
 1

参考 

H20.11.11 

観光関係人材育成のための産学官連携検討会議 

第１回カリキュラムワーキンググループ 議事録【概要】 

 

開催概要 

日時・場所：平成２０年１１月１１日（火）14:30～16:30 

観光庁国際会議室（中央合同庁舎２号館１６階） 

 

出席者： 

＜委員＞ 

【大学関係】 

・琉球大学 観光産業科学部 観光科学科 教授 上地 恵龍 

・和歌山大学 副学長（学生支援担当）／観光学部 教授 小畑 力人 

・山口大学 経済学部 教授 篠原 淳 

・立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 准教授 

ツーリズム＆ホスピタリティインスティテュート 教務主任 轟 博志 

・早稲田大学 国際教養学部 教授 中村 清 

【観光事業者】 

・株式会社ジェイティービー 常務取締役総務部長 井本 博幸 

・株式会社和多屋別荘 代表取締役 小原 健史 

・日本の宿古窯 代表取締役社長 佐藤 信幸 

・ジョーンズ ラング ラサール株式会社  マネージング ディレクター 

沢柳 知彦 

・株式会社帝国ホテル 取締役人事部長 森谷 一彦 

 

＜オブザーバー＞ 

【観光関係団体】 

・社団法人国際観光旅館連盟 専務理事 小関 政男 

・社団法人日本経済団体連合会 観光委員会 企画部会 委員 明 仁 

・社団法人日本ツーリズム産業団体連合会 事務局長・常任理事 柵木 鬼美夫 

・社団法人日本ホテル協会 事務局長 満野 順一郎 

・社団法人日本旅行業協会 総合企画部 会員サービスグループ 副部長  

池田 良（代理出席） 

 



 2

【省庁】 

・文部科学省 高等教育局 専門教育課 課長 藤原 章夫 

・経済産業省 商務情報政策局 参事官 城福 健陽 

・観光庁 観光地域振興部 部長 大黒 伊勢夫 

・観光庁 観光産業課 課長 加藤 隆司 

・観光庁 観光地域振興部 観光資源課 課長 水嶋 智 

 

議事次第： 

○ 開 会 

○ 挨 拶 

○ 議 事 

 １ カリキュラムワーキンググループ設置の趣旨及び今後のスケジュール

について 

 ２ 観光系大学の現状とカリキュラムに関する検討課題 

 ３ 意見交換 

 ４ その他 

○ 閉 会 

 

主な議事 

○ 挨拶【14:35～14:50】 

大黒伊勢夫（観光庁 観光地域振興部長） 

・ 観光立国推進にあたり、観光振興に寄与する人材の育成・確保が課題とな

っており、特に高等教育機関における教育が重要であることから、平成１

９年１月より産学官連携検討会議を設け、これまで３回開催してきた。 

・ 近年、観光関係学部・学科が急激に増加しており、平成２０年においては

３７大学が設置されている。しかし、教育内容や学生の卒業後の進路に課

題を残しており、今後、観光系大学で育成する人材について産業のニーズ

に応えていくことが必要である。 

・ 観光産業では、所有と経営の分離、資金調達の困難化等、経営環境が大き

く変化しており、観光産業のマネジメントを担うことができる人材の育成

が求められている。 

・ 本ワーキンググループでは、観光産業で求められるマネジメント人材を観

光系大学において育成するため、カリキュラムのあり方についてご議論い

ただきたい。議論の成果は本年度末に開催予定の「第４回 観光関係人材

育成のための産学官連携検討会議」に報告し、来年度以降の政策の参考と

していくので積極的なご発言をお願いしたい。 
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藤原章夫（文部科学省 高等教育局 専門教育課長） 

・ 観光学部・学科の設置は、立教大学が昭和４２年に観光学科を設置したの

が始まりで、近年では観光立国推進の気運の高まりにより設置数が増加し

ており、今後、観光系大学の定員数は５０００人規模になると予測してい

る。 

・ 産学連携は、大学教育において、観光の分野に限らず大きなキーワードと

なっている。社会から必要とされるスキル・知識をいかに生み出せるかが

課題となっており、産業界側が観光系大学に期待するニーズを明確化し、

観光系大学のカリキュラムにいかに反映させていくかということを念頭に、

本ワーキンググループに臨みたい。 

 

城福健陽（経済産業省 商務情報政策局 参事官） 

・ 社会構造の変化や産業界のニーズの変化に沿った人材の育成のため、産学

双方向の対話が必要である。 

・ 日本経済の継続的な発展のためにはサービス業の発展が不可欠であるが、

社会構造の変化に柔軟に対応することは簡単ではない。他官庁とも連携し

イノベーションを生み出していける体制を作りたい。 

 

