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要約 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 本稿は地方創生の方策としての観光産業振興に着目し、人口減少抑制という目標達成の

ために効果的な観光政策のあり方を考察したうえで、その結論に沿って山梨県の観光政策

を提言するものである。  

近年急速に進む地方の人口減少対策として、観光産業振興による地域の活性化が注目され

ている。これらの観光政策は、地域内の観光入込客数や観光消費額の増加が政策目標とし

て掲げられることが多い。しかし地域の観光産業の活性化と人口減少抑制の間には直接の

因果関係はないので、本稿では両者は雇用増加を媒介として成立するものと捉える。その

ため、人口減少抑制という目標を実現するためには観光客増加がもたらす雇用創出効果を

議論する必要がある。そこで本稿では、季節的な繁閑の差という観光産業特有の性質に着

目し、繁閑の差が大きいと観光客増加による正社員雇用創出効果が小さくなることを計量

分析によって明らかにする。そして、正社員雇用創出ひいては人口減少抑制の実現のため

には閑散期の観光産業振興を行うことが効果的であるとする立場から、観光産業の繁閑の

差が全国で最も大きい山梨県における冬期の観光政策を提言する。  

 本稿の構成は以下の通りである。  

 第１章では、地方の人口減少の現状と要因に対する考察を行い、人口減少対策としての

観光政策の意義を検討する。そして「観光客数の季節的な繁閑差が大きければ安定的雇用

創出が起きづらい」という仮説をたて、観光政策のあり方に対する問題提起を行う。  

第２章では、観光客数と雇用の関係をについて述べた先行研究を取り上げる。先行研究

は都道府県ごとの延べ宿泊客数と宿泊業雇用者数の間に相関があることを明らかにしてい

る。  

第３章では、計量分析の手法によって仮説の実証を行う。先行研究で使われた単回帰モ

デルをもとに、都道府県のグループ分けと変数の変更を加えることで、仮説を検証するた

めの独自の単回帰モデルを構築する。また、標本数の少なさを補うために、ノンパラメト
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リックなスピアマンの順位相関係数を用いた結果の確認も行う。 分析の結果、延べ宿泊

客数の季節変動の大小は、宿泊業における正社員雇用者数に対し影響を持つことが明らか

になった。 

第４章以降は、第３章で得られた結論を基礎にした閑散期の観光産業振興という視点か

ら、繁閑の差が全国で最も大きい山梨県を対象に観光政策の提言を行う。  

まず第４章では、山梨県の観光産業における閑散期が 12月から２月の冬期であること

を確認したうえで、山梨県の観光産業の現状分析を行い、政策提言を行う。提言する観光

政策のターゲットは、今後の市場成長への期待と訪日客数の季節変動の特徴を考慮し、中

国人・韓国人・台湾人・オーストラリア人とする。そしてターゲットのニーズ、先行事

例、山梨県の観光資源活用の３点を考慮し、提言の中身はウィンタースポーツ観光振興に

よる外国人観光客誘致となった。 

第５章では、分析の結果を考慮して山梨県におけるウィンタースポーツ観光振興のため

の具体的施策について、受け入れ環境、催行、プロモーションの３つの観点に整理して述

べる。  
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はじめに 

 地方創生につながる政策を提案するにあたり、本稿では地方の人口減少緩和、すなわち

地方から都市への人口流出の抑制に注目した。（なお、ここでいう地方とは、東京圏、名

古屋圏、大阪圏以外の地域のことである。）その中で、特に観光産業による雇用創出効果

に焦点をあて、繁忙期と閑散期における観光客数の差を埋めることで、年間を通じた安定

的雇用を実現させ、人口流出抑制を達成できるのではないか、という視点のもとで具体的

な政策案を考えた。 

 人口減少社会へと突入した日本だが、地方における人口減少は特に深刻である。現在、

地方は少子高齢化が急速に進行しており、増田(2014)では将来的に高齢者さえ減少してい

き、急速な人口減少へと転じるという予測も出ている2。このような人口減少に関する最大

の課題は、その改善策の効果が一朝一夕では見込めない点である。つまり、人口減少が深

刻になってから政策を行ったのでは手遅れになるのである。人口減少が始まりだした今こ

そ、有効策を打つことが必要である。本稿では、こうした現状を踏まえ、人口減少問題の

なかでも地方からの人口流出抑制に焦点をあて、それを緩和させることを目的としてい

る。 

 本稿の研究の最大の特徴は、観光地の繁忙期と閑散期の差異をなくすことに着眼点を置

いたことである。一般的な観光政策というと、プロモーションの強化や新しい観光地開発

などに偏りがちだが、本稿では閑散期をなくすことに重点をおいた政策を提案している。 

分析をするにあたり、閑散期の集客と人口減少緩和を結び付けるため、本稿では正規雇

用者数という要素を媒介として用いた。そして、分析としては単回帰分析を利用して繁閑

の差と正規雇用者数との関係を調べた。その結果、正規雇用者数には繁閑の差が影響を与

えており、繁閑の差が小さい地域の方が大きい地域よりもその作用が強いことが明らかに

なった。つまり、繁閑の差をなくすことで正規雇用者数の増加が見込め、その増加した雇

用を求めて地方の人口が都市へ流出することを防ぐことができるのである。 

                                                   
2増田寛也(2014)『地方消滅 - 東京一極集中が招く人口急減』中公新書 



ISFJ2015 最終論文 
 

 前述の分析結果をもとに、本稿では山梨県に絞った形での政策提案を行うことにした。

対象地域を一つに絞った理由は、地域により活用できる観光資源や繁忙期・閑散期の時期

が異なるため、ミクロの視点による考察が有効であると考えたからである。また、山梨県

の観光政策を考えるにあたり、月ごとの観光客数を調べた結果、冬期の観光客数が少ない

ことが判明したため、冬期における観光政策を考えることにした。さらに、集客の効率

性、将来性の観点から観光政策の対象は外国人とすることにした。 

 以上のような考察の結果、本稿では「ウィンタースポーツ観光を中心とした山梨県におけ

る冬季の外国人観光客誘致政策」を提案することにする。そして、他地域での成功例や山梨

県の長所、短所を考慮しながら、受け入れ環境、催行、プロモーションという三つの柱の強

化を具体的施策として掲げた。 
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第 1章現状分析 

第 1 節 地方の人口減少問題 

現代日本社会が直面する課題として人口減少問題がある。人口減少問題は、日常生活の

なかでは実感できるものではない。日本の人口減少は日本全国普遍的な問題ではあるが、

特に三大都市圏以外の地方圏で顕著である。総務省統計局『人口動態』・国立社会保障人

口問題研究所『将来推計人口（都道府県・市町村）』による人口推計(図１)によると、

2040年には三大都市圏において 2010年比で人口が 10%程度減少することがわかる。これ

に対して、地方圏では 20%以上も減少することがわかる3。 

図 1 将来推計人口(2010年を 100) 

データ出典：国立社会保障・人口問題研究所『将来推計人口（都道府県・市町村）』 

さらに昨今では増田寛也氏が代表を務める日本創成会議がまとめた『増田レポート』が

世間に大きな影響を与えている。このレポートでは全国 896の市区町村を、人口減少によ

り将来的な存続が危ぶまれる「消滅可能性都市」（2010年からの 30年間で、20～39歳の

                                                   
3国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口（都道府県・市町村）」 

http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/mainmenu.asp （2015/10/25 閲覧） 
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女性の人口が５割以上減少すると予測される市区町村）であると指摘している。そして、

地方から東京に人口が流入し出生率の低い東京への一極集中が進むことで、人口減少が加

速度的に進行するリスクを取り上げ、早急な対策を呼び掛けている4。 

 東京への一極集中と地方での急速な人口減少は主に次の６つのような悪影響を引き起こ

すと考えられる。まず、食料の安定供給への影響である。第一次産業は地方への立地が多

いため、地方の衰退は食料生産能力の低下へと結びつくこともある。２つ目は、地方に存

在する多様な地域文化やライフスタイルが失われることである。３つ目に、地方に存在す

る里山の環境の保全に手が回らなくなり、自然環境の悪化が懸念される。４つ目は、人口

が集中することで大災害に際して現在のような他地域からの復旧・復興のための物資供給

が不可能となり、大災害からの復旧・復興が難しくなることである。５つ目は、教育、医

療などの公共サービスの採算が悪化することで、現在のサービス水準を維持できなくなる

ことである。そして極めつけは経済規模の縮小であろう。企業が生産する商品やサービス

を購入、消費する消費者の数が減少することで、企業の活動も減退し国際的な競争力低下

が起こりうる。主に以上のような悪影響が予想される。そしてこれらの悪影響は副次的に

広がり、予想がつかないところにまで及ぶ可能性があるといえる。 

 

