまざまなグルメ屋台
が立ち並ぶ夜市も、台湾を
象徴する見どころ。日本人
好みの食事やドリンクが多
いのも魅力。左／建築家・
伊東豊雄が手掛けた
「台中
国立歌劇院」など、モダン
な見どころも増えているとい
う

10

Ａ（ 日 本 旅 行 業 協 会 ）の 調 査 で は 、

4,000,000

こうした成長の背景にあるのは、

46.40%

２０１９年のGW人気旅行先ランキ

46.44%
53.60%

台湾の個性を活かしたＰＲ戦略だ。

53.56%

2017

ングでは海外旅行部門で１位に、夏

2018

100
80
60
40
20
0

2017 2018年
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1,969,151

訪台日本人
観光客数
2,000,000

写真提供：台湾観光局

台湾
観光局
訪日台湾人
観光客数
3,000,000

2013
2012
2011
2010

20

Report 03
4,825,948
5,000,000（人）

彼らが日本のさまざまな地域を旅す

の数は年間約４８３万人にも上る。

っている。また、現在、訪日台湾人

台湾のブランドイメージ向上に役立

やショップも多数。これらの存在も、

年は台湾から日本に進出する飲食店

係を育む大切な要素だ。たとえば近

光業界だが、オーバーツーリズムの

さて、近年成長を続ける台湾の観

客の第一歩だと思います」
（鄭さん）。

切で、台湾人をよく知ることが、誘

すね。やはり相互の交流と理解が大

人々の生活や志向を体験することで

「一度は台湾に足を運び、 現地の

るべきことなどはあるのだろうか。

スカイランタンのゴミを拾った人に

まっていますが、交通制限をしたり、

やはりどうしても台北周辺に観光客

が集中してしまうので、観光局とし

ては中部や南部、東部など、他のエ

リアのＰＲには力を入れています。

各地方の魅力を発掘し、メディアや

写真提供：台湾観光局

ることで、台湾をより身近に感じて

民間の交流もインバウン
ドの強い味方になる。

行政が補助金を出すなどの取り組み

3

問題などは起きていないのだろうか。

時間をかけてコミュニ
ケーションを続けること
が大切。

もらえるようになっているという。

2

で、オーバーツーリズムというほど

自国の個性・特長を見
極め、効果的なPRを。

「九份の街並みや十份のスカイラン

1

旅行会社を通じてＰＲしていくこと

December  2019

学 びたい ポイント！

で、将来の新たな観光の魅力につな

29

台湾スイーツも人気。観光局では、旅
行会社やメディアなどを通じてその魅力
を発信する

がると考えています」
（鄭さん）。

観光にはマーケットイン
（市場をよく知り、
需要に応える）の発想がもちろん必要なのだ
が、将来的には
「正しいプロダクトアウト」こそ
が目指す姿になっていくのではないだろうか。
一般的なマーケティング手法では、人数に
しろ、消費額にしろ、基本的には量を増やし
ていくことが目標に設定される。一方でCSR
のように、その存在が大きくなれば、企業と
して社会に責任を持つための活動も求めら
れてくるし、業界のリーダーとしてのふるまい
も必要だ。
観光の場合は、そもそも観光資源となるリ
ソースに限りがあり、顧客に需要があるから
といってその分サービスを多く生産するわけ
にはいかない。もともと地域とは公共財みた
いなものだから、量をベースとしたマーケティ
ング手法は適していないのだろう。一般企業
よりもさらに別の視点で観光資源や環境へ
の負荷について考えなければならない責務が
ある。そして純粋に魅力的な観光資源とは、
実際には地域住民やその生活に根差す部分
が大きく、彼ら住民の声にも耳を傾ける必要
がある。
オランダ政府観光局は、観光客増加に対
応するべく、活動の軸足を
「プロモーション」
から
「管理」に変えたという。観光は消費活
動から脱却する時期に来ているのかもしれな
い。日本もこのような世界の動きを参考に計
画を練っていく必要があるだろう。
そしてもう１つ、本特集で指摘された課題
は日本人のアウトバウンドだ。日本人の出国
率
（ビジネス用途なども含む）はここ数年14
％程度で推移している。若年層や地方への
国際線就航本数増加などにより微増傾向に
はなっているのだが、実はこの数値は世界的
にみてもかなり低いのだ。
インバウンドとアウトバウンド、両軸がそろ
ってこその観光立国とは綺麗事のように聞こ
えるが、外交が持ちつ持たれつであるように、
来てほしいと願うばかりでなく、実際に現地
に行くことがインバウンドのさらなる促進要
因となる。そもそも海外旅行の良さを実感し
ていない人には誘致やプロモーションは難し
いだろう。我々が世界から学ぶことはまだま
だたくさんあるようだ。

