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Ⅰ．はじめに
行楽志向的ツーリスト（以下では単にツーリストともいう）が、ツー

リズム目的地すなわちデスティネーション（以下では行き先もしくは
ツーリズム地などともいう）を選択し決定する場合、それはどのよ
うな考え方と手順、つまり経過で行われるか。これはツーリズ
ムの理論上でも実践上でも大きな問題である。もとよりこれは、
究極的には、個々のツーリストの心の中の問題であって、学問
的アプローチの難しいものであるが、しかし、これまでに理論
的解明がなされてこなかったのではない。　
例えばこれまでに、ナラヤナ／マーキン（Narayana, C.L. & 

Markin, R.J., 1975）、スピグル／セウォール（Spiggle,S. & Sewall, M.A., 

1987）、ウッドサイド／リゾンスキィ（Woodside, A.G. & Lysonski,S., 

1989）、ウム／クロンプトン（Um, S. & Crompton, J.L., 1990）、クロ
ンプトン（Crompton,J.L., 1992）、デクロップ（Decrop,A., 2010）らの
試みがある。中でも1992 年のクロンプトンの所説は、大綱的
なものとして知られている。
こうした上にたって、2016 年、ドイツ・ミュンヘン、ルートヴィ

ヒ・マクシミリアンス大学のカール（Karl,M.）と同大学のラインティ
ンガー（Reintinger,C.）が、この問題の実際の状況について解
明している。
このカール／ラインティンガーの論考は、「デスティネーション
選択過程の実際―方法論的用具としてのセット理論―」（Karl 

& Reintinger, 2016）というタイトルのものであるが、それは、クロン
プトンらのデスティネーション選択理論を土台として、それが実
際にはどのように行われているかについて、実態調査に基づ
いて展開を試みているものである。
本稿は主として、クロンプトンらの所説のあらましの上にたっ

て、カール／ラインティンガーの調査結果を紹介し、次いで、
香港をデスティネーションとした行楽志向的ツーリストの香港選
択の事由等について、実態調査に基づき論じている香港理工
大学のスク＝フォンク＝フンク（Suk-fong Fung, D.）とマッカーチャー
（McKercher,B.）の論考「ツーリスト行動に対する文化的隔た
りと地理的隔たりとの影響についての比較的研究」（Suk-fong 

Fung & McKercher, 2016）の所説を取り上げる。近年における行
楽志向的ツーリストのデスティネーション選択過程（destination 

choice）の様相について管見し、大方の参考に供するものであ
る。

Ⅱ．デスティネーション・セットの選択の理論
1．クロンプトン説の概要
クロンプトンのデスティネーション選択の理論は、次の前提の
上にたつ。すなわちこの場合のツーリズムは、行き先つまりデ
スティネーションが自由に選択できるツーリズム、つまり余暇費
消的行楽ツーリズム（leisure tourism）であることである。故に、
そうした自由のないビジネス上のツーリズムや、帰省など個人
的用務のためのツーリズムなどは対象にならない。さらに行楽
志向的ツーリズムであっても、行き先が予め決まっているような
場合も、対象外である。つまり、ここで対象になるものは、行
き先がツーリストにおいて自由に決められるものである。
この選択の理論は、内容を一言でいえば、最終決定され
るデスティネーションは、ツーリズム可能なすべてのツーリズム
先つまりデスティネーションの中から選択され、絞り込まれて決
まるとするもの（a multistage, sequential and funnel-like process with 

multipole choice alternatives）であるが（Karl & Reintinger, 2016,p.74）、
その際選択の単位となるのは、個々の1つ 1つのデスティネー
ションではなくて、デスティネーションのセット、すなわちいくつ
かのデスティネーションがセットとしてまとめられたものとされてい
る。つまり、デスティネーションはセットごとに比較対比され、選
択されるものと考えられている。クロンプトンらのデスティネーショ
ン選択の理論は、ここに、すなわち、デスティネーションの選
択は、複数のデスティネーションから成る1つのセットとして行
われるとされているところに特色があるが、これは、ツーリズム
論では通例的な考え方である。ただし、いうまでもなく、1つのセッ
トが 1つのデスティネーションだけから成る場合はある。
さてこの過程を、クロンプトンの所説の場合でみると、ま
ず、選択過程の出発点になるものは、とにかくツーリズム可能
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な、すべてのツーリズム先であるとされる。それは、同所説
では「可能性のあるすべてのデスティネーション」（all potential 

