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　２００８年１０月１日に国土交通省の外局として、「観光庁」

が発足した。観光庁は、その効果を最大限に発揮し、訪日

外国人旅行者・日本人海外旅行者双方向の国際観光交流

の促進や国際会議の誘致・促進、宿泊を伴う滞在型観光の

ための観光圏の整備の促進等に取り組み、観光立国の実現

を目指していくこととしている１。

　また、観光立国推進基本法に基づき、２００７年６月に閣議

決定され「観光立国推進基本計画」では、訪日外国人旅行

者数を平成２２年までに１�０００万人にする目標を掲げてい

る２。さらに、２００９年３月に開催された第１３回観光立国推

進戦略会議において、２０２０年訪日外国人２�０００万人の実現

に向け、提言「訪日外国人２�０００万人時代の実現へ─もて

なしの心によるあこがれの国づくり─」がとりまとめられてい

る３。

　すでに、２００３年より、魅力的な訪日旅行商品の造成支援

等を行うビジット・ジャパン・キャンペーンが推進され、ここで

は、日本を訪れる外国人旅行者の多い１２か国・地域（韓

国、台湾、中国、香港、タイ、シンガポール、アメリカ、カナ

ダ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア）を重点市場と

して定めるとともに、各市場の特性を踏まえ、重点市場を対

象として外国人旅行者の訪日促進のための事業を実施して

いる４。

　そして、観光庁では、引き続きビジット・ジャパン・キャン

ペーンの高度化に取り組むことで、我が国の観光魅力の海外

発信等の国際観光の振興施策を示している５。ここでは、訪

日外国人旅行者の満足度を高め、リピーター化を促進するこ

とや��乗車券等の国際相互利用化・利用拡大等の旅行者の

利便性の増進を図ることなどが示されている６。

　しかしながら、『平成２１年版観光白書』や第１３回観光立

国推進戦略会議の議事次第７においては、外国の旅行業者

における日本向けパッケージ旅行の商品内容については、

十分議論されているようにはみえない。

　そこで本稿では、外国の旅行業者における日本向けパッ

ケージ旅行の商品内容について検討し、日本の観光資源に

かかる旅行者の志向を探ったうえで、日本側における外国の
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訪日パッケージ旅行から見る日本の観光資源と
そのアプローチ方法
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旅行業者並びに旅行者に対するアプローチ方法を考えてみ

る。

　観光客に限定すると、訪日旅行回数が初回なのは

５０．１％、団体旅行は３９．１％を占めているが８、本稿では、日

本向けパッケージ旅行の商品内容を検討してみる。その検

討から日本への旅行を動機づける要因と発地側での限界を

探索してみる。さらに、日本への旅行の新規需要の創出の

糸口の認識と、より誘客できる内容と思われるものでありなが

ら既存のパッケージ旅行商品にはない内容を、日本側から外

国の旅行業者並びに旅行者に対し提示することへの可能性

を模索してみる。また、これらの検討は、観光施策として示

されている訪日外国人旅行者の満足度向上とリピーター化の

促進にもつながると考える。

　もっとも、旅行者の志向については、旅行者の出発地国に

よって大きく相違があることが想定できる。そこで、本稿で

は、韓国とドイツの日本向けパッケージ旅行商品を中心に検

討する。なお、国籍別入国外国人では韓国籍が最も多い９。

また、ドイツは、韓国とは全く地域が異なりながらも、パッケー

ジ旅行が盛んな国１０であり、いずれも、上述のビジット・ジャ

パン・キャンペーンの重点市場とされている。
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　韓国では、２００７年まででは、外国旅行の完全自由化がお

こなわれた１９８９年以来、１９９７年末に始まった通貨危機や

２００３年のＳＡＲ�（新型肺炎）流行時を除くと外国旅行者数

は増加し続け、２００７年１３３２万人と過去最高を更新してい

る。２００７年の出国率は２７．１％と、日本を凌いでいる１１。

　２００７年の外国旅行の目的は、「余暇・休養」が６割を超え

（表１参照）、外国旅行が国民の余暇活動の大きな割合を占

めていることが窺える。旅行形態としては、２００５年より比率

は低下しているものの「フルパッケージ」が半数近くを占め、

旅行業者の商品造成能力が外国旅行の進退に影響を及ぼ

すことが想定できる。しかしながら、日本のスケルトン型パッ

ケージ旅行に類する「セミパッケージ」は、近年、増えている

が、大きな割合には至っていない（表１参照）。

　外国旅行中の主な活動は、「観光地訪問」と並んで「買い

物」が高い割合を占めている。また、外国旅行の情報源とし

ては、「インターネット」が最も多いが、「旅行会社」も相当数あ

る。そして、外国旅行訪問国は、「中国」が最も高い割合を

占めるが、今後の外国旅行訪問希望国では、「日本」が最も

高くなる。（表１参照）

　一方、外国旅行における各旅行会社の誘致人数は、ハナ

ツアーが圧倒的に多く、２位であるモデュツアーを大きく引き

離している。それに、ロッテ観光が続くのが近年の傾向とい

える。（表２参照）
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２００８（８月）２００７２００５２００３区　　　　分

