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これからの観光ビジネス〜 

 

はしがき 

 

今回，「いま，マーケティングにできること」という題を与えられて，まず初めに頭をよぎったのは，東日本大震災につ

いてであった。いまだかつて経験したことのないような未曾有の災害に直面し，その恐怖感は諸外国の旅行者にまで伝染

した。訪日旅行のキャンセルが相次ぎ，日本という国に対する安心・安全というものが失われていった。そのような状況

をテレビやネットなどから知り，我々は純粋に何とかしたいと思い，今回の研究テーマを「訪日観光ビジネス」とする事

に決めた。 

研究を始めた際の感想は単純に日本が外国人であふれている場面を思い浮かべ，ワクワクし研究を進めていった。観光

ビジネスは研究対象としてはある程度成熟した分野であり，既存研究や資料は大変充実していた。しかし，こうした発表

の場をお借りするという事は何かしら新規性が必要になってくる。成熟した分野であるがゆえにそうした新規性を求める

となると途端にハードルが高くなるのを感じた。このような経験を通じて成長できたと思えるし、観光ビジネスというも

のを真剣に考えることで日本に対する理解が深まったのは良いと言える。 

また、この場を借りてお世話になった駒澤大学の菅野先生、諸先輩方に感謝の辞を述べたいと思う。 
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① ―――はじめに 

「3 月 11 日」という言葉を聞いては何を思い浮かべ

るであろうか？大多数の人は先に発生した東日本大

震災を連想するのではないだろうか。あのような未

曾有の大災害が起こり，今なお発見されていないご

遺族の方がいらっしゃるという事は大変遺憾であり，

心よりご冥福をお祈り申し上げる。 

 今回のテーマを決めるのに，要因となったものと

してこの大震災が発生した直後からのキャンセルラ

ッシュが挙げられる。外国人観光客にとって日本が

敬遠される存在になってしまったことは非常に残念

なことであり，そのような状況を尐しでも改善でき

たら良いという思いから訪日観光をテーマとして研

究することとした。 

② ―――序論 

本節では観光ビジネスを取り巻く環境や現状を分

析したのち今後の流れを説明していくこととする。 

１． 現状分析 

 

