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観光地としての魅力向上を考える上で、観光地の景観や空間の質および機能は大変重要である。

今後、観光地の魅力向上を効果的・効率的に進め、国際競争力の向上を図っていくためにも、こ

れらの改善のポイントを明らかにしていくことが不可欠である。 
そこで、日本人および外国人の観光経験者を対象として、国内外の観光地における滞在経験や

評価に関するアンケート調査を実施し、観光地の公共空間と観光客の滞在行動の関係や、観光地

評価の差異とその要因に関して分析と考察を行った。これらについて本稿で報告する。 
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1．はじめに 

(1)  研究の背景 
2006年の観光立国推進基本法の制定、2008年の観光庁

の設置などにはじまり、2016年には「明日の日本を支え

る観光ビジョン」の策定 1) など、「観光立国」「観光先

進国」の実現は、2000年代を一貫して我が国の重要施策

のひとつである。北海道総合開発計画 2) においても、重

点的に推進する施策 10項目のうちの 1項目として「世界

水準の観光地の形成」が挙げられている。 

その際、観光地としての魅力向上、特に近年課題とな

っている滞在型観光の促進や観光地における滞在時間の

向上を考えるうえで、景観や空間（屋外公共空間：本研

究では「その土地を訪れる観光客が一般的に利用するこ

とができる空間及びそこから見通せる範囲」を考え、民

地等の部分を含む。）の質および機能は重要である。そ

こで本研究所では、観光地の屋外公共空間を対象として、

その魅力向上を効果的・効率的に実現するための計画・

設計等の技術に関する研究を進めている。 

 

(2)  これまでの公表研究成果 
2017年 8月の寒地土木研究所月報 3) では、国内で特に

評価の高い温泉街型観光地の事例調査をもとに、その共

通点から導き出された「観光地の魅力向上に寄与する屋

外公共空間のパターン」の仮説について述べるとともに、

その妥当性と適用可能性に関して行ったいくつかの分

析・考察の結果について報告した。 

なお、ここで言う「パターン」とは、過去にC.アレグ

ザンダーが著書「パタン・ランゲージ」4) にて提案した

手法であり、本研究で行ったのは、評価の高い国内の観

光地の現状分析をもとに、その共通点や類似性から、魅

力的な観光地に求められる屋外公共空間の要件を導きだ

そうとするものである。これらの「屋外公共空間のパタ

ーン」については、その後も研究と検討を進めており（例

えば英文アブストラクト 5)  など）、最新の成果については

別途報告したいと考えている。 

 

(3)  本稿の位置づけと目的 
本研究においては、前節にも紹介したように観光地の

屋外公共空間の現況の観察や分析をもとに研究を進めて

きた。しかし、利用者である観光客の評価や利用の実態

も踏まえた上で研究を進める必要がある。 

そこで、国内外の観光経験者を対象に、観光地の評価

や、当該観光地での過ごし方を尋ねるアンケート調査を

企画して実施した。本稿はこの調査結果を用いて分析と

考察を行ったものである。なお、同じ調査結果を用いて

分析を行ったものとしては、寒地土木研究所月報におい

て報告したもの 6) もあり、必要に応じてこちらも参照い

ただきたい。 

 

2．調査の概要 

今回実施したアンケート調査の概要は表-1 および図-1
に示したとおりである。各回答者に「過去に訪れたこと

のある観光地のうち、良い印象が強く残っている観光地」

をいくつかリストアップしてもらい、そのうちの 1つな

いしは 2つについて、その観光地での滞在経験の内容や

観光地の印象を尋ねた。調査は、図-1にアンケート I～III

と示したとおり、邦人に日本の観光地について回答して

もらうもの（アンケート I）、邦人に海外の観光地につ

いて回答してもらうもの（アンケート II）、外国人に日

本の観光地について回答してもらうもの（アンケートIII）
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の 3つを実施し、設問内容は基本的には同一であるが、

