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1. Confirmation of Goals 組織の目的

• 企業の目的は（米国のファイナンス授業での定義）?
– 当期利益最大化による株主価値最大化
– Maximize Shareholder Values by maximizing profit

• 中央政府・地方政府の目的は？
Ultimate National/Regional Goal for government?

–納税者の生活水準の質の維持・向上
– Maintain & Improve Quality of lives of taxpayers (CS)

• それを如何に達成するのか How?

–域外からの輸出資金獲得

• 20世紀後半成功した輸出主導型製造業ビジネスモデルが21

世紀に入り、相対的国際競争力低下

–➡「産業としての観光」奨励による外貨獲得
Rely on Tourism as an Industry (to secure alternative export revenues)



第２章：観光立国第二ステージ経営環境俯瞰

「マイクロツーリズム」、
「インバウンドなんてあてにならない」

観光需要攘夷派への反論構築のた
めのDMO理論構成

「インバウンドなんて
、ほら見た事か！」



2-2: 世界各国
GDP規模比較

米国(US$20.5兆）

USA $20.5 Trillion

中国(US$15.7兆)

China $13.6 Trillion

に続いて

日本は世界第三位
(US$5兆=約500兆円)

Japan $5.0 Trillion, 3rd

largest in terms of 

GDP size. 



2-3: 一人当たりGDP(2018年）



2-4: 世界主要国経済成長率比較(2018)



2-5: Historical Data on Inbound to & Outbound from Japan

歴史的な年次訪日数＆海外旅行客数データ

Until early 1970’s, outbound had been the main 

targets of travel industries. As Japanese 

economy became 2nd largest in the world, 

surpassing West Germany, Japanese outbound 

became more important segments than inbound. 

Around 1990s, few thought about 

inbound, as Japanese outbound was 

an overwhelming source of business. 



2018全体像俯瞰
日本政府の一般予算：約100兆円
インバウンド客観光消費額は外貨獲
得の輸出産業（左側の産業群と同じ）。
「4.8兆円、8兆円、15兆円」とは？
輸出入産業額と相対比較してみる。

自動車12.1兆円、 原油8.9兆円
半導体4.2兆円、 LNG4.7兆円
自動車部品3.9兆円、 衣類3.3兆円
鉄鋼3.4兆円、 通信機3.0兆円
原動機2.9兆円、 医薬品2.9兆円

2-6. 外的経営環境

国内観光客は国内での富の移転。一方、イン
バウンド客は、外貨獲得による国富増大。
経済効果が決定的に異なる。

生糸が主要輸出品目だった明治時代に、箱根
・日光・雲仙に外貨獲得の為グランドホテル
を創り上げた初心に回帰すべし。



Source: MLIT PDF: http://www.mlit.go.jp/common/001033672.pdf

深刻な人口減の地域＝地方創生を進めたい地域。人口減・税収減で疲弊する地域経済
をインバウンド客消費の経済効果で食い止める必要急務。実現の資源は？⇒文化歴史
。

2-7. 外的経営環境の変化と影響

http://www.mlit.go.jp/common/001033672.pdf


2019年ラグビーワールドカップ経済効果：「経済効果を押し上げた海外からの観戦客は24万2000

人で、欧州が54％を占め、オセアニア22％、アジア9％、北米7％と続いた。ラグビーW杯は試合
間隔が長いため大会日程も44日間と長期にわたり、滞在日数は平均17日間、消費額は1人当たり68

万6000円に上った。訪れた都道府県は平均4.8で、外国人観光客全体の平均2.5を上回り、国内を広
範囲に移動したことがうかがわれる。」
RWC 2019: Average duration of stay was 17 days, total expenditures per person amounted to 

$6,800. Out of 242,000 visitors, Europeans 54%, Oceania 22%, Asia 9%, North America 7%. 

戦略イメージ表
• 観光消費額一人当たり15万円 X

31.8百万人 ＝ 4.8兆円 (1)

• 観光消費額一人当たり20万円 X

40百万人 ＝ 8.0兆円 (2)

• 観光消費額一人当たり25万円 X

60百万人 ＝ 15.0兆円 (3)

• 観光消費額一人当たり30万円 X

50百万人 ＝ 15.0兆円 (4)

• 観光消費額一人当たり30万円 X

80百万人 ＝ 24.0兆円 (5) 
[2019 data] Out of 31.8 million inbound visitors, East Asians 

account for 70.1%, SE Asian 12.6%, Europe+America+Australia

13.0% with average expenditures of $1,500 per person.  