第２節 人口減少の要因 

 ここからは人口減少問題の引き金となっている要因を確認する。人口増減は自然増減要

因と社会増減要因という２つの要素から成る。自然増減は、出生数から死亡数をひいた数

字であり、社会増減は転入数から転出数を引いた数字である。自然増減要因について、関

連の深い指標である合計特殊出生率をみてみると、平成 23年度の厚生労働省のデータで

は三大都市圏で 1.35、地方圏で 1.49という値を示している5。合計特殊出生率は 2.08で

現在の人口が維持できるとされているので、どちらもかなり低い水準であるが、地方圏の

                                                   
4増田寛也(2014)『地方消滅 - 東京一極集中が招く人口急減』中公新書 
5厚生労働省「人口動態統計月報年計（概数）の概況：結果の概要（平成 23 年）」

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/kekka02.html

（2015/10/25 閲覧） 
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方が三大都市圏よりも高い値を示している。それにもかかわらず地方圏での人口減少が著

しいのは、もう１つの要素である社会増減に原因があるからである。 

 総務省によると地域ごとの人口の流入超過に関して、三大都市圏ではほぼ恒常的に正の

値を取っているのに対して、地方圏では一時点を除いて常に負の値を取っている。その減

少数が、自然増減を大きく上回っているのである。そこで、私たちは社会増減要因に注目

することにした。地方における人口の社会減、すなわち地方から都市への人口移動は、特

に地方の若者が都市の雇用を求めて移動するというケースが多い。平(2005)による 212の

都市を対象にしたアンケート調査では、93.6%の市区町村が主要産業の縮小・撤退・転出

を人口減少の要因として挙げている6。  

  また、重回帰分析を用いて人口の変動要因を分析した石川(1994)も、非大都市圏から大

都市圏への人口移動要因として雇用増加が有意な貢献をしていることを明らかにしている

7。 地域の産業が衰退することで雇用が失われ、人口の流出増加や流入減少が起こるので

ある。 

 

第３節 人口減少対策としての観光産業振興 

第２節から、人口減少対策として産業振興による雇用増加が有効な手段と指摘できる。

地方における産業振興に適した産業として観光産業がある。なぜなら、観光産業では独自

の文化や特産品などの地方圏が三大都市圏に比べて優位性をもつ分野を生かすことができ

るからである。 

同じような考えから、政府も観光産業振興に力を入れている。政府は観光産業を、将来

の「基幹産業」、「地方創生へ貢献するもの」8と位置づけ、観光地域づくり相談窓口の設

置やニューツーリズムの振興、観光地域づくりプラットフォーム整備などの施策を行って

                                                   
6平修久(2005)『地域に求められる人口減少対策』聖学院大学出版会 
7石川義孝(1994)『人口移動の計量地理学』古今書院 
8 観光立国推進閣僚会議(2015)『観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2015』 

http://www.mlit.go.jp/common/001092004.pdf （2015/10/25 閲覧） 
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いる。観光地域づくり相談窓口とは、観光による地域活性化を目指す地域の方々を対象

に、関連施策の紹介や、関係省庁への仲介などで地域の取組を支援するものである。 

 ニューツーリズムの振興とは、従来の物見遊山的な観光旅行に対して、これまで気付か

れていなかったような地域固有の資源を新たに活用した、体験型・交流型の旅行の形態で

ある。活用する観光資源に応じて、エコツーリズムやグリーンツーリズムなどと呼ばれる

こともある。ニューツーリズムでは、旅行商品化の際に地域の特性がそのまま採用されや

すいため地域活性化に直結しやすいと考えられている。観光地域づくりプラットフォーム

とは、着地型旅行商品の販売を行うため、地域内の着地型旅行商品の提供者と市場（旅行

会社、旅行者）をつなぐワンストップ窓口としての機能を担う事業体のことである9。 

 2020年には東京オリンピックも開催される。そのため多くの外国人が来日することが予

想され、その中で日本経済の改善に観光産業というものに期待する声が多くある。将来的

にも、観光産業が日本を救うための大きな役割を果たしうると言える。 

 

第４節 問題意識 

第２・３節で述べてきたように、観光産業を振興することで雇用を増加させ、人口減少

を抑制することが目指されている。しかし、観光産業は需要の季節変動が大きいという特

徴を持っている。例えば、沖縄に代表される海水浴客の多い地域では、観光客は夏が多く

冬は少ない。また、全国的にも夏休みやお盆により休暇の取りやすい夏に観光客が集中す

る傾向がある。宿泊施設や飲食店など観光客を顧客とする事業所にとっては、閑散期に必

要以上の従業員を抱えることは大きな負担となる。そのため観光産業の繁閑の差が大きい

地域においては、事業所は繁忙期のみの短期的な雇用に頼りがちになると考えられる。 

 以上の考察から本稿では、「観光客数の季節的な繁閑差が大きければ安定的雇用創出が起

きづらい」という仮説をたてる。この仮説が実証されれば、閑散期の観光客増加を目指す政

                                                   
9観光庁「観光庁ホームページ」http://www.mlit.go.jp/kankocho/（2015/10/25 閲覧） 
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策により安定的雇用の創出が効果的に実現可能であるということになる。本稿の独自性は、

この繁閑の差に着目したことである。どの地域でも、観光振興に使える予算は限られている。

この仮説が正しければ、閑散期に集中的な政策資源を投入して成果をあげることで、人口減

少抑制を効果的に実現できるという結論を導くことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光振興 雇用の増加 人口減少抑制

図 2  本稿の論理展開 
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   第２章 先行研究 

観光客数の季節的変動が雇用に与える影響を定量的に考察した先行研究は、執筆者の知

る限り存在しない。そこで本稿では、観光客数と雇用の関係を定量的に分析した先行研究

に、観光客数の季節的変動という視点を導入していくことで仮説検証のための独自のモデ

ルを構築する。 

 本稿が先行研究として利用するのは、新潟県(2009)の『宿泊統計から見えてくるもの

（観光を考える）』である10。この研究では、都道府県ごとの延べ宿泊客数と宿泊業従業

員数の間の強い相関関係の存在について言及されている。図 3はこの先行研究で使用され

た図で、横軸に従業者数 10人以上の宿泊業事業所で働く従業者数、縦軸に年間宿泊者数

をとり、都道府県ごとのデータをプロットし、最小二乗法により近似直線を描いたもので

ある。なお、この図は、平成 20年度の『事業所・企業統計調査』および『宿泊旅行統計

調査』のデータを使用したものである。 

 

 

      出典：新潟県(2009)  『宿泊統計から見えてくるもの(観光を考える)』 

                                                   
10新潟県(2009)『宿泊統計から見えてくるもの（観光を考える）』 

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Simple/729/613/07syukuhaku,0.pdf（2015/10/25

閲覧） 

図 3 延べ宿泊者数と従業者数の相関(従業者規模 10 人以上の施設) 
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この各都道府県のデータの分布の仕方、そして２変数間の相関係数 r=0.9722 という値

から、従業者数と宿泊者数との間には強い正の相関があることがわかる。 

 先行研究では２変数間の因果関係を「従業者数が多いほど宿泊者数が多い」と解釈して

いる。しかし、日本における宿泊業の参入規制は、構造設備の基準や衛生基準に基づくも

のであり、それら基準を満たせば宿泊業事業者は基本的に市場に対して自由な参入・退出

が可能である。すなわち宿泊サービスの供給量は市場機能による調整を経るとすると、２

変数間の因果関係は「宿泊者数が多いほど従業者数が多い」と解釈する方が自然である。

そこで本稿ではこの解釈のもとで議論を進めていくこととする。 
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第３章 分析 

第１節 単回帰での仮説の検証 

第１項 先行研究からの変更点 

 「観光客数の季節的な繁閑差が大きければ安定的雇用創出が起きづらい」という仮説の

検証のために、先行研究の単回帰モデルに以下のような変更を加え独自のモデルを構築す

る。 

 ①因果関係の直感的な理解を助けるために、「延べ宿泊者数」を説明変数とする。 

 ②被説明変数には「宿泊業従業者数」ではなく、「宿泊業常用雇用者数」（分析１）お

よび「宿泊業正社員雇用者数」（分析２）を用いる。ここで常用雇用者とは、一か月以上

の期間にわたって雇用される労働者を指す。正社員雇用者は常用雇用者のうち一般に「正

社員」「正職員」と呼ばれている人を指す。 

 ③47 都道府県を、観光産業の「繁閑の差が大きい集団」と「繁閑の差が小さい集団」に

分けて最小二乗法による単回帰を別々に行う。 

 ②により、分析１と分析２それぞれにおいて、繁閑の差が大きい都道府県集団について

の回帰式と繁閑の差の小さい都道府県集団についての回帰式の２種類ずつ回帰式が得られ

る。そこで、両者の回帰式内の回帰係数の大きさを比較し、前者の回帰係数が後者の回帰

式内の回帰係数より小さければ仮説が成立するということになる。 

第２項 繁閑の差の程度による都道府県のグループ分け 

  分析の第一段階として、47都道府県を観光産業の「繁閑の差の大きい集団」と「繁閑の

差の小さい集団」の２グループに分類する。分類は、都道府県ごとに、繁閑の差として月

別延べ宿泊者数の最大値を最小値で除した値に基づいて行う。「最大値/最小値」の値は

必ず 1以上となり、大きいほどその都道府県の観光産業の繁閑の差が大きいことを意味す
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る。「最大値/最小値」が全 47都道府県の中央値より大きい都道府県を「繁閑の差の大き

い集団」、小さい都道府県を「繁閑の差の小さい集団」に分類する。観光庁の『宿泊旅行

統計調査』平成 24年のデータを参照すると、各都道府県の月別延べ宿泊客数とその「最

大値/最小値」の値は表１の通りになる。この表から、繁閑の差が最も大きい都道府県は

山梨県であり、「最大値/最小値」は約 3.497、差が最も小さい都道府県は東京都で「最大

値/最小値」は約 1.264であることがわかる。この「最大値/最小値」をもとに 47都道府

県は表１のように分類ができる。なお、中央値である山口県は分類から除外した. 