５７.５６０.５６６.８５０.４余暇・休養

旅 行 目 的
（％）
※１

１３.１８.８８.７９.７友達・親戚訪問

１９.４２６.４２０.７２３.６事業�専門活動

０.６０.１――健康・治療

３.０１.８１.４―宗教・巡礼

６.４―２.１５.７教育・研修

―０.２０.３１.２その他

５２.４４７.０３９.９５２.２個人旅行外国旅行形
態（％）
※２

３８.７４６.８５６.６４７.８
（団体旅行）

フルパッケージ

９.０６.２３.５セミパッケージ

観光地訪問
（８２.１）

観光地訪問
（８１.１）

自然風景
（９７.６）

都市散策
（９１.６）１位

外国旅行の
主な活動
（複 数 回
答・％）
※３

買い物
（７１.９）

買い物
（７６.１）

都市散策
（９３.８）

自然風景
（８５.７）２位

グルメ
（２３.６）

業務遂行
（２３.４）

買い物
（９３.６）

買い物
（８８.５）３位

公演、祭り
観覧（２１.２）

公演、祭り
観覧（１９.８）

史跡訪問
（７４.５）

史跡訪問
（４９.０）４位

２４.９２７.７３９.５２５.９旅行会社
外国旅行の
情報源
（％）

３４.９３４.１３０.８２８.６インターネット

２５.２２３.５２７.５３８.１親戚・友達・同僚

１０.３９.２――情報無し

４６.４３０.２３４.７２５.２中国

外国旅行訪
問国順位
（複 数 回
答・％）

３６.８１９.９１９.１２４.２日本

１０.７９.４７.０９.２タイ

８.３７.２７.６１２.０アメリカ

５.８５.４４.９４.５フィリピン

２７.１３２.６２８.３２７.３日本
今後の外国
旅行訪問希
望国
（複 数 回
答・％）

２１.５２０.６２４.８２８.０アメリカ

１６.９２０.５１６.４２２.６中国

１７.３１７.９２１.１２２.２オーストラリア

―１５.５１９.１１９.２フランス

※１　海外旅行主な目的の調査内容の変更（２００５年以後）
　１）観光+文化�スポーツ+新婚旅行⇒休暇
　２）業務+会議�展示会参加⇒事業または専門活動
　３）訪問（友達�親戚）⇒友達、親戚訪問
　４）訓練および研修⇒研修
　５）宗教および巡礼項目追加
※２　旅行形態定義
　２００３年以前
１）個人旅行；家族、親戚、友達との旅行、パック旅行、新婚旅行、個人あるい
は会社業務旅行、所属社が負担する出張および旅行

２） 団体旅行；個別申請による旅行会社団体旅行、所属団体が組んで旅行会社
に依頼した場合の旅行や会社単位の研修、訓練ための旅行など

　２００５年以後
　１）個人旅行；旅行の全ての準備を旅行者が直接行う旅行
　２）フルパッケージ；旅行の全日程を旅行会社が企画する旅行
　３）セミパッケージ；航空券や宿泊券のみパッケージで購入し、観光は旅行者が
自由に回る旅行

※３　海外旅行の主な活動；２００７年から主な活動の分類がその以前の分類と変
わった。

出所：韓国観光公社『２００７年　国民海外旅行実態調査』（韓国観光公社、２００８）、
韓国観光公社『２００８年　国民海外旅行実態調査』（韓国観光公社、２００９）、韓
国観光公社『２００８年　国民海外旅行実態調査上半期入国場調査結果報告書』
（韓国観光公社、２００９）より作成。
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２００８年（誘致人数）２００７年（誘致人数）２００６年（誘致人数）
ハナツアー
（１,１２６,９０１）

ハナツアー
（１,２７７,０７８）

ハナツアー
（８９４,０７８）１位

モデュツアー
（５６８,６１７）

モデュツアー
（６２６,３９７）

モデュツアー
（４１０,１０８）２位

ロッテ観光
（２７４,８６１）

ロッテ観光
（３２２,８５４）

ロッテ観光
（２７９,１３３）３位

自由ツアー
（２２４,４２０）

自由ツアー
（２６１,１９２）

自由ツアー
（２２２,６０４）４位

オーケーツアー
（１７６,４５０）

オンラインツアー
（１９３,８５６）

ネッスツアー
（１３５,０８１）５位

オンラインツアー
（１６１,６０７）

旅行博士
（１７０,４７４）

オンラインツアー
（１３４,３９９）６位

出所：韓国一般旅行業協会資料（��������������　（２００９�３））より作成。
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　誘致人数上位３社の２００９年春に向けての東京・大阪を含

む訪日パッケージ旅行の概要は、表３～表５の通りである。

韓国では、パッケージ旅行への誘客はホームページを通じて

行われることが多く、旅行会社の店頭でパンフレットは置かれ
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商品名（訪問地）価格（Ｗ）日本出発日本到着宿泊日数

東京�箱根�新宿�お台場３日
箱根国立公園、大湧谷、芦ノ
湖、富士山車窓観光、森の湯
温泉、新宿通り、皇居、銀座、
浅草、お台場

７９９０００～
１５９９０００成田成田２泊３日１

大阪�京都�奈良３日
大阪城、心斎橋、道頓堀、清
水寺、金閣寺、東大寺、奈良
健康ランド、りんくうタウン
アウトレットアウトレット自
由買い物、

６９９０００～
１１９９０００

関西関西

２

大阪�京都�神戸３日
清水寺、東大寺、奈良健康ラ
ンド、大阪城、神戸メリケン
パーク、ハーバーランド、神
戸モザイク

６９９０００～
１１９９０００３

東京�箱根�日光４日
浅草、新宿、東京都庁展望台、
箱根国立公園（大通谷、芦ノ
湖）、富士山車窓観光、森の湯
温泉、日光国立公園、中禪寺
湖、華厳瀧、東照宮、浜離宮
恩賜庭園、新勝寺