2-8:インバウンド層誘致による
輸出・外貨獲得の国家戦略案

Possible National Strategy for Inbound 

Tourism Development 



2-9．輸出産業としての心構えと準備

世
界
主
要
言
語
の
母
国
語
人
口



４．世界の現実直視→戦略案2-10．輸出産業としての心構えと準備

日本語123+3＝126.それを
7800で割ると？

中国語1390+30＝1420

英語527+1500＝2027

仏語118+82＝200

スペイン語389+14＝403

アラビア語467

しかし、日本居住の日本人
の「観光産業」意識は依然
「95％対5％」程度では？
実態は「３対1,500、１２６対
2,027」



2-11：地方経済の難題➡
少子化高齢化人口減
＝税収ベース減少

この傾向を止めて、経済
創生・地域活性化に繋げ
る輸出産業育成必須

Source:「子育て費に世帯の6割が第1子を“産めない”現実…32歳コンサル男子の悲鳴」MSNニュース9/11/2020



2-12.インバウンド2.0時代の戦略案と人材開発

• 少子化高齢化人口減で税収ベース減る地方創生の切札

– 如何に、大都市圏以外に長期滞在外国人を回遊させるか

– 顧客向けDestination Marketing、地域の歴史文化遺産のスト
ーリー対外発信出来、財務管理、人事管理に卓越しリーダ
シップ取れる（Communication）人材には高給を確保

– インバウンド客観光文化消費により、地域経営で「1.当期利
益最大化」と「2.地域住民生活の質の向上*」且つ「3.国富
増大」の三つの目標を設計・実現出来る人材大量生産要。

• 時給1,500円 x 8 x 50 =年収３百万円。同3,000円で６百万円。同6,000円で12百万円

• インバウンド回遊＝輸出産業としての経済効果➡地方で平均収入を上回る雇用機会創

成の為、インバウンド観光消費による地方経済創生の総合デザインが描ける人材には
東京大阪水準の収入を確保する

• 日本中の地域で定量評価
– 地域のGDP per Capita 年成長率 VS 日本国の同成長率を比較指標に

– 失業率推移 地域VS 日本国同率と比較

– 地方全体の生活水準向上の為にはOECD諸国並みの最低賃金を全国一律実施（または地方インバウンド関連
産業で自主的に最低賃金水準目標を設定し、地域住民生活の質向上はインバウンド産業が主導する。

• 他国DMOやホテル産業でも勤務活躍できる能力を持つ人材育成し、地方で
雇用するという世界観が日本の観光立国中長期競争力に必須



第3章：第二ステージでのDestination Marketing

• セールスとマーケテイングの相違

• 観光協会とDMOの相違

• COVID19を踏まえたマーケテイング考察例
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3-1. マーケテイングとセールスの違い
• 「日本」 「皆様の地域」 （「都道府県」 「市町村」「広域」）を
観光地として世界に売りたいという場合の例

Starting Point Focus Means Ends

Selling 

Concept

Japan (from 

Japanese 

viewpoint)

Existing 

Tourism 

Products

Selling & 

Promoting

Profits from Higher 

Number of Visitors

Marketing 

Concept

Market (potential 

inbound visitors)

Customer 

Needs

Integrated 

Marketing

Profits through 

Visitors' Satisfaction

You do not use visitors’ 

detailed data

Lots of 

promotion 

materials

Simple Data on # 

visitors, expenditure 

would suffice

Start from 

“knowing 

customers”

Focused marketing 

on differentiated 

segments

Detailed Data on 

Visitors required 

for measurement 

of success



Generation Z: 16-23, Millennials: 24-37

Generation X: 38-56, Boomer: 57-64
DMOがPent-up Demandをつかむ手法
セグメント別マーケテイング戦略機会（時間軸も確認）

3-2. コロナ対応時のマーケテイング例

----4m ----------11m-------18m--------25m----------32m

1. 熱烈な固定ファン層が居るか
➡engagement にて興味・旅行心
を掻き立てる事
例：テーマパーク、クルーズ船
２．消費者の関心事に応える事
➡新オペレーション、キャンセル
無料、価格弾力性と年齢層の相関
3. DMOの情報発信が必須
➡DMO情報の信ぴょう性が高いと
思われている。

4. Pent-up Demand確保
➡確保できれば、市場平均稼働率が20％の時期に40-50％の稼働率確保が十分可能

市場平均稼働率が40％の時期に70-80％の稼働率確保が十分可能
５. エンゲージメント戦術
旅行再開時に往訪先として選択されるために、Withコロナ時期から両方向の対話を確保
し、ブランド認知度を高い状態に保つ事。



• 米国内観光需要(9/11)
Hotel Metrics: Metro Orlando's 

occupancy rate for the week ending 

Sept. 5 was 30.9%, up from 27.2% the 

previous week. Average daily rate rose 

$5.73 to $85.97. The gains were 

primarily driven by strong demand over 

the Labor Day weekend.

