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地域におけるインバウンド観光戦略
矢ケ崎

が、訪日外国人旅行者数は東日本大震

た。昨年は自然災害が各地で発生した

月に史上初めて三〇〇〇万人を突破し

訪日外国人旅行者は二〇一八年十二

行者に紹介できる主婦や高齢者もその

合は、その地域の生活文化を継承し旅

人々の年齢は限定されるが、観光の場

無形の商品である。工場に勤務する

四季折々の旅行体験は在庫が効かない

士山は国外に持ち出すことができず、

である。訪日外国人旅行者に人気の富

ながやっているから、うちの自治体も

地域の経済活性化のためである。みん

なく、ビジネスであり、その振興は、

観光は、おもてなしの無償奉仕では

意義である。

域がインバウンド観光振興に取り組む

担い手となっていく。このことが、地

いき、暮らし続けられる地域づくりの

に行くのは、リピーターの旅行者か、

巡るのと一緒である。これ以外の地方

ィレンツェ、ヴェネツィア、ミラノを

アに初めて旅行する人が、ローマ、フ

た都市を周遊することが多い。イタリ

では、まず、首都、古都、商都といっ

ちもそうだが、初めて行く海外旅行先

初めて来日する旅行者であった。私た

東洋大学 国際観光学部 教授

災の翌年の二〇一二年から前年対比増

振興に参加することができ、
さらには、

あるいは、世界遺産級の初回訪問者を

はじめに

の伸びを記録し続けている〈図１〉
。

何かしなければ、
という姿勢ではなく、

が少なく、大切な自分の時間とお金を

ある。初回訪問者は日本に関する情報

を組みやすい強いゴールデンルートで

るという位置関係にあり、周遊の旅程

る世界文化遺産の富士山が鎮座してい

この三都市を結ぶ線上に日本を象徴す

に誇る新幹線が頻繁につなぎ、かつ、

わが国は、東京、京都、大阪を世界

登山やスキー、サイクリング等のアク

最近まで訪日外国人旅行者の多くは

〝ゴールデンルート〟と
一部の地域への脚光

インバウンド観光振興の
初期の現象

有して進めることが望まれる。

り検討し、明確なビジョンを設定し共

観光振興を通じて経済活性化を目指

地域独自の資源を活用して、品質が

惹きつける大きな魅力が備わった場所

略である。富の国内移動である国内旅

よく適正な価格の観光商品をつくり、

なぜインバウンド観光振興に取り組む

行市場ではなく、輸出産業と同じく外

訪日外国人旅行者を誘致して外需を直

ティビティのガイドのように自身の特

貨をもたらすインバウンド観光は、一

接地域に取り込み地域活性化につなげ

す国々において、観光戦略とは、外国

国の経済成長戦略として重要である。

ていく。この過程において、高齢者も

のいずれかである。

製造業は生産や研究開発の拠点を国外

含めた多くの住民が活躍し、生業が充

のか、何を得るのかについて、しっか

移転することがあるが、観光はその場

実するとともに、世界から評価される

技を活かした働き方も可能となる。

所から動かせない資源を活用し旅行者

我が地域に対する誇りと愛着を育てて

人旅行者誘致（インバウンド観光）戦

に経験価値を提供するサービスの総体
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使って行くのだからリスクの少ない定
が現地に落ちずにシーズン終了ととも