ところで、訪日台湾人を呼び込む

よい観光地をつくる
プロダクトアウトと
基盤となる
“人づくり”

の問題には至っていません。ただ、

考察

タンはやはり人気で、多数の人が集

と ー りま かし 的

ために、日本の観光事業者が心がけ

写真提供：台湾観光局

台湾観光局東京事務所
所長
てい いーぴん

鄭 憶萍さん
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上／多くの観光客で賑わうようになった九份
の街並み。左上／高雄の龍虎塔など、台北
以外の地域のプロモーションにも力を入れる。
左下／台湾最北端近くにある野柳地質公園な
ど、インスタグラムなどを通じて人気が急上昇
する見どころも多い

顧客満足度はなぜ重要なのか？

文／森戸香奈子 監修／富澤 豊 イラスト／武曽宏幸

今回のマーケティング用語

□スイッチングコスト □顧客満足度
（CS）
□従業員満足度
（ES） □サービス・プロフィット・チェーン

とが多いが︑顧客満足は感情的で直

う︒品質評価は論理的に行われるこ

価と顧客満足度は異なるものだとい

れば︑サービスの具体的な品質の評

版﹈﹄
︵近藤隆雄著 生産性出版︶によ

﹃サービス・マーケティング﹇第２

品質評価と顧客価値︑
顧客満足度の違い

トしづらい︒一方︑そこまで満足し

ら非常に遠い場合︑なかなかリピー

足した旅行先があっても︑居住地か

りやすいのはアクセスの問題だ︒満

味が異なる︒観光の場合︑最もわか

︵ベネフィット︶も︑ 満足度とは意

な影響を与えるといわれる顧客価値

もいう︒

飲食・菓子類などは代表的なスイ

ストが低いという特徴がありそうだ︒

うが︑観光の場合はスイッチングコ

ハードルをスイッチングコストとい

に乗り換えるための心理的・物理的

そして購入の意思決定に最も大き

接的な感覚であり︑その場の状況で

ていなくても︑近場で何度か訪れる

ッチングコストが低い商品だ︒単価

あるサービスについて︑別のもの

旅行はスイッチングコストの
低い商材？

起こる細かい出来事によっても左右

という行き先もある︒このように顧

売上サイクル

される︒そのため個別の評価と満足

図1 観光（地域）
のサービス・プロフィット・チェーン 富澤 豊（2019）

が高くないことも関係しているだろ

情はよく記憶していることが多いと

満足度調査において、サービスの評価を項目別に尋ね、
それとは別に総合的な満足度を設問することがある。
すると、項目別の評価は高くても総合満足度が低い、
あるいは逆に項目別の評価は低いのに
総合満足度は高いといったことが時折起きる。
なぜこのような現象が起こるのだろうか。
客にとっての価値︵近さ︶と満足度
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顧客の満足度は新たな顧客を呼び込む。また、高い満足度を維持するには、サービスを支える従業員
や地域住民などのArea Satisfactionが原動力となる

