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国際観光の動向 

10億８,７００万人 

５億３,０００万人 

UNWTO2013 

18年間に2倍強の増加、2030年までに20億人突破 



UNWTO2013 

2005 2010 2011 2012 前年比(%) 市場シェア(%)

1　中国 21.8 54.9 72.6 102 40.5 9.5

2　ドイツ 74.4 78.1 85.9 83.8 5.8 7.8

3  米国 69.9 75.5 78.7 83.7 6.4 7.8

4  英国 59.6 50 51 52.3 4.1 4.9

5  ロシア 17.3 26.6 32.5 42.8 31.8 4

6  フランス 31.8 39 44.1 38.1 -6.4 3.5

7  カナダ 18 29.6 33.3 35.2 6.7 3.3

8  日本 27.3 27.9 27.2 28.1 3.4 2.6

9  オーストラリア 11.3 22.2 26.7 27.6 2.9 2.6

10 イタリア 22.4 27.1 28.7 26.2 -1 2.4

11 シンガポール 10.1 18.7 21.4 22.4 3.9 2.1

12 ブラジル 4.7 16.4 21.3 22.2 4.6 2.1

13 ベルギー 15 18.9 22.1 21.7 6.6 2

14 香港 13.3 17.5 19.2 20.5 6.7 1.9

15 オランダ 16.2 19.6 20.5 20.2 6.5 1.9

 外国旅行消費額額　国別ランキング（１０億米ドル）

9.5％ ３６７．９％ 

144.2％ 

372.3％ 

中国 

ロシア 

ブラジル 

ＢＲＩＣＳの経済成長 

国際観光の動向 



観光ビッグバーン(大爆発) 

経 
済 
発 
展 

個人所得の増加 

個 
人 
旅 
行 
の 
爆 
発 
的 
増 
加 

家計の年収が１００万円を超えると人びとは旅行
への需要を急激に増やす。 

国際観光の動向 



観光 
ビッグバーン 

観光大爆発 

観光地 

地域に大きな
経済効果をも

たらす 

観光消費 

観光消費 

観光消費 

国際観光の動向 



観光の変容 
Mass Tourism からAlternative Tourismへ 

・工業化社会の到来 
・大量生産・大量消費 
・モータリゼーション社会 
・大型ジェット機の就航 
・大量移動 

Mass tourism 

Alternative  tourism 

・ソフトツーリズム 
・スモールツーリズム 
・ロー・インパクトツーリズム 
・Sustainable Tourism 
・Special Interest Tourism 

観光産業の成熟 

マスツーリズムは 
経済的富を生み出す仕組 

・大規模開発に伴う自然破壊 
・事業活動に伴う悪影響 
・観光客の入り込みに伴う悪影響 

エコツーリズム 
グリーンツーリズム 

・量から質への転化 
・環境・景観保全 



観光の変容 
外発型観光から内発型観光へ 

・外来型開発 
・他律的 
・ハードツーリズム 
・経済性・効率性を優先 
・行政・観光業者主体 

・内発的発展 
・自律的 
・ローカルガバナンス 
・住民参加・連携 
・町並み景観・環境保全 

外発型観光 

内発型観光 

リゾート開発ブーム 

・経済的破綻 
・自然破壊・環境問題 

観光による地域振興 

・観光まちづくり 
・地域観光マーケティング 



マスツーリズム 
団体旅行 

視察・通過型観光 

ニューツーリズム 
個人旅行 

体験・交流型観光 

観光の変容 



団体旅行 

修学旅行 

社員研修旅行 

視察型観光 

素通り・日帰り観光 

寺社仏閣巡りの観光 

旅行会社により企画型
(発地型)観光 

 

既存の観光スタイル ニューツーリズム（新しい観光） 

 少人数旅行 

 個人旅行(バックパッカー) 

 滞在型観光 

 体験交流型観光 

 自然環境保全型観光 

 観光地の人たちの連携によ
り企画された観光 

 着地型観光  

観光の変容 



グリーン・ツーリズム(農村観光) 
エコツーリズム 
アーバンツーリズム(都市観光) 
インダストリアルツーリズム(産業観光) 
カルチュアルツーリズム(文化観光) 
スポーツツーリズム 
マリンツーリズム(海洋観光) 
ヘルスツーリズム 
メディカルツーリズム(医療観光) 

