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地域経済経営ネットワーク研究センター年報　第 3 号
北海道大学　2014 . 3

　＜提言＞
観光アメニティからみた北海道観光の今と未来

－観光アメニティ設計への提言－
講　師　坂川　裕司

（北海道大学大学院経済学研究科教授）

マーケティングからみた観光市場

それでは最後になりますが，これから「観光ア
メニティからみた北海道観光の今と未来」と題し
まして，観光アメニティ設計への提言というもの
をさせていただきたいと思います。

本日は，お集まりいただきありがとうございま
す。時間があまりありませんので早速本題に入り
たいと思います。

まず「マーケティングからみた観光市場」とい
うお話をさせていただきます。冒頭，田村先生が
お話しされておりましたが，マーケティングから
観光市場をどのように見るのか。この点をもう少
し時間をかけてお話しさせていただきます。

次に「北海道観光市場の特徴」についてお話し
いたします。今回の私の報告は北海道の観光市場
にフォーカスを当てています。現在，田村先生と
共同研究をしています。その共同研究では全国の
いろいろな観光地を対象にして，アメニティがど
のような影響を及ぼしているのか，について調査
し分析しています。今日の報告では北海道観光が
アメニティによってどのように活性化するのか，
についてお話ししたいと考えています。

まず「マーケティングからみた観光市場」，こ
れについてお話ししていきます。マーケティン
グでは取引という概念にフォーカスを当てます。
マーケティングは，財やサービスといったものを
どのように売り手と買い手が取引するのかを考え
ます。取引を捉えるために市場という概念があり
ます。観光をどのようにマーケティングとして分
析するのか。まず観光者というものを捉えます。
一般的にいうと消費者ですね。それに対して，観

光というものを売っている売り手として観光地を
捉えます。このトライアングルがあるときマー
ケティングというものが意味を持ちます（図 1）。
ここにある二つの観光地が同じ観光者に同じ観光
サービス，例えば温泉であるとか，そういったも
のを提供していれば，この二つの観光地は競争す
る関係にあります。ただ，おもしろいことに観光
というものは必ずしも同じものを提供しているわ
けではありません。あるところは温泉であった
り，あるところは食事であったり，あるところは
スキー，ゴルフといったスポーツ，アウトドアで
あったり，それでも観光客，観光者は同じである
場合があります。そのときに観光地の関係は，補
完という関係に変わります。

観光という問題をマーケティングから捉える
ときに重要なことの一つは，観光者自体がいろい
ろな観光地を組み合わせて一つの観光行動をとっ
ていることです。そこをどのように捉えるのか。
それを捉える一つの概念装置として観光アメニ
ティというものを今，田村先生をはじめ共同研究

図 1　観光市場の定義
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のメンバーで分析しているわけです。
少し言い方を変え，わかりやすく言えば観光

というのは一つのショッピングに近いのです。私
たちがどこを観光するのか，それは要するに観光
地を選択しているようなものです。つまり買い物
に行くときにどこのお店を使うのか。それと同じ
ものと捉えると非常に捉えやすい。観光地は物も
売っている，サービスも売っている，温泉も売っ
ている，景観も売っている，当然，土産物も売っ
ている。財やサービスの集合体なのです。

さらに，先ほどお話ししたように観光地はいろ
いろと組合されて消費される。そういう意味では
一つのバスケットです。観光地は観光アメニティ
を組み合わせて一つの魅力をつくっているので
す。

こうした観光者の行動をもう一つ違った視点
から見ていくと，費用というのが問題になります。
観光者はいろいろな費用を負担しながら観光をし
ているわけです。それを総じて観光費用という言
い方をします。それは入場料であったり，二次交
通を使う料金であったり，あるいは食事をするた
めの費用，宿泊するための金銭的な費用です。そ
れだけではなくて，肉体的・精神的な費用もあり
ます。ヨーロッパに行ってフランスでベルサイユ
宮殿に行ったときに歩くわけです。非常に広大な
地域を歩く。実はこれも費用なのです。労力とい
う費用を負担しています。あるいは，混雑してい
る美術館とかそういうところで並ぶ。これは精神
的な費用です。こういったさまざまな費用を負担
しながら観光者は観光をしているわけです。買い
物の行動と非常によく似ている。ただ，買い物と
違ってそれはお店ではないのです。訪問するのは
観光地だと。こういう見方をしていきます。