まず，観光ビジネスにおける現状についてデータ

をもとに分析する。 

観光客数を 60 年代から年ごとに見ていくと，年ご

との変動はあるものの概ね右肩上がりであることが

分かる。更に具体的に見てみると 03 年からの増加率

はそれ以前に比べてやや急であることが分かる。こ

れは当時の内閣（小泉内閣）がビジットジャパンキ

ャンペーンを打ち出し，政府を挙げて観光ビジネス

に力を入れたためである。このことからも観光ビジ

ネスに対する思い入れの強さが伺える。 

更に見ていくと 09 年の急激な落ち込みに目が行

くが，これはサブプライムローン問題に始まるリー

マンショックの影響で、一次的に世界的不況を呼び

起こしたことが原因と思われる。事実，翌年の 10 年

には 861 万人となり，史上最高人数を記録するにい

たった。そして，今年 11 年は 601 万人であると我々

は予想をしている。これは，現段階での月毎の比較

や，一定期間の比較を通して去年の 3 割減という試

算に基づき算出した。 

こうして改めて数字をみると今回の震災による影

響が甚大であったことを思い知らされ，更なる分析

の必要性を感じた。よって，年ごとではなく 2011 年

の月毎による観光客数の推移を調べることとした

（図 2）。その結果の印象として，確かに 3，4 月は

影響が色濃く出てはいるが，予想を上回るペースで

回復しているという事実であった。具体的には 4 月

の時点で前年比 81％減なのに対し，8 月には 32％減

に戻っていた。この背景にはホテル業界の値引き合

戦や，ツイッターによる原子力発電所の情報発信な

どが関わっていると思われる。 

しかし，依然として前年に比べ大幅に落ち込んで

いるという現実があり，政府が打ち出している 2010

年に 1000 万人，2030 年に 3000 万人の訪日外国人

観光客を見込むという目標には遠く及んでいない。

その一方で，日本に愛着を感じているリピーターの

存在も無視できない。彼らは今回のような震災があ

った際にも積極的に日本に旅行にきて，対外へ向け

てその安全性や安心感を発信する広告塔のような役

割を自発的に行ってくれる。その根底には「手助け

の心理」がある。これは社会心理学の観点では「援

助行動」という心理行動にあたり，一般的にはその

場面，場所，地域に対して何かしらの愛着や責任を

感じているときに生じやすいとされる。 

 

図１ 外国人観光客年度別推移 

 
（観光庁ホームページより

作成） 
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グラフ２ 訪日外国人観光客の月別推移

 

 

２．問題意識と問題設定 

 

問題意識を導出するにあたって言及しておきたい

国の施策がある。それが「1 万人無償誘致キャンペ

ーン」である。政府が観光業衰退を懸念して打ち出

した施策の大きな柱であり，2012 年に訪日外国人 1

万人を対象に旅費を無償で招待するというものであ

る。応募者は旅行プランなどの審査があり，当選者

は SNS サイトやつぶやきブログなどを介して旅行

した際の感想を当事者の声として対外に発信するこ

とや，更なる旅行プランの提案に参画することが条

件となる。政府はこの施策のために 10 億円の予算を

組んでおり，期待度の高さがうかがい知れる。 

以上より，問題意識でもある我々の研究課題を 

「一万人誘致キャンペーンにより，日本に招待さ

れる外国人が日本に興味を持ち，リピーターとなっ

てくれるのか。」という事とした。 

 

３．今後の展開 

 

この研究課題を研究するにあたって我々が着目し

たのが，日本に繰り返し旅行してくれる顧客＝「リ

ピーター」と，そのリピーターの大多数が日本に対

して感じているであろう「愛着」という存在である。

旅行ビジネスの分野においてリピーターはどういう

プロセスを経てリピーターになり得るのかを先行研

究を参考に提唱していく。また，愛着という概念は

抽象的であり，定量化しにくいものである。従って，

「地域愛着」に話を絞り既存研究を紹介する。そし

て愛着を形成する過程で要因となる事柄の仮説と，

愛着を形成した後の効果に対する仮説の導出を行い，

アンケートによる検証へ移っていくという流れであ

る。 

③ ―――本論 

 本節では今回の研究を進めるにあたり参考にし

た研究について紹介し，次節の仮説立案モデルに

つなげる狙いがある。既存研究は愛着についての

研究とリピート行動についての研究の二つの方向

から探していった。 

1 既存研究レビュー 

1.1 引地，青木による地域愛着の形成に関す

る研究 

 まず，地域愛着について様々な尺度から検証

している，引地，青木（2005）による地域愛着

を形成する 3 元モデル（図 3）について紹介す

る。このモデルは地域への愛着は，その土地，

集団，文化に対する肯定的な印象を踏まえて形

成されるとしており，とくに集団に対する肯定

的な印象が強いことを示している。更に土地や

文化に対する肯定的な印象は地域への愛着形成

を直接的には促進せず，集団に対する印象を向

上させ，間接的に愛着形成に結び付くことも示

している。地域への愛着形成の観点からは，美

しい景観や人が集まる祭りなどは愛着形成にお

いて補助的な役割を果たし，地域の人々の誠実

さや行政の評価，日頃の地域の人々とのふれあ

いが愛着形成に直接的な影響を与えるというこ

とが示されている。 
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図 3 引地、青木の 3 元モデル 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 鈴木，藤井による地域愛着の効果に対する研究 

 

 図４ 鈴木，藤井により推定される因果構造 

 

 