Summer Travel Recap: According to a 

recent study, 35% of Americans took a 

leisure trip this summer. About half 

reported it made them feel more 

confident that it is possible to travel 

safely during the pandemic, and only 

6% said it made them less confident. 

Florida was the top destination for 

summer leisure trips (13%), followed by 

California and Texas

3-3. 米国から見た訪日ニーズと再開タイミングは？

Source: “Border Rules Curb Business Rebound” WSJ A8 7/14/2020



3-4. 米国から見た訪日ニーズと現在行うべき事項

Engagement 
• #LoveOrlando: Our #LoveOrlando campaign continues tapping into the 

passion people have for our destination 

• 来訪できない遠距離客向けエンゲージメント戦術
– turning our fans into ambassadors on social media. Special thanks to our many member 

companies encouraging their guests to share their recent Orlando experiences using this 

hashtag. 

• 近距離客向けエンゲージメント戦術
– Area residents are joining in too: “Even though we are locals,” one user wrote, “visiting a 

local resort makes us feel like we are thousands of miles away from home. It’s the perfect 

staycation and break from regular life! #LoveOrlando” 



第4章：DMOのマーケテイング➡情報収集分析と発信

「4章で扱う題材」
• 定量分析１ケース
• 感性のストーリー発信４ケース
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産業界のニーズ：「インバウンド観光客で日本に再来訪する見込みが高いのは
どういう客だろう？」

To put this in statistical 

framework, we do this

統計の枠組みに落とす

Ho: (Null Hypothesis) There is NO association between visitor profiles and other factors 

such as existence of previous trip to Japan, specific experiences in Japan

帰無仮説：インバウンド客の属性情報と来日経験有無や訪日目的等には関係が無い

Ha: (Alternative Hypothesis) There is association between visitor profiles and 

other factors such as existence of previous trip to Japan, specific experiences in 

Japan. 対立仮説：インバウンド客の属性情報と来日経験有無や訪日目的等には関係があ
るぞ（＝傾斜がある）

Let’s see if we have enough 

evidence to refute the Ho’s claim. 
帰無仮説を否定出来るに十分な証拠があるかを調べる

If we refute Ho, We may consider that an alternative hypothesis (Ha) 

is verified. 帰無仮説を否定出来れば、対立仮説が検証出来た事に。

Data Mining in Tourism Data Analysis: Inbound Visitors to Japan、
Journal of Travel Research, 2018, Vol. 57(3) 310–323



産業界のニーズ：「インバウンド観光客で日本に再来訪する見込みが高いのは
どういう客だろう？」



産業界のニーズ：「インバウンド観光客で日本に再来訪する見込みが高いのは
どういう客だろう？」

– Results—satisfaction. The odds ratio of tourists being satisfied is higher 

by



4-5．Inbound Visitors: Importance of Storytelling

• Shrines and Temples
– http://sanpai-japan.com/page/6/

• “Are Japanese people religious?”
– http://sanpai-japan.com/2016/06/06/are-japanese-people-religious/

• “What are Kami（神）?”
– http://sanpai-japan.com/2016/05/25/what-are-kami/

• “How to prey at Japanese Shrine?”
– http://sanpai-japan.com/2016/05/23/how-to/

英語の問題ではなく、感性の問題？
An American Student can Help Japan, not in English but 

in using their senses to create more effective marketing 

communication to target audiences?

http://sanpai-japan.com/

定量的なデータ解析結果による観光地
マーケテイングは必須ながら、今日は
ソフトな異文化間での感性問題を例示
There are areas in which quantitative data-driven 

analysis are recommended such as Destination 

Marketing (Statistical Analysis of Data). But I would 

like to raise a soft issue of Cross-Cultural 

Communication by an Example. 

http://sanpai-japan.com/page/6/
http://sanpai-japan.com/2016/06/06/are-japanese-people-religious/
http://sanpai-japan.com/2016/05/25/what-are-kami/
http://sanpai-japan.com/2016/05/23/how-to/
http://sanpai-japan.com/


4-6: 例：異文化圏外国人感性の重要性
Importance of Having a sense of Non-Japanese for Inbound Marketing & Communication

One of the most prevalent religions in Japan is the Shinto religion. For Americans, understanding this religion can be confusing due to its

vast differences from Christianity, the most prevalent religion in the United States. The Shinto religion is focused upon the worship of kami.

When translated to English, "kami" is translated as, "god." However, the concept of kami is far different from that of gods.

The Shinto religion has been around for thousands of years, being founded around 500 B,C. or even earlier. Therefore, like every other religion in

the world, the Shinto religion has undergone many dramatic changes, new interpretations, and adaptations. Thus so, if you were to ask a

Japanese person what the definition of "kami" Is, chances are, your answer would vary depending on who you asked (age, gender, etc.).

