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カタルーニャ自治州のデスティネーション・マネジメント 
 
 

トレント パトリック 
カタルーニャ自治州観光局 局長 

石黒 侑介（訳） 
北海道大学観光学高等研究センター 准教授 

バルセロナ大学ホテル・観光学院 連携客員教授 
 
 

1. はじめに 1) 
 
まずは，カタルーニャ自治州政府機関のひとつ，特にデスティネーションとしてのカタル

ーニャの振興を担当する機関である当観光局として，北海道との間で交流の機会を得たこと
を嬉しく思う。デスティネーションとしてのカタルーニャは，ヨーロッパにおいてはパリ，
そして国・地域のレベルではフランスに次ぐ位置づけにある。ただし，過去何世紀にもわた
って世界的な観光地であり続けたパリには年間 1,500 万人以上の訪問者数をほこる「ディ
ズニーランド・パリ」がある。その点では，カタルーニャとはデスティネーションとしての
構造が異なる。 

カタルーニャの強みはその多面性にある。現在，カタルーニャの主要な観光商品は，それ
ぞれの分野で世界上位 10 位に入っている自負がある。文化観光，美食観光，自然を楽しむ
観光，ゴルフ観光の分野はもちろん，MICE，イベント，山岳観光など，カタルーニャはあ
らゆる観光形態で訪問者に魅力的なオファーを提供している。近年では，クルーズ分野にお
ける成長も著しく，寄港数はヨーロッパで第 1 位，世界で第 3 位に入っている。 

カタルーニャはデスティネーションとして非常に多様性に富んだ地域であり，それゆえに，
マネジメントにおいて複雑な部分もある。もしカタルーニャが単一の観光商品に特化してい
る地域であればデスティネーション・マネジメントはもっと簡単なものだったかもしれない。 

2. カタルーニャ自治州観光局 
 
カタルーニャ自治州観光局（Agència Catalana de Turisme）は，こうした理解に基づい

て 2010 年に設立された。それ以前に観光振興を担っていた組織は完全に公的な機関であっ
たが，カタルーニャ自治州観光局は民間セクターが参画する半官半民の機関である。この場
合の民間セクターとは，カタルーニャにおける観光振興によって恩恵を受ける企業を指して
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いる。 
「官民パートナーシップ」を通じた運営こそが，カタルーニャ自治州観光局の原点であり，

当局が推進しているあらゆる活動を活発なものにしている。我々の活動において公的財源だ
けで賄われているものはなく，あらゆる活動が民間セクターからの経済的参加を以って行わ
れている。民間セクターが具体的な活動に乗り出さないのであれば，公的セクターも出資す
る義務はない。 

民間セクターによるデスティネーション・マネジメントへのコミットメントは，観光局の
活動にとって極めて重要である。何よりも，彼らの活動がなければあらゆる観光商品を揃え
ることはできない。観光局だけで当地にある全ての商品に投資をすることは不可能であり，
民間セクターのコミットメントがあるからこそ，現行の 24 ものカテゴリーの観光商品に対
応できるのである。 

もちろん，観光局にとっては観光商品の開発が最終目標ではない。最も重要なことは，官
民パートナーシップというコンセプトを起点に，我々のデスティネーション・マネジメント
のモデルについて，民間セクターとの合意形成を図ることである。では我々が目指すモデル
は何か。「カタルーニャ観光戦略計画（Pla estratègic de turisme de Catalunya）」では，
2020 年を目途に「『持続性のある競争力』を持つモデルを目指していかなくてはならない」
（Generalitat de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació 2013）と定義している。
つまり，競争力と持続性のバランスがとれたデスティネーション・マネジメントが我々のモ
デルであり，我々の戦略全体が依拠するものである。すなわち，将来的な事業戦略を考える
上でも，プロモーション事業や普及・啓発，さらにはイメージ戦略においても，常にこのモ
デルを基本戦略としている。 

3. カタルーニャ観光マーケティング計画 

また，カタルーニャ自治州観光局では，このモデルに基づき「カタルーニャ観光マーケテ
ィング計画（Pla de màrqueting turístic de Catalunya）」を策定している（Agència Catalana 
de Turisme 2013）。これは我々が業務を進めるための台本であり，ロードマップであり，
判断の基準である。この計画によって我々が展開しようとしているデスティネーション・マ
ネジメントのモデルの具現化と目標達成が可能になる。 

