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序　章

いかに観光マーケティングは必要とされるか

日本の観光現場において有効とされるような観光マーケティングの理

論は存在するだろうか？ 一般的に言って、日本でのマーケティング理論

はアメリカの理論を下敷きとしている。観光マーケティングにおいては、

日本とアメリカではかなりの事情の違いがある。ここを踏まえなくては

日本における観光マーケティング理論の確立は覚束ない。具体的にいえ

ば、私たちは旅行形態・観光形態を重要な要素と考えるべきである。私

たちがマーケティングについて考えようとするとき、アメリカのマーケ

ティング理論はSTP、すなわち細分化、標的設定、ポジショニングが最

初に重要視され、その後具体的な手段としてマーケティング・ミックス

（製品、価格、流通、プロモーション）が必要なのだとされる。しかし、

日本における観光マーケティングに関していえば、私たちはまずツーリ

ズムの様態、すなわちマス・ツーリズムかスモール・ツーリズムかを決

定する必要がある。また、旅行形態と観光形態における細分化の手法に

習熟しなくては何も始まらない。

▲

本章のポイント
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現在のところ、日本の観光ビジネスの現場で有効とされるような、観光とい
う社会現象固有の原理に立脚したマーケティング理論は存在するだろうか。この
問いで重要なのは、「観光固有の原理に立脚しているかどうか」という点である。
この条件を消費者（＝観光客）、観光事業者、流通チャネル、旅行商品・観光商
品、地域などの観点それぞれにおいて、その独自性において十分に論考している
書物は存在しないというのが筆者の印象である。

アメリカからマーケティングに関する多くの研究成果がもたらされ、その枠組
みを使って日本における観光マーケティング理論を形成するというのが �990 年
代である。この時期の良質な入門書としては長谷政弘編著の『観光マーケティン
グ ── 理論と実際』（�996）がある。当時の状況は、「観光マーケティングは、
学問的にはかなり立ち遅れており、また、実践的な面でもその活用が十分ではな
い」という長谷の「まえがき」の文章において示されているだろう。

同書の構成は、観光マーケティングの基礎的理論の理解を目的とした「理論
編」と、宿泊、運輸、旅行会社からテーマパーク、博物館・美術館、水族館など
多くの観光媒体、観光対象を個別に検証する「実際編」に分かれている。「理論
編」はほぼアメリカのマーケティング理論を下敷きにして日本における観光マー
ケティングを考えるというスタイルであり、観光固有の原理が必ずしも明らかと
はなっていない。一方、「実際編」の各論はそれぞれの観光媒体、観光対象の現
状を明らかにしてはいるものの、土台となる観光マーケティングの理論から論考
されているわけではなかった。

アメリカからの（製品を中心とした）マーケティング研究の成果は十分に活
用されるべきだが、それは観光ビジネスの現場を熟知した人間によって取り入れ
られなければならない。この点で大きな前進となったのは �008 年に出版された
森下昌美編著『観光マーケティング入門』である。例えば、マーケティングの基
礎知識がほぼすべて詰まっている野口智雄著『マーケティングの基本』で解説さ
れていることのほとんどが、観光ビジネスの現場でどのように適用されるかかが
具に図解で示されている。アメリカで形成されたマーケティング理論の観光ビジ
ネスへの活用の仕方という点では大学の学部生にも分かりやすい内容となってい
る。ただ、観光固有の原理が明らかとなるような本質的な問題が取り扱われてい
るかといえば、必ずしも十分ではなかった、と筆者には思われる。つまり、消費
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者たる観光客の旅行形態・観光形態をどう細分化するのか、あるいは企業や地域

の取り組み方としてスモール・ツーリズムとマス・ツーリズムのどちらを選択す

るのか、といった問題のことである。これらは旅行商品・観光商品流通以前の、
観光という社会現象固有の問題系である。日本における観光マーケティング理論
確立のためには、こうした問題系の克服は至上課題であろう。

以下の節で、日本における観光マーケティング理論確立のためにはどのような
ことが必要かを整理しておきたい。
⇒アメリカのマーケティング研究をそのまま日本に当てはめることの不都合

は、コトラーらの『ホスピタリティと観光のマーケティング』を事例として第1

章で検証される。細分化に必須の日本人の旅行形態については同じく第1章で

詳述される。

⇒マーケティングをどこから始めるかについては温泉旅館などを事例に第2

章、観光形態については経験価値との関連で第3章で詳述される。

1．何が起きているのか── 観光の現状

近年、観光ビジネスの分野でどのようなことが起きているだろうか。大きな潮
流ということでいえば �0�� 年の東京スカイツリーの開業、�0�4 年のユニバーサ
ル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ と表記）が映画「ハリー・ポッター」の
アトラクションを新設して人気を博したことが挙げられるだろう。