destinations）とよばれているものである（以下については図1を参照）。
この場合それは、どのような経緯で当該ツーリスト本人（そ

れと同様な者を含む；以下同様）の判断材料になるかをみると、そ
れには、当該ツーリスト本人の経験や見聞などから生まれるも
の（内的源泉：internal forces）もあるし、外部、例えばツーリズム
地の宣伝資料やメディアの広報資料、友人等からの伝聞によ
るもの（外的源泉：external forces）もあり、それらすべてを含んだ
ものとされている。
デスティネーション選択過程は、これを出発点とするものであ

るが、次の段階では、まず（例えば国内旅行限定か、外国旅行前
提かの違いなど）「なんらかの形や程度においてとにかく必要な
知識や情報があり、さしあたり実際のツーリズム対象となりうる
デスティネーションセット」（対象内セット：awareness set）と、「そう
した情報が全くないなどの理由に基づき、選択対象とはならな
いデスティネーションセット」（対象外セット：unawareness set）とに分
かれる。この段階で、まず、後者の「対象外セット」は選択
対象外となる。ただしこの段階は、クロンプトンによると、絞り
込み以前の段階のもので、本来の選択過程には入らない。
本来の絞り込みの段階は、前者の「対象内セット」の中に

おける選択過程、つまり絞り込みの段階から始まる。まず第 1
の絞り込みの段階（stage 1）では、上記の「対象内セット」が、
「今回のツーリズムでツーリズム先にしてもいいデスティネーショ
ンセット」と、種々な理由から「今回のツーリズムではツーリズ

ム先にはならないデスティネーションセット」とに分けられる。前
者の「今回のツーリズムでツーリズム先にしてもいいもの」は、
改めて「当初段階希望デスティネーションセット」（当初段階セット: 

initial consideration set）といわれ、後者の「今回のツーリズムで
はツーリスト先にはならないもの」は「除外デスティネーションセッ
ト」（除外セット：excluded set）といわれる。　
これ以降の選択過程で対象となるものは、前者の「当初段
階セット」であるが、これがどのようなものかは、「除外セット」
のいかんにより決まる。すなわち、「除外セット」に該当しない
ものが「選択対象としての当初段階セット」になるから、実
際には「除外セット」がどのようなものかを検討しておくことが
肝要になる。「除外セット」になるものは、クロンプトンによると、
例えば次の4種のものである。
①当該デスティネーションについて乗り気がしないなど積極的な
イメージがないもの（非イメージセット：foggy set）、
②今回ツーリズムでは、残念ながら最初から断念せざるを得な
いもの（断念セット：hold set）、
③これまでの経験上今回ツーリズムでは楽しんで行く気にはな
らないもの（非快楽的セット：unpleasant personal experience set）、
④他人の話しなどによると止めた方がいいと思われるもの（消
極的セット：negative external feedback set）。
この場合、①と②は当該ツーリスト本人の心の中で排除心
が起こるもので、前記の「内」と「外」という区別からすると、
「内的要因による排除セット」（inert set）である。これに対し③
と④は、「外的要因による排除セット」（inept or reject set）である。

図 1：クロンプトン説によるデスティネーション選択過程大略図
（出所：Crompton, 1992, cited in Lohmann & Natto,2017,p.151により本稿筆者作成）
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では行くことのできないデスティネーションセット。
⑦「行くことのできるもの」（available set）：今回ツーリズムでは
行くことのできるデスティネーションセット。

Ⅲ．実際のデスティネーション選択過程：ドイツの場合
ここでは、実際のデスティネーション選択過程についてカー
ル／ラインティンガーの論考（Karl & Reintinger, 2016）に依拠して
管見する。これは、ドイツにおいて2013 年、1 年以内にツー
リズムに出る予定のある622 人について、ツーリズムの行き先
予定、つまり予定デスティネーションがどのように決められるか
を調査したものである。前提とされたのは、次の5つのデスティ
ネーションセットである（ここでは選択過程上のものだけに限定されて
いるので、最終決定デスティネーションである「実際実行セット」は省略