このマーケティング計画では，3 つの転換プロセスが示されている。 
1 点目は，「需要に対応し，消費者の立場に立って観光マーケティングを開発する」とい

うことである。従来，デスティネーションにおける観光振興はサービスの供給側の視点に立
って商品が考案され，その後，デスティネーション内の「手持ち」に合わせて，市場におけ
る需要を探ることを意味していた。我々が今行っているのは，まず需要がどこにあるのかを
探り，その結果をもとに供給を用意するという，従来の考え方とは正対するものである。例
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えば，もしアジア諸国からの観光客が自然観光を望まないのであれば，食や文化といった別
の商品を供給する必要性があるということだ。 

2 点目は，「より体験型の観光の提案を提供する」ということである。これは観光商品の
抜本的な転換を図る必要があることを意味する。伝統的に観光商品は非常にロジスティック
なものであるが，観光客の感動を呼び覚ますためには，これらを統合して 1 つの体験として
売らなければならない。交通，宿泊，アクティビティをそれぞれ個々に設計するのではなく，
全てを組織的，制度的に融合し，観光商品化させるのだ。それによって，観光客の体験は一
層，生き生きとしたものになり，思い出にも残る。 

そして，これら 2 つの転換の最大の目的となるのが，「観光客数の増加より，観光によっ
て得られる収益の増加を優先させる」という 3 つ目の転換だ。カタルーニャはより多くの観
光客を獲得することではなく，より多くの観光関連収益を獲得することを望んでいるのだ。 

これら 3 つの転換全てを日常的な活動の中で実行していきたいと考えている。そのために
まずはオンラインでの調査活動を一層強化しマーケティング調査の精度を高めることが重要
であろう。我々は，言わば転換パラダイムとも言えるものの最中にあり，環境，経済，社会・
文化の 3 分野において持続性のある観光を達成するために，カタルーニャの観光モデルを確
立したいと考えている。 

4. カタルーニャ自治州観光局が採用した 8 つの戦略 

「カタルーニャ観光マーケティング計画」では，前出の転換を実現するために，対外的な
戦略，対内的な戦略を 4 つずつ，計 8 項目の戦略が明記されている（図 1）。 

まず対外的な戦略では，「価値設計におけるイノベーション」と「顧客リテンションの向
上」の 2 つを掲げている。我々にとって極めて重要なことは市場に対する我々の提案を変え
ていくということである。ではどのような価値かと言うと，それは「暮らしてみたい場所，
それがカタルーニャ」というコンセプトである。より体験型で，アドベンチャー色が強く，
本格的で統合された商品を開発したり，提供する企業を支援する必要がある。その根本にあ
るのは，我々が観光商品による「社会的な統合」を目指しているということである。これは
つまり，「観光客が観光地を訪れる」のではなく，「デスティネーションに一時的に暮らして
いる」という状態を創り出すことを意味する。言い換えれば，当地に居住している人達のよ
うに生活し，地元住民との交流を通して地域を体験してもらうということである。それによ
って顧客との結びつきも強化されると考えている。 

そしてこの価値を観光客に対して「伝達」することも重要である。そのために，我々は思
い切った改革を提案している。これが「360 度セグメント戦略によるオンライン・メディア・
コミュニケーションの重点シフト」である。すなわち，観光客をできるかぎり細分化したセ
グメントでとらえ，それぞれのセグメントに特化した方法，特にオンラインでのアプローチ
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に重点的に取り組むというものである。今や，誰にとっても魅力的で有用なメッセージを幅
広く発信することは得策ではない。適切な対象者を見つけ出し，彼らに照準を合わせ，極め
て具体的なメッセージを発信していくこと，そして彼らのニーズに個別に対応することが重
要だという認識を強く持っている。 

その上で，最終的にはカタルーニャでの体験をビジネス化しなければならない。それはつ
まり，より体験型で，革新的で，従来の主要な流通経路とは相いれないタイプの観光商品を
販売するためのプラットフォームを生み出す必要があるということを意味する。大手の旅行
代理店，オンライン・トラベル・エージェント（OTA），さらにはグローバルなネットワー
クを持つこうした業態の事業者は，観光業においては非常に重要な役割を担うだろうが，そ
れはカタルーニャが目指すものとは違う。そこでカタルーニャ自治州観光局として，「オン
ライン販売チャネルの浸透・強化」を 4 つ目の戦略として位置づけ，消費者と直接取引が可
能なマーケットプレイスとして，ウェブサイト「catalunya.com」を開発した（図 2）。 