To keep things overly simple, kami are a form of spirits. Contrasting greatly with Christianity, believers of the Shinto religion worship millions of

"spirits' rather than just one "God." To truly understand the Shinto religion, one must completely separate it from all other religions and accept it

as its own unique belief system. Kami and gods cannot be compared, as they are completely different concepts.

A very defining difference between kami and gods is that kami are not perfect. Kami sometimes make mistakes, get angry or commit evil

acts. Kami can most definitely be evil. Another significant difference is that kami exist in our world, not a supernatural universe or holy land.

Kami exist in nature, in landscapes such as mountains and lakes, powerful forces such as earthquakes and thunder, and living beings

such as animals and people. Kami can exist both as beings, such as those, or as qualities. Kami are thought of as anything with extraordinary

qualities or abilities, and therefore the concept of kami is very abstract and undefined. Norinaga Motoori, a scholar in the late 18th century, wrote,

"Whatever seemed strikingly impressive, possessed the quality of excellence and virtue, and inspired a feeling of awe was called kami," The

abilities of kami are Out of human control, and can cause both good and evil events.

There are a few kami that are historically famous and have stories and names. However, not every kami has a name or story. Also, kami are not

represented by an image. Shinto shrines do not display any sort of' face or figure regarding the kami's appearance.

Kami can also be people who have passed away such as past war heroes or family ancestors. Anyone who possessed incredible qualities, such

as extreme bravery, can be thought of as kami.

It is believed by the Shinto religion that the Emperor of Japan is a descendant of Amarerasu-Omikami, the Sun Goddess kami. Every year the

Emperor performs about 40 rituals praying to Amaterasu for happiness for Japan's people, long existence of the nation, and world peace, Many

scholars refer to the Emperor as 'The High Priest" of Japan.

Even to the Japanese people, the concept of kami, and even the Shinto religion itself, are hard to explain. This is mostly because the

Shinto religion does not contain any defining text or documents. Overall, for foreigners trying to understand the religion, it is best to not

question it, but instead appreciate its beautiful history and tradition. (Source: http://sanpai-japan.com/2016/05/25/what-are-kami/ )

What are Kami?神ってなに？ Japanese God/Deity？

http://sanpai-japan.com/2016/05/25/what-are-kami/


4-7: 例：異文化圏外国人感性の重要性
Importance of Having a sense of Non-Japanese for Inbound Marketing & Communication