種々の制約や都合により一部異なる部分がある。 

回答者には、世帯年収や旅行の実施頻度等の条件（図

-1の「スクリーニング条件」）を満たした方にのみ回答

を求め、回収回答数等は表-1に示したとおりである。ま

た、アンケート Iおよび IIについては年齢や居住地域に

偏りがないよう均等にアンケートを配布したほか、アン

ケート IIIについては、表-1に示した 4カ国の居住者をそ

れぞれ 25人ずつ対象とした。 

 

3．調査結果 

観光地においては、観光客の滞在時間の向上とそれに

よる消費額の増を期待するものが多い。ゆっくりと滞在

できる観光地およびその屋外公共空間づくりはひとつの

目標となり得る。 

ここでは、アンケートで尋ねた観光地屋外での滞在・

休憩に関する設問（図-1黄色網掛け）および観光地に対

する印象や評価に関する設問（同、赤文字部分）から、

結果と考察を紹介する。過去に分析を行ったものの、今

回紙面の都合上割愛した部分（図-1緑色網掛け）につい

ては、前出の別稿 6) を参照いただきたい。 

 

(1)  回答者属性 
本調査における回答者の属性等は、図-2に示すとおり

であった。アンケート Iおよび IIにおいては、回答者の

年齢層が 20～30代、40～50代、60～70代で均等になるよ

うに回答を募集した。 

 

(2)  観光地での屋外休憩 
アンケートでは、当該観光地での滞在中（散策中）に

行った、屋外空間での休憩の経験について尋ねた。ここ

では当該屋外空間での休憩について、その時間、場所、

きっかけ、過ごし方について尋ねた結果を図-3に示した。 

a)   屋外休憩の時間と場所 
屋外休憩の時間としては、アンケート I（日本人>日本

の観光地）よりもアンケート II（海外観光地）、さらに

アンケート III（外国人>日本の観光地）で長くなってい

る（図-3左）。特に、アンケート Iでは、休憩時間 30分

 

評価のよくない観光地のリストアップ
・期待外れだった観光地(1位〜3位)★選択式
(53の観光地リスト)／その理由

アンケート I（邦人→日本の観光地）
邦人に日本の観光地について評価を尋ねるもの

アンケート II（邦人→海外の観光地）
邦人に海外の観光地について評価を尋ねるもの

アンケート III（外国人→日本の観光地）
外国人に日本の観光地について評価を尋ねるもの

スクリーニング設問
・年齢、居住地域、世帯年収、旅⾏頻度
・訪れたことのある国内観光地名★53の観光地リストから複数選択

スクリーニング設問
・年齢、居住地域、世帯年収、旅⾏頻度、訪れたことの
ある国内観光地名★53の観光地リストから複数選択

スクリーニング設問
・年齢、居住地域、世帯年収、旅⾏頻度、海外
旅⾏経験

スクリーニング条件
・世帯年収、国内旅⾏頻度／リストにある観光地への訪問数4以上

スクリーニング条件
・世帯年収、国内旅⾏頻度、海外旅⾏経験

スクリーニング条件
・世帯年収、国内旅⾏頻度、海外旅⾏経験
・リストにある観光地への訪問数4以上
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評価のよい観光地のリストアップ
・よい印象が強く残っている観光地
★選択式(53の観光地リスト)
(1位〜3位 >> 観光地A〜C)

・当該観光地を薦めたいと思う度合い

観光地Aについて
・当該観光地での滞在経験の内容
・観光地の印象
・「6のパターン」への適合の評価

観光地Aに対する期待度・満⾜度
・訪問前の期待度／訪問後の満⾜度／

訪問後の再来訪意欲

評価のよくない観光地のリストアップ
・印象がよくなかった観光地(1位〜3位)
★選択式(53の観光地リスト)

・良くなかった程度の度合い

評価のよい観光地のリストアップ
・よい印象が強く残っている観光地
★自由回答(観光地A〜C以外)
(1位〜3位 >> 観光地D〜F)