こういう見方をするときに観光アメニティが
非常に重要な意味を持ちます。じゃあ，どうやっ
て観光者は観光地を選ぶのでしょうか。旭川，札
幌，小樽，というだけで訪れる場所を選んでいる
わけではないですね。例えば，おいしいものを食
べに行こう。今，8 月だよね，7 月だよね，ウニ
の時期だよね，じゃあ積丹にしようと。観光者と
いうものは，あるイメージから観光地をつくり上

げている。こういうアメニティの組み合わせが観
光地そのものになってしまう。つまり連想してい
るわけです。こういう選択の仕方，これを分析す
るために観光アメニティという概念が重要になっ
てきます。

では，こういった観光アメニティをどの消費者
も同じように評価するのか（図 2）。札幌を一つ
取り上げても，いろいろな観光者が観光を消費す
る者として，それを評価しています。カップルが
来る場合，小さな子連れで来る場合，高校生ぐら
いになってから来る場合，子供が家を出て独立し
て夫婦だけで来る場合，同じ札幌を捉えたとして
もそのイメージするものは違いますね。こういっ
たことを考えていくと，観光者はある 1 時点でさ
まざまなイメージを同じ観光地に持ってしまう。

また違った視点からみると，人生のライフサイ
クルによっても，同じ札幌を違った観光地として
評価している。マーケティングにとって重要なの
は何かというと，市場をどう捉えるか。つまり，
消費者，ここでいう観光者の集まりをどう捉える
か。ここが出発点になります。観光でマーケティ
ングを用いる，そこにマーケティングという観点・
視点を入れるということは，まず観光者をどう捉
えるかという概念装置が必要です。これが観光ア
メニティです。

ここで，マーケティングという学問から観光を
捉えていくときに，なぜ観光アメニティが重要か
という話を一度終えたいと思います。

図 2　観光者と観光アメニティの関係
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北海道観光市場の特徴

こういった考え方，理解を踏まえて，実際に北
海道観光について書かれたリポートや論文の中で
は，どういうふうに捉えられているか。つまり，
観光市場の特徴を少しお話ししたいと思います。

北海道観光市場について挙げられている特徴，
この中にもご存じの方がいると思いますが四つに
整理してみました（図 3）。

まず，観光入り込み客数が長期的に減少してい
ます。確かに一時的には上がったりするのですが，
それは 10 年ぐらいのスパンで捉えてみるとどん
どん減少している。そういう傾向があります。

二つ目に，夏期集中傾向です。北海道だと冬
かなと思うのですけれども，ピークは 7 月，8 月，
9 月なのです。毎年この時期に観光入り込み客数
が多い。ここをいかにつかまえていくかというこ
とが非常に重要な意味を持っている。

ただし，ここからが重要です。では実際に観光
をしている人たちはどういう人たちなのか。85％
近くが道内の観光者なのです。つまり，北海道の
観光市場でお客さんになっている人の 85％は道
内の観光者。さらに，8 割近くが日帰りの観光客
です。これは，北海道観光市場の将来を考えると
悲しい現実が待っているわけです。なぜか。日本
の中でも少子高齢化が進んでいるマーケットだか
らです。つまり，北海道内でこれから人口が減っ
ていく，少子化していく，そういう現実を考えた
ときに，道内の顧客に依存し，かつ日帰りの顧客
が多いままだと観光産業から得られる売り上げ，
利益はどんどん減っていきます。先ほど星野リ