日本語訳：

日本で最も一般的な宗教の1つは神道の宗教です。アメリカ人にとって、この宗教を理解することは、アメリカで最も一般的な宗教であるキリ

スト教との大きな違いのために混乱する可能性があります。神道の宗教は神の崇拝に焦点を合わせています。英語に翻訳すると、「神」は「

GOD」に翻訳されます。ただし、(日本の）神の概念は(我々米国人にとっての）神の概念とは大きく異なります。

神道の宗教は何千年も前からあり、紀元前500年頃にまたはそれ以前に設立されました。したがって、世界の他のすべての宗教と同様に、神道

の宗教は多くの劇的な変化、新しい解釈、そして改作を受けてきました。ですから、日本人に「神」の定義は何かと尋ねると、答えはあなたが

尋ねた人（年齢、性別など）によって異なる可能性はあります。

物事をシンプルに保つために、神は魂・精神の1つの形態です。キリスト教とは対照的に、神道の信者は1つの「神」ではなく何百万もの「魂・

精神」を崇拝しています。神道の宗教を真に理解するには、それを他のすべての宗教から完全に分離し、独自の信念体系として受け入れる必要

があります。日本の神と欧米(キリスト教）の神は完全に異なる概念なので、比較することはできません。

(日本の）神とGODの非常に明確な違いは、(日本の）神は完璧ではないということです。神は時々間違いを犯したり、怒ったり、邪悪な行為を

したりします。神は間違いなく邪悪である可能性さえもあります。もう1つの大きな違いは、神が（欧米人が考えるように）超自然的な宇宙や

聖地ではなく、私たちの現世界に存在していることです。

(日本の）神は自然の中、山や湖などの風景、地震や雷などの強力な力、動物や人などの生物に存在します。神は、そのような存在として、ま

たは資質として存在することができます。カミは並外れた資質や能力を持つものと考えられているため、カミの概念は非常に抽象的な未定義で

す。 18世紀後半の学者である本居宣長は、「驚くほど印象的に見え、卓越性と美徳の質を備え、畏怖の念を抱かせるものは神と呼ばれていま

した」と書いています。(日本の神は）善と悪の両方のイベントを引き起こします。

歴史的に有名で、物語や名前のある神がいくつかいます。ただし、すべての神に名前や物語があるわけではありません。また、神は目に見える

画像で表現されていません。神社は神の姿に関していかなる顔や形も表示していません。

神はまた、過去の戦争の英雄や家族の祖先など、亡くなった人々である可能性もあります。たぐいまれな勇気のように、信じられないほどの資

質を持っている人なら誰でも、神と考えることができます。

神道の信仰では、日本の天皇は太陽の女神である天照大神の子孫であると信じられています。天皇は毎年約40の儀式を行い、日本の人々の幸せ

、国民の長い存在、そして世界の平和を祈願して天皇を日本の大祭司と呼んでいます。

日本人にとってさえ、神の概念や神道自体さえ説明するのは難しいです。これは主に神道の宗教が定義するテキストや文書を含まないためです

。総じて、日本の宗教を理解しようとする外国人にとって、それについて日本人に質問する事を控えて、日本の宗教にまつわるその美しい歴史

と伝統を高く評価することが最善です。 (Source: http://sanpai-japan.com/2016/05/25/what-are-kami/ )

What are Kami?神ってなに？ Japanese God/Deity？

http://sanpai-japan.com/2016/05/25/what-are-kami/


If a non-Japanese visitor asks you “how Japan with 

beautiful old culture, away from any industrialized 

Europe suddenly became a global economic power in 

the last 150 years?”, can you explain it in English? 

S/he wants to visit tourism destinations to learn about 

the process of how Japan transferred itself from closed 

agriculture-based feudal system to industrialized 

democracy. What do you recommend? 

米国人同僚と来日出張すると頻繁に聞かれる質問 「京
都・奈良凄い。新幹線とLexusも凄い。で、同じ国の中

でこれらがどう繋がっているのか、変遷の歴史を見れる
場所ある？」

４-8．Inbound Visitors: Importance of Storytelling



4-9.Choshu Clan: Why led the Meiji Restoration? 
• The rulers of Chōshū were the descendants of the great Sengoku warlord Mōri

Motonari. ...After Hideyoshi's death, the daimyō Tokugawa Ieyasu challenged the 

Toyotomi power and battled with Hideyoshi's trusted advisor Ishida Mitsunari at the 

Battle of Sekigahara. Mōri Terumoto was the most powerful ally of the Toyotomi

and was elected by a council of Toyotomi loyalists to be the titulary head of the 

Toyotomi force. However the Toyotomi forces lost the battle due to several factors 

tied to Mōri Terumoto:
– His cousin Kikkawa Hiroie secretly made a deal with Tokugawa Ieyasu resulting in the inactivity of 15,000 Mōri soldiers 

during the battle.

– His adopted cousin Kobayakawa Hideaki and his 15,600 soldiers betrayed Ishida and joined the Tokugawa side.

– After assurances from Tokugawa Ieyasu, Terumoto gave up the formidable Osaka castle without a fight.

• Despite its inactivity, the Mōri clan was removed from its ancestral home in Aki to 

Nagato Province (also known as Chōshū), and its holdings were drastically reduced 

from 1,200,000 to 369,000 koku.

• This was seen as a great act of betrayal to the Mōri clan, and Chōshū later became a 

hotbed of anti-Tokugawa activities. The origins of this were evident in the tradition 

of the clan's New Year's meeting. Every year, the elders and the administrators 

would ask the daimyo whether the time to overthrow the shogunate has come, to 

which the daimyo would reply: “No, Not yet“ for over 260 years! 

• In 1865, the domain bought a war-ship Union from Glover and Co., an agency of Jardine 

Matheson established in Nagasaki, in the name of Satsuma Domain. They led the fight against 

the armies of the former shogun, which included the Ōuetsu Reppan Dōmei, Aizu, and the Ezo

Republic, during the Boshin War



https://www.youtube.com/watch?v=ItFrI6n73wg

https://www.youtube.com/watch?v=RgdRJ74mBwI

手に取れない「経験」を売るのは、物を
販売するのとは違う

４-10．Inbound Visitors: Importance of Storytelling

https://www.youtube.com/watch?v=ItFrI6n73wg
https://www.youtube.com/watch?v=RgdRJ74mBwI


中山道（ユナイテッド航空米国内線機内誌より）
“I have been to plenty of trail shelters, in the Black Forest, the Shenandoah, the White Mountains. 