ニューツーリズム（新しい観光） 

あらゆるものが観光資源化 

観光の変容 



観光立国の推進 
観光を基軸産業として、日本の経済発展を推進していく。 

観光庁を設置（2008年） 

観光産業・人材の育成 

観光立国を推進 

観光の変容 



既存の観光 新しい観光 

主 体 観光事業体 地域住民 

資 源 ハコモノ主義 ソフト活用 

組 織 対立的関係 協働関係 

環 境 環境に負荷 環境に優しい 

既存の観光と新しい観光 

観光の変容 



観光変容とＩＣＴの活用 

観光の変容 
Alternative tourism 

観光産業・観光地 
への影響 

観光情報に対する 
Seeds・Needsの変化 

・新たな観光 
 グリーンツーリズム 
 エコツーリズム 
・観光まちづくり 

・インターネット検索 
・情報即時性 
・双方向性 
・ネットワーク化  

・ＩＣＴ利用によるユビキタ 
 ス観光ガイド 
・携帯端末からの空室・ 
 空席予約 

情報通信技術（ＩＣＴ） 
の発達 

・インターネット普及 
・携帯端末機能 
・デジタル化・ブロー 
 ドバンド 



観光情報の分類 

観光対象物情報 

観光派生情報 

発地情報 

着地情報 

観光静態情報 

観光動態情報 

・自然資源、文化財、社寺。名      
 所旧跡、世界遺産等 

・交通情報、予約情報等 

・テレビ、ビデオ、ガイドブック、 
 新聞、雑誌、インターネット等 

・案内板、現地パンフレット、マッ  
 プ、店舗案内、イベント案内等 

・観光資源、施設、所在地、アク 
 セス情報、料金体系等 

・交通情報、天気予報、予約情   
 報、観光地の近況等 

内容 

場所 

変更頻度 

観光変容とＩＣＴの活用 



ＩＣＴによる観光情報活用 

観光対象物情報 

観光派生情報 

発地情報 

着地情報 

観光静態情報 

観光動態情報 

内 
容 
情 
報 

・インターネット情報検索 
・カーナビ、携帯端末による情報の 
 送受信 
・電子タグによる情報取得 

場 
所 
情 
報 

静 
動 
情 
報 

・所在地確認、施設情報、宿泊予約 
・観光マップ、お得情報 
・掲示板、観光地評価 
・外国語情報の発信 

・情報更新の容易性 
・即時性 
・双方向性 
・緊急性 

観光変容とＩＣＴの活用 



観光情報提供ネットワーク 

出所：日本観光協会資料 



観光情報提供の具体例 

観光音声ガイド携帯Ｑ～あ～る案内「あ
たかちゃん」 

 
あすかナビ 

 
なら飛鳥京歴史ぶらり 

 
バーチャル飛鳥京 

 

奈良県明日香村 



携帯Ｑ～あ～る案内「あたかちゃん」 

ＱＲコードを活用した観光案内 

飛鳥広域行政事務組合 
・明日香村40ヶ所 
・橿原市40ヶ所 
・高取町20ヶ所 
・コンテンツ 
文字情報・静止画像100ヶ所 
音声100ヶ所、動画30ヶ所 
ナレーター：河瀬直美氏 

https://www.city.kashihara.nara.jp/ataka/jigyou/qr_ataka.html 





コンテンツ情報 
・文字情報・静止画像 
・音声説明 
 ナレーター：河瀬直美氏 
・地図 



ＱＲコードを活用した他の事例 
水木しげるロード（境港市） 







あすかナビ 







なら飛鳥京歴史ぶらり 







バーチャル飛鳥京 

バーチャル飛鳥京プロジェクト 
 ・東京大学池内研究室 
 ・2003年2月開始 
 
 古代飛鳥の都をＣＧで復元し、 
 ＭＲ（複合現実感技術）を用い 
 て、明日香村内で展示を目的 
 とする。 

出所：明日香村役場 総務課資料 



観光情報におけるＩＣＴ活用の課題 

情報操作の容易性 
情報収集、発信の効率化 
事後評価システムの確立 
情報システムの地域経営化 
情報保護、セキュリティーの確立 

 



観光情報コンテンツ活用への展望 

インバウンド誘致に向けての観光戦略 
 2020年東京オリンピック 
 アジアからのインバウンド拡大 
 
新たな観光への潮流 
 コンテンツ・ツーリング 
 ダーク・ツーリズム    



ご清聴ありがとうございました 
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