・当該観光地を薦めたいと思う度合い

観光地Dについて
・当該観光地での滞在経験の内容／観光
地の印象／「6のパターン」への適合の評価

屋外での散策体験に関する設問
・屋外での散策時間／散策の目的

屋外での休憩体験に関する設問
・屋外での休憩時間／休憩のきっかけ、
過ごし方／休憩の場所／休憩の感想

観光地Dに対する期待度・満⾜度
・訪問前の期待度／訪問後の満⾜度／

訪問後の再来訪意欲

評価のよくない観光地のリストアップ
・期待外れだった観光地(1位〜3位)
★選択式(53の観光地リスト)

・その理由
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評価のよい観光地のリストアップ
・よい印象が強く残っている観光地
★自由回答
(1位〜3位 >> 観光地A〜C)

・当該観光地を薦めたいと思う度合い

観光地Aについて
・当該観光地での滞在経験の内容／観光地の印
象／「6のパターン」への適合の評価

観光地Aに対する期待度・満⾜度
・訪問前の期待度／訪問後の満⾜度／
訪問後の再来訪意欲

屋外での散策体験に関する設問
・屋外での散策時間／散策の目的

屋外での休憩体験に関する設問
・屋外での休憩時間／休憩のきっかけ、過ごし方
／休憩の場所／休憩の感想

評価のよくない観光地のリストアップ
・期待外れだった観光地(1位〜3位)★選択式
(53の観光地リスト)／その理由

評価のよい観光地のリストアップ
・よい印象が強く残っている観光地
★選択式(53の観光地リスト)
(1位〜3位 >> 観光地A〜C)

・当該観光地を薦めたいと思う度合い

観光地Aについて
・当該観光地での滞在経験の内容／観光地の印
象／「6のパターン」への適合の評価

観光地Aに対する期待度・満⾜度
・訪問前の期待度／訪問後の満⾜度／

訪問後の再来訪意欲

屋外での休憩体験に関する設問
・屋外での休憩時間／休憩のきっかけ、過ごし方
／休憩の場所／休憩の感想

日本の観光地の屋外空間の評価
・日本の観光地の屋外空間が海外に⽐較して劣る点

海外の観光地の屋外空間の評価
・海外の観光地の屋外空間が日本に⽐較して優れる点

計 38問

図-1 実施した3つのアンケートの概要および設問構成  （※黄色網掛けが 3.章、 
赤文字部分が4.章の分析において用いた部分。緑色網掛け部分に関しては別稿 6) 参照 ） 

 

表-1 アンケート調査の実施概要 

アンケート I アンケート II アンケート III
対象者 邦人

400名
邦人
200名

外国人(英語圏)
100名
香港、イギリス、アメリカ、
オーストラリア 各25名

調査対象 日本の観光地 海外の観光地 日本の観光地
実施時期
調査方法

回答者の
抽出方法

2019年2⽉
WEBアンケート調査
(アンケート調査会社への委託)

委託先の調査会社に登録のモニター会員から、
回答者条件に適合する回答者を無作為抽出して
先着順で回答を募集。
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以内で過半を占めているが、アンケート IIIでは、休憩時

間 1時間超が過半を占めており、外国人観光客はより屋

外での滞在・休憩に長く時間を費やしていることが読み

取れる。 

屋外休憩の場所としては（図-3左の内訳参照）、アン

ケート I では「広場・公園」とする回答が、いずれの屋

外休憩の時間の長さでも半数程度を占めるが、アンケー

ト IIIの「1時間よりも長い」などでは多彩な場所で屋外

休憩が行われていると読み取れる。なお、アンケート II

において屋外休憩の長い場合に多くみられる「その他」

の回答にはビーチ・海岸・海の回答が多く、25件中あわ

せて 18件が含まれる。これらはいずれもハワイ、グアム

などの海洋リゾート観光地での回答であった。 

屋外での滞在・休憩の場所（設備）としては（図-3右
の内訳参照）、「イス・ベンチ」とする回答が全体的に

多いが、アンケート IIや IIIで顕著なように、休憩時間が

10分を超えるような場合には「イス・ベンチ」の構成比

率は 40%程度以下まで低下する。特に、休憩時間が 1時

間を超える場合には「テーブル付のイス」の回答比率も

低下して「地面に座って」などの回答が多くなってくる。 

 