東京スカイツリーは �0�� 年 5 月 �� 日の開業後 � カ月で、展望台や付設の大
型商業施設への来場者数は年間目標の � 割弱に当たる 550 万人を超える人気ぶ
りだった。東京の一人勝ち状態が続くと予想されたものだった。西の USJ は
�0�4 年 7 月にできた「ハリー・ポッター」のアトラクションが集客に貢献し、
�0�5 年の上半期の入場者数は対前年 �8%増の 654 万人で過去最高となった。一
方、東京ディズニーリゾート（以下、TDR と表記）は 4.8%減の �,4�7 万人だっ
た。さらに �0�5 年 �0 月の入場者数は USJ が �75 万人なのに対し、TDR は �60
万人だったとされる（USJ の推計として各紙が報道した）。ホテルや美術館、百
貨店も入る地上 60 階、高さ �00 メートルの日本一の超高層ビル「あべのハルカ
ス」が �0�4 年 � 月 7 日に開業していることもあり、東京にいったん動いた観光
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客の流れが大阪に移ったとも見られている。いずれにしろ、観光における流れは
激しいものがある。ただ、これは一方から一方への転換を示すというよりは、観
光における多様性を見せているだけと考えることもできる。相反する次のような
トピックスがあるからだ。

LCCと「ななつ星 in九州」

�0�� 年は LCC（ロー・コスト・キャリア）元年とも呼ばれ、全日空系の LCC
ピーチ・アビエーションが � 月に運航を開始し、7 月には日本航空系のジェット
スター、翌 8 月には全日空系のエアアジア・ジャパンが就航した。LCC は多少
サービスが低下していても広く消費者に低価格でアピールできるはず、という発
想に立っている。今日、マーケティングで重視されつつある経験価値、あるいは
自己表現的便益などという観点を欠落させ、ひたすら2地点を移動するという

機能的便益──「空飛ぶ電車」というピーチ ･ アビエーション CEO の発言も報
道されている ──に絞ることによってビジネスモデルを確立したのである。

そのためにはコスト削減が徹底して図られる。駐機料の安い地方空港の使用、
空港外の低い家賃の事務所に中古の備品、人件費の抑制、機内での食事・飲み物
や毛布は有料、チッキにする手荷物も有料、予約はインターネットのみで受付、
といった合理化である。しかしながら、乗り心地や安全面ということでは、座席
足元の空間的な狭さや通路の幅に不安を覚える乗客がいても不思議ではない。ま
た、搭乗便が整備不良などで運休となった場合の代替便の用意に不安を感じる人
がいるかもしれない。定刻の到着が必須のビジネス客だけでなく、頻繁に飛行機
を利用することで利用可能な空港ラウンジの快適なサービスや、CA との言葉の
やり取りに心地よさを感じるリピーターにとって LCC は当然ながら搭乗対象と
はならない。

LCC を時代の寵児と表現するのはまだ早いかもしれない。少なくとも、欧米
やアジアでそうなっても日本では同じ状態にはならないかもしれない。なぜな
ら、マレーシアに本拠を置くエアアジア X は直販率 9 割だが、日本市場でのク
アラルンプール便については 8 割、最も多い時期には � 割を旅行会社に卸してい
たという（『週刊トラベルジャーナル』�0�� 年 � 月 6 日号）。つまり、販売手数
料がゼロの LCC の単品販売はありえないから、どこかの旅行会社が旅行商品の
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素材として仕入れをしたということである。もっとも、情報リテラシーという観
点からは、これを額面どおりに受け取ることもできるが、さらに拡大してエアア
ジアＸが日本市場においては旅行会社の協力なくしては立ち行かないと考えてい
る証左だと見ることもできる。同誌による次のような分析も可能だからである。

エアアジア X が大手旅行会社を流通チャネルとして重視するのは、修学旅行
によるシンガポール ･ マレーシアへの利用者増を目論むからである。個人レベ
ルでの、国際線の LCC 利用者は限られる。一人で海外での出入国手続きのでき
る人、あるいは家族・グループの中にそのような能力のある人が含まれているこ
と、さらに相当早い時期からスケジュールの決められる人という必須の条件を満
たせる人はそう多くはない。国内線の LCC のように、漠然とした潜在顧客を当
てにすることはできない。ところが、修学旅行であれば単年度でなく継続的な利
用が見込める。