９９９０００～
１７９９０００

成田成田

３泊４日４

東京�箱根�ディズニーラン
ド�お台場４日
箱根国立公園（箱根国立公園
（大湧谷、芦ノ湖）、富士山車
窓観光、森の湯温泉、ディズ
ニーランド、ディズニー
シー、皇居、銀座、浅草、お
台場

１３４９０００５

大阪�神戸�京都�奈良４日
（温泉体験）
りんくうタウンアウトレッ
ト、清水寺、平安神宮、大阪
城、心斎橋、道頓堀、神戸メ
リケンパーク、神戸モザイク
自由観光、日本酒記念博物
館、東大寺、奈良健康ランド

８４９０００～
３９９００００

関西関西

６

大阪�ユニバーサルスタジオ
�京都�奈良�神戸４日
りんくうタウンアウトレッ
ト、清水寺、東大寺、心斎橋、
道頓堀、ユニバーサルスタジ
オ、大阪城、神戸メリケン
パーク、神戸モザイク自由観
光、神戸ハーバーランド

１１９９０００～
１３９９０００７

大阪�京都�伊勢�名古屋４日
大阪城、心斎橋、道頓堀、清
水寺、金閣寺、伊勢神宮、伊
勢湾フェリー搭乗、浜松城、
浜名湖、トヨタ自動車会館、
熱田神宮、名古屋城、大須観
音、大須商店街、名古屋オア
シス２１

１２９９０００中部関西８

大阪�神戸�岡山�京都�奈良
４日
後楽園、姫路城、神戸メリケ
ンパーク、神戸モザイク自由
観光、有馬温泉、嵐山、渡月
橋、天竜寺、清水寺、東大寺、
梅田空中庭園展望台、大阪
城、心斎橋、道頓堀

１１９９０００関西岡山９

大阪�奈良�ユニバーサルス
タジオ５日
清水寺、平安神宮、ユニバー
サルスタジオ、大阪城、心斎
橋、道頓堀

５９９０００大阪南港神戸港４泊５日１０

出所：������������	
	�������（２００９�０１�１９）より作成
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商品名（訪問地）価格（Ｗ）日本出発日本到着宿泊日数

東京�箱根�横浜�お台場３日
浅草観音寺、仲見世通り、上
野公園、アメ横市場、お台場、
箱根国立公園（大通谷、芦ノ
湖遊覧船）、森の湯温泉、横浜
港みらい地区観光、横浜中華
街、新都庁展望台、Jusco

９４９０００～
１４９９０００

成田成田

２泊３日１

東京�お台場�箱根ORディズ
ニーランド３日
ディズニーランド、ディズ
ニーシー、お台場、皇居、新
都庁展望台、秋葉原

９４９０００～
１４９９０００２

大阪�神戸�ユニバーサルス
タジオ３日
Jusco、ユニバーサルスタジ
オ、神戸地震メモリアルパー
ク、ハーバーランド、心斎橋、
道頓堀、大阪城

９９９０００～
１４９９０００

関西関西

３

大阪�奈良�京都�神戸+温泉
体験３日
神戸地震メモリアルパーク、
ハーバーランド、大阪城、心
斎橋、道頓堀、清水寺、東本
願寺、東大寺、奈良公園、奈
良健康ランド、Jusco

５４９０００～
８９９０００４

緑茶体験+温泉�東京�箱根�
静岡�名古屋
お台場、新都庁展望台、皇居、
浅草観音寺、仲見世通り、箱
根国立公園（大湧谷、芦ノ湖
遊覧船）、三保の松原海岸散
策、清水港及び清水市内観
光、静岡お茶の郷観光及び茶
道体験、名古屋城、オアシス
２１、名古屋栄通り

１３４９０００～
１６９９０００中部成田３泊４日５

東京�ディズニーランド�箱
根４日
浅草観音寺、仲見世通り、皇
居、六本木、六本木ミッドタ
ウン、ディズニーランド又は
ディズニーシー、お台場、箱
根国立公園（大沸谷、芦ノ湖
遊覧船）、森の湯温泉体験、新
都庁展望台、新勝寺

１３９９０００～
１４９９０００成田成田６

東京�箱根�日光４日
浅草観音寺、仲見世通り、お
台場、大江戸温泉、皇居、箱
根国立公園（大涌谷、芦ノ湖
遊覧船）、ユネッサン温泉、新
都庁展望台、東照宮、中禅寺
湖、華厳瀧

１２９９０００～
１５９９０００新潟成田７

大阪�奈良�法隆寺�京都�白
浜+百済遺跡探訪４日
とれとれ水産市場、三段壁、
千畳敷、円月島、東照宮、伝
王仁博士の墓、飛鳥戸神社、
四天王寺、心斎橋、道頓堀、
法隆寺、広隆寺、京都高麗美
術館、耳塚、同志社大学内尹
東柱詩碑、Jusco

１２４９０００

関西関西

８

大阪�奈良�京都�嵐山�箕面
＋温泉４日１７９９０００～９

大阪�法隆寺�京都�嵐山�塩
江温泉４日
法隆寺、大阪城、心斎橋、道
頓堀、嵐山（嵯峨野トロッコ
列車）、渡月橋、高台寺、二条
城、神戸ハーバーランド夜
景、地震メモリアルパーク、
徳島県立渦の道、千畳敷展望
台、鳴門山展望、高松栗林庭
園、塩江温泉