これによって様々な体験をビジネス化できる可能性がある。以前は観光とは「オンサイト」
で行うもので，我々の予算も 65%はオンサイトでの活動に費やされてきた。しかしこの計画
ではそれを転換し，オンサイトには予算の 35%のみを充て，65%はオンラインに充てること
を求めている。 

出所：Generalitat de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació (2013) 転載（訳者訳出） 

図 1 カタルーニャ観光マーケティング計画 2013-2015 の戦略 

計画には，今後3年間で実施される8つの具体戦略が設定されている

1．価値の設計 3．価値の販売2．価値の伝達

カタルーニャ観光マーケティング計画 2013-2015
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出所：Agència Catalana de Turisme (2021) より転載 

図 2 カタルーニャ自治州観光局の観光商品プラットホームサイト「catalunya.com」 

さらに，我々にとって非常に重要な 4 つの内部戦略が存在する。 
1 つは，「マーケット・インテリジェンスの増強」である。適切なターゲットに向けた，

より指向性の高い市場開拓の実現を常に望むのなら，ますます細分化されつつある消費者に
対し具体的な反応を提示する必要があるいうことだ。消費者について熟知することは極めて
重要である。消費者のニーズを知ることで，彼らのニーズに合ったサービスが可能となるの
だ。 

2 つ目は「マーケティング改善のための観光業界支援」だ。従来カタルーニャ自治州観光
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局は，民間の観光関連事業者がマーケティングを機能的に行っている否かについて注意を払
うことなく，ただ観光局が独自に行うダイレクト・マーケティングに注力してきた。しかし
この計画では，観光業界と観光局のマーケティングの整合性を高め，それが特定のターゲッ
トに対するより専門特化したマーケティングにつながることが指向されている。観光局はそ
の実現のために観光業界を支援していく必要がある。 

そして，その土台となる「観光業界や関連機関との連携強化」が 3 つ目の内部戦略とな
る。言わずもがな，カタルーニャには多くの観光資源がある。しかしその一方で，観光商品
はそれほど多くない。つまり「観光資源」と「観光商品」という 2 つのコンセプトを区別す
ることが大切だ。 

資源を商品に転換するためには，消費者にとっての具体的な価値が必要になる。ビジネス
として動かすための対価であり，それは特定の需要に対する反応と言い換えることもできる。
こうした一連のプロセスを生み出せる「エージェント」の出現が求められているのであり，
観光局としてそのための起業や事業支援を行いたいと考えている。より革新的な商品をビジ
ネス・ベースに「乗せる」ための支援である。 

最後に，これら 7 つの戦略のすべてが帰結する 8 つ目の戦略として「取締役会議を通じ
た観光局の影響力強化」が掲げられている。ここまで触れてきた 7 つの戦略を実効的なもの
にしていくためには，観光局がカタルーニャ自治州内で最も影響力のある機関になる必要が
ある。そのために，観光局の取締役会に，直接的または間接的に有力企業のリーダーを組み
込むことを考えている。 

また，カタルーニャ自治州内に留まらず，欧州全体としての観光政策の策定や実行におい
て，カタルーニャ自治州観光局がその一翼を担う力を持つことが必要である。こうした理解
にもとづいて我々は 2015 年の 11 月以来，「持続可能な競争力のある観光のための欧州ネッ
トワーク（Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism，
以下，NECSTouR）の議長を務めている。これは本部をブリュッセルに置き，32 の地域，
それも欧州域内で観光がもっとも盛んなデスティネーションが参加するネットワークで，ト
スカーナ（イタリア），パリ（フランス），イェタランド地方（スウェーデン），スコットラ
ンドなどが参加している。そして，これらの地域が，欧州の各機関に対し影響力を及ぼすこ
とができるよう，また，欧州としての観光政策のガイドラインが策定される際には，「持続
的かつ競争力のある観光」というカタルーニャの観光モデルが，欧州の観光モデルの中心的
存在として位置づけられるよう，NECSTouR のメンバーとともに共同で政策の立案等を行
っている。 