ゾートのお話でもありましたし，田村先生のお話
の中でもありましたけれど，宿泊客がお金を落と
してくれるわけです。その宿泊客が少ない。

そういったことを考えていくと北海道観光産
業における課題が明らかになります。どうやって
北海道内の観光客，特に日帰りの観光客に対する
依存度を低めていくか。これを考えなければなり
ません。もちろん道内日帰り観光客は減らさない
ほうがいいですね。これを維持あるいは増加させ
つつという条件がつきます。そのために何をする
か。確かに昨今，東京オリンピックも決まりまし
たので，それを狙って海外からの観光客を獲得し
たいと。あるいは北海道新幹線も来るという形で
議論もされていますが，何よりも重要なのは道外
宿泊旅行者を増やすことです。さまざまなデータ
を見ていて，道外から来ている方の中に日帰りの
方はほとんどいません。宿泊しますね。海外から
お客さんを引っ張ってくるよりは，海を渡った向
こうからお客さんを引っ張ってくるほうがコスト
は低いし利益は大きいわけです。

もう一つは，滞在期間を長期化させる。これま
た北海道は北海道なりの問題があります。それは
またおいおいデータの解釈の中で取り上げてお話
ししていきます。

じゃあ，この対応策に対してマーケティングは
どのような貢献ができるのか，何を示唆できるの
か。そこで出てくるのが観光アメニティという視
点です。道外宿泊旅行者を増やすために何ができ
るか。そのためにマーケティングは，どういった
観光地がどのような観光アメニティを開発するの
か，を考えます。これについて提言をして私の報
告を終わりたいと思います。

さて，ここからアンケート調査を利用して，実
際に統計学あるいはマーケティングの理論を使い
ながら，その結果を解釈し提言に結びつけていき
ます。さまざまな観光市場に関するデータがあり
ます。ただ，私が探したかぎり，アメニティを直
接扱っているデータというのは少ない。その中で
も一般的に，私が入手できるデータというのはさ
らに限定されます。これは皆さんも入手できる
データです。今日は，どなたでも入手できるデー

図 3　北海道観光市場の特徴
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タを使っています。
では，利用したデータは何か。北海道観光産業

経済効果調査のデータを利用しました。これは道
庁にてデータを公開しています。もともとその利
用目的ではないということで第三者に公開してく
れない場合が多いのですが，これは公開しており
ます。

今日いろいろなお話を伺っていて，これからお
話しすることも直接かかわっています。つまり，
平成 22 年のデータを分析して出てきた結果が今
日お話しされていることと同じなのです。ここに
出ている結果がいまだに改善されていないという
ことは，状況としては平成 22 年から何も変わっ
ていないということです。

このデータを使って道民と来道者のデータを
分析していきます。つまり，道外観光者がどうい
う観光アメニティをどう評価しているのか，それ
に対してどのような態度を形成しているのか，そ
れが観光地ごとにどう違うのか，そういった分析
をしています。非常に簡単な分析です。

では，調査データにおいて観光者は観光アメニ
ティをどのように評価しているのか。まず観光者
について，調査にはこれらの質問項目が含まれて
います。これ以外にもさまざまなデータが入って
います。実際に使った金銭，何に対してどれだけ
使ったかとか金額なども入っています。ここでは
ここにあるデータを使って分析し，その結果を解
釈しています。

さらに調査は観光者に対して，その観光地のど
んなアメニティをどう評価しているか，たとえば
期待度であったり，満足度などを聞いています。
これは，心理学でよく使うのですがリッカートの
5 点尺度を使って測定しています。このデータを
いろいろと組み合わせて分析を行っています。

分析の全体像です（図 4）。こういった分析に
なっています。まず最初に観光者を，日帰り，宿泊，
道外，道内，さまざまな特徴でグループ分けして
いきます。そのグループ分けした中で平均値を
とって，その差を比較します。ただ比較するので
はなくて統計学の知識を使って，その差が 90％
以上の確率で発生すると確認できたかどうか，こ

こをチェック項目にします。つまり，ほぼ確実に
このグループは違うよと言えるかどうかです。も
う一つは，観光目的地に着目します。そのデータ
を使って観光の目的地ごとに観光者をグルーピン
グします。そうすると，その観光目的地に行った
観光者が何を期待し，何を評価したのか，がわか
ります。この二つの分析結果を統合することに
よって，観光アメニティというものがどう影響し
ているのか，そして，その観光アメニティの影響
から，あるいは北海道観光の課題から，今後，北
海道観光市場を活性化するために何をしたらいい
のか。これについての考えを導き出します。