１３４９０００１０

ガイド推薦　大阪�奈良�京都
�滋賀�名古屋�岡山
久屋大通公園、オアシス２１、
琵琶湖散策、金閣寺、清水寺、
東大寺、鹿公園、心斎橋、道
頓堀、神戸地震メモリアルパー
ク、ハーバーランド、姫路城、
後楽園、岡山倉敷美観地区

１２４９０００～
１４９９０００岡山中部１１

日本本土核心一周５日　　　
静岡�江ノ島�鎌倉�三重１６９９０００～成田関西１２

出所：�����������	
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	（２００９�０１�１９）より作成



ているものの、多くは１枚ものか数頁にとどまり、日本のような

冊子型で大部のものはみられない。また、各コースの内容に

ついても主要訪問地は掲載されているが、食事内容や訪問

地での詳細な内容は示されない。実際、旅行中の食事内容

や具体的な行動は、その時の状況に応じて添乗員の判断で

なされることがあり、事前に細部までは確定していないのが

現状のようである１２。

　したがって、ここでは、ホームページから得られた範囲に

なるが、表３～表５の各旅行を検討してみる。

　日数については、２泊３日～４泊５日で、３泊４日の

コースが多い。日本から韓国へのパッケージ旅行は、２泊

３日が平均的とみられること１３からみると、それよりは長めの

ツアーが設定されているといえる。

　日本の出入国地は、成田、関西が多いが、表３の９、表

４の７、表４の１０、表４の１１、表５の４にみられるよう、一

方を地方空港としたオープンジョウで設定し、効果的な移動

を企画しているコースもみられる。

　旅行代金は、概ね、２泊３日で１００万ウォン以下から、３

泊４日で１００万ウォン台前半から、船舶利用の４泊５日で

は５０万ウォン前後で設定されている。

　訪問地については、東京、箱根、京都、大阪など主要都

市、主要観光地がみられるが、各社とも、ディズニーランド、

ユニバーサルスタジオのテーマパークを包含するコースを設

定している。

　もう少し、具体的に特徴をみる。

　表３の１、表３の２、表３の３、表３の４、表３の５、

表３の６、表３の８、表４の１、表４の４、表４の６、表

４の７、表４の８、表４の９、表４の１０、表５の５、表５

の６、表５の７では、温泉の体験が含まれるコースが設定さ

れている。この中には、有馬、白浜など伝統的な温泉地の

名称もみられるが、奈良健康ランドやユネッサン温泉・森の湯

など大規模で娯楽施設を有するいわゆるヘルスセンター型

の施設が志向されている。

　表３の２、表３の３、表３の６、表３の７、表３の８、

表３の９、表４の１、表４の３、表４の４、表４の５、表

４の１１、表５の３、表５の５、表５の６のコースでは、りん

くうアウトレットやジャスコなどの大規模ショッピングセンターが

含まれ、購買意欲のニーズに答えている１４。

　一方、表４の８や表５の７の「耳塚」にみられるように日

本と朝鮮半島の歴史に由来するスポットを含むコースの設定

もあり、このようなスポットに対する需要があることが窺える。

���������	
��������	
���

　ドイツなど欧州では、日本の大手旅行会社のように、ホー

ルセーラーの役割とリテーラの役割をあわせて持つわけでは

なく、ホールセーラーとリテーラの役割がはっきりしている。ま

た、欧州では、日本で、ホールセーラーと呼ばれる業種はツ

アーオペレータと呼ばれ、リテーラと呼ばれる業種はトラベル

エージェントと呼ばれる１５。

　ただ、従来は、ツアーオペレータとトラベルエージェントとは

別の業種であったが、近年は、トラベルエージェントはツアー

オペレータに所有されて成長する傾向にある。それは、ツ

アーオペレータが成長戦略として、垂直・水平統合、言葉を

替えれば、一方でサプライヤーや中間媒介者、他方で競争

者の所有権の取得をするためである１６。

　そのため、パッケージ旅行では、系列航空会社のチャー

ター機を利用し、地中海のリゾート地を中心に展開すること

で、規格化された旅行を大量生産し規模の経済を追及した。

そして、より旅行・観光企業集団が巨大化することで、より競

�� �������	
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商品名（訪問地）金額（Ｗ）日本出発日本到着宿泊日数

東京�お台場�� 富士山OR
� ディズニーランド３日
浅草、銀座、お台場
� 箱根＆富士山コース：箱根
国立公園（大湧谷、芦ノ湖遊
覧船）、富士山五合目、新都庁
展望台
� ディズニーランドコース：
ディズニーランド又はディズ
ニーシー、皇居

９４９０００～成田成田２泊３日１

大阪�奈良�京都ORユニバー
サルスタジオ３日
ＵＳＪ、心斎橋、道頓堀、奈
良公園、東大寺、金閣寺、清
水寺、大阪城

８９９０００～関西関西２

東京�箱根＆富士山�横浜４日
浅草、銀座、お台場、皇居、
箱根国立公園（大湧谷、芦ノ
湖遊覧船）、新都庁展望台、明
治神宮、富士山五合目、横浜
山下公園、みなとみらい２１、
横浜中華街、Jusco

１１９００００～成田成田３泊４日３

東京�日光�� 箱根＆富士山
OR　� ディズニーランド４日
福島ガラス工藝館、日光国立
公園、東照宮、中禅寺湖、華
厳瀧
� 箱根、富士山コース：大湧
谷、芦ノ湖遊覧船）富士山五
合目
� ディズニーコース：ディズ
ニーランドまたはディズニー
シー、浅草、皇居、お台場