もちろん，欧州だけに留めるべきではないとも考えている。我々は，世界においても一層，
影響力のある組織となることを望んでいる。2017 年は，「開発のための持続可能な観光の国
際年（International Year of Sustainable Tourism for Development）」であり，世界観光
機関（UNWTO）との戦略的なパートナーシップの推進のために NECSTouR の各地域の代



-101-

トレント ｜ 第 2 部第 3 章 カタルーニャ自治州のデスティネーション・マネジメント  

-101- 

表者とともに，2016 年 12 月 7 日に UNWTO との覚書に署名した。また，カタルーニャ自
治州観光局としては国連開発計画（UNDP）と連携してパナマ，ニカラグア，コロンビア等
での国際協力プロジェクトも行っている。 

なぜここまで国際的なプレゼンス拡大に注力するかと言えば，それはこの「持続的かつ競
争力のある観光」というモデルを輸出することで，世界の観光をより良いものにすることが
できると確信しているからだ。「生活するのに優れた場所は観光サービスを提供するうえで
も優れた場所」なのである。逆の言い方をすれば，「生活する上で魅力的でなくなった時は，
訪れる場所としての魅力も失う」のである。 

実は今日，ご紹介した計画は 2016 年末までのものであり，既に計画期間を終えている。
現在，新たな計画の策定にも取りかかっており，次期計画でも「持続的かつ競争力のある観
光」というコンセプトは継続する。 

 
5. 観光は量から質へ 

 
この計画は，わずか 5 年前の 2012 年に作成されたが，5 年前には Airbnb のようなエー

ジェントは存在していなかった。そして，インターネットを介した流通という現象は今のよ
うに盛んではなかった。これは観光における，インターネットの社会的利用の変化とでも言
うべき現象であり，この計画の策定後に急速に生まれた変化だ。その意味では，今後の変化
を見据えて，この計画を改定する必要がある。言い方を変えれば，より大きな変化が起こっ
てもなお，持続可能性のコンセプトを追求し続けられるように，計画をより最新のもの，よ
り先見性のあるものに変えることが不可欠である。 

モデルを維持しながら計画を更新するという意味を伝えるのに分かりやすい例を提示しよ
う。 

例えば我々カタルーニャの州都であるバルセロナでは，今や観光に対する反対運動，抗議
運動を目にすることがそれほど珍しいことではなくなってしまった。これはある種の社会運
動であるととらえているが，これによって，バルセロナではすでに政治への影響が生じた。
観光は政争の論点となり，バルセロナでは政権の交代と新しい市長の誕生という変化が生じ
た 2)。そしてその中心にある論理こそ「観光モデルの変化」である。 

バルセロナ市が掲げている変化は，観光客の量を実質的に減らすというものだ。これはカ
タルーニャのではなく，バルセロナという都市における観光の量である。ではこの変化をカ
タルーニャに適用させるとどうなるだろうか。 

その答えを探るためには，まず我々が観光のもたらす利益，より具体的には観光がどのよ
うな形でカタルーニャの経済成長に貢献しているかを説明できるようになる必要がある。最
新のデータでは，観光産業は当地の GDP のほぼ 12%を占めている。そしてこの 12%の GDP
を生み出しているのが毎年カタルーニャを訪れる 3,600 万人の観光客である。人口 750 万
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人のカタルーニャに 3,600 万人の観光客，比率にして人口の 4.8 倍の観光客を受け入れて
いるのだ。 

この不均衡な状況を適切に管理する必要があり，また何よりもまず，さまざまな事態に対
処し，観光客の地理的，時期的集中を解消するプロジェクトに取り組む必要がある。バルセ
ロナを含むいくつかのデスティネーションでは観光が短期間に急激に拡大した。例えば，バ
ルセロナは1992年までは国際会議や見本市で知られる商用旅行のデスティネーションだっ
た。それが，1992 年のオリンピック開催を機に変貌を遂げ，国外に向かって，世界に向か
って開かれた都市となった。その結果，バルセロナはビジネスの街から，レジャーを楽しみ，
バカンスを楽しむ都市に変容した。街が都市に変わり，世界地図に掲載される場所へと急速
に変化するということは，それまで人目につかない存在であった街の断片が，世界中の関心
の対象になることを意味する。 

ただし，バルセロナとカタルーニャとでは政策的対応が異なる点を，ここで強調しておき
たい。バルセロナは都市であり，バルセロナ市は観光を削減したいと考えている。他方でカ
タルーニャはより広域の自治州であり，領域（territory）の捉え方が異なる。我々は観光の
削減ではなく，観光モデルの変容を志向している。 