最初の分析結果からです。短い時間で要点だけ
できるだけわかりやすくお話しします。最初に，
非常に分析しづらいデータなので，こういうこと
を試みました。まず旅行者全体について日帰りと
宿泊グループに分けて分析します。次に道内の旅
行者についてのみ日帰りと宿泊で分析します。な
ぜかというと，道外の観光者はほとんど宿泊グ
ループのほうに入ってくるわけです。そこで彼ら
の影響力を見たいのです。彼らが入ることによっ
て分析の結果がどう変わるのか。ここに注目しま
す。

今ここに挙がっているデータは，この全体と道
内旅行者のみの結果の中で同じように差があると
確認できたもの，つまり共通しているものです。
そのほとんどが宿泊に関連するものです。見てい
くとおもしろいのですけれども，この中に情報発
信が入ってきます。馬路村の例，星野リゾートの
例もありましたけれども，情報発信はこの当時の

図 4　分析の全体像
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を欲しいときに簡単に手に入るか。冒頭，田村先
生がおっしゃっていましたが，どこかに行こうと
思ったら 3 時間かって情報を集めるというのは，
ストレスなわけです。こういった項目が統計的に
は意味を持ってしまう。つまり，90％の確率で日
帰りと宿泊の間に差を生み出してしまうのです。
まずこれが最初の分析の結果です。

二つ目，観光の訪問地ごとに観光アメニティが
どう評価されているか，をちょっと見てみましょ
う。データとしては，訪問地というものを市町村
の名前あるいは観光地の名前でとっています。た
だ，そのデータの一番小さなレベルで分析すると，
これも統計学的な問題でサンプルが小さ過ぎる。
それで，いろんな集計レベルを設定していって，
今回提示させていただく分析の訪問地域の定義が
これなのです（図 6）。まず札幌市です。そして，
札幌市を除く道央圏。そして，その他です。分析
としておもしろいのは，道北，オホーツク，釧路，
根室，十勝，道南，このレベルでの分析も行って
います。このそれぞれの地域について説明すると
いうか，分析の結果を解釈する上では重要なので
すけれども，北海道全体の観光を考える上では
このレベルの定義が意味のある示唆をしてくれま
す。この三つのグループで観光アメニティがどう
評価されているのか，それをデータから統計学と
かマーケティングの知識を使って明らかにしてみ
ました。

例えば食事全般への期待度を見ていくと，札幌
市と道央圏，札幌市とその他地域圏で差があると
いうのが確認できます。その差は 90％の確率で

データから既に求められているわけです。宿泊す
るとなると，やっぱり宿泊施設の情報が欲しい。
これは，日帰り，宿泊という特徴を考えれば当た
り前のことですね。しかも，この項目どれもが平
均値をとると宿泊のほうがより高い期待を形成し
ている。これは分析する前から大体予想はつきま
す。

むしろ次のデータが非常に重要です。道内で観
光業をやっているときに，一回一回，道内の人と
道外の人とお客さんを分けるということはしませ
ん。そういうことができなくはないですが，しな
いと思うのです。これからは道外のお客さんが重
要になる。そう考えて何を重要視するか。観光ア
メニティとして何が重要か。次にこの点について
お話しします。

ここに挙がった項目は，道外の観光者を入れる
と統計的に差があると確認できるアメニティです

（図 5）。簡単に言うと，道外の観光者を自分のお
客さんのグループに入れてしまうと全く違う項目
が期待されてしまうということです。おもしろい
ことは，期待の内容が違うものが入ってきてしま
う。まず，北海道や地域の魅力に対する期待が高
まってくる。そして，日帰りグループとの差が生
じやすくなる。次に，交通です。やっぱりアクセ
スしやすいというところです。しかも，この中身
を見ると観光費用ですね。金銭的な問題もありま
すが，サービスだったり案内表示，迷わない・迷
うという心理的なストレス，これは大きな差です
ね。空間の快適さ，こういったものが浮上してく
る。そして，情報です。いかに自分の欲しい情報