１３９００００～成田福島４

トヨタ博物館�大阪�奈良�京
都�神戸４日＋温泉
金閣寺、清水寺、東大寺、奈
良公園、心斎橋、道頓堀、大
阪城、神戸地震メモリアル
パーク、中華街、神戸港遊覧
船、有馬温泉、Jusco

８９９０００～関西中部５

有馬温泉�大阪�神戸�奈良�
京都４日
金閣寺、清水寺、東大寺、奈
良公園、心斎橋、道頓堀、大
阪城、神戸地震メモリアル
パーク、ハーバーランド、モ
ザイク通り、中華街、有馬温
泉、Jusco

８９９０００～関西関西６

パンスターフェリー　大阪�
奈良�京都�神戸温泉５日
神戸地震メモリアルパーク、
神戸港遊覧船、メリケンパー
ク、中華街、有馬温泉、東大
寺、奈良公園、清水寺、耳塚、
平安神宮、大阪城、心斎橋、
道頓堀

４９９０００～大阪南港大阪南港４泊５日７

出所：�����������	
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争力を高め、大規模な企業集団であれば、自らの企業集団

の中で、パッケージ旅行の流通と旅行サービスの提供を完

結させることが可能となってきている。また、競争力を高める

ための拡張された企業集団は、さらに強力な資本により買収

され、その企業集団は、国境を越えて展開している１７。

　このように、ドイツでは、ツアーオペレータ、日本でいうホー

ルセーラーが中心となって、旅行企業を統合している。そう

した中でも、�������	
�����が最大のツアーオペレータで売

上高では、２位以下を大きく引き離している。なお、３位の

�������	��
�は、英国のツアーオペレータの名称であった

が、ドイツの���ツーリスティックが所有し、そののち、２００１

年に、���ツーリスティックの社名を�������	��
に変更し

たものである１８。（図１参照）

　近年のトラベルエージェントの多くは、ツアーオペレータの

チェーンやフランチャイズであるが１９、ドイツの街角では、トラ

ベルエージェントの店舗が目につく２０。ここでは、ベルリンに

おいてのトラベルエージェントの外見的観察を記しておく。

共通して言えるのは、トラベルエージェントの店頭において

は、パンプレットは特にキャンペーン的なもの以外は置かず、

多くは店内の従業員の後ろのラックに置かれている。トラベ

ルエージェントの営業所カウンターは、オープンスペースに

なっている場合が多く、各従業員は独立した机において顧客

と対面しながら話をする構造になっている。それぞれの机

は、いずれも、外から見ると整頓されており、机上に書類が散

乱していることはない。また、営業所内に、パンフレットの箱

が積み上げられているような様相は見られない。

　この中で、百貨店カールシュタット２１の旅行カウンターで、

パンフレットを取得した。営業所内の様相は上述のとおりで

ある。従業員の後ろのラックには、ツアーオペレータごとにパ

ンフレットがまとめられ、それがディスティネーション毎に分け

られている。ただしここでは、顧客が自らそれを取ることは

許されない。顧客が望むディスティネーションを従業員に申

し出て受け取ることになる。筆者は、後述する日本への旅行

商品の内容を検討するので、主要なツアーオペレータのその

パンフレットを請求してみた。対応した従業員は、大部にな

るが嫌な顔をせず対応し、特に、具体的な契約を勧めること

もなく、それを持ち帰るための丈夫な紙袋を提供してくれた。

このような形でパンフレットを持ち帰り比較検討することは、当

地において日常的なもののように感じられる。ちなみに、独

英でのパッケージ旅行の典型とされるサマーサンのパンフ

レットも求めてみた。この場合、単にビーチとか地中海とかの

申し出では対応してくれず、マヨルカなど具体的なディスティ

ネーションを告げなければ、パンフレットは提供されない２２。

　次に、上述の百貨店カールシュタットの旅行カウンターで取

得した旅行パンフレットの中で掲載されている日本へのパッ

ケージ旅行の内容を示す。取り上げるのは、売上高で上位

にある���、トーマスクック、�������である２３。（表６～８

参照）

　さて、旅行パンフレットの掲載コースは、今回見たすべて

で東京・京都を押さえたうえで展開されている。それに、他

所が加わっていくのであるが、概ね、世界遺産や富士箱根、

そして高山や金沢、長崎などのある程度の規模がある歴史

を感じさせる都市が選好されている２４。

　参考までに、ドイツで発行されている日本のガイドブックの

記述２５をみると、一般的な観光地のほか、築地魚河岸、地獄

谷、小西養鯉場、旅行パンフレットの掲載にはなかった北海

道からはアイヌ文化などが、取り上げられていることが注目さ

れている。また、日本人にはごく日常的で観光対象としては

関心寄せていないだろうもの（パチンコ、ラブホテル、エロ

ティックマガジンやホテルのエロティックチャンネル、カプセル

ホテル、回転ずしなど）やアニメと漫画、戦争と平和に関する

対象、猿２６などに関心を持っているようにみえる２７。
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参加人員売上（百万�）会　　社　　名

１０�９２２�５８１４２３８�４�������	
�����

６�０３９�４００２８７５�３��������	
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１�５２０�０００１２２０�０��������	
��������

１�５３０�０００９３６�７���

４１４�０００７２２�１�������	�
�


１�３１９�３２２６９５�７�����������

５９１�０００３９７�０�������	
������	��

１６５�３０４２７６�５�������	
�����

５４１�１３４２７６�０��������	


出所：“�������	�
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�
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　「旅行商品」には、複数の者によって提供される旅行にか