これまで観光は人々が行ってみたい空間に生まれてきた。ゆえに，観光にはモデルもなけ
れば，集中を回避する，あるいは分散させるといった恣意的な戦略さえなかった。我々は観
光に身を任せた結果，ある日突然，バルセロナが観光客を受け入れるには「小さな存在」に
なったことに気がついたのだ。バルセロナは一般的なそのイメージとは異なり，領域として
は比較的小さな都市だ。その中で局所的に観光客が集中し人々の生活を脅かせば，当然，そ
れは政策課題として認識され，そうした事態をコントロールしなければならない事態に陥る。 

実際，バルセロナ以外のカタルーニャのデスティネーションでは，観光に対する反対運動
はない。観光客の満足度は高く，住民も観光が自らの生活にいかに貢献しているかをよく理
解している。「持続的かつ競争力のある観光」とは彼らが何年も，何世代にもわたって，観
光で生活し続けることができることを意味するのである。バルセロナ以外のデスティネーシ
ョンには，より多くの観光客を受け入れる用意がある。バルセロナの周辺には魅力的なデス
ティネーションや観光アトラクションが数多くある。その多様性は，デスティネーションに
おける観光客の体験を多様化させ，豊かにするために重要なものである。観光客や市場の関
心が少しでもこうしたカタルーニャの多様性に向けば，その間にバルセロナが「落ち着き」
を取り戻し，近い将来，バルセロナを含めたカタルーニャ全域で観光客が質の高い体験を得
られる時代がくるだろう。 

では，そのために自治州政府の観光部門としてどのような政策を実行するべきか。 
我々の答えは，山間部と沿岸部の活用だ。カタルーニャの観光は，バルセロナに限らず地

中海に近いデスティネーションが中心になってきた。こうしたエリアでの滞在を，魅力的で
革新的，体験型で興味深い観光商品に転換することが，結果的にバルセロナへの過度な集中
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を緩和する。またピレネー山脈沿いの山間部も同様だ。北海道よりは少ないかも知れないが，
カタルーニャにも 17 のスキーリゾートがあり，いずれもバルセロナから車で 2 時間ほどの
ところに立地している。さらに，文化観光も重要な商品だ。実は，既に文化観光はカタルー
ニャ全体に浸透しており，ピレネー山脈の周辺はロマネスク様式の建築で知られている。ま
た，カタルーニャの中央部には，全域がゴシック建築あるいはバロック建築で埋め尽くされ
たような魅力的な街が数多くある。 

都市としてのバルセロナの重要性が変わらない限り，多くの観光客がカタルーニャにおい
てまずバルセロナを目指すということ自体は変えられない。重要なことはバルセロナに訪れ
た後の行動変容を促すことだ。観光客にもう少し長い旅程を計画してもらうことで，バルセ
ロナにおける平均滞在日数が現状の 2.3 日から 4 日や 5 日に伸びるだろう。そうなればペ
ネデス（Penedès）のワイナリーを訪ねるエノツーリズムや風光明媚なモンセラット
（Montserrat）を楽しめる。モンセーニの山々（Massís del Montseny）やピレネー山脈に
さえも案内できるようになる。 

加えて，こうした見どころに価値を付加する政策も重要だろう。例えば，ガストロノミー
は大きな可能性を持った分野だ。カタルーニャは世界的に見ても食のレベルが高く，世界的
な賞も受賞している。スポーツ・ツーリズムも同様だ。観光客の集中を解消し，均衡をとり，
再配分するうえで役立つ優れた観光商品を創造することが重要であり，今後数年間にわたり
こうした取り組みを継続する予定だ。 

6. 観光と地域の融合を目指して 

観光客の増加が住民の平穏な生活を脅かすという問題がバルセロナや京都のような都市だ
けでなく農村地域でも起こっていることは，観光が従来の我々の想定を遙かに超える規模に
成長し，さらに変質したことを示唆しているだろう。 