○ 主な議事【14:50～16:40】 

（１）事務局によるワーキンググループ運営に関する説明【14:50～14:55】 

・ 本ワーキンググループの進め方としては、委員の皆様に自由な議論をして

いただくため、座長等は設けず、司会進行は事務局で担当したい。 

・ 本ワーキンググループは関係者より高い関心が寄せられていることから、

議事を公開することとしたい。 

→ 委員の賛成により承認 

 

（２）配布資料に関する説明 

① カリキュラムワーキンググループ設置の趣旨及び今後のスケジュールに

ついて 

（水嶋観光資源課長より資料２・３について説明）【14:55～15:05】 

 → 委員の賛成により承認 

 

② 観光系大学の現状とカリキュラムに関する検討課題 

（水嶋観光資源課長より資料４について説明）【15:05～15:20】 

（ＪＴＢＦ堀木氏より資料５について説明）【15:20～15:35】 
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（３）意見交換【15:35～16:35】 

水嶋智（観光庁 観光地域振興部 観光資源課長） 

・ 本日はカリキュラムワーキンググループの第１回目でもあることから、事

務局の問題意識をお伝えすることに時間を割いた。ご説明申し上げた論旨

等について、委員の皆様からご意見をいただきたい。 

・ 本日のテーマ、すなわち事務局の問題意識は２点ある。まず、観光系大学

に何を期待するのか、その社会的使命は何か。もう１点は、経営マネジメ

ント教育を充実させていく必要性について、それぞれご議論いただきたい。 

・ ご出席の委員の皆様は、大学で教壇に立つ方、あるいは実務に携わる方と

立場も様々なので、必ずしも技術的議論にこだわっていただく必要はない。

本ワーキンググループに期待することなども含めて、自由にご意見をいた

だきたい。 

 

中村清 委員（早稲田大学 国際教養学部教授） 

・ 観光分野の学問を立ち上げる必要性を感じ、１９９８年、早稲田大学はコ

ーネル大学と組んで、「ホスピタリティ・マネジメント・セミナー」という

国際セミナーを開催した。１０周年となる今年は、１２月１５日にコーネ

ル大学ホテル経営学部のマイケル・ジョンソン学部長、セントラルフロリ

ダ大学のローゼン・ホスピタリティ経営学部のアブラハム・ピザム学部長

と原忠之准教授を招き、記念セミナーを開催することとしている。 

・ １０年前にはホスピタリティ・マネジメントという概念はなく、サービス

産業一般の核になる教育について、コーネル大学との連携を考えていたが、

この１０年の間にサービス産業教育の概念も変化している。 

・ 大学教育に対する議論は、非常に狭い範囲に収まっているが、今後のホス

ピタリティ産業については、新しい視点からの議論が必要である。 

・ 例えばホテルの予約の問題を例に挙げれば、予約のオプションバリューの

価値の有無やその保有者等、学問的な分析を加えることにより、ファイナ

ンスの分野との連携が必要になる。このように、既存の経済学・経営学の

枠を超えた視点から新しい学問体系への展開を図り、ホスピタリティ産業

に新しい光を当てる必要がある。 

・ 観光産業教育において学術性と実務性のせめぎ合いの中で、教育機関とし

て高い地位を確立したコーネル大学ホテル経営学部の学問体系は、観光産

業のマネジメントを担う人材を育成する上で大いに参考になると認識して

いる。 
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沢柳知彦 委員（ジョーンズ ラング ラサール㈱ マネージング ディレクター） 