前述の研究が愛着形成を検証した研究であっ

たのに対し，愛着を形成した後の効果について

示している，鈴木，藤井（2008）による地域愛

着が地域への協力行動に及ぼす影響に関する研

究（図4）について検討する。 

まず，この研究で興味深いところは，地域愛

着という概念を選好，感情，持続願望の視点か

ら種類分けしており，地域愛着に対しての見識

が広がることとなった。具体的な定義としては

順に，「地域愛着（選好）」は個人的な嗜好の

観点から当該地域を肯定的に評価する程度を意

味する尺度，「地域愛着（感情）」はそうした

嗜好を越えて，当該地域に対して“慣れ親しん

だものに深くひかれ，離れがたく感じる”（大

（鈴木，藤井，2008） 

 

（引地, 青木,2005） 
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辞林）程度を意味する尺度，そして，地域愛着

（持続願望）とは，嗜好や感情といった現状の

地域に対する認知的，情緒的な地域への心的関

与のみを意味するのではなく，地域のあり方そ

のものに対して“願い”を抱くという地域愛着

を意味する。 

これら地域愛着の3尺度と町内会活動・まちづ

くり活動への態度の相関がいずれも有意に正で

あり，地域愛着が高い人ほど，町内会活動やま

ちづくり活動などの地域での活動に熱心である

傾向が示された。また、10％有意水準による共

分散構造分析の結果によると自動車利用割合は

負の影響を，徒歩・自転車割合は正の影響をそ

れぞれ風土接触度に及ぼすことが示された。 

この結果はすなわち，その他の交通機関に比

べて自動車を利用する割合が高い人ほど地域風

土との接触が尐なく，徒歩・自転車で移動する

割合が高い人ほど地域風土と接触する程度が多

いことを示唆するものである。また，地域風土

との接触の程度が地域愛着（選好）に正の影響

を及ぼしていた。なお，地域風土との接触の程

度は地域愛着（持続願望）に負の影響を示して

いるが，今回図中に示した10%水準で有意となっ

た係数の中では最も標準化係数も小さく，また，

地域風土との接触に正の影響を受けている地域

愛着（選好）から正の影響を受けていることか

ら，必ずしも地域風土との接触が高い個人ほど

地域愛着（持続願望）が低くなる，という結果

を示しているとは言い難いものと考えられる。 

ただし，こうした負の直接効果は地域愛着（感

情）や地域愛着（選好）には見られなかったこ

とから，本稿にて上述したように，地域愛着（持

続願望）はそれ以外の地域愛着とは異なった特

質を持った地域愛着要素である可能性が示唆さ

れるものと考えられる。一方，地域への態度・

協力行動の質問項目については，概ね相関分析

で得られた結果通り，地域愛着（感情）が強い

人ほど町内会活動やまちづくり活動などの地域

内での活動に熱心である傾向や，地域愛着（持

続願望）が強い人ほど他人任せにしない傾向が

確認された。 

 

1.3 大方(2010）によるリピーター分類の研究 

 

大方（2010）はリピーターについて以下の 6

つの型に分類している。 

(１)ファン型： 思い入れや愛着がある等 

(２)習慣型： なんとなくまた来てしまった等 

(３)パズル完成型： 全部未だ見ていない等 

(４)再チャレンジ型： 今度は天気や体調の良い

時に行ってみたい等 

(５)変化型： 今度は家族と一緒に行ってみたい 

(６)行為リピート型： ノンビリする、ボランテ

ィア活動をする等 

それぞれの深層心理として愛着がある場合は

ファン型、心残りの気持ちが強いならばパズル

完成型、再チャレンジ型、変化型、それ以外の

場合は習慣型と行為リピート型が該当するとし

ている。 

 

1.4 益田,仲谷(2011)のくやしさとリピート行

動との関係 

 