ほとんどいないだろう︒旅行は高額

旅行がすべて同じ行き先という人は

︵スイッチしやすい︶︒また︑過去の

行きたいというタイプの人がいる

旅行に関しては︑毎回違う旅先に

アを変えることはあまりない︒

や継続メリットの高さによりキャリ

代表的な商品は携帯電話だ︒機能性

い︶︒価格が高くスイッチしづらい

ングコストが高い︵スイッチしにく

コストパフォーマンスからスイッチ

格は高くないが︑機能性と利便性︑

の向上

お客様
素晴らしい
サービス

地域

いい
クチコミ
大満足
やる気の
ある地域
やる気
UP

最終回
4 回
第●

度に乖離が起き得るのだ︒また︑人

サービス・マーケティング編

う︒一方︑洗剤などの日用品は︑価

サイエンス
もそれぞれ独立したものなのだ︒

観光の

は細かい内容は忘れてもその時の感

期間限定連載
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らないのは︑スイッチングコストの

さが必ずしもリピート意向につなが

不思議な商品でもある︒満足度の高

の気軽さでブランド選択が行われる

れているチョコレートと同じくらい

商品でありながら︑コンビニで売ら

いき︑定期的に満足度をモニタリン

ビスの質︑つまり品質評価を上げて

サービスの顧客価値を確認し︑サー

満足度を上げていくためには︑その

があり︑直接コントロールできない︒

感情的で論理的に説明できない部分

一方︑先に述べたように満足度は

地域住民に廉価な宿泊プランを提供

ョンに力を入れている地域もあるし︑

の価値と定義してシティプロモーシ

はもちろん重要だ︒地域住民を地域

住民の満足度を定点的に測ること

ながっているのだ︒

顧客満足度とひとつの流れとしてつ

肝要となるだろう︒そしてこれらは

るかどうかがモチベーションとして

など︑地方経済への還元が実感でき

まらない部分が多く存在する︒今後

従来のマーケティング手法が当ては

公益性の高い観光資源の利活用など︑

れる難しさや︑自然や文化遺産など

観光には一般人もサービスに含ま

て一定層のリピーターを確保するこ
とは︑安定的な地域経営に必須とな

す︒

の特異性とその対応策案を表１に示

最後に連載のまとめとして︑観光

観光独自のマーケティング
理論と手法論の必要性

低さにも原因があるのだろう︒
グしていくしかないのだ︒

し︑旅行者気分を味わってもらうな

このようなことから︑観光におい

地域満足度を高め
良いサイクルをまわす

ってくる︒

度が重要なのはなぜなのだろうか︒

旅行マーケット︒それでも顧客満足

大きく︑スイッチングコストの低い

サービス評価や顧客価値の影響が

ビス・プロフィット・チェーン︑図

として企業の高収益性を導く︵サー

足感とロイヤリティを生んで︑結果

ービス価値を高め︑それが顧客の満

︶も重要だ︒従業員の
Satisfaction
満足感と企業へのロイヤリティがサ

□ 観 光の重要性を地 域住
民に理解してもらい、高いシ
ビックプライドと共に観光
客へのおもてなし精神をもっ
てもらう

じゃらんリサーチセンターでは︑こ

観光の場合︑サービスは目に見え

１︶︒観光に関しては︑地域全体と

□ 観 光が住民の生活へ寄
与していることを住民に知っ
てもらう
（地域経済への貢
献度などの指標化および情
報発信、地域のにぎわいの
創出など）

ど︑柔軟なアイデアで住民の観光へ

ないという特性から︑購入する前に

捉えれば︑かかわる事業者︑自治体

観光事業者だけでなく、地
域 住 民も含めたAS（ Area
Satisfaction）が重要である

サービスは人的な要因が大きいた

品質を判断するのは難しい︒そうな

職員︑地域住民などそれぞれの立場

□地域住民の声をよく聞き、
ASを観光施策のひとつの
指標として取り入れる

のような観光独自の性質を踏まえた

ると実際に体験した人のクチコミの

でのＥＳが発生するため︑まとめて

サービスの一部に、コントロ
ールできない一般人である
地域住民が含まれる

の参加意識を高める取り組みもある︒

ような評価が︑ほかの顧客の期待値

□広くマーケティングの視点
を持ち、リピーターを確保
し、安定的な経営を試みる
必要がある

め︑従業員満足度︵ＥＳ＝ Employee

を上げる誘引材料となる︒つまり顧

︶と 呼 ん
Ａ Ｓ︵ Area Satisfaction
でもいいかもしれない︒

スイッチングコストが低く、
高い満足度を得たとしても、
他の地域に流れる可能性の
高い商材である

新たな観光のマーケティング論を研

客満足度は︑その顧客自身の評価を

ＥＳは給与をしっかり上げていか

□定点的な満足度の測定
と、その対応としてサービス
の品質評価のモニタリング、
具体的な改善を試みる必要
がある

この分野はまだまだ発展途上であり︑

示すだけでなく︑プロモーションと

ないと上がらないことが指摘されて

目に見えないサービスであ
るため、品質の手がかりが少
なく、他分野に比べて、より
満足度が重要とされやすい

顧客満足度の本質は
クチコミにあり

しての役割を担っているのだ︒知人

いる︒地域住民などの一般人はこれ

対応策

究していく予定だ︒

のクチコミによる推薦は︑宣伝や広

に当てはまらないため︑生活満足度

観光の特異性

研究が必要そうだ︒

告の２倍のインパクトを持つという

やシビックプライド︑地域の賑わい
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研究もある︒

表１ 観光のサービスとしての特異性とその対応策

価値と感動を生み出す人に
インタビュー

49

公立中学校でありながら、数々の型破りな改革を実施して注目を集めている学校がある。
その取り組みを最前線でリードする校長に、人の育て方、動かし方を聞いた。
写真／佐藤兼永