エアアジア X 側からは、価格面もさることながら、数年前から実施計画が動
き出す修学旅行においては国際線での燃油サーチャージ見通しが難しいが、当社
は燃油サーチャージを設定していないから安心して利用してもらえる、との働き
かけが旅行会社に対してなされている。しかし修学旅行は信用第一とされる旅行
形態である。先に触れたような LCC の座席や通路の設計は、何よりも安全を重視
する生徒の親や学校側を説得できるものであろうか。そうした観点からは ── 旅
行形態の特色、すなわち観光固有の原理からすれば ── 旅行会社としてリスク
を冒すメリットがあるかどうかは疑問である（学校側が旅行費低減を図るため旅
行会社に LCC の利用を強いるなら、リスクは学校側が負うことになる）。

この LCC と正反対の運輸機関が大ブームとなっている。いうまでもなく、
�0�� 年 �0 月に運行を開始した JR 九州のクルーズトレイン「ななつ星 in 九州」
のことである。それは運輸機関というよりは、日本初のそれ自体が観光対象とな
るクルーズと銘打った列車である。� 泊 4 日と � 泊 � 日の � コースは大変な予約
倍率であり、まさにブームといってよい状況である。この列車については第 4 章
で詳述するのでここでは触れないが、LCC とは対極にある商品であり、経験価
値マーケティングという観点から理解されなければならない。

ここで触れた LCC と「ななつ星 in 九州」はまったく相反する性格を有する
運輸機関である。両者の併存は観光の多様性を示している。こうした現象も観光
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マーケティングの理論は説明していかねばならない。

新しい観光の状況

上記ほど大きな話題ではないものの、日本において確実に進行している観光ビ
ジネスでの近年の動きを簡単にスケッチしておこう。これらの現象を観光固有の
原理に基づいて分析し、観光マーケティング理論によって解明できなければ、新
たな観光マーケティングの思考を展開することはできないはずである。

�．温泉の見直し……直接のきっかけは �00� 年に宮崎県日向市の温泉施設サン
パークで起きたレジオネラ属菌感染事件だった。死者が 7 人、感染が �95 人と
いう数字が世間を騒がせ、その � 年後には全国の著名温泉地で偽装温泉が次々
に暴露されていった。この偽温泉騒動の結果、源泉かけ流しの温泉旅館が見直
されるようになった。ただ、こうした嗜好の変化は、レジオネラ属菌感染事件
以前に（社）日本温泉協会のアンケート調査で明らかになっていた。温泉旅館
の施設や交通の便、露天風呂かどうかなど外形にかかわることよりも、温泉そ
のものに対する関心が温泉愛好家の間では大幅に伸びていたからである（吉田
�0�0：�0�–�0�）。こうした源泉かけ流しの温泉旅館については大手旅行会社も
�5%程度しか商品化することができない（吉田 �0�0：�08–�09）。この状況を
観光マーケティングとしてどう考えるべきか、すなわち観光施設や旅行素材に
とって強力な流通チャネルである旅行会社との関係性をどのようなものにして
いくかは、理論構築のための重要な分岐点である。→温泉旅館については第2
章参照

�．修学旅行における農業・漁業・林業体験のブーム……漁業体験についてはま
だブームというところまでいっていないかもしれないし、林業体験については
まだまだこれからというところであろう。しかし、農業体験ということについ
ては大きく事情が変わってきた。農林水産省が新政策「新しい食料・農業・農
村政策の方向」において農村の新たな振興策としてグリーン・ツーリズムを取
り上げたのは �99� 年だった。新政策が発表されたのと同年度にぶどう農家など
の有志 8 人によって ｢アグリツーリズム研究会｣ を発足させていた大分県安心
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院町（現：宇佐市）では、後に「安心院方式」として全国的に知られる「会員
制農村民泊」という手法が生み出された（吉田 �006）。知名度の高くなった安
心院には修学旅行生も訪れるようになり、全国でグリーン・ツーリズムといえ
ば修学旅行というような空気も生まれた。→「安心院方式」については第7章
参照