されている）。
①「当初段階セット」（initial consideration set）、
②「検討対象除外セット」（unavailable consideration set）、
③「検討対象セット」（relevant set）、
④「行動可能セット」（action set）、
⑤「過去に行ったことのあるデスティネーションセット」（レピートセッ
ト：past destination set）。
他方この場合、デスティネーションがどのようなものかについ

て考慮することが不可欠とし、デスティネーションは次の5つの
クラスター（cluster）に分けられるとしている。
①「クラスター①：行くことが容易なデスティネーション」（easy 

travel）、
② 「クラスター② ：ほとんど行ったことがないデスティネーション」
（out of the ordinary）、
③「クラスター③：多少はアドベンチャーがあるが、しかし全体
としては安全なデスティネーション」（safe adventure）、
④「クラスター④：多少びっくりするような発見があるデスティ
ネーション」（tricky discovery）、
⑤「クラスター⑤：通常では行くことがないデスティネーション」
（no go）。
前記 622 人についての調査結果でみると、まず、それぞれ

のセットに含まれるデスティネーションの平均数は、最初の「当
初段階セット」では5か所、次の段階の「検討対象セット」
では3か所、さらに次の段階の「行動可能セット」では2か
所になり、最後の「実際実行セット」では1か所になってい
る。これは、カール／ラインティンガーによると、これまでこの
種研究で提示されてきた数と概ね一致したものである（Karl & 

Reintinger, 2016, p.76）。
ここで何よりも強く注目されることは、このデスティネーション
選択の過程で、行き先すなわちデスティネーションの性格が変
化していることである。その過程は表 1の通りであるが、デス
ティネーション選択の最初の段階である「当初段階セット」では、
「多少びっくりするような発見があるデスティネーション」（クラス
ター④）を含んでいたものが 27.0%、「通常では行くことがない

このようにクロンプトン説では、ツーリスト本人の内的事由（内
的源泉）によるものと、外的事由（外的源泉）によるものとを分けて、
選択要因としているところに特色の１つがある。
選択過程そのものに戻ると、選択対象になるものは、今や「当
初段階セット」であり、これから改めて選択過程が始まること
もあって、この「当初段階セット」は、この時点では「本格
的検討対象デスティネーションセット」（本格的検討段階セット：late 

consideration（evoked） set）とよばれる。
これは選択過程として第 2段階（stage 2）であるが、「本格
的検討段階セット」は、まず、“ツーリズム行動”が可能かど
うかで絞り込みが行われ、「行動不可能なもの」（行動不可能セッ
ト：inaction set）は除外され、「行動可能なデスティネーションセッ
ト」（行動可能セット：action set）が残る。
この「行動可能セット」について、最後に、例えば「季節
にあっているかどうか」（季節性：seasonality）や「費用のいかん」
（費用性：expensiveness）、「どのような見聞上の楽しみがあるか」
（見聞性：interaction）などの基準で選択が行われ、最終的に行
き先（最終決定デスティネーションセット：final selected destination：実際

実行セット）が（セットまたは単一デスティネーションとして）決定される。
これが第 3段階であり、最終段階である。
クロンプトンのデスティネーション選択理論の概要は以上であ
るが、デスティネーション選択理論の近年の姿を紹介するため
に、次に、2010 年のデクロップ（Decrop,A., 2010）のデスティネーショ
ン選択理論について、結論的な点のみを紹介しておきたい。

2．デクロップ説の概要
デクロップ説でも実際の出発点になるものは、「当該ツーリ

ズムで対象となるデスティネーションセット」（evoked set）である
が、それは、デクロップによると、実際には比較的安定したも
ので、そのセットに含まれる個別デスティネーションの数は、平
均して1.5で、4 年程度不変的に続くものとされている。その
場合、デスティネーション選択上のセットには、次の７種類のも
のがあるとされている（cited in Lohman/Netto, 2017, p. 152；以下の順序