(3)  屋外休憩のきっかけと過ごし方 
図-4は、屋外休憩のきっかけと、その過ごし方につい

て、休憩時間の長さに関する回答で区分して集計したも

のである。「観光地らしさを感じられる」、「風景を楽

しめる」などの回答率の高さから、このような場所のポ

テンシャルの高さが伺える。 

一方で、「休憩の過ごし方」としては飲む・食べるに

関連する回答が比較的多い一方で、「休憩のきっかけ」

としては「おいしそうな飲食店だから」「空腹感を感じ

たから」などの回答は少ない。これらからは、風景や観

光地らしさといったファクターが屋外休憩のきっかけと

なりつつ、その場所での飲食といったより長時間の滞在

休憩行動を導き出していると読み取れる。 

なお、日本人の日本の観光地における観光（アンケー

ト I）では、休憩の時間の過ごし方として「最低限の休

 

 

 
図-3 屋外空間での休憩時間の長さ別の、休憩の場所（左）および利用設備（右） 

 

図-2 本アンケート調査における回答者属性の概要 
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憩」とする回答が約 12%あり、海外の観光地における観

光の際の 4.5%（アンケート II）、外国人観光客の 4%（ア

ンケート III）に比較すると高くなっていることも特筆し

ておく。 

 

4．調査結果と国内観光地の評価に関する分析 

次に、回答結果を各観光地別に見ていく。 

アンケートでは、2.章で述べたとおり「良い印象が強

く残っている観光地」を回答してもらい、当該観光地を

対象として、その際の観光行動や観光地への印象につい

て回答を得ている。本章ではこれをもとに、観光地ごと

の回答結果の分析を行った。 

 

(1)  良い印象が強く残った観光地としての回答率 
a)   観光地別の比較 
図-1に示した各アンケートの設問と回答から、「良い

印象が強く残っている観光地」（各回答者 3観光地まで）

としての回答数を、「過去に訪れたことのある観光地」

（すべて回答）としての回答数で除したもの、すなわち「良

い印象が強く残っている観光地としての回答率」を、観

光地別に示したのが図-5である。対象の観光地は、あら

かじめ選択肢として用意した 53 の国内観光地からの選

択式である（アンケート Iの前半およびアンケート III）。

グラフ（図-5）には、「過去に訪れたことのある観光地」

としての回答数、すなわちアンケートにおける「来訪経

験者数」なども併記した。 

これらによると、来訪経験者数が少ない一方で、良い

印象が強く残った観光地としての回答率が高い観光地に

は、日本人観光客の場合には（図-5 左）、直島、黒川、

小布施、熊野、妻籠などがある。外国人観光客の場合に

は（図-5右）、萩、有馬、直島、由布院、馬籠、熊野な

どがあり、これらは日本人観光客の場合に類似している。

これらの観光地は、伸びしろが見込める観光地と捉える

ことができる。 

なお、外国人観光客のほうが、訪れたことのある日本

国内の観光地の総数が少ないため、日本人観光客にたず

ねた場合と比較して「印象に残った観光地」としての回

答率が高くなっている。例えば、外国人観光客宛のアン

ケート（アンケート III）では回答者数 100に対して、印

象に残った観光地の回答数は 297、訪れたことのある観

光地の回答数は 528（1人当たり平均 5.28観光地）となっ

ている一方、日本人観光客宛のアンケート（アンケート

I）では、回答者数 400に対して、印象に残った観光地の
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アンケート III
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の観光地
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回答数→ 回答数→▼休憩のきっかけ/休憩時間 ▼休憩の過ごし方/休憩時間

図-4 屋外空間での休憩のきっかけ（左）および休憩の過ごし方（右） 
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回答数が 1145、訪れたことのある観光地の回答数は 5863