まず、益田、仲谷の両名は観光地にリピータ

ーとして訪れてもらうためには、タイムリー性

が必要としており、いつでも回れる観光地も大

切だが、季節のイベントや限定イベントなどの

観光資源がある方がよりリピーターになりやす

いとしている。そして、訪れたときに見ること

が叶わないとくやしさとして記憶に残ることと

なる。 

くやしさは「理想と現実の差異」から生じる

感情であるが、くやしさが心理や行動に与える

影響については、ツァイガルニク(1997)が示し

た「ツァイガルニク効果 Zeigarnik effect」と呼

ばれる心理効果として研究されている。これは、
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「完了したことよりも、未完の行為の方が記憶

に残る」という心理効果である。 

この効果と旅行者の心理を組み合わせて、天

候不順で回れなかった場所や、季節のずれで見

られなかった風景などをパンフレットの隅に掲

載することで再度旅行先に選ぶ可能性が増える

としている。 

 

2 既存研究に対する考察 

 

（1.1）の研究は地域愛着の形成において非常に分

かりやすく示したモデルと言えるが，地域住民を

対象としているところに我々の研究で参考にする

限界があり，地域住民を観光客に置き換えたとき

の新しい尺度の提案や，地域愛着へ結びつく新し

いモデルの提唱が必要となる。そこで我々は以下

の 3 つの仮説を導出した 

 H1：地域住民との関わりが強いほど地域愛着

が高まる 

 H2：地域の文化への関わりが強いほど地域愛

着が高まる 

また、（1.2）の研究からは愛着の効果として協

力行動や街づくりに貢献するという事が言えた。

これを今回の研究に活かせるように拡大解釈して、

以下の仮説を導出した。 

 H3：地域への援助行動は地域愛着を高める 

 H6：地域愛着はポジティブな口コミを誘発す

る 

 地域愛着はリピート意向を誘発する 

（1.3）と（1.4）の研究からはリピーターには純

粋なファン以外に心残りの気持ちが大きく、心理

学的側面からも、「くやしい」という感情がリピー

ト意向に結びつきやすいことが分かった。この心

残りがあり、全部見たいという願望を「追求願望」

と定義することとし、我々は以下の仮説を導出し

た。 

 H4：心残り(追及願望)が強いほど地域愛着が

高まる 

3 仮説モデル提案 

 

前節で挙げた仮説をまとめ、モデルにすると以

下のようになる（図 5）。 

 

H1：地域住民との関わりが強いほど地域愛着が高

まる（先行研究 1.1） 

H2：地域の文化への関わりが強いほど地域愛着が

高まる（先行研究 1.1） 

H3：地域への援助行動は地域愛着を高める（先行

研究 1.1） 

H4：心残り(追及願望)が強いほど地域愛着が高ま

る（先行研究 1.2） 

H5：地域愛着はポジティブな口コミを誘発する

（先行研究 1.3,1.4） 

H6：地域愛着はリピート意向を誘発する（先行研

究 1.3,1.4） 

H7：地域愛着は援助行動を誘発する 

 

図    5  

仮説モデル 

 

 

4 仮説検証 

4.1 調査方法と調査内容 

 

本研究では，鈴木・藤井（2008）と和田, 菅野, 徳山,

長尾,若林（2009）の中で挙げられている感覚尺度を

参考に、我々の中で考えたものを適宜加えてアンケ

ート調査を行った。アンケートの対象は大学生とし、

ネットアンケートによる回答を募った。調査概要は
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以下に表を示す （表 1）。 

今回の調査は、主に地域愛着形成の妥当性と、

愛着における効果の検証することが狙いであり、

よって調査項目も地域への愛着、愛着における

効果、個人属性を問うものとした。（表 2） 

「地域への愛着」と「愛着による効果」の各

尺度に対する質問内容は以下に示す。（表 3） 

 表     1 

 

表     2 

 

表     3 

 

 