は Lohman/Netto, 2017, p. 152による）。
①「既知のセット」（awareness set）：当該ツーリズム地について
一応知識はあるが、しかし必ずしも誘因性があるものではな
い（no interest）デスティネーションのセット。
②「検討可能セット」（evoked set）：ツーリズムしたいと思ってい
るもののセットであるが、その中には今回のツーリズムでは対
象にならないものも含まれる。
③「代理的セット」（surrogate set）：今回ツーリズムでは必須的
デスティネーションではないが、その代わりとなりうるもの。
④「除外セット」（exclusion set）：当初段階で除外されるデスティ
ネーションセット。
⑤「夢見的セット」（dream set）：行ってみたいと思っているが、
所詮行くことができないであろうデスティネーションセット。
⑥「行くことのできないもの」（unavailable set）：今回ツーリズム
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デスティネーション」（クラスター⑤）を行き先候補として挙げてい
たものが 0.7%あったのに対し、最終段階ともいえる「行動可
能セット」では、クラスター④は8.1%、クラスター⑤は0%に減っ
ている。

表 1： デスティネーション選択過程における行き先変化の
模様（各セット欄を 100 とした％）

クラスター① クラスター② クラスター③ クラスター④ クラスター⑤

当初段階セット
検討対象除外セット
検討対象セット
行動可能セット
レピートセット

27.0
18.9
72.5
72.8
73.5

9.3
9.4
8.9
8.0
9.2

35.9
40.5
11.1
11.1
8.9

27.0
30.1
7.5
8.1
8.4

0.7
1.0
0.0
0.0
0.0

（出所：Karl and Reintinger, 2016,p.78.）

反対に、「行くことが容易なデスティネーション」（クラスター①）
は、当初段階では27%であったのに、最終段階の「行動可
能セット」でみると72.8%になっており、結局、「冒険が必要
な所」よりも、よく知った、慣れた「簡単に行ける所」を選択
している者が圧倒的に多くなっている。この点は、「過去に行っ
た所を再訪するもの」つまりレピートセットでは、「行くことが容
易なデスティネーション」（クラスター①）が 73.5%になっているこ
とと符合する。
この点について、カール／ラインティンガーは、例えば「行

くことが困難な所に行ってみたい」というのは、それぞれの
ツーリストのいわば個人的な願望で、あくまでも個々の「ツーリ
ストに特有な希望」（tourist-specific characteristics）であるのに対
し、「簡単に行ける所に行く」というのは、それぞれの「ツー
リズム（旅行）行為に特有な実際の現実的事情」（trip-specific 

features）であって、カール／ラインティンガーが行った622 人の
ツーリスト予定者についての調査では、次のことが明らかになっ
たと総括している。
すなわち「この研究により、デスティネーション選択過程の
初期段階では、ツーリストでは、それぞれの個人的願望ともい
える“個々のツーリストに特有な希望”が、主たる先導的役割
を演じるが、しかし結局、最後の行き先決定局面では、“そ
れぞれの実際のツーリズム行為がどのようなものか”、つまり“当
該ツーリズム行為に特有な実際の現実的事情”（例えば当該ツー
リズムの費用の多少や日程の長短など：カッコ内は本稿筆者によるもの、

以下同様）が決定的要因になる（dominate）」（Karl & Reintinger, 

2016, p.82）。
この上にたってカール／ラインティンガーは、このことから次
のようにいうことができると提議している。すなわち、「（ツーリスト
がどのように行き先を決めるかは）確かにそれぞれのツーリストの個
人的な考え（personality）により決まるものであるが、しかしその
際における最後の実際の決定（the actual choice）は、はるかに
それぞれのツーリズム行為が実際にどのような制約（restrictions）

や事情（constraints）のもとにあるものかによって決まるのである」。

その上でさらに、この調査の結果をみると、「ある1つ
の休暇の中で行われる、追加的な他の行き先（alternative 

destinations）があるような場合でも、それは同じクラスター、す
なわち同種の行き先になっている場合が多い。（この調査の回答
者でみる限り）ツーリストの多くは、結局、同一クラスターといえ
るデスティネーションに旅行しているのである」。
されば、立場を変えてツーリストの受け容れ側、つまりデスティ
ネーション側からいえば、「休暇享受のためのデスティネーショ
ンは、相互に似たものとなって、競争し合っている（competing 

destinations for a holiday）」。故に、大量のツーリストを前提にす
るデスティネーションは、少なくとも現在のところでは、当該デス
ティネーションが何よりも親しみのある所（familiarity）であること
を広く広報することが、マーケティング戦略の要諦である、と
結んでいる（Karl & Reintinger, 2016, p.82）。
ただし、パッケージツアーの場合には、当然、事情が異なる。