きて、一日数万円から十数万円の報酬

在しており、国内旅行市場

送客市場国・地域が多数存

旅行消費を域内循環させる必要性が認

番の観光地＂ゴールデンルート＂をま

揮していた地域がある。世界最高水準
識された事例である。秋田県は、二〇

でのスピード感、商習慣や

のパウダースノーが豪州人に評価され
〇九年に韓国ＫＢＳで放送されたテレ

に豪州に戻ってしまう事態が発生して

た北海道ニセコ・ヒラフ、国際的に権
ビドラマのロケ地となり、いきなり韓

ず訪問する。

威ある写真コンテストで高い評価を受
国人旅行者が増加したが、当時はその

ネットワーク、経験が通用

けた長野県地獄谷温泉のスノーモンキ

要因がよくわからずに対応が後手にな

訪日外国人旅行者全体の

いた。北海道運輸局を中心に現地ガイ

ー、スイス人僧侶が欧米豪に紹介した

ってしまった。大分県由布院温泉は、

中で、二回目以上の訪問者

一方、
初回訪問者が多い状況下でも、

高野山などである。また、岐阜県高山

その顧客の大半がリピーターの日本人

数は、二〇一二年の五二八

しないことも多い。

市のように、三〇年以上にわたってイ

でありインバウンド観光客対応は特段

万人から二〇一七年一七六

ドの養成事業が進められ、訪日外国人

ンバウンド観光に取り組んできた地域

行なっていなかったが、福岡から別府

一万人へと大幅に増加した。

インバウンド観光
地域にとっての可能性の拡大

るイベント等で評価されたところが多

の魅力を在住外国人や国際的に権威あ

のとなっている。こうした事例を教訓

本人旅行者が減少する懸念が現実のも

光客が押し寄せ、その混雑を嫌って日

合は、中国が六〇％と多い

七年の初回訪日旅行者の割

に限定してみると、二〇一

別 に、観 光・ レ ジ ャ ー 目 的

① リピーターは地方へ行く

い。

として、インバウンド観光振興を地域

も の の、韓 国 が 三 六 ％、台

2,869

20,278

ゴールデンルートに負けない魅力を発

が、日本の原風景を求める旅行者に支

までの周遊旅程で休憩するにちょうど

訪日客数上位四カ国・地域

しかし、北海道ニセコ・ヒラフでは、

が考える際には、しっかりと準備して

湾が二〇％、香港が一七％

37,476

34,771

新しいステージに入った

持されている例もある。その地域自体

良い立地のため通過型の外国人団体観

スキーを楽しむ豪州人旅行者ととも

戦略を練ることが重要である。わが国

となっており、リピーター

1,036

836

622

1,974

2,404

14,167

10,846

1,341

8,135

に誘客の経験がある場合と、その地域

に、彼らにスキーやスノーボードを教

の近隣には大量の外国旅行者数を生む

官民で進める観光地域づくり
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えるインストラクターも一緒にやって

特 集

44,162

45,064
図１．訪日外国人旅行者数と消費額の推移

3,119

平成23年
平成24年
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平成26年
平成27年
平成28年
平成29年
平成30年
（2011年） （2012年） （2013年） （2014年） （2015年） （2016年） （2017年） （2018年）