かわるサービスがパッケージされている。この中には、「運送

機関、宿泊機関などの独立した事業者の提供するサービス

商品」と「旅行業者の提供するサービス」とがパッケージされ

ている２８。

　一方、「旅行商品」を単体としてのサービスパッケージと考

えた場合は、そのサービスの中核的な機能であるコアサービ

スに位置づけられるものは、「移動」、「宿泊場所の提供」、

「食事の提供」、「観光対象の提供（観光施設入場そのもの

や見世物を示すこと）」と考えられる。これらは、旅行業者以

外の者が提供するサービスであるが、それぞれ独立した事

業者がオペレーションをしているため、「旅行商品」において

は、それぞれが相互に適切に作用するためには、「統整」と

呼ぶ操作が必要になる２９。

　この「統整」と呼ぶサービスは、「旅行商品」の要素として

の旅行業者が自ら提供するサービスのひとつで、例として
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１１泊１３日１５泊１７日８泊１０日日　数

�３２４９より�４４９０より�２６３９より旅行代金

東京東京東京日本到着地

大阪東京大阪日本出発地

東京に向かう東京に向かう東京に向かう１日目

東京東京－広島東京２日目

東京－日光－東京広島：平和公園・
宮島

日光（エクスカー
ション）３日目

東京－鎌倉－箱根広島－松山東京－鎌倉－箱根４日目

箱根－高山松山－高松箱根－姫路－広島５日目

高山－京都高松－大阪広島－宮島－京都６日目

京都大阪－高野山京都７日目

京都高野山－奈良－京
都京都８日目

京都－宇治－奈良
－京都京都：城・庭・寺京都－宇治－奈良

－京都９日目

京都－宮島－広島京都：文化に身を
ゆだねる京都１０日目

広島－姫路－大阪京都－高山１１日目

大阪高山－諏訪１２日目

大阪諏訪－富士－箱根１３日目

箱根－鎌倉－東京１４日目

東京：日光（終日
エクスカーション）１５日目

東京：伝統とハイ
テク１６日目

帰途へ１７日目

出所：廣岡裕一「インバウンド誘致に向けた発地側環境の基礎分析（イギリス、
ドイツ）」５５頁
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９泊１１日１２泊１４日７泊９日日　数

�１９０８より�２６３９より�２１３９より旅行代金

東京東京東京日本到着地

大阪大阪大阪日本出発地

東京に向かう東京に向かう東京に向かう１日目

東京東京東京２日目

東京東京東京３日目

東京東京－河口湖東京－河口湖４日目

東京－富士箱根国
立公園河口湖－高山河口湖－豊橋５日目

富士箱根国立公園
－広島高山－金沢豊橋－奈良－京都６日目

広島金沢－京都京都７日目

広島－奈良－京都京都京都８日目

京都京都京都９日目

京都京都１０日目

京都－大阪京都－高野山
注）１０日間で逆方
向コースあり

１１日目

高野山－広島１２日目

広島－宮島－大阪１３日目

大阪１４日目

出所：廣岡裕一「インバウンド誘致に向けた発地側環境の基礎分析（イギリス、
ドイツ）」５５頁
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１１泊１３日８泊１０日