図 5　分析結果 図 6　分析における訪問地域圏の定義
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差が生じる。しかも，こちらのほうが高いのです。
つまり，札幌とそのほかの地域で比べると，その
ほかの地域に対して高い期待が 90％の確率で生
じやすい。そういう状況を意味しています。ある
いは，レストラン・飲食店のメニューですね。先
ほど馬路村の例あるいは星野リゾートの例があり
ましたね。地域性，その土地ならではのもの，そ
ういったものが重要だというお話をされていたと
思うのですが，こういったデータの中でも，やは
り札幌市よりは札幌市を除く道央圏あるいは，そ
れ以外のオホーツクとか，そちらのほうが 90％
の確率で期待が高くなるという状況があらわれて
います。

こういった分析を複数の項目について行って
いきます。その結果どういった形になるかという
と，次の組み合わせで差が生まれます（図 7）。食
事への全般的な期待。北海道らしさ・地域らしさ
への期待，これはレストラン・飲食店での食事で
す。それから，宿泊施設での食事に対して北海道
らしさ・地域らしさが期待されている。お土産に
対してもそうです。あとは，全般的な期待として
宿泊施設。それと景観への期待。最後に情報発信
に対する期待。これに対して，この組み合わせで
差があると。札幌市と道央圏であれば道央圏のほ
うが高い。90％以上の確率でそういう差が生まれ
ると。札幌市と他の地域圏ですと，ほぼ全部に対
して 90％以上の確率で他の地域圏のほうが高いと
いう差が生まれると。道央圏とほかの地域圏です
と，それほど差が生まれる項目は多くないです。

この結果に対して，丸のマークのついていると

ころ，これは道外旅行者を含めたときに 90％の
確率で宿泊旅行者が期待する項目と一致するとこ
ろです。

　
北海道観光市場の未来

さて，この二つの結果をどういうふうに見たら
いいのか。この二つの結果をまとめていくと，あ
る一つの答えを導き出すことができます（図 8）。

まず道外の旅行者を含めた宿泊者を見ていく
と，これらの項目が差を生み出すわけです。つま
り観光客の期待を高めていく。これらの項目に対
して，宿泊する観光者は期待を形成する。しかも
90％以上の確率で日帰り客よりも高い期待を持っ
てしまう。

もう一つの分析は，オール北海道ではなくて，
それを三つの地域に分けたとき，こういった項目
について高い期待を持っている観光者がどこに
行っているか。冒頭に北海道観光市場が抱えてい
る問題を挙げました。要するに道内の旅行者が多
い。しかも，その中で日帰りが多い。じゃあ，そ
れに対してどうやって道外の旅行者を増やすの
か。結論を言えば，北海道らしさとか地域らしさ
というものを，札幌ではなくオホーツクであった
り道北であったり，そういった観光地がいかにつ
くり出していくか。これがまず一つの鍵になって
くる。さらに言えば，そういった情報を道外の観
光者にどうやってわかりやすく伝えるか。ここを
うまく解決しなければならないということです。
そういった解決策，提言がまず出てきます。

図 7　訪問地域圏に関する分析の結果 図 8　まとめ
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また，ほかの分析結果を見ると，次のようなこ
とを考えることもできます。観光者は移動するわ
けです。特に，道外の観光者を含めて宿泊の観光
者を分析していくと移動の問題が出てきます。つ
まり，観光者が移動する費用が非常に重要になっ
てくる。それを減らすためにどういう交通網ある
いは通信網をつくり上げていくか。そういったこ
とも北海道観光市場を今後活性化する上で重要な
意味を持ってきます。

こうした仕組みをつくるためには，田村先生
が冒頭おっしゃいましたが観光マーケターが必要
になってくる（図 9）。観光マーケターは官かも
しれないし民かもしれません。もう少し具体的に
言うとホテル業関係者なのかもしれません。そう
いった観光カリスマのもとで北海道のさまざまな
観光地の活性化を調整していく。要するに観光ア
メニティのデザインを創り上げていくということ
が必要になってきます。