出典：観光庁、JNTOのデータより作成。

で、地方部への訪問が多くなり、加え

わが国へのリピーターの主力は三〇代

ている。観光庁の調査結果をみると、

川の里山等で人気を集めているサイク

トレッキング、しまなみ海道や飛騨古

ィは、スキー・スノーボード、登山や

外国人旅行者に人気のアクティビテ

ため前者への馴染みが深く、一方、年

て、滞在中の消費額が増加する。リピ
リングなど多岐にわたっている。
また、

が大半を占めている〈図２〉
。中国人

ーターは、体験したことがないこと、
東海道を十日間かけて歩くウォーキン

に何度も旅行に出かけたり、一回の旅

行ったことがない場所、何度も行く・

グの旅行商品は、年間数千人の外国人

観光客も、二〇一五年に七三％であっ

実施することによって自分自身にプラ

旅行者が利用し待機者が出ているほど

行期間が長い人々の中には後者のタイ

スの影響があることを求めて訪問先を

である。これらは、ネイチャーアドベ

た初回訪問者の比率を二〇一六年に六

決めるが、同時に、日本に関する情報

ンチャーと呼ばれるもので、自然、ア

プが少なくない。

を多く保有するようになり、訪問地で

クティビティ、異文化体験の三要素の

七％、二〇一七年に六〇％と低下させ

の体験の質に対する目が厳しくなる。

うち、
最低二つを含む旅行と定義され、
南米、欧州の三エリアで四五〇〇億ド

その市場規模（二〇一七年）は北米、

旅行体験の品質管理が必要である。

② アクティビティ型の旅行者の増加

をするかを決めるもので、この方法を

どこに行くかを決めてから、そこで何

地域独自に企画できる領域である。

よって、四季折々の多様なメニューを

地域が有する自然の種類や楽しみ方に

ンライン版の日本特集では、東京、京

読者は旅好きな高所得者層である。オ

北米を中心に一〇〇万部発行され、購

長を先頭に個別に海外の旅行会社訪問

ってきた。トップセールスと称して首

的地としての日本の認知は高評価とな

認知向上に取り組んできたが、旅行目

ル（約五〇兆円）とも言われている。

採る旅行者には、旅行目的地の魅力を

都、広島、北海道、伊豆、奈良、九州

等を行なっている地域があるが、日本

旅行の決め方には二つある。
一つは、

訴求することが大事である。一方、何

などの魅力が動画や記事で紹介されて

③ 日本ブランドの認知向上

多くは年間の旅行回数が少なく、新し

で決める人々も少なくない。日本人の

される旅行先に日本を選んだ。同誌は

二〇一八年十一月に、世界で最も注目

つトラベル・アンド・レジャー誌は、

経る。これまでは、国も地域も、まず

入→旅行実施→情報共有のプロセスを

旅行は、認知→検討→計画→商品購

に自地域を売り込みに行き、知名度が

いう戦略が重要である。わざわざ海外

後は、その一要素としてどう動くかと

世界の旅行市場に大きな影響力をも

い訪問先を求める旅行をしがちである

ティビティをどこで行うかという順番

をしたいかが決まっていて、そのアク

ブランドが確立されつつある中で、今

資料：観光庁「平成29年訪日外国人消費動向調査【トピックス分析】」
（2018年3月20日）より抜粋。

いる。

図２．2017年 東アジア4カ国・地域の訪日回数別構成比
（観光・レジャー目的）
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らないよう、受入環境の改善に一層力

て訪日する外国人旅行者の期待を裏切

レジャー誌等が伝えるイメージを抱い

また、地域は、トラベル・アンド・

致を考えることが現実的である。

て近隣まで来ている外国人旅行者の誘

低いと嘆かなくとも、広域連携によっ

つくり、その仮説が成功する確度を上

ジョン達成のための取り組みの仮説を

分析して自らの強み弱みを把握し、ビ

せて見直しが必要である。市場をよく

り、戦略や取り組みは市場環境にあわ

く成功体験が陳腐化しやすい分野であ

が大事である。また、観光は動きが速

されたことを検証できる目標が設定さ

割分担が明確化され、ビジョンが達成

たビジョンが必須であり、地域内の役

っていたいのかをわかりやすく記述し

観光戦略には、何年後に地域がどうな

戦略が策定される構造が必要である。

づけられ、これを上位計画として観光

るのなら、それを留める方策を検討す

ことが大事であり、域外に流出してい

ウンド旅行消費は地域内循環している

へ取り組むことも可能である。インバ

ビジネス客を組み合わせて需要平準化

とインバウンド観光客、一般観光客と

目指すことが望ましい。日本人旅行者

ットを適量誘致しリピーターづくりを

外国人旅行者との触れ合いを楽し

れている必要がある。ここまでを、自

持続的な観光地域づくりを担うＤＭＯ

み、それを活力としていくしたたかさ

げるために科学的データで補強し、実

こうした動きは、行政組織の文化風

がまず離陸するためには、立ち上がり

を持っている地域のインバウンド観光

を入れ、リピーター獲得に重点を移す

土には馴染まないことから、ＤＭＯと

段階でＤＭＯがやるべきこと・やらな

は大きく伸びていくだろう。今後、旅

ることも必要である。

いう司令塔が機能することが期待され

くてよいことを明確にし、自治体、商

慣れた欧米豪からの旅行者が増え、ア

治体が中心となって地域で合意するべ

ている。しかしながら、
昨今登録法人・

工会議所等の既存の団体、観光ビジネ

ジアの人々も外国旅行の経験値を上げ

際にやってみながら改善を加えていく

者自体が情報発信媒体となっているた

候補法人に名乗りをあげているＤＭＯ

ス事業者等が実質的な応援団になるこ

ていくと見込まれる。わが国の地域の

必要があろう。ＳＮＳ等によって旅行

め、日本や地域に関する情報は、良い

をみていると、試行錯誤がありながら

とが重要だ。

人々も自身の旅行経験を豊かにし、旅

きである。この重要な前段を経ずにＤ

ことだけでなく、期待はずれだったこ

もＤＭＯとしての道のりを歩んでいる

また、旅行目的地としての日本の認

行者のニーズを自分ごととして理解で

というビジネスマインドが必要とな

と、不満に思ったことなども迅速に拡

組織、形式を整えて安心してしまって

知は向上しており、地域の近くまでイ

きるようになりたいものである。地域

中の感動を写真や動画等でリアルタイ

散されていく。外からのイメージと受

いる組織、交付金の受け皿としてつく

ンバウンド観光客が来ている状況下で

における心の開国という意気込みが求

ＭＯに丸投げで任せても機能し難い。

入環境のレベルの間に齟齬がないよう

ったが何をしたらよいのか迷っている

は、受け入れ環境とコンテンツの品質

められよう。

る。

にしていくことが新しいステージでの

組織の三パターンに分かれるようだ。

を高め、地域に利益が残るよう適正な

ムに情報発信できるようになり、旅行

要諦の一つだ。

まず、地域活性化のビジョン・計画

価格を設定し、これに見合ったターゲ

地域におけるインバウンド
観光戦略の課題と方向性
地域が真剣に観光振興のあり方を考

が必要であり、ここに観光振興が位置

官民で進める観光地域づくり

えた結果が戦略にまとまっていくこと
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