カール／ラインティンガーの前記調査によると、パッケージツアー
では、ツーリストの選択度合いは（以下は複数回答）、クラスター
①（簡単に行ける所）が 26.0%、クラスター②（通常では行かない所）
が 55.2%、クラスター③（多少アドベンチャー的な所）が 19.8%、
クラスター④（多少びっくりすることがあるような所）が 36.2%となっ
ており、通常では行けない所や、多少びっくりすることがあるよ
うな所が比較的多く選択されている。もっともパッケージツアー
は、少なくともドイツでは、比較的に高齢者の多いことが充分
斟酌される必要があると、カール／ラインティンガーは断ってい
る（Karl & Reintinger, 2016, p.79）。
以上は、原理的には、国内旅行、外国旅行の別を問わな

いものであるが、実質的には国内旅行が前提になっている。
これに対し次に、外国旅行の場合について、ただしここでは
香港をデスティネーションとしたものについて、どのような選択
基準で選択されているものかについて考察する。

Ⅳ．外国旅行のデスティネーション選択基準：香港の場合
ここで取り上げるのは、既述で一言したように、スク＝フォ

ンク＝フンク／マッカーチャーの論考（Suk-fong Fung & McKercher, 

2016）であるが、同論考で前提になっているのは、そのタイト
ルからもわかるように、少なくとも香港の場合、来訪する観
光旅客では、居住国と香港とでは“文化的隔たり”（cultural 

distance）が大きい者が多いから、デスティネーション選択では、
例えば、“地理的隔たり”（travel distance）よりも“文化的隔たり”
の方が強く作用するのではないかという強い見解があることで
ある。同論考は、これが妥当するかどうかについていわば検
証するために、香港来訪観光旅客では、“文化的隔たり”と“地
理的隔たり”とがどのように作用しているかについて、香港ツー
リズムボードの2010 年の報告書に基づき分析を試みているも
のである。
さて、この問題については、かねてからツーリズム理論では、

「旅行距離の増加に応じてツーリスト数は減少する」ことを



Tourism Studies

観光学 73

73

意味する「ツーリズムの距離減少理論」（distance decay theory）

が妥当するものとされ、これに依拠して、例えば、1991 年、
ブル（Bull,A., 1991）は、ツーリズム・デスティネーションとしては、
同じツーリズム効果が得られるならば、遠くの所よりも近くの所
が選ばれる。というのは、人はツーリズムにより多くの時間、費
用、労力を費やすことを欲しないからである、と提議している。
さらに、ラウ／マッカーチャー（Lau,A.L.S. & McKercher, 2004）で
は、そうした外国旅行のツーリズム形態について論じ、移動に
長時間を要するデスティネーションでは、総じて比較的に高齢
者で、例えば夫婦同伴の者が多く、しかも比較的多くのデス
ティネーション訪問の1つとして来訪するものが多い。これに対
し青壮年では、単一デスティネーションを短時間行程で訪れる
者が比較的多い。かつ、レピート客も多い。女性では、女性
同士のグループ旅行で来る者も多い。つまりこうした青壮年の
場合、外国旅行では、なじみのある所に比較的短時間多くの
回数訪れる傾向があることを提示している（cited in Suk-fong Fung 

& McKercher, 2016, p. 8）。
このことにかかわって、ここで考察対象とするスク＝フォンク

＝フンク／マッカーチャーの論考（Suk-fong Fung & McKercher, 2016）

をみると、実は、結論を先に示すと、香港の観光客について
も、上記の「ツーリズムの距離減少理論」、ブルおよびラウ／
マッカーチャーの所論が妥当する、というものになっている。す
なわち、スク＝フォンク＝フンク／マッカーチャーは、結論的に、
次のように述べている。
すなわち、「この論考は、香港訪問観光客の多い8か国（国