They are invariably simple and rustic. This one was simple but not so rustic. It was impeccably 

crafted and perfectly proportioned, like a jewelry box set in the forest..“ 私はブラックフォレスト（独

）、シェナンドー（米国東部）、ホワイトマウンテン（米国東北部）のたくさんの簡易避難休憩所に行ったこと
がある。彼らは常にシンプルで素朴だ。中山道のはシンプルだったが、素朴ではなかった。森の中に置かれた
宝石箱のように、完璧に作り上げられ、完璧に比例調和されていたのだった。

４-11．Inbound Visitors: Importance of Storytelling
中山道（日本のガイドブックより）：
南回り・太平洋沿岸経由の東海道に対し、北回り・内陸経由で江戸と京都を結ぶ。草津追分以西は東海道と道を
共にする。江戸から草津までは129里（約507.7km）あり、67箇所の宿場が置かれた[3]。また、江戸から京都ま
では135里（526.3km）である[3]。現在の都府県では、東京都・埼玉県・群馬県・長野県・岐阜県・滋賀県・京
都府にあたる。It connects Edo and Kyoto via the northbound and inland to the Tokaido via the southbound and 

Pacific coast. The west of Kusatsu Oiwake shares the road with the Tokaido. There are 129 ri (about 507.7 km) 

from Edo to Kusatsu, and there are 67 post stations. The distance from Edo to Kyoto is 135 ri (526.3 km). The 

current prefectures are Tokyo, Saitama, Gunma, Nagano, Gifu, Shiga, and Kyoto.



、
“British author Jay Griffiths has written of two types of history: artifact and ritual. Artifact history is easily 

preserved and commoditized in Museums. Ritual history - actions replicated across centuries that once 

conveyed meaning to those who came before us - is more elusive, more likely to fade quietly into irrelevance. To 

walk the Nakasendo, to stretch my legs and mind as travelers have done for centuries, was to immerse myself in 

the latter.“ 「イギリスの作家ジェイグリフィスは、アーティファクト（骨董品）と儀式の2種類の歴史の分類について記述して

いる。アーティファクト（骨董品）の歴史は、美術館で簡単に保存可能で、手軽な商品化も可能である。一方で儀式の歴史、つま
りかつて私たちの先祖の代々の人々に意味を伝えた何世紀にもわたって繰り返された一連の行動、はより儚く（はかなく）、意味
がないと見なされて静かに現世から消える可能性がより高い。中山道を歩き、かつて旅行者が何世紀にもわたって行ってきたよう
に自分の足と心を伸ばすことは、後者（儀式の歴史）に自らを没頭させることであった」

潜在的な消費者の心・感性に染み入る文書を彼らの言語で発信して自分の観光地の素晴らしさを伝
え、初来訪に導く、そして来訪者の満足度や感動を彼らの再来訪＆友人知人、属性情報が類似の潜
在客来訪に繋げる。ターゲット層の感性を理解出来ると有利。
インバウンドFIT向けマーケテイングはセールス主体の過去の日本人向け旅行業ビジネスモデルの
延長線にはない。供給者側の思い込みを抑え、消費者側のデータ研究必須。
DMOは予算消化発想ではなく、投資効果を定量的に逐次確認し、事業別損益を把握し
限られた組織内資源を最大投資効率の分野に集中投資・撤退を行う経営手腕が必須。

４-12．Inbound Visitors: Importance of Storytelling



4-13:ストーリーと感性の重要性
インバウンド客向け
観光資源（文化・歴
史資源）とストーリ
ー構築における

感性の問題

阿弖流為
と母礼（
モレ）の
顕彰碑：
何故、米国人歴史
学博士学者はこれ
を絶賛するのか？



4-14:ストーリーと感性の重要性

阿弖流為ともり

「Tad、これを見てみろ。1200年以上経った現在でも、誰かが、歴史から抹殺されかけ
た英雄達(北天の雄）に新鮮な花を献花している。日本人の高徳な態度は自国の史実に
直面する彼らの勇気と多様性を容認する寛容な文化の成熟度を示している。」