北海道らしさに対して，さらに一つあったのは
「地域らしさ」です。よくある例ですね。私も北
大にある観光に関する本をほとんど読みました。
そこで，「えっ」と思うのは，同じ事例しか載っ
ていないのです。つまり，観光地を活性化するた
めには例えば帯広の屋台村をやりましょうと。そ
ういうような事例しか載っていないのです。もし
どこにでも屋台村があったらどうなるか。地域性
がなくなりますね。ここでも屋台村，あそこでも
屋台村。つまり，単に成功事例をまねしていって
も，観光地として見ればお互いに模倣するだけな
のです。そこでいかに地域性を出していくか。モ
デルを真似すればいいのです。例えば，そこで屋
台村をやったとしても，その中身をどう地域性を
反映したものにしていくか。ここを考えなければ
ならない。そういったことを考える中心人物とし
て観光マーケターが必要になる。

もう一点は，こういった交通や通信の問題と
いうのはそれぞれの観光地が解決するのは難し
い。通信事業者や交通事業者が関わってくるわけ
です。それを全体をコーディネートして一つの仕
組みにまとめ上げていく役割，これを果たす観光
マーケターが必要になるのです。北海道全体を見

る観光マーケターあるいは各地域を見る観光マー
ケター，さらにその下に，もっと細かいレベルで
観光地の観光アメニティを設計する観光マーケ
ター，こういった観光マーケターが存在して，そ
れが相互に結びついてオール北海道として北海道
の観光産業を活性化させるようなグランドデザイ
ンを創り上げていく。それを形作っていくという
ことが必要になります。特に北海道は観光地が分
散しているわけです。密集して近くにいればそう
いったコーディネートも容易かもしれませんが，
北海道全体でまず道外から観光客を呼ぶとなると
そういったマーケターの必要性が非常に高い。

ここまでのお話を簡単にまとめていくと，ま
ず道外の観光者を呼び込むために何をするか。そ
れは，北海道・地域らしさの期待にまず応えなけ
ればなりません。それ以外に，情報発信の期待に
応える。あるいは交通網の問題。消費者，観光者
の負担する観光費をいかに減らしていくか。そう
いった仕組みづくりが必要になる。

そのために何が重要か。もちろん札幌市が努力
しなくてもいいということではないですが，それ
以上に札幌市以外の地域圏が観光アメニティの開
発に努力しなければならない（図 10）。例えばそ
の項目としては食あるいは地域，その独自性を高
めなければならない。あるいは景観というもので
魅力的なものをつくり出していく。あるいは宿泊
ですね。やはり宿泊目的ですから，宿泊する上で
ストレス，観光費用が高まってはいけないわけで
す。そして最後に，今日の冒頭でも，あるいは馬
路村の例あるいは星野リゾートの例でもありまし

図 9　観光ビジネスモデル
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たように情報発信をいかにうまくやっていくか。
これは，単に僕の個人的な理想を言えば「アマゾ
ン」のようなものがあってもいいと思うのです。
あるいは自分の希望する観光の条件を放り込んで
いって，ぽちっと何かインターネットのボタンを
押したらその条件に見合った観光地と移動時間と
コストと見どころが全部出てくる。そのようなプ
ラットフォームがあると，道外からの観光者ある
いは道内の観光者にとっても観光に踏み出すため

の初期費用が非常に低くなりますね。これをつく
るのは各市町村では難しいわけです。多大なコス
トがかかる。それに，各観光地，市町村でそんな
システムをつくっても後で結局統合しなければな
りません。本来こういうプラットフォームをつく
るのであれば，やっぱり北海道として取り組まな
ければならない。

大体私の持ち時間がちょうどいっぱいになっ
てきたものですからここで終わらせていただこう
と思います。今日報告させていただいた内容は分
析している内容のほんの一部です。まだいろいろ
とお話ししたいこともありますが，もう少し詳し
く話を聞きたいとか，あるいは，こういった観光
関係の調査等々を考えているという企業の方など
いらっしゃいましたら，ぜひお問い合わせいただ
きたいと思っております。

これで私の報告，提言を終わらせていただきた
いと思います。ご清聴ありがとうございました。

（拍手）

図 10　北海道観光の取り組むべき課題