・ 現状では、日本の企業が観光系大学に求めている人材は、専門学校に求め

ている人材像と大差がなく、観光系大学の卒業生に対する期待は高くない。

したがって、現状の企業のニーズにあわせて観光学を議論するのは間違い

で、企業のニーズをリセットし、改めて必要な人材について明確化した上

で観光系大学に対し打ち出す必要がある。しかし、観光産業に必要とされ

る人材の資質がどのようなものか、企業側でも明確には把握できておらず、

簡単に解決できる問題ではない。 

・ 日本におけるインターンシップは、学生を、現場従業員の１人として、育

成上明確な目的もなく派遣しているものが多く、また短期間であるため学

生に身につくものも少ない。また、受入側企業もインターンシップで受け

入れた学生について「無料で働いてもらえる若い人材」という程度の認識

しかない場合が多い。これでは優秀な人材を観光産業に送り込むことがで

きないため、改善が必要であると思われる。 

・ 例えば、私が修士課程時に在籍していたコーネル大学のインターンシップ

はユニークで、ホテル内にある複数のレストラン別損益管理ができていな

かったという問題を、インターンシップでホテルに派遣されてきた学生が

各レストランの収支状況をチェックし、レストラン別損益管理が行なえる

ようになった事例がある。ホテル側は日常業務に追われ、課題解決のため

に人員を割く余裕が無い一方、インターンシップの学生は大学で習得した

スキルを活用し課題解決策を提供することができた。このように、インタ

ーンシップにおいては、学生と企業が win－win の関係になるべきである。

そのためには、大学側は学生を明確な目的とスキルをもって企業に送り出

す必要があり、企業側も自社の課題について常に意識し、インターンシッ

プを活かす仕組み作りが重要である。 

・ 総務省が平成２０年４月から行っていた「訪日外国人旅行者の受入れに関

する意識調査」によれば、外国人を受け入れたことがない旅館・ホテルの

うち、言語の問題やトラブルへの不安から７割が今後も外国人に来て欲し

くないという結果が出ている。観光庁ではインバウンド誘致を推進してい

る一方で、インバウンドの現場では外国人旅行者を敬遠している今の状況

を克服しなければならない。そのために、観光系大学による教育課程で、

観光産業がグローバルな競争の中に置かれているという認識を学生に身に

付けさせ、グローバルな問題意識を持った人材が産業界に輩出されるよう

取り組んでいただきたい。 

 

佐藤信幸 委員（日本の宿古窯 代表取締役社長） 
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・ 旅館業では、一部に、現場を経験していない管理職は役に立たないという

認識が残っているが、本来的にはマネジメントを担う管理職となる人材が

必要と考えている。 

・ 旅館の業務はサービス部門とバック部門に分かれている。特にバック部門

の効率化が遅れており、専門的な教育に基づいた業務効率化が必要である。

サービス部門における効率化はスタッフや、各旅館の個性の喪失につなが

るという考え方もあるが、バック部門の効率化に関しては、各旅館の個性

が問われるサービス部門に比べ、大学での標準的な教育が効果的であると

思われる。 

・ 地域では自治体や観光協会がイベント等に力を入れているが、地域に根付

いた独自のものというよりは、他地域を模倣したものが多い。地域にある

観光資源の中でも、さくらんぼやラ・フランス等ブランド力があるものは、

宅配等を通して地域外にも広まっているが、地域に埋もれている資源も多

く存在する。地域に埋もれている観光資源を発見し、活用する人材が必要

である。学生には、観光系大学の教育課程において、地域ごとの特色を発

見する力を身に付けてもらい、「住んでよし、訪れてよし」の地域づくりに

貢献していただきたい。 

 

井本博幸 委員（㈱ジェイティービー 常務取締役総務部長） 

・ ＪＴＢで長年人事担当として、採用や教育に携わってきたが、これまで観

光系大学に特別期待するものはなく、専門学校との差別化についても特に

意識していなかった。しかし大学である以上、高等教育機関として、より

高度で専門的な人材の育成を行うべきであって、その意味で、専門学校と

は異なるマネジメント人材育成に絞り込んだ議論の提案には大いに賛成で

ある。 

・ 観光は産業論として体系づけられておらず、産業界が観光系大学に対して

何かを期待するという以前の状況だと認識している。これまでの委員の議

論は主に宿泊業に関わるものだったが、我々旅行業も含めて観光分野は

様々な分野に渡っており、幅広い視点、学際的な研究から産業論として体

系化されるべきである。 

・ 観光産業は、ＩＴインフラの進化（ユビキタスやインターネット）や経済

のグローバル化といった、産業革命に近い社会構造の変化が生じており、

企業や地域が自ら革新しなければ生き残れない状況のため、革新を担える

人材が必要である。 

・ ＪＴＢでは、観光系大学から採用するという発想はなく、一般の大学から

教養を身に付けた学生を採用し、採用後にグループ内で専門的な教育を施
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していく方針を採っている。従来、観光産業は裾野が広いため、リベラル

アーツ（一般教養）を習得した、人間的な魅力のある学生を採用し、専門

的分野に関する教育は採用後に各社が育成していくとされている。しかし、

観光分野に関する産業論が体系化され、これからの観光産業に必要な戦略

論等を身に付けるようになれば、産業側として観光系大学の学生に期待す

るところは大きくなると思われる。 

 