4-15.観光協会とDMOの相違点
表 ：観光協会とDMOの相違点確認(筆者試案）

項目／組織 日本型観光協会 （米国型）DMO

顧客
送客してくれる旅行代理店各社（と団体客

の泊まる地元宿泊産業）
個人旅行客、場所によりMICE関連客も

顧客国籍 ほぼ全部日本人の団体中心
インバウンド個人客（場所によりMICE関連
客）の獲得・増加が重要目標。日本人。

セールスかマーケテイン
グか

ほぼセールスのみ。
顧客ニーズを満たす地域観光商品を紹介し、

来訪させるマーケテイング

来訪観光客データ収集
ほぼ無。旅行代理店送客依存で、顧客デー
タ収集・解析不要だった昭和モデル。

本来はデータに基づいた定量的なマーケテイ
ングが必須。

地元政府との関係 人材及び予算の両方で依存
人材は独立。予算は一般財源依存無で、地方

特別税ベースの使途限定税収から。

地元政府からの出向者・
出身者の有無

有りの場合が多い。 出向者も出身者も無。

財源
地方政府の一般財源。少子化高齢化、税収
源の環境で中長期持続性に懸念あり。

地方特別税からエスクロー口座経由。地元政
府と納税者への負担無というファンデイング

モデル

財源の持続性
一般財源依存＝持続性疑念あり。内閣府予

算終了後の持続性は疑問あり。
一般財源依存は持続性疑念。内閣府予算完了
後の持続性は特別財源確保出来るか次第

MICE関連客の重要性 ほぼ関係無し 季節性回避・経済効果のために重要。

顧客との業務使用言語 日本語だけ 基本英語、その他外国語。日本語も

職員国籍・多様性 不要(相手は日本人だけ） 必須。特に主要市場出身者は有益

ビジネスの成果評価基準 入れ込み観光客数増加 地域経済への経済効果（観光支出額）

Source: made by the author, Tadayuki Hara, PhD, June, 2020

「看板付替えでイイや」程度の意識の昭和時代観光協会モデルは試練に直面する可能性高い



5-1: 観光立国第二ステージ人材育成：
Urgent needs for Developing Human Resources for Hospitality Industry

1. There will be no doubt about shortage of labor force in Japan
2. 労働力不足問題&日本語は世界の1.6％のみに通用。
3. 日本では地方経済で外国人労働者活用が必須になるが、日本語市場での調
達は困難。故に日本人で異文化経営が出来、英語で業務可能な人材がより

要求される. (If you can conduct hospitality management in English, with cross 

cultural management skills, you will get paid higher salary) 

1. 多様性に対応出来る管理職人材養成が急務。
4. 例：DMOはインバウンド客来日による外貨獲得輸出産業の中心コア組織。
故に組織創生期に国家からファンデイングが出る。DMO would be the core 

organization to entice inbound visitors to deep into regional-rural area of Japan.  That 

is why the Japanese Government is willing to pay subsidies to start up DMOs. 



SVP of MGM（11/27/2018）
• 機会が与えられれば現在当社のラスベガス・マカオにあるよりも大規模の投資をするために

US$1Bのエクイティ確保している。客室数で言えば6千室規模で従業員雇用12000名。
• 但し我々が本当に心配しているのは、中間管理職3000名を現地(日本）で確保できるか。英語
でホスピタリティ経営勉強している経営人材が他国ほど見当たらない。(critically short of) 

• 世界水準で勝負できる人材、今後必要となる人材のスペックはDMO・IR・
MICE，インバウンド客奨励による地方創生・ホテル旅館経営、観光計画、
ほぼ同じ最大公約数の人材。観光立国経営人材・文化立国経営人材も同じ

• 産業界から人材スペック要請があるのに、日本の大学はその育成を拒むのか？⇒IR

やMICEの想定経済効果が日本人中間管理職人材不足により未達状況に。

5-2: 今後の人材育成方向性-DMO人材



5-3．世界で経営職階目指すに必須の知識

• 管理会計 Managerial Accounting

• 財務（ファイナンス）finance

• マーケテイングMarketing

• 人事管理、組織行動、異文化経営HR, OB, CCM

• リーダーシップ論Leadership

• 顧客サービス経営（「おもてなし」はこの一部）Guest service Management

• 料飲管理FB management

• その他（不動産、タイムシェア、クルーズ、MICE、イベント経営他

。イールドマネージメント等特殊知識） Other applied fields

38
経営：限られた組織内資源を最も効果の高い機会（分野・業務）に集中配分

（＆ 同時に効果の低い分野から撤退）の判断を常に行うこと



5-4.Program Orientation and Curriculum Structure

Hospitality

Professionalization

Management

Hospitality 

Management

Professional 

Hospitality

Professional

Management

Professional 

Hospitality 

Management

Source: The SAGE Handbook of Hospitality Management, 

Brotherton & Wood, 2011

スイス系ホテル専門学校、米国型ビジネススクール、米国型ホスピタリ
ティ経営学部、日本（おもてなし原理主義）はどこに位置するか？



5-5.英語＝手段。英語で学ぶ事必須
• 日本語＝世界の1.6％のみ利用。日本語のみの人材は世界の

98.4％情報を直接取得不可。
– 先端分野の情報量不足。世界向け発信が少ない(ROM: Read Only 

Member)➡世界の査読付研究論文見ていない➡非科学的な原理主義に陥
りやすい。

– 例：DMO、Yield Management, Travel Analytics、おもてなし原理主義。

• 英語手段として業務利用できる能力➡高給・プレミアム付とい
う世界各国のモデルに収斂。
– NO TOEIC(Forget it)! TOEFLスコア取得必須

– 同じ業務を日本語でしか出来ないケース、日英両方で出来るケースで収
入格差。

– 日本人高給出稼ぎモデルも今後起こり得る。（単純労働でなく知的労働
で高給確保し、祖国に送金）



5-6. 山本, 美穂子; 井上, 高聡、受講ノート : 札幌農学校生の学業記録。北海道大学大学文書館年報, 4, 100-169



6-1. オマケ関連論文(無料ダウンロード可）

• 米国観光立地事例より展望する日本の観光立国・地域づくりへの道標
と地域活性化への試案 (本保芳明教授退職記念号)