 

               

                          データ出典：観光庁『宿泊旅行統計調査』 

第３項 分析１ 

  被説明変数を「宿泊業常用雇用者数」、説明変数を「年間延べ宿泊者数」として、手順

１で分類した「繁閑の差の大きい集団」および「繁閑の差の小さい集団」それぞれについ

n=23 最大/最小
　山梨県 3.4970
　奈良県 3.4408
　長野県 3.4296
　和歌山県 2.7794
　栃木県 2.6043
　富山県 2.5743
　滋賀県 2.4756
　新潟県 2.4301
　北海道 2.3472
　高知県 2.3439
　福井県 2.2898
　青森県 2.2695
　三重県 2.1714
　秋田県 2.1566
　鳥取県 2.1028
　群馬県 2.0921
　静岡県 2.0671
　香川県 2.0493
　沖縄県 2.0151
　岡山県 1.9657
　徳島県 1.9362
　島根県 1.9207
　京都府 1.8941

繁閑の差の大きい集団
n=23 最大/最小

　山形県 1.8487
　岐阜県 1.8385
　広島県 1.8325
　長崎県 1.8087
　茨城県 1.7699
　宮崎県 1.7160
　熊本県 1.7082
　石川県 1.6769
　大分県 1.6747
　鹿児島県 1.6707
　岩手県 1.6533
　佐賀県 1.6276
　埼玉県 1.6089
　千葉県 1.5823
　兵庫県 1.5604
　福岡県 1.5538
　愛知県 1.4814
　大阪府 1.4720
　神奈川県 1.4504
　福島県 1.4172
　宮城県 1.3900
　愛媛県 1.3833
　東京都 1.2637

繁閑の差の小さい集団

表 1 47 都道府県別観光客繁閑差(山口県を除く) 
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て最小二乗法による単回帰を行う。「宿泊業常用雇用者数」については総務省・経済産業

省『平成 24年経済センサス―活動調査』、「年間延べ宿泊者数」については観光庁『宿

泊旅行統計調査（平成 24年分）』を参照した。単回帰の結果は以下の通りである。 

 

 

     

 

図 4 宿泊業常用雇用者数と年間延べ宿泊者数 

データ出典：総務省経済産業省『平成 24年経済センサス―活動調査』/観光庁『宿泊旅行統計調査（平成 24年分）』 

繁閑の差の大きい集団 最大値 最小値 平均 標準偏差
年間延べ宿泊客(万人） 2859.188 182.002 813.936 690.4673

常用雇用者総数 32657 3148 9595.87 7376.058

繁閑の差の小さい集団 最大値 最小値 平均 標準偏差
年間延べ宿泊客(万人） 4918.988 248.364 1078.252 972.1508

常用雇用者総数 53105 4056 13840.52 10355.58

重決定 R2 0.9599
係数 P-値

切片 1076.9506 0.042359
年間延べ宿泊客(万人） 10.466325 3.77E-16

繁閑の差の大きい集団
重決定 R2 0.954741
係数 P-値

切片 2617.6515 0.001509
年間延べ宿泊客(万人） 10.408389 1.35E-15

繁閑の差の小さい集団

表 2 宿泊業常用雇用者数と年間延べ宿泊者数との相関 
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  年間延べ宿泊客数の係数は「繁閑の差の大きい集団」で 10.47、「繁閑の差の小さい集

団」で 10.41となる。どちらも年間延べ宿泊客数が１万人増加するごとに宿泊業の常用雇

用者数が 10人増加することを意味する。回帰直線のグラフで見ても両者はほとんど同じ

傾きを持つ直線となり、繁閑の差の異なる２つのグループについて違いはないと言える。

(図 4) 

第４項 分析２  

  被説明変数を「宿泊業正社員雇用者数」、説明変数を同じ「年間延べ宿泊者数」とし

て、第２項で分類した「繁閑の差の大きい集団」および「繁閑の差の小さい集団」それぞ

れについて最小二乗法による単回帰を行う。参照するデータは分析１同様、総務省・経済

産業省『平成 24年経済センサス―活動調査』および観光庁『宿泊旅行統計調査（平成 24

年）』である。単回帰の結果は以下の通りである。 

 

 

   

繁閑の差の大きい集団 最大値 最小値 平均 標準偏差
年間延べ宿泊客(万人） 2859.188 182.002 813.936 690.4673

正社員雇用者数 13866 1546 4297.261 3253.063

繁閑の差の小さい集団 最大値 最小値 平均 標準偏差
年間延べ宿泊客(万人） 4918.988 248.364 1078.252 972.1508

正社員雇用者数 30641 1814 6533.652 5862.707

重決定 R2 0.961007
係数 P-値

切片 537.99474 0.021564
年間延べ宿泊客(万人） 4.6186259 2.81E-16

繁閑の差の大きい集団
重決定 R2 0.970082
係数 P-値

切片 129.09412 0.699996
年間延べ宿泊客(万人） 5.9397578 1.73E-17

繁閑の差の小さい集団

表３ 宿泊業常用雇用者数と年間延べ宿泊者数との相関 
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図５ 宿泊業正社員雇用者数と年間延べ宿泊客数 

 

データ出典：総務省経済産業省『平成 24年経済センサス―活動調査』/観光庁『宿泊旅行統計調査（平成 24年分）』 

 これによると、「繁閑の差の大きい集団」の回帰係数は 4.62、「繁閑の差の小さい集

団」の回帰直線の傾きは 5.94となっている。（図 5）これは延べ宿泊者数が１万人増加す

ると、「繁閑の差の小さい集団」に属する都道府県においては 5.94人分の正社員雇用が

創出されるのに対し、「繁閑の差が大きい集団」では 4.62人分しか正社員雇用者数は増

加しないことを意味する。 

 次に、この２つの回帰係数に、統計的に有意な差があることを確かめるために係数の差

の t検定を行う。 

ｎ₁：繁閑の差が大きい集団のサンプル数 

ｎ₂：繁閑の差が大きい集団のサンプル数 

ｂ₁：繁閑の差が大きい集団の回帰直線の傾き 

ｂ₂：繁閑の差が大きい集団の回帰直線の傾き 

帰無仮説 H₀：ｂ₁＝ｂ₂ 

対立仮説 H₁：ｂ₁≠ｂ₂ 
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共分散はそれぞれ以下の通りである。 

𝑆ｘ
１
ｘ

１
＝11,106,988、𝑆ｘ

１
ｙ

１
＝＝51,223,561、𝑆ｙ

１
ｙ

１
＝＝245,764,679 

𝑆ｘ
２
ｘ

２
＝10,965,136、𝑆ｘ

２
ｙ

２
＝＝44,061,224、𝑆ｙ

２
ｙ

２
＝182562264＝182,562,065 

 

標準誤差はそれぞれ以下の通りである。 

S₁：繁閑の差が大きい集団の標準誤差 

S₂：繁閑の差が小さい集団の標準誤差 

𝑆ｂ
２
－ｂ

１
：2つの集団の傾きの差の標準誤差 

𝑆１＝√

𝑆
ｙ
１

ｙ
１

－ｂ
１
𝑆
ｘ
１

ｙ
１

ｎ
１
－２

、𝑆２＝√

𝑆
ｙ
２

ｙ
２

－ｂ
２
𝑆
ｘ
２

ｙ
２

ｎ
２
－２

 

S＝√
（ｎ

１
－１）𝑆

１
²＋（ｎ

２
－１）𝑆

１
²

ｎ
１
＋ｎ

２
－２

 

𝑆ｂ
２
－ｂ

１
＝S√

１

𝑆
ｘ
１

ｘ
１

＋
１

𝑆
ｘ
２

ｘ
２

 

 

これらの式を用いてｔ値は以下のような式で求めることができる。 

ｔ＝
ｂ

２
−ｂ

１

𝑆
ｂ
２

－ｂ
１

 

 以上の式とデータを元にｔ値を求めると、ｔ＝2.357335376 となる。 



ISFJ2015 最終論文 
 

 自由度 43（＝24＋23－４）、有意水準 5%の両側ｔ分布の棄却域はｔ＞2.0167 なので、

帰無仮説である「ｂ₁＝ｂ₂」は棄却される。よって、対立仮説である「ｂ₁≠ｂ₂」が採用

され、繁閑の大きい集団は繁閑が小さい集団より回帰直線の傾きが小さい。 

 

第２節 スピアマン順位相関分析 

第１節第４項の分析２の補完としてスピアマン順位相関分析を行う。この分析は、一般

的なピアソン積率相関分析と違い、変数の分布について何も仮定を置いていないノンパラ

メトリックな分析である。そのため、サンプル数が十分でなくても信頼性の高い分析を行

うことができる。また、各変数を順位に変換するためデータが数値である必要がない。 

 スピアマン順位相関係数は一般的にｐで表され、以下のモデルで定義される。 

ｐ＝１－
６𝛴（ｘ

𝑖
−𝑦𝑖)