�．「まち歩き」による地域資源の発掘・有効活用……ただ観光バスに乗って慌
ただしく著名な観光対象を見て回る、といった効率重視のマス・ツーリズム型
でない観光形態として「まち歩き」は近年有力な手段・目的となってきた。特
に注目すべきは、林道や遊歩道を歩くこと自体が目的となっている場合よりも、
その土地の人でないと由来の分からない地域資源をゆっくり歩きながら楽しむ
手段としての「まち歩き」である。高度経済成長期やバブル期に殷賑を極めた
ものの、その後低迷することになった熱海、和歌山県白浜、北陸の温泉地など
と違って、別府は来訪者が激減することなく健闘している。それは �999 年に
始まる「竹瓦かいわい路地裏散歩」から広まっていった別府八湯ウォーク、さ
らには �00� 年に始まる地域資源を活かしたオンパク（温泉泊覧会）、及びそこ
から派生する「幻想性の機制」という観光独自の仕組みのもたらす効果が大き
かったのだと見ることができる（吉田 �0�0：���–�59）。この推移を観光マーケ
ティングの理論は適切に説明できなければならない。地域の空間的条件からは、
別府よりさらに多彩なウォーキングが可能な長崎市は「長崎さるく」という新
しい地域の観光振興手法を生み出している。また、小樽や函館などでも、市
内に残る明治・大正時代の建造物を歩いて自由に見て回ることが大きな魅力と
なっており、別府同様の「幻想性の機制」が生まれる可能性が高い（すでにそ
うなっていると見ることもできる）。→別府、長崎、小樽は第7章参照

4．地域資源が人気観光対象に大化け……こんなことはめったに起こらないが、
起こる場合もある。全国にある市立美術館、博物館、動物園、植物園は基本的
にはその都市人口の入場者があれば十分だとされる。本来その地域住民への
サービスとして運営されているからである。それらは地域資源ではあっても観
光資源ではありえなかった。国立美術館・博物館、あるいは上野動物園のよう
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に、潤沢な予算で全国から入場者を期待する施設ではなかった。一時はつぶれ
かけていた旭川市の旭山動物園は、動物の見せ方を工夫したところ、その行動
展示が話題となり、入場者数においては上野動物園を上回るような勢いである。
話題性が高くなった旭山動物園は、旅行会社にとっては北海道旅行における重
要な観光素材となった。�00� 年までは旅行商品に組み込まれることはほとんど
なかったが、�004 年には 4�0 本、�005 年には 7 月までの段階で 8 倍以上となっ
ていた（『週刊トラベルジャーナル』�005 年 8 月 5 日号）。旅行商品の造成とい
う観点から観光マーケティング理論形成の上で欠かせない事例である。→旭山
動物園については第4章参照

5．神社・仏閣などのパワースポットとしての見直し……女性誌を中心としてこ
うした動きがあり、旅行会社も従来から取り扱っていた観光対象をパワースポッ
トとして捉えなおし募集パンフレットを作っている。� ～ 4 までのケースと較
べると、最も軽い流行のレベルとも考えられる。また、新たな観光対象を求め
る旅行会社の焦りが出ているともいえる。若い女性の間でこうしたパワースポッ
トが注目されるようになったのは、彼女たちの支持が高い歌手の安室奈美恵が
ある年の年末年始を恋人と過ごしたアメリカのセドナが霊的なスポットとして
知られたことがきっかけではなかったかと思える。→「癒し」については第3
章参照

6．旅行商品に占める添乗員・企画担当者の重要性……関西ではカリスマ添乗員
としてかなり以前から日本旅行の平田進也の名前は知られていたが、�004 年と
�008 年に自らのノウハウを披露する著書を出したことで、より広く、そして本
質的な ── 旅行商品を造成する上で観光マーケティングはどのようなことに
留意するべきかという ── 部分が知られることになった。宴会場での女装パ
フォーマンスのみでなく、むしろ旅行商品を造成する上での企画という点で卓
越した発想力があったことが明らかとなっている。旅行商品とは何かという、
本質的であるにもかかわらずこれまで明らかにされてこなかったことが、平田
の � 冊の著書によってかなり明確になった。それは �000 年前後にマーケティ
ングにおける経験価値の重要性がいわれたことの観光における反映であり、理
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論化への可能性の道が開けたことを意味する。→第4章参照