調査対象
調査媒体
実施機関
回収数
調査票配布方法

アンケートの概要
大学生

インターネット
2011年11月

159
URL添付によるメール

地域へのポジティブな効果に関する項目に
ついて、「そう思う」から「まったく思わ
ない」」までの5段階で回答を要請

調査項目

年齢・性別・愛着感じる地域の基礎項目

個人属性

既往研究や独自に作成した地域への感情に
関する項目について、「そう思わない」か
ら「そう思う」までの5段階で回答を要請

愛着による効果

地域への愛着

愛着による効果（援助行動）

その地域が困っているときは助けてあげたい
その地域が天災などに見舞われた時には援助したい

地域愛着（援助行動）

その地域にボランティア活動に行ったことがありますか

地域に受け継がれている祭りや芸能文化があると思う
歴史的な町並みが残っていると思う
地域で受け継がれている生活文化があると思う
地域固有の特産物（農産物、海産物、畜産物、酒など）が
あると思う
愛着による効果（口コミ）

その地域の魅力について他者に話した（伝えた）事がある
その地域の魅力について誰がと共したい

愛着による効果（リピート）

その地域を再び訪れてみたい

地域ブランド価値

地域ブランド資産

地域は住みやすいと思う
地域にお気に入りの場所がある
地域を歩くのは気持ちよい
地域ではリラックスできる
地域の雰囲気や土地柄が気に入っている
地域が好きだ

その地域は大切だと思う
その地域に愛着を感じている
その地域に自分の居場所がある気がする
その地域は自分の街だという感じがある

人の温かさを感じられると思う
人とのふれあいを感じられると思う
人との間で心のつながりを感じられると思う
客人を温かく受け入れる土地柄だと思う

分析に使用した尺度の構成
地域愛着（選好）

地域愛着（感情）
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4.2 検証方法と手段 

 

 まず、各仮説検証に対応する尺度の個人における

平均値を抽出する。これにより 159 人分の各項目

における平均値が得られることとなる。これらを愛

着形成の H1～H4 までの仮説検証においては重回

帰分析にかけ、y 軸要素を愛着、x 軸要素を人との

関わり、文化との関わり、援助行動の意識、追求願

望とした。また、H5～H7 までの仮説検証において

は単回帰分析とし、y 軸要素をそれぞれ、口コミ、

リピート意向、援助行動とし、x 軸要素を愛着とし

た。 

 

4.3 分析結果 

  図     6 

 仮説モデルの検証 

  

  表     4 

 重回帰分析および単回帰分析の分析結果 

 

各分析結果を表にして載せる（表 4）。また、仮説モデル

の中にその値をあてはめたものを図にした（図 5）。 

以上の結果から、H3 の仮説以外は 0.01 水準以下で検証

された。よって、愛着の形成に人との関わり、文化への関

わり、ツァイガルニク効果の順で関与しているという事が

言え、愛着が形成されればリピート、口コミ、援助行動が

誘発されるという事が認められた。 

 

係数 標準誤差 P-値
人→愛着 0.22382 0.035938 4.19E-09
文化→愛着 0.206052 0.046375 1.67E-05

援助行動→愛着 -0.00328 0.068459 0.961809
追求願望→愛着 0.168063 0.086393 0.053532
愛着→リピート 0.315211 0.082526 0.000191
愛着→口コミ 0.554623 0.070622 5.67E-13
愛着→援助行動 0.33666 0.121814 0.006389