2

𝑛2(𝑛−1)
 

(ただし、ｘ
𝑖
と𝑦𝑖は説明変数である。) 

 今回行う分析では、繁閑の差の上位と下位それぞれにおいてこの分析を行い、繁閑の差

の大きい集団が繁閑の差が小さい集団より相関が低いことを証明する。分析には SPSSを

用いた。 

 スピアマン順位相関分析では、データを順位に変換する必要がある。47都道府県の中央

値である山口県を外して上位と下位のサンプル数を等しくし、順位に変換したものが以下

である。 
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表４ 順位データ 

 

以上のデータより、SPSSを用いて分析を行った結果が以下である。 

表５ スピアマン順位相関分析の結果 

 

 この結果から、スピアマン順位相関分析によっても上位集団の方が下位集団より「年間

延べ宿泊者数」と「正社員雇用者数」の相関が低いという結論を得ることができる。 

上位 下位
X順位 Y順位 X順位 Y順位

10 10 18 18
22 23 17 17
3 3 10 15
13 16 14 16
7 7 19 20
15 14 22 19
14 15 12 9
6 6 11 11
1 1 16 14
19 19 13 12
17 21 15 13
12 12 23 23
9 9 21 22
18 11 3 4
20 18 7 5
8 8 5 7
2 2 6 6
16 20 2 2
5 5 4 3
11 13 8 8
23 22 9 10
21 17 20 21
4 4 1 1

相関係数 有意確率
上位 0.942 0
下位 0.966 0
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第３節 分析まとめ 

  これまでの分析結果をまとめると、宿泊業において繁忙期と閑散期の観光客数の差が少

ない方が、宿泊者数増加に伴って正社員雇用者数が増えやすいことになる。つまり、閑散

期の宿泊者数増加は、年間宿泊者数増加に伴う正社員雇用創出のみならず、繁閑の差縮小

に伴う正社員雇用創出をもたらすのである。よって、観光振興のための政策資源を効率的

に生かすためには、それらを閑散期に集中させることが望ましい。そうすることで、正社

員雇用創出効果を最大化でき、人口減少問題の有力な解決策となる。  
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第４章 政策立案－山梨県を例に 

ここまでは繁閑の差に注目し、全 47都道府県のデータを用いながら議論を進めてき

た。その結果、観光客数が最小になる月に注目して政策を打ち立てる方針が有効であると

確認した。しかし都道府県ごとに観光客数が最小になる時期は様々であり、観光政策立案

のために活用できる観光資源も大きく異なる。そこで観光政策立案にあたって本稿では、

政策の対象地域を１つの都道府県に限定したうえで、観光客が少ない時期に対して政策を

打ち出す方針で以降の議論を進めていく。 

 

第１節 山梨県に注目 

第１項 山梨県は繁閑の差全国１位 

 以下では閑散期における観光振興を重視する立場から、山梨県を対象とした観光政策の

提言を行う。山梨県を対象とした理由は以下のとおりである。まず、第３章の表１にある

通り、山梨県は最も観光客が訪れる月の観光客数を最も観光客が少ない月の観光客数で除

した値が 3.49であった。この値は全国で最大であり、山梨県は観光産業において一年の

繁閑の差が最も著しい都道府県だといえる。そしてまた、山梨県では冬期、特に 12月と

２月に観光客数が大きく下落していることが図６からみてとれる11。そのため、これらの

時期に着目して観光振興策を行うことが山梨県の人口増加に有効であると言える。以上の

ように、本稿では山梨県を選定したうえで、特に冬期の観光政策を提言する。 

 

                                                   
11観光庁(2014)「山梨県観光入込客統計調査報告書（平成 26 年）」 

https://www.pref.yamanashi.jp/.../h26kankouirikomitoukei_houkokusyo.pd

（2015/10/25 閲覧） 
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データ出典：山梨県『観光入込客統計調査報告書（平成 26年）』 

 

第２項 山梨県の現状 

  山梨県の政策を提案するにあたり、はじめに山梨県の現状分析を行う。 

まず、本稿の最大のテーマである人口について述べる。住民基本台帳を基にした山梨県

県民企画部統計調査課の調査によると、山梨県の人口は平成 13年から減少が続いてお

り、現在の県民人口は約 84万４千人である。これは、47都道府県中 41位と非常に少ない

数値となっている。さらに、総務省による住民基本台帳移動報告によれば、2000 年を境に

山梨県では県外転出が県内転入を上回り、人口の社会限が進行している。この傾向は将来

的にも続くとされ、全国平均を上回る人口減少が進むと予想されている（図 7）。 
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図 6 山梨県月別観光入込客数 
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 以上をまとめると、山梨県は日本の中でも人口減少が深刻な地域であり、人口減少抑制

政策の必要性が高いといえる。 

 次に、山梨県の産業についてみる。工業では精密機械や電子部品産業が盛んである。こ

の理由としては、昔から山梨県が水晶の産地であり研磨技術に伴う技術的基盤が備わって

いたこと、そしてきれいな空気と水に恵まれていることなどが挙げられる。農業ではぶど

うや桃が全国生産量の上位を占めており、フルーツ王国としての地位を確立している。近

年ではサービス業が拡大しており、途上国からの観光客をターゲットにした観光産業への

期待が高まっている12。 

 では、ここからはその山梨県の観光産業について考察していく。人口の減少とは裏腹

に、観光客数は日帰り観光客を中心に近年着実に増加している（図８)。これは、富士山

のユネスコ世界文化遺産の登録やドラマ「花子とアン」のロケ地として使用されたことも

大きく影響していると言われている13。 

                                                   
12JICA「日本の地域と途上国相互依存度調査＜山梨県＞」

www.jica.go.jp/aboutoda/interdependence/.../yamanashi_f.pdf （2015/10/25 閲覧） 
13観光庁「山梨県観光入込客統計調査報告書（平成 26 年）」 

出典：総務省『住民基本台帳移動報告』 

図 7 山梨県 県内転入・県外転出の推移 
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さらに、山梨県を訪れる観光客の内訳をみると、県内客が 22.3%、県外客が 75.1%、海

外客が 2.6%である。前年調査と比較すると、海外の比率は 1.5 ％増加したものの、県外

が 4.4 ％減少してあり、海外観光客の比率が増加する傾向は今後も続くであろう。 

 こうした山梨県に来る観光客の目的は、主に自然と温泉である(図 9)。山梨県の自然と

いえば富士山を始めとして、富士五湖や昇仙峡といった景勝地が有名で、四季折々の景色

を望むことができる。温泉では甲府市の石和温泉が最も有名であるが、この他にも湯村温

泉や下部温泉など、富士山を見ながら入浴できる自然豊かな温泉地が複数存在している

14。 

 

                                                   

https://www.pref.yamanashi.jp/kankou-k/documents/h26kankouirikomitoukei_houk 

okusyo.pdf （2015/10/25 閲覧） 
14じゃらん 「山梨県観光スポット」 

http://www.jalan.net/kankou/150000/ （2015/10/25 閲覧） 

図 8 山梨県の観光客の推移 

 

 

出典：山梨県『平成 19 年度山梨県観光客動態調査』 
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これまで述べたように、山梨県は非常に多くの観光資源に恵まれている。特に夏期には

豊かな自然や富士登山といった長所を存分に生かし、東京方面からの観光客の人気を博し

ている。しかし夏期と比べると山梨県の冬期の観光産業は思わしくない。世界遺産の富士

山は冬期には深い雪に覆われ、入山禁止となる。山梨県の魅力の一つである温泉も、熱海

や草津といった近隣の著名な温泉地に対し苦戦を強いられているのが現状である。また、

山梨県にはふじてんスノーリゾート、サンメドウズ清里スキー場、カムイみさかスキー場

の３つのスキー場がある。それらはいずれもコース数５～９の中規模のスキー場である15

が、知名度は長野県や新潟県のスキー場に比べると低い。このように、冬の山梨県は、自

らの観光資源を生かしづらい環境にある。これが、山梨県に繁閑の差を生み出す大きな原

因となっているのである。 

 

                                                   
15 ぐるなび「Surf&Snow」 

http://snow.gnavi.co.jp/search/list/spl_area01.php?kencd=24 （2015/10/25 閲覧） 

出典：山梨県『平成 26 年度山梨県観光入込客統計調査報告書』 

 

  図 9  山梨県 年齢別観光目的アンケート 
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第２節 ターゲティング 

 この節では、山梨県の冬期の観光振興を考えるにあたって、観光庁『宿泊旅行統計調

査』のデータを用いながら、観光政策によって誘致するターゲットを絞り込んでいく。 

 図 10は山梨県の月別延べ宿泊者数の「最大値/最小値」を宿泊者の出身地別（県内、県

外、外国）に求めたものである。県外客の値が約 4.778と高い水準である一方、県内客と

外国人客は約 2.030と約 2.272と低水準で、年間を通して比較的安定した観光客数である

ことがわかる。つまり山梨県の観光産業の繁閑は主に県外客の変動によって生じており、

県内客、外国人客はそれを緩和する役割を果たしていると言える。 

 