自律して行動する人を育てるため
「日本の教育」
に挑む改革者
千代田区立麹町中学校 校長

工藤 勇一
Yuichi Kudo

まず権限を与えて当事者にし、
目標に到達できる手段を考えさせる。
自ら考え、
行動する人を育てる方法は、
子どもも大人も同じです

一つの言葉の選択が
人を動かす

登校時の校門に教師が並んで行

う「朝のあいさつ運動」という活

動がある。正直なところ、実際に

それで子どもが自主的に挨拶する

ようになるわけでもなく、教員は

そのために時間外労働を強いられ

ている。しかし、周囲からは何と

なくよいことだと思われていて、

挨拶に出ない教員がいれば保護者

にも批判される。結果、やめるに

︱。
やめられず活動は続いている

これは工藤氏が麹町中学校に着

任して実際にやめたことの一つだ

が、こんなとき皆さんなら周囲に

どう説明するだろうか？「教員の

時間外労働を減らすため」では都

合よく聞こえる。
「無駄だから」
で

は活動を支持する人を責める形に

なる。そうして敵を作ってしまう

と物事はうまく変えられない。

工藤氏の説明は「みんながＯＫ

な状態をつくるため」だった。

「先生が校門にずらっと並んでい

るのは子どもにはプレッシャーで

す。とりわけ登校しぶりの子はま

すます登校しづらくなる。大切な

のは、みんなが安心して登校でき
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やめるのが一番ですよね？（笑）
」

ること。それならあいさつ運動を
ルを磨いてきたと思うんですよ」

昔、教師はみんなそうやってスキ

トで点数を上げるには、分からな

て採用されるようにした。再テス

入し、点数のよいほうが成績とし

には、単元テストに再テストを導

きる仕組みをつくること。具体的

できる組織にすることは必要です」

最上位目標を達成する手段を吟味

しがちなので、そうならないよう、

で聞いてきた『手段』だけを導入

に変える。それだけだと、どこか

標に異論を唱える人はいない。そ

「みんながＯＫ」という最上位目

「自律的に行動する」
という
最上位目標にどう到達するか

よいとは限らないんですね」

はありません。全て説明するのが

『意味がない』
と言ってもいいこと

つでいい。
『時間外労働が』とか

もが納得できる。「しかも説明は一

う ま く い か な い こ と は「 人 の せ

植え付けられ、先生も親も大嫌い。

で「できない」自分への劣等感を

て最初からそうではない。小学校

進んで勉強をする。しかし、決し

麹町中学校の子どもたちは自ら

だ。

りして解決に動く。自律の第一歩

質問しあったり、先生に質問した

るため、子どもたちは友達同士で

かったところを解決する必要があ

りませんよ」と工藤氏は笑う。

てるのにそんなすごい技なんてあ

淡々とやって見せるだけ。人を育

と重ねて問うと、
「 それは自らが

ではそういう組織を創るには？

して、それを実現する手段なら誰

「人を動かす言葉の選択」は、工
い」
。そんな生徒たちの「リハビ

「伝わる言葉は、相手を知り、自

う中で体得したスキルの一つだ。

「宿題は、できていないと自分は

みだ。

リ」の第一弾が、宿題のない夏休

ない。再テストのアイデアも、教

プダウンで行われているわけでは

こうした改革は、工藤氏のトッ

重ねた今、苛立つことはもうない。

るとアイデアが出る。その経験を

でき、相手を知ろうと思える。す

始めるからこそ謙虚になることが

係を作らねばならないことに苛立

職場が変わるたび一から信頼関

藤氏が教員として子どもと向き合

分を知ることで選べるようになる。

ダメだと感じてしまうもの。宿題

員から出てきたものだ。そんな教

「とにかく目の前の人と向き合う。

修学旅行は「ツアー企画取材旅行」
として実施。
旅行中に取材してツアーを企画し、後日旅行会
社にプレゼンテーションを行う

った時期もある。しかしゼロから

今、ノウハウやスキルは『調べる

がなければその劣等感なく９月を

員の育て方も「子どもと同じ」だ

そして好きになる。
それだけです」

人を育てるのに
「すごい技」
などない

もの』になってしまっていますが、

迎えることができる。これは素晴

という。「まず権限を与えて当事者

麹町中学校では、自律して生きる力の育成
に向け、定期テスト、宿題、クラス担任など、
従来の公立中学校で常識とされてきたさま
ざまな仕組みを廃止。考えるフレームワー
クとしてのビジネス手帳導入やノートの取り
方指導で
「個の学び」
を支援するほか、民間
企業の協力のもと、グループで企画やプレ
ゼンテーションに取り組む
「協働の学び」
の
機会も数多く設けている。独自の教育手
法に、民間企業を含めた視察も多い。