小原健史 委員（㈱和多屋別荘 代表取締役） 

・ 定住人口の減少により、国も地域も交流人口を増やすことで経済力を強め

ようとしている。そのために日本は文化大国を目指すべきであり、その中

心に観光を位置づけたい。 

・ しかし、我々旅館業を含めた観光の現場は極めて劣化している。私として

も旅館業を再生しようと努力しているが、金融機関によれば、宿泊業はい

わゆる「オペレーションもの」、つまり収支が安定していない事業と認識さ

れており、融資を受けることが容易ではない。このことから、宿泊業の地

位を高め、金融市場が融資・投資を自ら希望するような産業にしたいと考

えている。 

・ 私は九州経済連合会の中で、約２０年前から「観光王国を標榜するなら人

材育成が重要」と主張し続けており、九州産業大学商学部で寄附講座を開

設し、他に久留米大学、長崎国際大学等、いくつかの大学において観光学

の講座を行っている。 

・ 近年は、小中学生から大学生までインターンシップが毎週のようにやって

くる。しかし学生を送り込むのであれば、皿洗い等漫然と仕事をさせるの

ではなく、インターンシップの枠組みとしての授業と位置づけて、事前に

充分、産学の間で協議し、一定の教育スキームを施した上で送り込んでい

ただきたい。 

・ 長期的展望として要望が３つある。１つ目は、観光産業で働く人に誇りも

持たせ、働く企業へのロイヤリティを高めていただきたい。２つ目は、茶

道や華道、歌舞伎といった日本文化の習得をカリキュラムに取り入れてい

ただきたい。３つ目は、困難とは思うが、観光庁には観光版ＭＢＡのよう

な資格制度を検討していただきたい。 

 

森谷一彦 委員（㈱帝国ホテル 取締役人事部長） 

・ 帝国ホテルでは毎年、就職説明会へのエントリーが約１４０００人、その

後約７回の面接を経て約１５人を採用しているが、この採用活動において

は、学生の大学・学部名を伏せた上で実施している。結果として 終選考
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に残るのは、経済専攻の学生等で、観光系大学の学生は 終段階まで残ら

ない。 

・ 観光系大学卒の学生は、現場の人間としては専門学校卒の学生に比べて実

践力に欠け、会社の経営においても法学・経営学部卒に比べて資質の高さ

を評価しにくい。結果として、観光系大学の学生よりは専門学校卒や法学・

経営学部卒の学生を採用することになってしまうというのが現状である。 

・ 企業の求める人材と大学の教育に乖離が生じているという問題意識には共

感でき、この乖離が是正され、 終選考に残ることができる観光系大学の

学生が増えてくるのであれば、業界としても競争力の強化につながるもの

と思われる。 

・ ホテルは、「ハード・ソフト・ヒューマン」という３つの経営資源のバラン

スが重要で、その中でも「ヒューマン（人材）」は大きな要素である。本ワ

ーキンググループにおける取組みが、観光系大学、ひいては業界の発展に

つながることに期待している。 

 

小畑力人 委員（和歌山大学 副学長（学生支援担当）／観光学部教授） 

・ 大学にとって、観光という分野は学生を集めやすい分野だった。しかしベ

ネッセ等の評価では、観光関連学部の多くはボーダーフリー（受験者数に

占める不合格者数の割合が少ない大学・学部）と位置づけられている。 

・ 観光系大学からは高等教育機関に相応しい人材が輩出されていない、とい

う産業界からの批判を真摯に受け止めなければならない。現在では立教大

学を除いて、産業界から高い評価を得ている私立大学は少ないが、大学間

のコンソーシアム等、既存の大学の枠を越えた育成方法も含めて、検討が

必要である。 

・ 和歌山大学では２００４年に観光学部設置を検討し、２００７年に経済学

部に観光学科を設置、今年観光学部に昇格した。カリキュラムの設計は、

２００５年３月の国土交通省「高等教育における観光教育システムのあり

方に関する調査」の調査結果を基盤としつつ、我が校の経済、経営、商学

の伝統を加味し、観光と地域の関係に着目して観光経営学科と地域再生学

科という２つの学科でスタートさせた。具体的には、教養教育の充実を図

るとともに、英語教育を正規科目として週２科目、さらにエクステンショ

ン科目として週４科目を２年次まで習得させる等の授業の拡充により、外

国語運用能力の向上に努めている。加えて、茶道等の日本文化を発信でき

る力も養成し、地域と文化をマネジメントできる人材育成を目指している。 

・ 上記カリキュラムは、構造的には整っているとは思うが、運用の現実は厳

しいものがある。経営学等、観光と切り離されたところからアプローチし
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ている教員と、観光に関する実学を教えている教員との間の意識の乖離が