– 観光科学研究 (8), 33-42, 2015-03

– file:///C:/Users/tadha/Downloads/20010-008-004.pdf

– 又は https://ci.nii.ac.jp/naid/120005576175

• 持続性のあるＤＭＯ構築の鍵となる資金繰り確保の手法について
– 観光文化第２３８号、July2018 P35-42

– https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2018/07/bunka238-08.pdf

• インバウンド訪日客の戦略的重要性、再確認 (意見書）
– https://note.com/tadhara3/n/n094df10af81c

教科書の類
1. The Business of Event Planning: Behind-the-Scenes Secrets of Successful Special Events, by Judy 

Allen

2. Convention Management and Service, Ninth Edition by Astroff & Abbey

3. Meetings, Expositions, Events, and Conventions: An Introduction to the Industry, 5th Edition by 
Fenich

4. Destination Marketing Organisations, by: Steven Pike 

• 日本の地方の田舎をどうやって国際的な観光地にするのか？ヒント。
– https://www.youtube.com/watch?v=2PnUXdAGxTA&t=66s (栃木県大田原市）

file:///C:/Users/tadha/Downloads/20010-008-004.pdf
https://ci.nii.ac.jp/naid/120005576175
https://www.jtb.or.jp/wp-content/uploads/2018/07/bunka238-08.pdf
https://note.com/tadhara3/n/n094df10af81c
https://www.youtube.com/watch?v=2PnUXdAGxTA&t=66s


6-2. 8か国共同国際研究に御協力お願いの件

「研究内容」
• ホテル管理職及びゲストが今後起こり得るホテルでのロボット導入についてどういう意見をもっているのか、そしてそれは世

界の複数国を比べると位置づけが違うのか・類似なのかという、世界の学者が10名強共同で行う学術研究です。結果は、英文
査読付学術研究誌に投稿する予定です。日本は、アジア圏から唯一の参加国で、欧州・米州の研究者からは興味津々です。

「お詫び」
• アンケート内にいくつか分かりにくい箇所や若干回答方法が不適な部分があるかもしれませんが、原文を英語で作成し、それ

を各言語（スペイン、ポルトガル、トルコ、ギリシャ、日本）等に翻訳しているため、修正が出来ない状況ですので、そこは
ご容赦下さい。当方が翻訳しているので、当方の責任です。

リンクは二種類あります。

１．マネージャー向けアンケート

Managers: https://ucfrchm.qualtrics.com/jfe/form/SV_8DiMQWspXFRa0fP

• 当方側ではだれが回答したか等の個人情報は一切取りません。元のアンケートは英語で、現時点で、英国、ギリシャ、米国、
ブラジル、スペイン、ルーマニアからデータ回答が集まってきています。希望的観測では、200名分程度集まれば嬉しいです
が、100名分ぐらいあれば調査に必要な分量の最低限は集まります。現時点ではブラジルが123名集めてトップです。

• マネージャーと言っても、部下がいる管理職やオーナー側の人ならばOKという事で柔軟に対応して頂いて結構です。こちらは
内容が多いので、完了するまでに20分程度かかるかと思います。 貴職の職場がホテルチェーン等の場合は、ホテル内及びホ

テルチェーン内に転送して回答者を増やして頂いても全く構いません。管理職やオーナーの方々、どうぞクリックして回答し
てみてください。ちょっと量が多いので、すみませんです。(20分程度)。

２．一般ゲスト向けアンケート

Guests: https://ucfrchm.qualtrics.com/jfe/form/SV_eERKSuwqeOwJRWZ
• こちらは過去一年間に一泊でも宿泊施設に宿泊した方ならばOKなので、条件は緩いです。

• マネージャー向けアンケートにお答え頂いた方々でも、自分でホテル宿泊をした方々ならば、これ回答いただいて問題ないで
すし、学生さんでも、或いはホテル勤務者のご家族の方でもホテル宿泊経験あればそれでOKです。

https://ucfrchm.qualtrics.com/jfe/form/SV_8DiMQWspXFRa0fP
https://ucfrchm.qualtrics.com/jfe/form/SV_eERKSuwqeOwJRWZ


有難うございました。Questions? Below. 

Thank you, Tadayuki Hara, PhD, University of Central Florida 
– tadayuki.hara@ucf.edu or “Tadayuki Hara” in Orlando, FL in Facebook

Q&A

おまけ

mailto:tadayuki.hara@ucf.edu