学的に『頑張れない』のは当たり
前。まずはそこからスタートする
ことが大切なのです」
工藤氏の考える教育の最上位目
標は「自分で考えて自律的に行動
できるようになること」
。
そのため
に２つのことを実現した。一つは
子どもを当事者にすること。定期
テストや宿題をなくし、勉強の仕
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方を子ども自身が決める権限を与
えた。もう一つは、目標を達成で

公立中学でありながら
新しい教育に取り組む
千代田区立麹町中学校

らしいことですよ！そもそも脳科

1960年山形県生まれ。東京理科大学卒業後、山形県、東京都で公
立中学校教員を務め、東京都、目黒区、新宿区の教育委員会を経て
2014年より現職。近著に『麹町中学校の型破り校長 非常識な教
え』
（SB新書）
ほか

香川県東かがわ市
手袋は︑冬のファッションアイ
テムとして欠かせない存在だ︒こ
のことから︑国内の手袋産地は寒
い地方と思われがちだが︑実は︑
その約 ％は四国の東かがわ市で

やがて︑国内で積み重ねた技術を

がわ市が世界一の手袋産地となり︑

高度成長期には米国を抜いて東か

たことに歴史は遡る︒以後︑戦後

年にメリヤス手袋の製造に着手し

む棚次辰吉の協力の下︑１８８８

業として︑大阪で手袋製造業を営

糖業や製塩業が衰退し︑代わる産

年前︒江戸時代から盛んだった製

年︑東かがわ市を中心にする手袋

ボ﹂が結成された︒設立から約６

に︑２０１４年︑
﹁１８８８手袋ラ

のあり方﹂を提案することを目的

エイティブな商品で ︑
﹁ 手と手袋

維持向上するとともに︑よりクリ

うした背景の中︑国内生産技術を

ファッション性の高い手袋だ︒そ

ーツ用グローブやニット手袋と︑

トップアスリートが使用するスポ

美しい芸術品のような手袋など︑

ワークや絵画のような柄を施した

ティングした手袋︑細かいパッチ

いた長手袋や︑金箔・銀箔でコー

には︑ネイルアートの付け爪がつ

験的・クリエイティブな手袋の中

り拓く﹂を旨として発表された実

発信する ︒
﹁ 手と手袋の未来を切

品を︑
﹃香川手袋﹄ブランドとして

か！﹂とハッと惹きつけられる商

で見たことがない﹂
﹁ここまでやる

術に目を向け︑取り入れ︑
﹁これま

技術をベースに︑新たな素材や技

である︒

というのはまさに︑こういうこと

くる︒技術と感性に裏付けられる

れは︑ありだ！﹂と愛着が湧いて

手に取り指を通してみると ︑
﹁こ

うな手袋も︒しかし︑思い切って

『香川手袋』メンバー企業の一つ、丁寧
な裁断と繊細な縫製技術が評価され
る平田商店。高い完成度を求められる
世界的に著名なファッションブランド
の手袋が、家族経営の小さなこの工房
で作られている

作られている︒東かがわ市に手袋

携えて海外の工場へと生産規模を

企業の有志約 社が︑企業の枠を
20

産業がもたらされたのは約１３０

広げていくことになる︒現在︑国

一見︑手を伸ばすのをためらうよ
超えて集結し︑これまでに培った

2014年、
「1888手袋ラボ」の立
ち上げに際し
『香川手袋』
ブランド
として発表した手袋。左は指先に
ネイルアートの付け爪をあしらっ
た手袋。右の手袋は、甲のファー
に金箔をまぶした斬新なデザイン