図 10 出身地別 月別延べ宿泊者数の最大値/最小値（山梨県） 

 

            データ出典：観光庁『宿泊旅行統計調査（平成 26 年度分）』 
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 図 11は国内の延べ宿泊者数について宿泊者の属性（日本人、外国人）別に近年の推移

を見たものである。これによると日本人宿泊者数は近年停滞気味である一方、訪日外国人

の宿泊者数が毎年３割前後の急速な伸びを示していることがわかる。この訪日外国人観光

客市場の急成長という好機を、山梨県の閑散期における観光振興に際して活用することが

有力な手法として考えられる。 

図 11 宿泊者数の前年比伸び率 

 

            データ出典：観光庁『宿泊旅行統計調査（平成 26 年度分）』 

 一言で訪日外国人観光客と言っても、国籍によってその特徴は異なる。そこで山梨県の

冬期の観光振興という目的の達成のために注目すべき国を検討する。図 12は訪日外国人

客の月別延べ宿泊者数の「最大値/最小値」を主要な国籍別に求めたものである。韓国や

台湾、中国といった東アジア地域出身の宿泊者数の季節変動は、欧米や東南アジアの国々

のそれよりも小さい。つまり韓国や台湾、中国といった国々の観光客は冬季の日本に相対

的に高い関心を持っており、冬期の集客策の対象として有力であると考えることができ

る。 
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 図 12 国籍別 月別延べ宿泊者数最大値/最小値（全国） 

 

            データ出典：観光庁『宿泊旅行統計調査（平成 26 年度分）』 

  また、一般に月別延べ宿泊者数をみると、12～２月の冬季の月に最小値をとる国がほ

とんどである。しかし、月別延べ宿泊者数のピークが 12～２月の間に来る珍しい例として

オーストラリアが挙げられる（図 13)。南半球に位置するオーストラリアは、日本とは季

節が反対で、12月中旬～２月上旬が夏期休業となって海外旅行出国のピークにあたる。訪

日オーストラリア人延べ宿泊者数は、訪日外国人延べ宿泊者数全体の約３%（国籍別第５

位）を占め、拡大傾向にもある有望な市場のひとつである。山梨県内で見てみると、オー

ストラリア人延べ宿泊者数が外国人延べ宿泊者数全体に占める割合は 0.5%と全国水準を大

きく下回り、山梨県にとっては市場開拓の余地が大いにあると考えられる。特に訪日オー

ストラリア人の多くは一週間以上の日本に滞在し、東京～大阪・京都～広島といういわゆ

るゴールデンルートに沿った旅行を行うことが知られている16。そのことを考慮すると、

ゴールデンルート上に位置する山梨県にとってオーストラリア人観光客取り込みは難しく

ないはずである。  

                                                   
16観光庁『平成 26 年訪日外国人消費動向調査』

http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html（2015/10/25 閲覧） 
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  図 13 訪日オーストラリア人 月別延べ宿泊者数（全国） 

 

            データ出典：観光庁『宿泊旅行統計調査（平成 26 年度分）』 

 以上の分析より、山梨県の冬期の観光振興を考えるにあたって、訪日外国人、特に中国

人・韓国人・台湾人・オーストラリア人観光客をメインターゲットとして本稿では考えて

いく。 

 

第３節 政策立案 

 本稿では、「ウィンタースポーツ観光を中心とした山梨県における冬期の外国人観光客

誘致」を提案する。ここからは、その背景と具体的な施策内容を巡る議論を扱う。 

 政策提言の背景には以下の３つがある。 

 ①外国人観光客におけるウィンタースポーツ観光のニーズの存在 

政策提言の第１の背景として、ターゲット国からの外国人観光客の間でのウィンタース

ポーツ観光に対するニーズの存在がある。国土交通省が実施した『ターゲット国ニーズ調

査』によると今後の訪日旅行でしたいこととしてウィンタースポーツを挙げた人の割合
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が、中国人で 37.1%、韓国人で 12.9%、台湾人で 24.1%、オーストラリア人で 14.7%となっ

ている。これらの国のスキー客にとって日本のスキー場は、距離が近く時差も小さい場所

として人気が高いのである。 

 また、調査対象者に下の図の説明文およびビジュアルを掲示したうえでの日本のスキー

場への来訪意向調査では、中国人の 94.3%、韓国人の 94.8%、台湾人の 94.5%、オーストラ

リア人の 68.3%が来訪意向を示しており、アピールによる意欲促進効果も期待できる（図

14）。 

図 14 ビジュアルと説明文を用いたアンケート 

 

出典：観光庁『ターゲット国ニーズ調査』 
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 以上により、ターゲットとする中国人・韓国人・台湾人そしてオーストラリア人の間で

は、日本におけるウィンタースポーツ観光へのニーズがすでに一定程度存在し、またウィ

ンタースポーツ観光の周知活動によってさらにニーズを喚起することも十分に可能である

と言える。 

 

 ②ニセコ、白馬など先行成功事例の存在 

 政策提言の第２の背景として、すでに外国人スキー客誘致に成功した国内スキーリゾー

ト地の存在がある。北海道のニセコ地域は、雪質の良さに関する少数のオーストラリア人

客の口コミをきっかけに、外国人スキー客の間で人気が高まった17。それを受けてニセコ

の地域住民は、外国人観光スキー客の受け入れ環境整備や海外向けプロモーションを展開

した。地域の積極的な姿勢は外国人による観光開発や投資を盛んにし、ニセコ地域は国際

的なスキーリゾートに成長している。ニセコ町の外国人宿泊客数は 10年前の 10倍以上に

までなっており18、地域は活気を取り戻している。ニセコ地域と同じような例として、長

野県白馬地域もある。白馬地域でも外国人スキー客獲得へ向けてのプロモーション強化や

環境整備が行われ、白馬村の外国人延べ宿泊者数は 10年前の約８倍、オーストラリア人

宿泊者数に関しては約 18倍の伸びを見せている19。 

 

 ③山梨県の強みの存在 

 第３の背景は、ニセコや白馬など既存の外国人向けスキーリゾートに対する山梨県スキ

ー場の優位性である。ニセコや白馬など、日本にはすでに外国人向けスキーリゾートとし

ての成功事例が存在する。そのため、同じように外国人向けのウィンタースポーツ観光振

                                                   
17 経済界「北半球のオーストラリア〜外国人に愛される街・ニセコ〜」

http://net.keizaikai.co.jp/archives/5578（2015/10/25 閲覧） 
18 ニセコ町「数字で見るニセコ（2015 年５月末）」（2015/10/25 閲覧）

http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/files/suujide-miru-niseko.pdf 
19白馬村「外国人宿泊者数調査（平成 26 年）」（2015/10/25 閲覧）

http://www.vill.hakuba.lg.jp/somu/statistics/foreigner_guests1.pdf 
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興を行うならば、先行地域に対する差別化という課題に直面する。しかし山梨県のスキー

場は、ニセコや白馬のスキー場に対し明確に優れた点が２つ存在し差別化は難しくない。

１つ目は、東京からの近さである。国際空港や多くの観光地がある東京から近い山梨県の

スキー場は、他県のスキー場と比べると、外国人観光客が気軽にスキーに挑戦する場とし

て最適であると言える。 

 ２つ目は日本を象徴する富士山の存在である。平成 25年にユネスコ世界文化遺産に認

定された富士山は、外国人に非常に人気の高い観光地として知られている。山梨県のスキ

ー場から望むことのできる富士山は、スキー場の競争力向上の大きな助けとなるだろう。 

 以上の２点のような山梨県ならではの強みがあることで、山梨県のスキー場は、外国人

向けスキー場として国内他地域のスキー場との差別化を図ることができる。これらの強み

は、後の具体的施策立案の際にも活用していく。 
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第５章 政策提言 

第１節 政策の見取り図 

 「ウィンタースポーツ観光を中心とした山梨県における冬期の外国人観光客誘致」のため

の具体的施策を３つの柱に分けて説明する。３つの柱とは、受け入れ環境の整備、催行の強

化、プロモーションの強化である。受け入れ環境の整備とは、日本人観光客向けにしか整備

されてきていない施設や設備を、外国人でも楽しめるような環境にすることである。催行の

強化とは、外国人が山梨県の魅力を最大限に体感でき満足してもらえるようなツアーなど

を組むことである。プロモーションの強化は、山梨県が外国人にとって魅力的であることを

外国人に伝える作業である。以上の３つを、以下のような表にまとめたうえで順番に説明し

ていく。 

 

 

 

 

○政策提言：ウィンタースポーツを中心とした外国人観光客誘致  

  ＜具体的施策＞ 

1. 受け入れ環境の整備 

・公衆無線 LANの整備 

  ・スキー場や飲食店などの外国語対応 

  ・強みを生かした環境整備による差別化 

2. 催行の強化 

・海外の旅行代理店の誘致(貸事務所の提供、アドバイザーやアシスタントの供与) 

・地域観光ツアーの整備、拡大 

3. プロモーションの強化 

・商談会の参加・開催 

・ファムトリップ・プレスツアーの開催 

・期間限定無料化での客の呼び込みによる口コミ拡大 
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第 2 節 受け入れ環境の整備 