名は後述の表 2：本稿筆者による注記）について、“文化的隔たり”
がツーリスト上どのような影響を与えるかについて、“地理的隔
たり”との比較において究明したものであるが、究明の結果明
らかになったことは、この8か国からの観光客たちについては、
“文化的隔たり”と、ツーリズム上の態様や特徴との間には、
ほとんどなんの相関関係（little correlation）もないということで
あった。…これに対し、かなりはっきりした特色（a substantially 

different picture）が見られたのは、“地理的隔たり”との関係で、
その影響は、出発国が香港から長時間かかるもの（long-haul）

か、短時間のもの（short-haul）かによってはっきり分かれるもの
であった。それが短時間のものでは、比較的若い者が多い。
女性も同様で、グループ旅行で来訪している者が多い。かつ、
こうした若い者では、香港を唯一のデスティネーションとしてい
る者や、レピート客も多い。かつ、これらの若いツーリストでは
ショッピング志向の者も多い。逆に、移動に長時間かかる国か
らのツーリストでは、比較的高齢者が多く、夫婦同伴のものや、
香港は初めてという者も多い。ただしかれらではいくつかのデ
スティネーションを歴訪する者、つまり、香港は単にその中の1
つという位置づけである者が多い。従ってこうした者では、ショッ
ピング志向は低い」（Suk-fong Fung & McKercher, 2016, pp.13-14）。
なお、スク＝フォンク＝フンク／マッカーチャーでは、香港ツー

リズムボード設定の基準により、香港来訪者の多い国の、香

港との“文化的隔たり”は、表 2のように措定されており、中
でも日本、フランス、タイの3か国は　”文化的隔たり”が大
きい国とされている。これをみると、“文化的隔たり”の大きな
要因は、結局、言語の違いにあるようにみえる。

表 2：香港来訪者の多い国の、香港との文化的隔たり

国 UAI CD

日本 92 －63

フランス 86 －57

タイ 64 －35

オーストラリア 51 －22

シンガポール 8 21

アメリカ 46 －17

マレーシア 36 －7

イギリス 35 －6

注 1：UAI＝不確実性回避指標（uncertainty avoidance index）
　　　CD＝文化的隔たり指標（cultural distance index）
注 2： 上記 2指標は香港ツーリズムボード設定のもので、国

の表記の順は、原書通り。
（出所：Suk-fong Fung & McKercher, 2016,p.10．）

Ⅴ．おわりに
以上において、ツーリストのデスティネーション選択の理論と
実際について、主としてクロンプトン、カール／ラインティンガー
およびスク＝フォンク＝フンク／マッカーチャーの所論により大要
を提示してきた。ここでは、この点に関するツーリズム論の通
例的な見解（詳しくは大橋、2010, pp. 120ff., 126ff.）に基づき、選択
行為の以前と以後の過程についてごく簡単に補足し、ツーリ
ストのツーリズム行動の全体的過程についてまとめ的に述べ、
本稿の終りの言葉とする。
ツーリズム論の通例的な考えによると、本稿筆者のみるとこ
ろ、ツーリズム行動の全体的過程として、まず、ツーリズム行
為の本源的な出発点になるものは何かが提示されることが必
要である。その場合そうした出発点になるものは、当該ツー
リストの心の中に起きるツーリズムに出たいとする本能的欲求
とされている。これは、ツーリズム行為のプッシュ要因（push 

factors）といわれる。ただし圧倒的に多くの場合これに併行して、
ツーリズムに関するメディアやツーリズム地の行う広報や宣伝等
により、どこに行くかなどについて大いに働きかけを受けるはず
である。これはプル要因（pull factors）といわれる。この2つの
要因に基づき行き先としてとにかく候補になりうるすべてのもの
が、本稿で既述の「可能性のあるすべてのデスティネーション」
であると考えられる。ここにツーリズム行為は始まり、ツーリズム
先すなわちデスティネーションについての選択過程も、広義に
は、ここから始まる。そしてそれはその後、本稿上記で述べ
たような形で進行し、ツーリズム先が決まる。
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ところで、このツーリズム行為の本源的な出発点になる上記
のプルとプッシュの2つの要因は、例えばクロンプトン説では、
選択過程におけるツーリスト本人の内的事由（内的源泉）によ
るものと、外的事由（外的源泉）によるものという形で提示され
ているものと考えられる。すなわちこれは、本稿筆者として結
論的にいえば、ツーリズム全体の出発点レベルにおける問題で
あるところの、一般的にツーリストの本能的欲求であるプッシュ
要因と、外部からの働きかけ要因であるプル要因といわれるも
のが、クロンプトン説では、デスティネーション選択過程におけ
る問題として提起されていると解されるものである。
ただし、このことは通例的見解とクロンプトン説とが相い反す