﹃香川手袋﹄が守り︑高める
手袋職人の技と創造性

伝統産業から︑その先のクリエイティブへ
企業の枠を超えて結成された実験的手袋ブランド

2019〜2020年秋冬シーズ
ン
『香川手袋』商品一例。右
上は300ピースものパーツ
を縫い合わせたパッチワー
クを施した天然皮革手袋。
厚みの出ない繊細な縫製で、
ゴワつきなくしっとりと手に
馴染む。右下はニットミト
ン。かがり目や縫い目がな
く、しっかりとしていながら、
つけ心地はふんわりとして
いる。国内で流通している
他ブランドの手袋と比較す
ると価格は高めだが納得感
がある。取扱いは、東京・大
阪のごく一部の老舗百貨店
に限られる

内で生産されているのは主として︑

90

日本手袋工業組合

〒769-2701 香川県東かがわ市湊1810-1
☎0879-25-3208

香川手袋
https://gloves-kagawa.jp/

東かがわ市：人口3万299人
（東かがわ市住基人口 2019年11月1日現在）
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September 2016

編集後記
今号は、じゃらん宿泊旅行者調
査の追加分析「旅の個人化」に
フォーカスしました。この先10年
で初めて人口減少が旅行市場に
二桁 影 響する時 代となります。
その時代に、国内旅行市場をど
う活性化するか、じゃらんリサ
ーチセンターの大きなテーマで
す。近年の旅行実施率を見ると、
若者（ミレニアル世代）が大きく
伸び、女性のシニア世代が大き
く減少しています。この増減要
因は、同じ「旅の個人化」と分
析しています。それに対応した
旅行商品、宿泊プラン、体験プ
ログラム、そして旅先での情報
発信を整え、カスタマーの需要
を喚起することが大事と考えます。
第一特集から、皆様のアクショ
ンにつながるヒントをお届けしま
す。

私たちが目指すもの。
未来に繋がる「ありたい姿」
「目指すべき姿」を地域の皆様と共に作り上げること、
それが私たちの使命です。

JRCのメソッド 1

JRCのメソッド 2

JRCのメソッド 3

みつける

そだてる

つたえる

今ある魅力の再発見

新しい魅力の形成

伝達力の強化

編集人 沢登次彦
とーりまかし58号

私たちの活動領域

2019年12月発行

発行
じゃらんリサーチセンター
〒100ｰ6640
東京都千代田区丸の内 1ｰ9ｰ2
グラントウキョウサウスタワー
株式会社リクルートライフスタイル

観光に関する研究

情報発信

○調査・分析

○『とーりまかし』 ○観光振興セミナー、調査報告会など
○WEBサイト、Facebook、メールマガジンなど

シンクタンクからアクトタンクへ。
地域と共に実証実験を多数実施しています。

じゃらん宿泊旅行調査、インバウンド調査、ご当地調査など

デスク
森戸香奈子

調査・分析から導いた解決策を実際の地域で実証実験し、
具体的な手法や需要の開発にチャレンジしています

○実証実験

観光業界、そして地域経済のさらなる発展のために、
JRC（じゃらんリサーチセンター）が得た知見や提案を
余すことなく広く世の中に発信していきます
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多様化…
キャンプの 資源が観光の目玉に
眠れる自然

資源を再発見or新たにみつける→そだてる
→情報発信→誘客→振り返り→次へ、
というサイクルを回しながら、
地域の方々と共に地域の新しい価値創造を行っていきます
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変わる地域の、力になります。
じゃらんリサーチセンター
tel 03-6835-6250（代表・平日10〜18時） fax 03-6834-8628
弊誌へのご意見・ご感想、JRCへのご要望等、ぜひお寄せください
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最新シニア旅行者像

え？ここに泊まれるの？
駅舎、印刷工場、博物館…

http://jrc.jalan.net/
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リタイア or 現役？
団塊以前 or バブル世代？
その多面性に迫る

“想定外”
のコンセプト宿

観光新
時
事業と 代を生き抜く
人材を
育てる ため、

観光に関する様々な事業を
お任せいただいております。
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小林マキ

観光・地域振興支援
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地域と世界を進化させる
社会変容技法の科学
島根県海士町・宮崎県新富町

コクリ！
メソッド
2018

「持続
可
への挑 能な宿経営」
戦

編集
木村康子、岩崎美也子、吉原徹、
中野智子、久保田駿典、田村麻貴、
張秀子、山口真由子

心を動かす、
日本を元気にする
観光・レジャーの
プロデューサー
応援情報誌

心を動かす、日本を元気にする
観光・レジャーのプロデューサー応援情報誌

発行人・編集人
沢登次彦

研究で得た知見を広く発信していきます。

心を動かす︑日本を元気にする
観光・レジャーのプロデューサー応援情報誌
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