 外国人受け入れ環境の強化には大きく分けて２種類ある。１つは山梨県に来たことのな

い外国人が山梨県に来たくなるような施策、もう１つは山梨県に来た外国人がリピーター

になるような施策である。 

 前者の政策案としては２つある。1つ目は、東京に隣接していることである。東京は、外

国人観光客の日本におけるターミナルである。そこに隣接している山梨県は、外国人観光客

にとって移動に時間がかからないという強みがある。１番近い山梨県のスキー場までは東

京の八王子市から 80 分程度で行けるのである20。山梨県内の他のスキー場も東京から２時

間以内でのアクセスが可能である21。ちなみに、日本の代表的なスキー場である北海道のニ

セコは飛行機で約 90 分と車で約２時間以上かかる22。長野県の白馬は車で約４時間、特急

電車では約３時間半、新幹線では新幹線自体の約 2 時間半に加えてバスの移動が必要にな

る23。これらの事実からも、山梨県がいかにアクセスに便利かが理解できる。この特徴を最

大限に生かすためには、駐車場の整備及びスキー場へ案内する道路看板の整備が必要であ

る。また、車でのアクセスが容易なことから東京とスキー場とを結ぶシャトルバスを設置す

ることも効果的である。 

 もう１つは、富士山に隣接していることである。富士山に隣接する県と言えば静岡県も有

名だが、山梨県の特徴は富士山の見えるスキー場が存在することである。特に、ふじてんス

ノーリゾートは富士山の河口湖の近くに立地し、図 15のようにかなり近距離で富士山が見

えるためダイナミックな景色を見ながらスキーができる。外国人向けに富士山をアピール

するには、外国人が好むような見せ方をする必要がある。もちろん、スキー場に富士山が綺

麗に見えるスポットを作ったり、パンフレットでその場所を示したりすることは必要であ

る。加えて、富士山をみるのに邪魔な電線を排除したり、インターネットや紙媒体を通じて

山梨県のスキー場から見える景色の綺麗さをアピールしたりすることも重要である。 

 

                                                   
20カムイみさかスキー場ホームページ 

http://misaka.kamuisp.com/access/（2015/10/25 閲覧） 
21 ぐるなび「SURF&SNOW」 

http://snow.gnavi.co.jp/search/list/spl_area01.php?kencd=24（2015/10/25 閲覧） 
22 HOKKAIDO NISEKO OFFICIAL NET（2015/10/25 閲覧） 

http://www.town.niseko.lg.jp/goannai/access.html 
23白馬ネット http://www.hakuba-net.jp/in/access/access.html（2015/10/25 閲覧） 
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図 15 山梨県のスキー場から見える富士山

 
出典：ふじてんスノーリゾートホームページ 

 

 次に、1 度山梨県に観光に来た外国人をリピーターにするための施策としては２つある。

外国人にもう１度来たいと思わせるには、彼らがスキー場を使う際に起こりうる障害を取

り除くことが大切である。そのようなものとして、公衆無線 LAN の整備と外国語対応があ

る。山梨県では、西湖のキャンプ場や身延山のロープウェイをはじめ一部無線 LAN整備が進

んでいるが、県内の３つあるスキー場には公衆無線 LANが整備されていない24。公衆無線 LAN

を整備すると、外国人は旅先での情報収集が容易になり、観光をより楽しむことができる。 

 また、導入に際しては岐阜県高山市の事例を参考にできる。高山市は外国人等の観光客に

向けて、2014年８月より市内中心部において無料公衆無線 LAN環境「FreeWi-Fi TAKAYAMA」

をスタートさせた。高山市を訪れる観光客が登録から７日間、無料で容易にインターネット

に接続できるようにすることにより、観光客の利便性の向上を図るとともに、SNS 等による

高山市の魅力の発信を促す。さらに、利用に際してアンケートに回答してもらうことで、居

                                                   
24公益社団法人やまなし観光推進機構「富士の国やまなし観光ネット」 

http://www.yamanashi-kankou.jp/（2015/10/25 閲覧） 
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住国・地域やメールアドレス等の情報を入手し、観光情報や緊急情報等を提供するとともに、

その後のマーケティングや誘客活動にも活かしている25。公衆無線 LANを整備する際に、ネ

ット環境を充実させることに加えて外国人の需要を知ることで、それによりさらなる受け

入れ環境整備が可能となるのである。 

 JNTO の外国人向け総合観光案内所(TIC)のアンケート調査26によると、訪日外国人旅行者

にとって日本旅行中にあった不平・不満として当てはまるもののうち第 1位が「標識等（案

内板、道路標識、地図）」の 37.3%、第２位が「観光案内所」の 28.9%、第３位が「言葉」

の 20.0%であった。そこで、外国人観光客の誘致のためには外国語の案内環境の整備が重要

である。現状を見ると、山梨県にある３つのスキー場では外国語への対応が整っているとは

言えない。例えば、サンメドウズ清里のホームページは３つのスキー場の中で唯一外国語対

応がある。しかし、ホームページ上にある、スキー場に「外国語の看板があるか」や「イン

ストラクターが外国語に対応しているか」などの項目は全てバツである。一方、外国人観光

客に人気のあるスキー場であるニセコや白馬では、外国語での対応を充実させることで外

国人観光客のリピーターを獲得することに成功している。特にニセコでは、町内飲食店やス

キー場エリアの道路、交通システム、ホテル、飲食店のメニュー表を多言語表記にすること

を促進しており、町内飲食店の８割程度のメニューが英語・中国語（繁体・簡体）に翻訳さ

れている。また、スキー場おいて英語が話せるインストラクターや英語看板を設置したり、

飲食店や土産物店などで外国語表記を充実させたりすることも必要不可欠である。その際

には、獲得したい顧客層に合わせて英語に加え中国語、韓国語などへの対応が重要である。 

 

 第 3 節 催行の強化 

 山梨県のスキーリゾート地において海外からの観光客を増やすためには、スキー以外の

魅力を開発することで他のスキー場に対する競争力を強化する必要がある。第２節でも紹

介したように、北海道のニセコはオーストラリア人観光客の誘致に成功した代表例である。

そしてニセコの知名度向上のきっかけとなった口コミを伝えたのはのちに本格的にニセコ

                                                   
25観光庁 観光地域振興部「観光資源課インバウンド着地型観光の手引き」 

http://www.mlit.go.jp/common/001091713.pdf（2015/10/25 閲覧） 
26日本政府観光局（JNTO）「外国人向け総合観光案内所(TIC)のアンケート調査」

https://www.jnto.go.jp/jpn/about_us/law/index.html（2015/10/25 閲覧） 
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でアウトドア業を行う外国人たちであった。彼らは後にスキーのオフシーズンにラフティ

ングという新たなアトラクションを考案することで、ニセコに一年を通して観光客が訪れ

ることのできる観光地とした。この先駆者たちが、いわば旅行代理店のような役割を果たし

たのである。日本のツアー業が外国人からの新たな視点により地域の魅力を発掘し、地域の

観光産業を盛り上げたのである。鬼塚(2006)で指摘される通り、貸事務所の提供やアドバイ

ザーの供与などによって海外の旅行代理店を誘致することが、観光開発を効率的に進める

一つの手法である27。 

 外国人がスキーのオフシーズンにラフティングを開発したように、山梨県でもこの類の

開発は有効である。例えば、山梨県には山中湖や河口湖といった湖があるので、水上スキー

を夏に行うことができる。冬でも夏でもスキーができるようになれば山梨県は 1 年を通し

てスキーができるスポットになる。 

 また、県内独自のツアーというものも人気がある。長野県の白馬や野沢温泉ではスノーモ

ンキーツアーと呼ばれるツアーが存在する。冬になると雪が降っている中、顔が真っ赤に火

照ったニホンザルが温泉に入浴している光景をニュースなどで見たことがある人は多くい

るだろう。外国人には目新しいこの光景が今人気を博している。ニホンザルが温泉に入浴す

るという非日常的な光景が、外国人観光客にとって母国で味わえないため人気になってい

るのである28。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
27 鬼塚 義弘 (財) 国際貿易投資研究所 研究主幹「ニセコ地域への外国人観光客急増とそ 

の理由 －世界のリゾートと競争するために－」（2015/10/25 閲覧） 

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBw 

QFjAAahUKEwij7-TU_dnIAhVBt5QKHXnPAuo&url=http%3A%2F%2Fwww.iti.or.j 

p%2Fkikan63%2F63onizuka.pdf&usg=AFQjCNGavyr311s60vS-gBTKCEyZC7byQQ 

&sig2=HeZfay9trmXVMK96DUg1tA&bvm=bv.105841590,d.dGo 
28NewSphere「日本の“スノーモンキー”、世界でも人気 外国人向けツアーも登場

（2014）」（2015/10/25 閲覧） 

http://newsphere.jp/entertainment/20140125-2/ 
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図 16 スノーモンキーツアー 

 