１１泊１３日
１６泊１８日
の延長コー
スあり

１１泊１３日１２泊１４日９泊１１日日数

�２５２９より�１７９９より
�３２２９より
１８日は
�４５２８より

�２９２９より�２５２９より�１９１８より旅行代金

大阪東京東京大阪東京東京日本到着地

東京大阪大阪東京大阪大阪日本出発地

大阪に
向かう

東京に
向かう

東京に
向かう

大阪に
向かう

東京に
向かう

東京に
向かう１日目

大阪－京
都東京東京大阪－京

都東京東京２日目

京都東京東京
宇治・奈良
（エ ク ス
カーション）

東京東京３日目

京都

日 光（エ
クスカー
ション・オ
プション）

日 光（エ
クスカー
ション・オ
プション）

京都－九
州島

日 光（エ
クスカー
ション・オ
プション）

日 光（エ
クスカー
ション）

４日目

京都

東京�鎌倉
－富士箱
根国立公
園

東京－鎌
倉－箱根

阿蘇国立
公園－熊
本－長崎

東京－鎌
倉－河口
湖

東京－鎌
倉－富士
箱根国立
公園

５日目

京都�姫路
－広島

富士箱根
国立公園
－富士五
湖－浜松
－豊橋

箱根－高
山長崎

河口湖－
松本－高
山

富士箱根
国立公園
－姫路－
広島

６日目

広島
豊橋－真
珠島－奈
良－京都

高山・白川
郷

長崎－宮
島

高山－白
川郷－高
山

広島・宮島７日目

広島－新
富士－河
口湖

京都高山－姫
路－広島

宮島－姫
路－富士
箱根国立
公園

高山－鳥
羽－伊勢
－京都

広島－奈
良－京都８日目

河口湖－
鎌倉－東
京

広島－宮
島－京都

富士箱根
国立公園
－鎌倉－
東京

京都京都９日目

東京

京都発見
（エ ク ス
カーショ
ン・オ プ
ション）

京都－宇
治－奈良
－京都

東京京都
京 都（エ
クスカー
ション）

１０日目

東京京都－大
阪

京都－宇
治－奈良
－京都

日 光（エ
クスカー
ション・オ
プション）

奈 良（エ
クスカー
ション）

京都－大
阪１１日目

東京京都東京
京都�姫路
－岡山－
広島

１２日目

東京

京都－大
阪　１８日
　京都�大
阪－高野
山

広島－宮
島－大阪１３日目

高野山－
別府大阪１４日目

別府－熊
本－長崎１５日目

長崎１６日目

長崎－大
阪１７日目

大阪１８日目

出所：廣岡裕一「インバウンド誘致に向けた発地側環境の基礎分析（イギリス、
ドイツ）」５６頁



は、「異常事態発生時、事故や病気における対応」、「変更を

必要とする場合の代替サービスの手配及びその提供を受け

るための手続」という「旅行商品」パッケージの中でコンティ

ンジェントサービスと捉えられるものや「サービスの提供を受

けるために必要な手続」「円滑な旅行の実施を確保するため

の指示」「旅行の目的地、旅行日程、旅行行程、旅行サービ

ス提供機関の選定等に関する合理的な判断」というサブサー

ビスと捉えることができるサービスや「北海道４湯めぐり」や

「高級ホテルとグリーン車利用の旅」など「旅行商品」システ

ムの要素相互の価値を高める旅行企画や「旅行商品」の説

明などをあげることができる３０。

　一方、旅行業者の提供する「旅行商品」サービスは、図

２でみるように、「旅行業者のサービスの提供方法」「旅行業

者の提供するサービス」及び「旅行サービス提供機関による

サービス」の総和である。

　「旅行商品」のコアサービス部分は、「旅行サービス提供機

関によるサービス」であるが、旅行業者自らデザインでき、コ

ントロールできる「統整」サービスには、旅行商品の企画、手

配先の選定が含められる。つまり、出発地国側旅行業者に

おいては、手配能力と合わせて、この部分は、当該パッケー

ジ旅行の優位性を築ける要素のひとつになり、日本側から

は、出発地国側にこれらに関し高い貢献を与えることで、出

発地国側においてより優位性のあるパッケージ旅行を製作す

ることを可能にし、その結果が日本への旅行者の増加と満足

度の向上を導くこととなる。

　出発地国側に対する貢献としては、出発地国の旅行者の

志向と思える対象でありながら、当該出発地国のパッケージ

旅行において包含されていない旅行内容につき、その存在

の情報提供、手配方法の情報提供、手配のアシスト、手配・

企画上の障害の克服への手助けなどによりパッケージ旅行の

品質向上に寄与することが考えられる。

　以下では、今回取り上げた韓国とドイツの日本向けパッ

ケージ旅行商品から当該国の志向をみたうえで、それらの

パッケージ旅行の品質向上に寄与する具体的な案の例を示

してみる。

　なお、韓国、ドイツのいずれのパッケージ旅行商品におい

ても、東京、箱根、京都などにおける従来からの訪日観光客

に対する主要な観光地は含まれている。これらの地域には、

すでに手配モデルがあると考えられるが、より品質を高める

ために、取るべき方策も必要であろう。しかしながら、パッ

ケージ旅行商品においては訪日が初めてである旅行者に対

しては、いわゆるスタンダードな訪問地は含まれることが望ま

れるし、一方、リピーターについては、これら主要観光地で

は、比較的自由に動くことを前提として、パッケージ旅行に対

する寄与より当該観光地での個 の々旅行者のニーズに叶う貢

献を優先したほうが適切と考える。もちろん、これらスタン

ダードな訪問地についても、パッケージ旅行のより品質向上

の方策は提示していくべきであるが、いささか瑣末な例に偏

ずるおそれがあるため、ここでは、それらに対する寄与の例

は措くものとする。

　そこで、まず、韓国を出発国にするパッケージ旅行商品に

ついて、寄与する具体的な案の例を考えてみる。韓国の

パッケージ旅行の内容をみると、いわゆるヘルスセンター型

の温泉の志向されている傾向がみられた。これは、温泉の

湯そのものよりも、温泉施設の充実を求めている傾向がある

のではないかと推察する３１。このようなニーズがあるとしたら、

主たる目的に温泉を含めるコースでないコースにおいても、

都市型のスーパー銭湯などを含めると当該コースに付加価

値を与えるのではないかと考える。日本側においては、サー

ビス提供者側の閑散時間帯に誘致するアレンジをすること

で、双方にメリットが生じるのではないかと考える。

　また、大規模ショッピングセンターが含まれるコースも多い。

これは旅行者のショッピングに対するニーズに応えているもの

といえるが、このような場における購買傾向はより精査される

べきであろう。その結果、特に求められる商品が解明できれ

ば、より適切な訪問先の選定や、あるいは、ショッピングセン

ター側との協働で、旅行者に対してより高い付加価値を提供

できる可能性があるためである。

　さらに、コースは少ないが、日本と朝鮮半島の歴史に由来

するスポットの訪問への需要もみられた。今回、検討した範

囲では、京阪域内の訪問地のみであったが、全国規模で対

象地を取り上げ、ひとつのストーリーを構成する形で集約する

と、いくつかのモデルコースも設定でき、各地域の振興にも貢

献できると考える。

　一方、ドイツのパッケージ旅行については、世界遺産やあ

る程度の規模の歴史がある都市を周遊するものが多い。こ

れらは、遠隔地からの訪問であるため比較的長期におよび、

また、異質な文化への興味からこのようなコース設定になるも

のと考える。したがって、遠隔地ゆえ、文化的観光資源に対

するさらなる探求ニーズは個人的な旅行に帰することになろう

が、ガイドブックに記述され興味をもたれる対象と思われる日

本では通常観光対象とは想定されていないものに対してのア

プローチの提供は、パッケージ旅行造成者、旅行者に貢献

するものと考える。例えば、パッケージ旅行中の一部時間を
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出所：廣岡『旅行取引論』６５頁を改変。