7．インバウンドの急増……ここ �，� 年でのインバウンド、すなわち訪日外客
数の増加は著しいものがある。�0�5 年、アウトバウンド、すなわち日本人の海
外旅行者数が対前年 4.�%減の �,6�� 万人だった一方で、インバウンドについて
は対前年 47.�%増の �,97� 万 7,000 人で 45 年ぶりにアウトバウンドを上回った。
中国人の爆買いについても日常的に報道されるようになった。ただし、7，8 年
前に中国人旅行者の買い物が話題となったのは、日本橋三越での高級時計・宝
飾品、秋葉原での電化製品や化粧品のセットなど高額な商品だったからである。
現在ではクルーズ船で訪れる中流クラスの中国人が多くなっているのであり、
その買い物はおむつや粉ミルク、カップ麺など日常的な商品に変わってきてい
る。インバウンド重視が叫ばれるが、国内の宿泊旅行者の延べ人数では、イン
バウンドは � 割を占めるにすぎない。多くの地域にとってはまだまだ日本人を
中心に観光振興を考える段階である。

以上見てきた観光の新たな動向は、観光対象の見直し・拡張化、観光形態の
更新（多様化）、経験価値という視点の導入によって考えてみなければならない。
観光マーケティングは当然ながら、こうした動向について明確な指針を与えるこ
とができなければならない。そのためには、観光という社会現象固有の原理に基
づいた観光マーケティング理論が確立されていなければならない。現状ではそこ
に至っていないというのが筆者の認識である。次節では、そのために必要なベー
スとなる手法について考えてみたい。

⇒1～6については観光形態ごとにどのような場で経験価値が生まれるのか

（旅行者に感受されるのか）第3章で述べられる。

⇒6を含めた旅行商品全般については第4章、旅行会社による革新的な旅行

商品開発については第4章の他、第5章でも詳述される。

⇒また、観光マーケティングにおいてはブランド化が重要な課題となってき

ているが、その具体的事例については第7章で現場に沿った考察がなされる。
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2．細分化手法の一例── 多様なる旅行形態

観光という社会現象は観光客、観光対象（観光の目的となる自然・人文観光資
源や観光施設など）、観光媒体（宿泊施設・運輸機関、旅行会社、ガイドブック
など）、地域社会という四つの構成要素が相互・複合的に関係することで生まれ
る。この関係のかたちをどうするかをまず考えなければならない。観光客の願望
を叶えることを重視し、資金を投入して多彩な観光施設・設備を用意して大量の
観光客を呼び寄せようとするマス・ツーリズムを目指すのか、それとも自分たち
が無理なく用意できる地域資源を活かして少数の観光客の誘致で満足するスモー
ル・ツーリズムを目指すのかという「ツーリズムの様態」に関して意思決定をし
なければならない。これはSTP（Segmentation市場細分化、Targeting標
的設定、Positioning市場位置設定）やマーケティング・ミックス（Product
製品、Price価格、Place流通、Promotionプロモーション）を検討する以
前に決定されるべきことである。ただし、この意思決定に際して、特に細分化が
明瞭に意識されていればその方が望ましい。しかしながら、最初に決定されるべ
きなのは、やはり観光（ビジネス）に向かう姿勢なのである。そこから個別の観
光マーケティングの課題に取り組むこととなる。

さて、観光という社会現象にあっては、観光対象、観光媒体、地域社会のそれ
ぞれが消費者（観光客、または来訪者）についての細分化の認識を必要とする。
日本における観光マーケティング研究においてはこの部分での現実認識が十分に
なされていないため理論形成に至る道筋が見えないのである。

現実とは次のようなことである。
ここに一人の医師がいるとする。この人は消費者としてどのように細分化さ

れるべきだろうか。コトラーなどアメリカの研究者であればすぐさまデモグラ
フィック（人口統計学上の）属性（男女別、年齢別、職業、学歴など）やサイコ
グラフィック要因（行動様式や価値観など）で捉えようとするだろう。あるい
は、地域的な特性で細分化が試みられるかもしれない。しかし、観光固有の原理
で考えるというのは次のような細分化のための現実を認識し、旅行形態や観光形
態を細分化するところから始まる。
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この医師が旅行するのは次のようなケースとなるだろう。

①　医師個人の観光旅行
②　医師夫妻の新婚旅行・銀婚式など節目となる記念旅行
③　医師会仲間・大学同窓生との仲間・親睦旅行
④　都道府県や市単位の医師会での（地域密着型）組織内募集旅行
⑤　子どもづれの家族旅行
⑥　経営する病院従業員のための職場旅行
⑦　医師がメンバーであるロータリークラブ、あるいはライオンズクラブの全