出典：野沢温泉交通ホームページ 

 スノーモンキーツアーのように、外国人観光客に母国で味わえない、かつ山梨県オリジナ

ルの観光ツアーが外国人観光客誘致のカギとなる。山梨県オリジナルの特産品やアトラク

ションを使う観光ツアーは以下のようなものが考えられる。山梨県の甲府といえば、武田信

玄の城下町である。日本の侍、戦国武将はかねてから外国人観光客に人気が高い。そのため、

戦国武将の甲冑着付けというものは外国人に人気があるはずである。他には、郷土料理のほ

うとうがある。野菜を多く使ったこの料理は、ユネスコ無形文化遺産に登録された和食のイ

メージと整合的である。いろりを囲んでほうとうを食べるプランなどがあれば、外国人観光

客にとっては日本文化を経験する貴重な機会となるであろう。さらに、山梨県には石和温泉

郷という巨大な温泉街もあり、その温泉街の近隣には果樹園も多く存在する。山梨県の果物

狩りといえば日本でも有数の人気を誇っており、いちごなどはビニールハウス栽培も行っ

ているため、一年中果物狩りが楽しめる。これらの山梨県ならではのアトラクションを一日

で巡ることができるツアーが存在すれば、外国人観光客にとって、行ってみる価値のあるツ

アーとなりうる。 

以上のような催行を行えば、山梨県を訪れる外国人観光客に対しスキー以上に魅力を提供

javascript:;
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できる。そして以上にあげたような催行があれば、まず山梨県のスキー場を選択するきっか

けとなる。その上、ツアー参加のための滞在期間の延長が期待できる。滞在期間が延びるこ

とで山梨県のあらゆる産業での波及効果が望める。 

 

第 4 節 プロモーションの強化 

 ここからは３つ目の柱、山梨県の冬季の集客におけるプロモーション政策について述べ

る。 

 一般的な観光地のプロモーション案としては、商談会の開催や、ファムトリップ・プレス

ツアーの実行などが挙げられる。前者は海外の旅行会社に山梨県のスキー場を訪問しても

らい、直接魅力を体感したうえで売り込みを行うというものである。後者は外国人観光客や

メディアを招待することで、山梨県のスキー場の露出を増やすというものである。どちらも

佐世保市や金沢市などで実際に成果を上げていることもあり、有効なプロモーション政策

であると言えよう29。 

 しかし、本稿ではそれら一般的なプロモーション手法に加え、ワンシーズン限定でのスキ

ー場リフト券料金無料化企画によるプロモーションを提案する。 

 まず、この政策の内容から述べていく。通常、スキーやスノボーをする際、リフト券は必

要不可欠なものである。しかし、このリフト券の価格は一日券で 4000円程度と、その負担

は大きく、スキー客の大きな負担となっていることもまた事実である。そこで本稿で提案す

るのは、このリフト券の負担を取り除くことでより外国人観光客がスキー場へ来てもらい

やすくする政策である。 

 この政策による狙いは、主に次の２点が挙げられる。１つ目は、知名度の向上である。現

在スキーを目的に日本を訪れる外国人観光客の多くは、長野や北海道といった有名なスキ

ー場を選択する。そのため外国人の間での山梨県のスキー場は知名度の向上が必要である。

そこで、リフト券無料化というインパクトによって外国人顧客に強く訴えかけ、一気に知名

度を上げるのである。特に、東京に近い山梨県のスキー場は、スキー以外の目的で日本を訪

れた外国人客が気軽にスキーに挑戦する場としても最適である。そのため無料化によって

                                                   
29国土交通省「インバウンド着地型観光の手引き（平成 26 年）」 

http://www.mlit.go.jp/common/001091713.pdf（2015/10/25 閲覧） 



ISFJ2015 最終論文 
 

外国人客数の大きな伸びが期待できる。東京から気軽に行けるという立地条件を存分に生

かし、まずはとにかく外国人観光客に山梨県のスキー場に来てもらうことが狙いである。 

 ２つ目の狙いは、口コミによる山梨県のスキー場の副次的な宣伝効果である。インターネ

ットが発達している現代において、口コミによる集客効果は極めて大きいと言える。実際、

長野県野沢スキー場において外国人客を対象に行われたアンケート調査では、野沢スキー

場についての情報の入手経路の４割以上が口コミサイトと Facebook であり30、口コミによ

る影響力の大きさが見て取れる(図 17)。ワンシーズンのリフト券無料化を大々的に行い、

一度でも多くの外国人スキー客を獲得できれば、彼らの口コミという形での宣伝効果を期

待できる。そしてそれは無料化したシーズン以降の新たな外国人スキー客獲得へとつなが

っていくだろう。 

 

 

                      データ出典：観光庁「スキー場現地調査」 

しかし、ここで問題となってくるのが採算である。確かに、先ほども述べたようにリフト

券収入というものは１人 4000円前後するので、スキー場において重要な収入源になってい

ることは事実である。これを無料にすることは、当然それなりのリスクが生じる。だが、実

際のスキー場の負担は少なく、長期的な視野でみると大きな収益が見込めるという予想を

たてることができる。ここからは、その根拠について述べていく。まず、スキー場の負担が

軽くて済む理由だが、リフト券を無料にすることで外国人観光客が増えれば、リフト券の収

                                                   
30観光庁「スキー場現地調査」 

（http://www.mlit.go.jp/common/001083742.pdf （2015/10/25 閲覧） 

30.9

19.912.5

36.7

図17 野沢温泉 情報入手経路

口コミサイト ホームページ Facebook その他
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益の代わりにレンタル機材や飲食費、さらには外国人向けのお土産コーナーの充実化など

を行うことによる収益により、リフト料金の利益分を補うことができる。また、リフトに関

する費用は維持費、稼働費といった固定費用が主であるため、観光客が多かろうが少なかろ

うが費用の総額は変わらないのである。以上の理由から、リフト券無料化によるリスクは回

避できるものと結論付けられる。 

次に、将来的な収益の点だが、今回の政策はあくまで１シーズン限りであり、将来的に続

けるわけではないので、ゆくゆくは口コミによる観光客増加に伴うリフトからの大きな収

益も見込める。さらに、観光客が増えればリフト料金だけでなく先ほどのような機材レンタ

ルや飲食費の利益も増えるため、合計すればリフト券のみの赤字分の回収は可能であるだ

ろう。しかし、知名度拡大という目的において本当にリフト券無料化が 1年でよいのかは議

論の余地があるので、プロモーションの効果をみながら期間の設定を行っていければ最善

である。 

 このリフト券無料化というプロモーション案だが、その実現可能性と採算についてさら

に説得力をもたせるため、二つほど先行事例を挙げておく。現在、日本国内でのいくつかの

スキー場では、リクルート社による「雪マジ」と銘打った新規スキー客獲得への取り組みが

行われている。本プランの最大の特徴は、19 歳の人限定でリフト券を無料にする、という

もので、今回の外国人リフト券無料政策もここにヒントを得たものである。このプランの目

的は、統計的に将来最も継続性の高いスポーツを経験する年齢が 19歳であることに注目し、

この年齢でスキーを経験してもらうことで、将来的なスキー場利用客の増加を創出するこ

とである。そして、実際にこのプランを導入した結果、若者のスキー客は急増し、スキー場

に付帯する事業所の売り上げも上昇したという(図 18)。このことから、リフト券無料化に

よる波及効果が十分期待できることがわかる。また、リピーター率も極めて高く、半数以上

が年内に雪マジを利用して複数回スキー場を訪ねている。さらに、翌年になって再訪した割

合は 92％、そのうち 50％以上が 5 回より多く訪れたという数字も表れている。31たしかに

この「雪マジ」という企画はあくまでもこうしたリピーター獲得に重きをおいているため、

外国人に対しては難しいと思われるかもしれない。しかし、外国人客の場合、リピーターの

代わりに口コミによる新規外国人スキー客獲得という視点に着目することで、大きな成果

が得られることが想定される。 

                                                   
31東洋経済 ONLINE  「リクルート、「19 歳・雪山ブーム」の仕掛人（2013）」  

http://toyokeizai.net/articles/-/13574（2015/10/25 閲覧） 
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この「雪マジ」以外にも、スキー場ではないがハワイアンズという福島県の観光施設も、

無料化による集客力増加の成功例として挙げられる。こちらは、東日本大震災の影響で減っ

てしまった利用客を取り戻すため、ハワイアンズまでのシャトルバスの費用を無料化にす

る政策を行ったのである。その結果、来訪客数は一気に増大し、また移動費での出費が減っ

た分施設での消費額が増加し、大きな利益を上げることに成功したのである32。こうした「雪

マジ」やハワイアンズのプランの成功例を鑑みると、外国人限定のリフト券無料化企画の有

効性、実現性は高いと言える。 

 たしかに、この節の最初に説明した商談会、ファムトリップ・プレスツアーといったいず

れの政策も、知名度の向上というものを焦点としており、一定の効果は見込めるだろう。だ

が、山梨県のスキー場の現状を踏まえたうえでの実現性や、政策効率の良さといった観点か

ら考慮すると、プロモーション政策の中では、リフト券無料化も有力な方策として考えられ

る。 

 

 

 

 

                                                   
32事業構想大学院大学「「損して得とる」の威力 無料化政策で変わる観光地（2014）」 

http://www.projectdesign.jp/201412/vitalizinglocal/001746.php（2015/10/25 閲覧） 

図 18 「雪マジ」スキー場来場時の付帯利用状況 

 

出典：リクルート「プレスリリース 2014/5/30」 
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第６章 まとめ 