利用した、パチンコ、回転ずしなどは、その所在の情報、誘

導や説明が多少必要になると考えるし、アニメと漫画、戦争

と平和に関する対象なども効果的な訪問方法の情報提供は、

有益だろう。また、ラブホテルやエロティックな対象は、違法

なものでなくとも事前知識のない者には、アプローチしにくい

ものであるためこれらを安心して体験できるユニットの提供は

一定のニーズを満たすものと考える。

　

���

１　観光庁編『平成２１年版観光白書』（コミュニカ、２００９）１頁。

２　同上書、２頁。

３　同上書、３２頁。

４　同上書、８９頁。

５　同上書、１３０頁。

６　同上書、１３０頁。

７　「観光立国推進戦略会議（第１３回）議事次第」

　�����������	
�����������������	
���２�����������１３�１３�����������	
�

（２００９�８�１９）

　　なお、観光庁「参考資料１：訪日外国人２�０００万人時代の実現へ

参考資料　２００９年３月１３日」�����������	
�����������������	
���

２�����������１３�１３�������１����（２００９�８�１９）４０�４６頁では、旅行会社

のグローバル戦略や地上手配業者の実態等の旅行業にかかる記述

はある。

８　国際観光振興機構編著『ＪＮＴＯ訪日外客実態調査２００６�２００７

＜訪問地調査編＞』（国際観光サービスセンター、２００８）２０、２２

頁。

９　２００８年の国籍別入国外国人で韓国は、総数２６２５３７７人、短期滞

在２２１８６８４人、国籍別新規入国外国人では、総数２２４８６４５人、短

期滞在２２１８６０２人で、いずれも最も多い。

　�����������	
������������１�����������	
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�０００００１０５５１０８

（２００９�８�１９）
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������������１９９６��

�６８�

１１　日本政府観光局編著、前掲書、１４０頁。

１２　韓国の添乗員の話では、東京と大阪などの食事については、あ

る程度の値段のみ決まっており、同行する添乗員が手配する場合

が多いとのことである。添乗員は、食堂の情報を主催する旅行会

社や同僚の添乗員から入手し、できるだけ韓国の観光客を受け入

れた経験がある店に案内をするようである。

１３　日本政府観光局編著『ＪＮＴＯ国際観光白書２００９』（国際観光

サービスセンター、２００９）１５４頁では、韓国観光公社の２００８年外

国人観光実態調査によると、訪韓国日本人の平均滞在日数は３�１

日であるとしている。

１４　２００８年のショッピングを訪日旅行動機とする韓国を居住地と

する観光客は、３６�８％である（『ＪＮＴＯ国際観光白書２００９』６７

頁）。韓国の添乗員の話では、リンクウアウトレットやジャスコ

は、観光客の希望が多いとのことである。

１５　廣岡裕一『旅行取引論』（晃洋書房、２００７）１３２頁。

１６　同上書、１３３－１３５頁。

１７　同上書、１３７－１３８頁。

１８　同上書、１３４－１３５頁。

１９　����������������������	�
��
�	�６�������	�������	
����２００７��

��２９８�３０１�

２０　筆者の一人の２００９年春の視察による。もっとも、この視察の対

象はベルリンとフランクフルトの近郊都市であるノイイーゼンブ

ルクの２都市であるので、これを一般論として言うには差し障り

があるが、トラベルエージェントの店舗が目につくのは両都市で

共通している。

２１　����������	�
����������	（��������������	２３１�１０７１９�������）

２２　廣岡裕一「インバウンド誘致に向けた発地側環境の基礎分析

（イギリス、ドイツ）「Ⅴヨーロッパにおける旅行業の概況とイン

バウンド誘致に向けた取り組み」」『地域資源の優位性を生かした

滞在型グリーン・ツーリズムの展開に関する研究－財団法人江頭

ホスピタリティ事業振興財団　平成２０年度研究開発助成事業　

成果報告書』（和歌山大学観光学部、２００９）５１頁。

２３　なお、２００７�２００８年度の売上高ではトーマスクックは、第２位で

あった（��������	
�����１９�１２�２００８�������	�２６�０８��５）。����

����は�������	
�に属し（�����������	
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��	������
�����������

　（２０１０�４�２）、以下にみるように日本へのパッケージ旅行の掲載数

の多かった。

２４　廣岡、前掲、６０頁。

２５　���������	
����	���	������	�����	������２����������������	
�

�����２００８�　同書は、ドイツにおいても日本を扱う旅行ガイド

ブックは相当数あるが、ベルリンで大規模書店とされるダスマン

文 化 デ パ ー ト（���������	���
����
��������������

���������	
�����９０�１０１１７�������　２００９年２月２８日訪問）の旅行書

コーナーに配列されていたペーパーバックの日本のガイドブック

の中では、最も内容量が多いとみられた。

２６　京都・嵐山・岩田山や長野県下高井郡山ノ内町地獄谷。

２７　廣岡、前掲、６１頁。

２８　廣岡『旅行取引論』３９頁。

２９　同上書、４１－４２頁。

３０　同上書、４６－４７頁。

３１　韓国旅行業経験者によると、韓国内の温泉では、休息施設にお

いて日がな娯楽に興ずることが多いとのことである。

受付日　２０１０年４月６日

受理日　２０１０年５月２０日
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