国的に募集される国際大会参加旅行（組織内募集旅行）
⑧　同上クラブの単一地区クラブでの仲間・親睦旅行
⑨　医学関係の学会参加旅行

ここで重要なのは、同じ一人の人間がさまざまな旅行形態で旅行するという事
実であるし、夫婦だけの旅行での観光形態と、子どもづれの場合、さまざまな仲
間・親睦旅行、職場旅行、国際大会や学会参加旅行とでは現地での行動・観光形
態に違いが生まれるということである。観光客を誘致しようとする観光対象や観
光媒体、地域社会はこのように多様な旅行形態に対応した細分化ができているだ
ろうか。これは少なくとも、上記の①から⑨の内、個人ベースの観光マーケティ
ングが可能なのは①②⑤に限定されることを意味している。他の旅行形態であれ
ば別の要因で旅行先は決まる可能性がある。
観光における表層的な理解として、かつては団体旅行、いまは個人・グループ

旅行に中心が移ってきているという見方がある。観光マーケティングにおける細
分化を考える上では極めて浅い理解である。その旅行者たちの本質を知るには、
表面的な人数ではなく、どのような旅行形態なのかを見極める必要がある。それ

が判明して初めて細分化の作業に入ることができる。

日本での観光マーケティングを考える上で見逃されているのは、大きな団体
旅行ではもちろんのこと、�5 人程度の小団体旅行や �0 人未満のグループ旅行で
も、まったく個人の意思だけで旅行の実施、あるいはデスティネーション（旅行
目的地）が決定されているのではないという側面である。したがって、そこを無
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視してデモグラフィック属性であれ、サイコグラフィック要因であれ、個人的要
因のみで消費者像を考えるのは観光マーケティングにおいては適切ではない。例
えば、住宅や電化製品のような高額商品の購入に際しても個人の意思でなく、家
族でよく相談するということはあるだろう。旅行・観光に関しても、家族旅行の
場合であれば同様の相談がなされるかもしれない。多くの旅行形態の場合にはそ
れ以上である。少なくとも日本においては、社会構造の反映として旅行が実施さ
れているケースが少なからずある、という認識を欠くことはできない。先の医師
のケースでいえば、職場や同業者、加入している親善・奉仕団体など社会の仕組
みの中で個人の意思とは離れて旅行が発生するからである。

アメリカの文化人類学者バーレン・L. スミスはかつて観光客の類型を次のよ
うに分類した（Smith�989：��）。原語とその訳、もしくは筆者の解釈を掲げる。

①　Explorer 探検家
②　Elite 自力で活動できる能力のある観光客
③　Off-beat あまり人の行かないデスティネーション（旅行目的地）のツアー

を好む観光客
④　Unusual 特別な関心を持つ観光客
⑤　Incipient Mass 初期のマス・ツーリスト
⑥　Mass 観光地に絶え間なく流入するマス・ツーリスト
⑦　Charter 同時に大量に観光地を訪れる団体観光客。

これは消費者個人の旅行行動の選択肢として示された類型である。①から⑦に
いくにつれて観光客数は多くなるとされる（①は原語が示すように観光客である
よりは探検家そのものであり、②についても観光客というよりは旅人というべき
である）。また、観光客個人の特徴として①は現地生活水準を容易に受け入れる
ことができるものの、その度合いは順次下がって⑦に至ると西洋的な快適さがな
いと困る、といった順応性の違いがあるとされる。観光客個人の好み、あるいは
行動の選択について、いわばサイコグラフィック要因からの消費者の細分化と見
ることができる。これは製品購入ともまったく共通するような手法である。

日本における観光固有の原理に基づいて観光マーケティングを考えるとき、こ
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うした製品同様の消費者個人に限定して作業を進めるのは適切ではない。修学旅
行、職場旅行、報奨旅行、招待旅行、永年勤続旅行、仲間・親睦旅行、組織内募
集旅行など社会の仕組みを反映して行なわれる旅行は、旅行者個人の意思が必ず
しも反映されているわけではない。もちろん時代の推移によって、個人意思の反
映が図られるケースも生まれているが、旅行先を誰が決定しているか、だれが旅
行費を支払っているかなどを考えれば、どのように観光マーケティングが展開さ
れなければならないかは明白となる。

　
⇒細分化は消費者個人というよりも、医師の例で見たようにさまざまな旅行

形態別に考えられるべきものであり、4人以上のグループ旅行を観光マーケティ

ングとしてどう考えるかは第1章で詳述される。デモグラフィック属性やサイ

コグラフィック要因ではごく一部の旅行形態の細分化しかできず、多くの旅行形

態において社会構造の反映として理解することの重要性が指摘される。観光マー

ケティングの理論における核心部分である。
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