カタルーニャでは，こうした対立の構図を変えていこうとしている。我々は，農村地域の
住民も体験型観光の一部となるような取り組みを行っている。例えば，カタルーニャ自治州
観光局は，2016 年に「農園にようこそ（Benvinguts a Pagès）」というプロジェクトを立ち
上げた。これはカタルーニャ自治州観光局が 2016 年を「ガストロノミー・エノツーリズム・
イヤー」に設定したことをきっかけに始まったものだ。中でもガストロノミー・ツーリズム
の推進には，いかに美味しい料理を提供するかという「卓上の課題」に留まらない，広範な
取り組みが必要だ。その土地の食を体験するには，単に良質なレストランで食事をするだけ
でなく，風景への理解，土地，農産品，料理法についての知識が必要不可欠だと我々は考え
ている。観光客に対して，プレートの中身だけでなく，その素材がどこで作られたものなの
か，誰が，どのような背景で生み出したものなのかを知ってもらうことなくして，フードが
ガストロノミーになることはない。 
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「農園にようこそ」プロジェクトでは，特定の週末に観光客に対し農園の門戸を開放した。
村人は観光客を自分の生産現場に迎え入れ，野菜や蔬菜類をどのように作るか，家畜をどの
ように飼育するかを説明した後に，各生産者の家族に伝わる秘密のレシピを披露する。これ
は非常に意欲的で挑戦的な取り組みだったが，結果的には多くの成果を生み出した（図 3）。
1 年目については週末に門戸を開けてくれた 200 軒ほどの農家や酪農家が延べ 1 万 5,000
人を受けいれた。これは，生産者や農村住民に，観光客個人の体験に紐付く，より個別化さ
れた真の意味での体験型観光の一部であるということを感じてもらうための企画だった。初
年度の 1 万 5,000 人の参加者の多くはカタルーニャ州内に住む人々だったが，中にはフラ
ンスから国境を越えてやってきた人もいた。 

これは既存の観光に対する，オールタナティブなアプローチだ。なぜなら観光を通しての
体験はこれまで理解されていた以上に横断的なものと我々は考えているからだ。これまでも
こういった企画を行ったことはあったが，参加する人々は，ほとんどがホテルや運輸業，文
化振興分野の関連機関など観光業界の関係者だった。だが，我々は真の体験とは観光のその
先をいくものだと考えている。例えば農産物の生産現場を見て，生産者と話すという体験は
その入口に過ぎない。真の体験とは，それをきっかけに生産者の料理を味わい，生産者の暮
らしや生活を理解し，その一部を持ち帰りたい，あるいは取り寄せたいと考えるようになる
ことだ。そういった内的な変化が観光客の中に起これば，観光客はデスティネーションとし
てだけでなく，地域そのもののファンになる。これこそがガストロノミー・ツーリズムの可
能性だ。 

我々は独自の目標を持っている。 
それは観光客がカタルーニャに一時的に暮らす住民のような感覚を持つと同時に，住民も

当地を長くゆっくり観光しているように感じられる地域を実現することだ。観光客用に用意
されたアトラクションは地元住民にとっては魅力的でないということはよく起こる。観光客
は極めて短い時間しか街に滞在しないにもかかわらず，多くの場合，地域住民よりも多くの
場所を訪れているし，知っている。このギャップ，矛盾が観光客対住民という構図の原因だ。 

カタルーニャでは，こうした構図を改めるために官民の主体が様々な取り組みを行ってい
る。例えば我々が支援している「ホテル・タパ・ツアー（Hotel Tapa Tour）」は，タパス
（小皿料理）の，それも特定の地域のホテルの間で競われる小規模なコンクールだ。地元住
民がタパスを採点するため，参加するホテルに出向いて試食する。普段は観光客しか出入り
しないホテルに住民の足を向ける仕組みだ。ホテル側も外国人観光客のみを対象にサービス
を提供する中でいつしかローカリティ，つまり地域らしさを「更新」していく機会を失いが
ちだが，こうした企画を通じて住民から地域色を再付加してもらうことができる。 

またバルセロナ市内では「ホテルの眺め（A vista d'hotel）」というイベントがホテル組合
によって企画されている（図 4）。このプロジェクトはやはり普段は住民が利用しないよう
な都市型ホテル，ラグジュアリー・ホテルのテラスを住民に開放するというものだ。地元住 
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出所：Promoció dels Productes Agroalimentaris Catalans（2021）を転載（訳者訳出） 