本稿では、日本の地方に存在する深刻な問題として人口減少問題を取り上げた。そして現

状分析の結果、観光振興が地方の人口減少問題解決に有効な方法であると考えた。観光振興

策によって雇用の創出が起き、雇用の創出が人口減少を食い止めるという考えをもとに「観

光客数の季節的な繁閑差が大きければ安定的雇用創出が起きづらい」という仮説を立てた。

最小二乗法による単回帰およびスピアマン順位相関分析の結果、この仮説が正しいことが

実証された。ただし本稿の分析は、データの制約上宿泊業の雇用を対象としての検証にとど

まっている。今後は宿泊業以外でも同様の傾向がみられるかを、モデルの改良によってさら

に検証していくことが課題である。 

本稿ではその後「人口減少抑制には閑散期の観光振興が効果的である」という定義をもと

に、繁閑の差が全国で最も大きい山梨県を対象に、観光客の少ない冬期の観光政策の提言を

行った。 

観光政策提言に当たってはまず、重視するべきターゲット層を考察した。その結果、集客

の効率性、将来性の観点から中国人、韓国人、台湾人そしてオーストラリア人に注目するこ

ととした。そしてそれらターゲットのニーズや先行事例、山梨県の持つ強みをもとに、「ウ

ィンタースポーツを中心とした冬期の外国人観光客誘致」を提言した。具体的な施策は受け

入れ環境の整備、催行の強化、プロモーションの強化の３つの柱に分けた。 

受け入れ環境の整備ではまず、外国人観光客を引き付けるための山梨県特有の強みの活

用を挙げた。東京近郊という強みを生かしてスキー場直通のシャトルバスを整備すること

や、富士山を見ながらスキーができるという強みを生かしてスキー場に富士山がきれいに

見られる展望台などを設け、パンフレットでその場所を紹介することである。次に外国人観

光客の滞在中の満足度を高め、リピーター獲得を目指すための施策として無料公衆無線 LAN

の整備と外国語対応強化の必要性を指摘した。無料公衆無線 LAN整備の際には、岐阜県高山

市での「Free Wi-Fi TAKAYAMA」を参考に、無線 LAN を通じて SNS 等による観光地の紹介な

どを行い、さらに それを使用した観光客へアンケートを取り、需要を知ることも有効であ

ると述べた。 

催行の強化ではニセコ、白馬での先行事例を参考に海外旅行代理店の誘致、地域オリジナ

ルの観光ツアーを考案することが有効だと述べた。海外旅行代理店を誘致するメリットと
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しては日本人にはない斬新な発想を用いたツアーが作成できることが挙げられる。また、地

域オリジナルのツアーを考案するメリットは白馬でスノーモンキーツアーが話題になって

いるように、そのツアーに任せれば外国人観光客が簡単に地域の魅力を楽しむことができ

ることにある。 

プロモーションの強化では商談会やプレスツアーの開催に加え、スキー場リフト券を無

料にする政策について述べた。無料化は採算との兼ね合いが重要だが、知名度向上、口コミ

の拡大を含めると長期的に見て採算に見合う効果が得られると判断した。また、リフト券無

料化は過去にも実施されてリピーターを獲得することに成功し効果を上げている。 

本稿での政策の独自性は、閑散期に観光政策を集中させることにより効率的に正社員雇

用創出実現し、人口減少抑制へとつなげるという視点にある。本稿では山梨県のみの観光政

策提案となったが、他県においても観光客数の繁閑の差をなくすことは人口減少抑制にお

いて効果的であるため、他県でも閑散期に着目した観光政策が行われることを期待してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISFJ2015 最終論文 
 

先行研究・参考文献・データ出典 
○先行研究 

・新潟県(2009)『宿泊統計から見えてくるもの（観光を考える）』 

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Simple/729/613/07syukuhaku,0.pdf  

 

 

○参考文献 

・平修久(2005)『地域に求められる人口減少対策』聖学院大学出版会 

・石川義孝(1994)『人口移動の計量地理学』古今書院 

・増田寛也編（2014）『地方消滅- 東京一極集中が招く人口急減』中公新書 

・鬼塚 義弘(2006)「ニセコ地域への外国人観光客急増とその理由 －世界のリゾートと競

争するために－」『季刊国際貿易と投資 spring2006 No63』 

 

○インターネット 

・厚生労働省「人口動態統計月報年計（概数）の概況：結果の概要（平成 23 年）」

（2015/10/25 閲覧） 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/kekka02.html  

・観光庁「観光庁ホームページ」（2015/10/25 閲覧） 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/ 

・観光庁「山梨県観光入込客統計調査報告書（平成２６年）」（2015/10/25 閲覧） 

https://www.pref.yamanashi.jp/.../h26kankouirikomitoukei_houkokusyo.pdf 

・JICA「日本の地域と途上国相互依存度調査＜山梨県＞」（2015/10/25 閲覧） 

www.jica.go.jp/aboutoda/interdependence/.../yamanashi_f.pdf 

・観光庁「山梨県観光入込客統計調査報告書（平成 26 年）（2015/10/25 閲覧） 

https://www.pref.yamanashi.jp/kankou-k/documents/h26kankouirikomitoukei_houk 

okusyo.pdf 

・観光庁「山梨県宿泊旅行統計調査（平成 26 年）」 （2015/10/25 閲覧） 

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kanko/shise/shisaku/shise/sangyo/documents/08 

-15_kennai.pdf 

・じゃらん 「山梨県観光スポット」（2015/10/25 閲覧） 

http://www.jalan.net/kankou/150000/  
・観光庁「平成 26 年訪日外国人消費動向調査」（2015/10/25 閲覧）

http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html  

・ニセコ町「数字で見るニセコ（2015 年５月末）」（2015/10/25 閲覧）

http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/files/suujide-miru-niseko.pdf 

・白馬村「外国人宿泊者数調査（平成 26 年）」（2015/10/25 閲覧）

http://www.vill.hakuba.lg.jp/somu/statistics/foreigner_guests1.pdf 

・公益社団法人やまなし観光推進機構「富士の国やまなし観光ネット」（2015/10/25 閲

覧） 

http://www.yamanashi-kankou.jp/ 

・日本政府観光局（JNTO）「外国人向け総合観光案内所(TIC)のアンケート調査」

（2015/10/25 閲覧） 

https://www.jnto.go.jp/jpn/about_us/law/index.html 

・カムイみさかスキー場ホームページ （2015/10/25 閲覧） 

http://misaka.kamuisp.com/access/ 

・ぐるなび「SURF&SNOW」（2015/10/25 閲覧） 

http://snow.gnavi.co.jp/search/list/spl_area01.php?kencd=24 



ISFJ2015 最終論文 
 

・HOKKAIDO NISEKO OFFICIAL NET（2015/10/25 閲覧） 

http://www.town.niseko.lg.jp/goannai/access.html 

・白馬ネット http://www.hakuba-net.jp/in/access/access.html 

・NewSphere「日本の“スノーモンキー”、世界でも人気 外国人向けツアーも登場

（2014）」（2015/10/25 閲覧） 

http://newsphere.jp/entertainment/20140125-2/ 

・国土交通省「インバウンド着地型観光の手引き（平成 26 年）」 

http://www.mlit.go.jp/common/001091713.pdf（2015/10/25 閲覧） 

・ふじてんスノーリゾートホームページ(2015/10/25 閲覧) 

http://www.fujiten.net/pc/slope_guide.shtml 

・観光庁「国内外取り組み事例の紹介（平成 27 年）」（2015/10/25 閲覧） 

http://www.mlit.go.jp/common/001083653.pdf 

・野沢温泉交通ホームページ(2015/10/25 閲覧) 

http://www.nozawaonsen.info/ 

・観光庁「スキー場現地調査（平成 27 年）」（2015/10/25 閲覧） 

http://www.mlit.go.jp/common/001083742.pdf 

・東洋経済 ONLINE  「リクルート、「19 歳・雪山ブーム」の仕掛人（2013）」 

（2015/10/25 閲覧）  

http://toyokeizai.net/articles/-/13574 

・リクルート「プレスリリース 2014/5/30」（2015/10/25 閲覧） 

http://www.recruit-lifestyle.co.jp/uploads/2014/05/yukimaji19_20140530.pdf 

・事業構想大学院大学 「「損して得とる」の威力 無料化政策で変わる観光地

（2014）」（2015/10/25 閲覧） 

http://www.projectdesign.jp/201412/vitalizinglocal/001746.php 

・国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口（都道府県・市町村）」（2015/10/25 閲 

 覧） 

 http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/mainmenu.asp 

・観光庁「宿泊旅行統計調査（平成 24 年）」（2015/10/25 閲覧） 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html 

・総務省・経済産業省「経済センサス―活動調査（平成 24 年）」（2015/10/25 閲覧） 

http://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/ 

・山梨県庁「山梨県ホームページ」(2015/10/25 閲覧) 

 http://www.pref.yamanashi.jp 

・山梨県庁「やまなしの統計」(2015/10/25 閲覧) 

 http://www.pref.yamanashi.jp/toukei_2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.projectdesign.jp/201412/vitalizinglocal/001746.php
http://www.pref.yamanashi.jp/