るというものにはならない。というのは、通例的見解の観点か
らいえば、クロンプトン説では、こうした出発点におけるプッシュ
要因とプル要因が、選択過程においても「内的事由によるもの」
と「外的事由によるもの」として（いわば再度）作用するととら
えられていると理解すればいいものであるからである。
つまりここでは、プッシュ要因とプル要因とは、ツーリズム行
為の始原において作用するだけではなく、デスティネーション
選択過程においても作用すると解されるものになる。ただし始
原過程と選択過程とでは、各要因のウェイト等は異なることが
ある。つまり両過程において同一の質と量で作用するとは限ら
ない。ここに相違点はある。こうした限定付きであるが、通例
的見解とクロンプトン説との統合的な考え方は可能となる。
さらにこの点については、換言すれば、要するに、ツー

リズムの動機が問題になることが示されているが、いわゆる
ツーリズム動機については、例えば、中国のリュー／リ／シュ
エン（Liu,T., Li,M and Shen,H.）が、ヘックハウゼン（Heckhausen, 

1989）に依拠して述べているところが強く参考になる（Liu et al., 

2016,pp.125-126）。それによると、観光旅客の場合を含め、動機
（motive）と動機づけ（motivation）という２つの概念があるが、
厳密には両者は意味領域が異なる別の概念であって、後者
のmotivationの方が、motiveよりも概念としては広いものと提
議されている。
すなわち、motiveが単に「人間行動を惹き起こし、方向づ

け、統合する内的要因」（an internal factor that arouses, directs and 

integrate person's behavior）、つまり（内的な）動機を意味するに
対して、motivationは、「人間と（外的な）状況との交互作用
を含む、より広い概念」（a collective term that involves the process 

of interactions between situation and a person）、つまり、動機よりも広
い動機づけを意味するものと定義される。
この観点からいえば、通例的見解でいうツーリズム行為の
始原的要因としてのプッシュ要因とプル要因とは、ツーリズム
行為のmotive、つまり動機要因であるとともに、 クロンプトンの
いうツーリズム目的地選択過程の内的事由と外的事由として、
motivationつまり動機づけ要因としても作用することがあるとい
う位置づけになる。ただしその内容、すなわち質と量とが同じ
とは限らない。

かくて、ツーリズムの全過程は、以上の諸過程をふまえる
と、例えば 2016 年、スペインの論客、マリネ＝ロイク／クレイ
ブ（Marine=Roig, E. & Clavé, S. A.）が、ダン（Dann,G.M.S., 2014）

に依拠してまとめているところによれば、当該ツーリズムで満足
（satisfaction）の場合、大綱的には、旅客の全体的過程は次
のような過程として示される（Dann, 2014, cited in Marine=Roig & Clavé, 

2016, p.47）。これが、通例的見解である。

（ツーリズム初動の）プッシュ要因→プル要因→
デスティネーション選択過程（decision where to go）→
ツーリズム実践（experiences）→
新規ツーリズム欲求（new motives）

図 2：ツーリズムの全体的過程
（出所：Dann, 2014, cited in Marine=Roig &Clavé, 2016, p.47）

他方においてこの場合、これらのツーリズムの諸過程は、ツー
リズム先決定後のツーリストの行動を含めて、すべてにおい
て、本稿冒頭で述べたように、根本的には、個々のツーリスト
のいかんにより異なるものである。それは、アメリカ、ロチェス
ター工科大学のケスギン（Kesgin, M.）のいうように、ツーリスト
の同質化傾向（homogeneous）と多様化傾向（heterogeneous：異

質化傾向）、すなわち収斂化傾向（convergence）と発散化傾向
（divergence）に分かれるものであるが（Kesgin, 2016, p.84）、しかし
統計的には、確率分布（probability distribution）の問題として、
理論化されうるものと考える。
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