図 3 「農園にようこそ」プロジェクトの成果 

出所：Gremi d'Hotels de Barcelona（2015）を転載 

図 4 「ホテルの眺め」プロジェクトのパンフレット（2015 年） 
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民に，これらのホテルの最上階のテラスからバルセロナの街がどのように見えているのかを
体験してもらうためのもので，夜間に開催され，地元住民には通常より安い値段でカクテル
が提供される。住民でありながら，観光する視点や感覚を共有してもらうことが重要なのだ。
これらはいずれも住民と観光客という２つの全く異なるコミュニティを統合するために我々
が行っていることである。 

7. カタルーニャ観光の今後 

周知のように，観光は他の産業と同様かそれ以上に可変的な産業だ。その意味では観光政
策は常にこうした変化に対応できるものでなければならない。 

Airbnb を例にとれば，当初は新しい宿泊形態として世界中で歓迎されたが，今ではその
他の観光の諸側面と同様に正と負のインパクトがあることが分かってきた。今日の時点で
Airbnb に対して課金を含めた規制を課したのはニューヨーク市政府とカタルーニャ自治州
政府の 2 つしかない。我々は決して Airbnb の技術的なプラットフォームには反対していな
い。むしろ技術的プラットフォームとしては極めて優れたものだと考えている。ただし，こ
れが標準化されていない宿泊施設を有償で顧客に提供するビジネス・モデルで運用されてい
ることに懸念を示している。 
Airbnb の規制は，宿泊産業に対して行ってきた規制と同様のものだ。観光の公益性を踏ま
えれば政府部門は観光に対して一定の政策的介入をしなければならない。Airbnb のみを敵
対的に規制しているのではなく，あくまで宿泊事業の新規形態であれば，その他の既存の宿
泊事業と同様の規制を適用するべきだという我々の基本的立場を維持しているに過ぎない。
カタルーニャでは，政府だけでなく民間事業者も顧客へのサービス品質，雇用環境，そして
施設周辺の環境の維持や改善に多大な努力を払ってきた。Airbnb のみがこうしたことにコ
ミットメントしなくても良い合理的な理由はない。我々は，「ゲームのルール」が事実上，
全てのアクターに平等であることを求めており，Airbnb は自らのビジネス・モデルをこう
したルールに順応する形で機能させるだけの能力があると見ている。 

もちろん，Airbnb も都市と農村では状況が変わってくるだろう。 
一般的に，農村部はやや保守的な性格を有しており，結果的には都市部に比べ Airbnb の

ような外発的なイノベーションを受け入れるのに時間を要してきた。実際，カタルーニャで
も農村エリアの住民は Airbnb に反対している。実は都市においても Airbnb に対する抵抗
感が強いが，都市の場合は予測もつかないような都市空間の利用がなされ，近隣住民の居住
快適性が悪化することがその理由だろう。他方で農村エリアにおいては，おそらくそもそも
宿泊サービスを提供する施設や事業者の数が都市に比べて少なく，Airbnb の参入によって
過当競争に陥ることが抵抗感の根本かもしれない。既に都市に住みながら農村エリアに別荘
やセカンド・ハウスを所有する人の多くが，彼らの「在庫」を Airbnb で商品として提供す



-107-

トレント ｜ 第 2 部第 3 章 カタルーニャ自治州のデスティネーション・マネジメント ｜ 

 -107- 

るようになってきており，普段は農業を営んでいる「隣人」がこれに抗議するという状況が
見られる。農家の中には民泊やコテージのような宿泊サービスを兼業している人も多く，彼
らからすると個人の所有だと思っていた別荘がAirbnbを通じて日割りで販売されることは
競争を意味するのだ。 

観光が一部の観光地のものから都市のもの，そして農村のものとなって行くにつれ，こう
した問題は増えていくだろう。カタルーニャという広域的なデスティネーションのマネジメ
ントを政策的に行っていくためには，こうした観光のダイナミズムを理解した上で，常に観
光の可変性を踏まえた取り組みを行っていくことが重要だ。 

北海道のデスティネーション・マネジメントを考察する上で，カタルーニャ自治州の取り
組みが参考になれば幸いである。 
 

 
注 
 

1) 本稿は，公益財団法人はまなす財団が主催する「地域の持続的発展を牽引する新たな観
光協会のあり方に関する研究会（新観協研）」の事業の一環として行ったトレント・パ
トリック氏との会談の音声記録を同氏の了承を経て翻訳，編集したものである。なお，
会談はカタルーニャ自治州観光局の事務所において 2017 年 2 月 1 日に実施された。 
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