0.22（0.00） 

0.21（0.00） 

-0.003（0.96） 

0.17（0.05） 

0.34（0.01） 

0.55（0.00） 

0.32（0.00） 
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④ 提案 

１．観光庁 HP の活性化 

 まず、HP 内に 4P の視点から以下の内容を提案

する。 

Procuct：HP 内に ｲｲﾈ！ 伝言板 新規・リピ

ーター向けコミュニティーの作成 

Price：無料 

Place：インターネット 

Promotion：インターネットの HP が広告の役割

を果たしている為、省略 

 観光客が旅行する際、インターネットで情報を

集めるというデータがあるが、１番信憑性の高い

と思われる「観光庁の HP」には観光地の情報が

尐ないと感じる。 

 今の私たち学生は SNS の利用率が高い、だから

こそ SNS のような機能を HP 内に充実させ、日本

をもっとアピールすることが大切なのではないか

と考えた。

 そこで私たちの考える観光庁 HP の活性化につ

いて４種類提案する。 

まず、mixi や twitter のように“ｲｲﾈ！”機能の

利用である。SNS における“ｲｲﾈ！”機能は口コ

ミに変換され、情報が拡散するためだ。上記でも

述べたように、学生の SNS 利用率は高いので効果

的ではないだろうか。 

 第二に、フジテレビ等のテレビ局が HP 内に採

用している伝言板機能の利用である。今回私たち

が提案する伝言板の内容としては、自分が旅行な

どで訪れたことのある場所やボランティア活動を

している人などを写真でシェアすることだ。仮説

検証からも口コミなど、情報を共有することは十

分に効果的であろう。 

 第三に、リピーター向けの項目の作成、利用で

ある。 

この項目の中に“マイページ”を作成し、過去に

自分が訪れた地域や観光スポットのデータを残し、

管理できるようにする。また、同じ地域に旅行す

る際は、ホテルや食事等、コアな情報を提供する。

リピーターほどコアな情報を求めるという先行研

究から効果的であろう。 

 最後に、新規顧客向けの項目の作成、利用であ

る。この項目の中に“多くの人がシェアできるペ

ージ”を作成し、有名な観光スポットのデータを

提供し、以前その地域を訪れた人の評価や情報を

シェアし、提供する。あくまでも今回はリピータ

ーにフォーカスしていたが、新規顧客は有名スポ

ットを観光するというデータがあるため、効果的

であるといえるのではないか。 

 以上のことから“観光庁 HP の活性化”を提案

する。 

 

２． フリーペーパー型のパンフレットの作成 

 １の提案と同じく４Pの観点からまず、提案する。 

Product：新規だけでなく、リピーター向け心残りの

パンフレットの作成 

Price：無料 

Place：ホテル（部屋・ロビー）お寺 新幹線 

Promotion：フリーペーパー型のパンフレットが広

告の機能を果たしている為、省略 

 私たちが海外に旅行する時は大体の人がプランを

立ててからその地を訪れるだろう。 

そこで、「リピーターはコアな情報を求める」、「心

残りがある人ほどリピート行動をする」という先

行研究および仮説検証から以下に観光客に対し、

“満足の中に心残りを残すか”、“追求願望を刺激

するか”が重要ではないかと考えた。 

 そこで私たちの考えるフリーペーパー型のパン

フレット作成について２種類提案する。また、パ

ンフレットは置く場所によって効果が変わると考

えたため、パンフレットの置く場所についても同

時に提案する。 

 まず、次回のプランを決められるようなパンフ

レットの作成である。そのパンフレットの中には

有名な観光スポットの写真や評価、地元住民しか
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知らないような隠れ家的なお店とアクセス方法を

掲載する。このパンフレットを置く場所はホテル

の部屋やロビー、または新幹線のポケットにする。

プランが決まっている人の場合、一日目が終わっ

たその日に有名スポット以外を見せられた時どう

思うだろうか？私たちは「ここも行きたかった」、

「また行こうね」とリピート行動を起こすきっか

け、心残りを生むと考えた為、効果的だと思った。 

次に、心残りにフォーカスしたパンフラットの作

成である。そのパンフレットの中には自分が訪れ

た季節とは異なる季節の写真を掲載する。このパ

ンフラットを置く場所は、お寺などの文化遺産に

する。自分が見ていない、または見られなかった

文化遺産や自然景観をパンフレットで見た時、人

はどう思うだろうか？誰もが「見たい！」「見たか

った！」という心残りの感情を生むと考えた為、

効果的だと判断した。 

 以上のことから“２種類のパンフレット作成”

と“パンフレットを置く場所”を提案する。 
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