（1人当たり平均 14.7観光地）となっている。 

 

b)   観光地別の比較 
図-6は、前述の「良い印象が強く残っている観光地と

しての回答率」を各観光地ごとに、外国人観光客と日本

人観光客で比較したものである。図中の紫色のブロット

が全観光地の回答率の平均を示したもので、先述のとお

り日本人観光客宛と外国人観光客宛では回答率の平均が

異なる。これを基準に考えると、外国人観光客の場合の

「印象に残った観光地」としての回答率が、日本人観光客

の場合に比べて低い観光地には、函館、小樽、宮島、伊

勢、鎌倉、会津若松など、日本人の考える純然たる観光

地とも言える観光地が集中している。このほかには黒川

温泉も回答率が低いが、温泉以外に時間を過ごす方法が

ないのも影響している可能性がある。 

一方で「印象に残った観光地」としての回答率が外国

人において高い観光地には、支笏湖、洞爺湖など、温泉

と自然景観が結びついた観光地、馬籠、近江八幡、長浜

など、暮らしの雰囲気のある伝建地区のある観光地がみ

られる。浅草は、伝統的なものと、東京の都市や隅田川

の環境の共存が評価されている可能性が考えられる。 

 

(2)  観光地への再来訪意欲の国内外比較 
アンケートでは、前掲の設問で回答された「良い印象

が強く残っている観光地」のうちの 1つについて、当該

 

 
図-5 観光地別「良い印象が強く残っている観光地」としての回答数と回答率 

左 ： 日本人観光客（アンケート I前半）、 右 ： 外国人観光客（アンケート III） 
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観光地に対する再来訪意欲を 6段階でたずねており（図

-1）、その結果を外国人観光客の場合と日本人観光客の

場合とで比較したものが図-7である。回答数が 3以上の

観光地に絞って示しているためプロットの観光地数が少

ないが、浅草、洞爺湖、横浜、日光などで外国人のほう

が再来訪意欲が高く、神戸、姫路、函館、草津などで外

国人の再来訪意欲が低い。函館は、前節b)項の「良い印

象が強く残った観光地としての回答率」の場合と同様で

あり、同じように神戸、姫路なども文化財建造物の見学

以外の魅力に乏しいとの評価がなされている可能性が考

えられる。草津は同様に黒川温泉のケースに似ており、

これら一流の温泉観光地においても温泉以外の魅力もあ

ることが海外観光客には求められている可能性がある。 

5．まとめ 

本研究では、日本人および外国人の観光経験者を対象

として、国内外の観光地における滞在経験や評価に関す

るアンケート調査の結果とその分析結果の一部について

紹介した。 

調査結果からは、屋外公共空間における「風景」や「そ

の観光地らしさ」といった要素が、屋外空間での休憩や

滞在のきっかけとして重要な要素であることが確認され

た。一方で、イス・ベンチは短時間の休憩・滞在にはよ

く用いられているが、長時間の休憩の場合にはイスに限

らない多様な設備や姿勢で休憩が行われていた。また、

日本人は日本の観光地であまり長い屋外空間での休憩を

行わない傾向にあるが、外国人は日本の観光地において

も長い屋外空間での休憩を行っているし、日本人も海外

の観光地では長い屋外空間での休憩を実践している。 

したがって、遠方からの観光客を迎え入れるにあたっ

ては、単純に利便性に優れた場所にベンチを置くだけの

整備にとどまらず、風景や観光地らしさに配慮したゆっ

くりと滞在できる空間づくりや環境づくりが、観光地の

屋外公共空間には求められているといえる。 

また、国内観光地に対する、日本人観光客と外国人観

光客の反応の違いからは、文化財などの純然たる文化的

価値や希少性（たとえば、宮島、伊勢、鎌倉、函館など）

よりは、それらと自然や風土との関わり、現代的な文化

や暮らしとの融合や継承が評価されている（たとえば、

支笏湖、馬籠、近江八幡、長浜、浅草など）ようにうか

がえる。 

得られた知見をもとに、観光地の屋外公共空間の魅力

向上や滞在時間の向上などに寄与できるよう、今後も研

究を進めていきたいと考えている。 
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