問題となっている。 

・ また、アメリカの進んだ観光教育を取り入れるため、ハワイ大学の観光教

育を遠隔教育として本学のカリキュラムに取り込んでいるが、カリキュラ

ムへの体系づけが困難な状況である。 

・ これらの課題解決のためにも、本ワーキンググループの論議や産業界にお

ける実学的な教育プログラム、海外の先進的観光教育等を本学における議

論に取り入れていきたい。 

・ 本ワーキンググループの今後の活動については、教員の養成については資

料にあるスケジュールでは展開が遅いのではないか。実務界からの教員派

遣等、連携のプログラムを早急に検討する必要がある。 

 

上地恵龍 委員（琉球大学 観光産業課学部 観光科学科 教授） 

・ 大学教授として勤務する以前は、あるホテルチェーンの人事・支配人教育

担当だったが、他の委員からの発言にもある通り、一般の大学から総合的

な教育を受けた学生を採用し、２～３年現場を経験させて本部社員に登用

する手法を取っており、観光系大学の学生に期待するようなことはなかっ

た。また即戦力としての人材としては、コーネル大学やスイスのローザン

ヌホテルスクールの卒業生等を求めていた。こうした産業における採用の

あり方については今後、観光系大学で人材を育成する立場になった自分の

課題になると考えている。 

・ こうした状況となっている背景には、大学と産業双方の問題がある。大学

側がこれまで産業に対して観光教育について積極的にアピールしてこなか

ったし、産業側も観光系大学に対する認識が足りていない。 

・ 観光系大学において学術的な側面の教育は重要ではあるが、学生の熱意を

喚起する上では実用的な側面の教育を加えなければならない。企業に対し

て大学と専門学校との違い明確に示す上でも授業に臨場感を持たせること

が重要だと考えている。 

・ 海外と日本の大学では、インターンシップ実施期間の長さに際だった差が

ある。日本で行われるインターンシップは２週間程度と短く、身に付くも

のがあまりないと思われるのに対し、海外では１年の実施期間があり、目

的意識が明確である。海外のインターンシップでは１ヶ月単位で学生の配

属を替え、期間が終わる頃には支配人に必要とされる知識がひと通り身に

付くように設計されており、インターンシップを経た学生は就職後、即戦

力として中間管理職になることが可能である。日本でも参考にすべきであ

る。 
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・ 日本国内のホテルの支配人は４０代中盤以降の人材が多く、３軒程度異動

すると定年となってしまうが、外資系のホテルでは２０代から支配人にな

ることができ、より多くのホテルで経験を積むことができる。その意味で

も、海外では効率の良い教育内容で、即戦力になる人材を育てており、今

後、日本でも参考にすべきである。 

 

轟博志 委員（立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 准教授／ツーリズ

ム＆ホスピタリティインスティテュート 教務主任） 

・ 産業界の観光系大学に対する期待が、専門学校に対する期待と大差がない

現状では、産業界が期待する人材像に基づいてカリキュラムを組むと、専

門学校の人材育成と同様のものになる。それは、これまで観光系大学が産

業界に対して、高等教育機関として育成する明確な人材像をアピールして

こなかったためでもあり、大学側にも責任がある。 

・ 今回の議論について２つ提案がある。１つ目は、数多くある観光系の学科、

専攻で共通する、「こういう人材が出せる」という標準カリキュラムを策定

することを提案する。その上で各大学の個性として、標準カリキュラムに

各大学で独自性のある科目を盛り込む。例えば、立命館アジア太平洋大学

では、地域との連携を活かし、統計とプレイス・マーケティングを、標準

カリキュラムに盛り込むことを考えている。 

・ ２つ目は教員の供給問題についての提案である。立命館アジア太平洋大学

では理論面と実務面が表裏一体となった教育に取り組んでおり、それぞれ

理論系の教員と実務系の教員がいる。理論担当の教員は博士号取得者等が

多くいるので問題ないと思われるが、実務担当の教員は供給不足で、大学

の各教員の個人的なつながりで教員を確保しているのが現状である。その

ため実務担当教員の供給が不安定で、また講義のあり方についても検証さ

れないままであるため、学生に対する教育の質の保証が難しい。この課題

を解決するため、産業界には積極的に教育の現場に参加いただくと共に、

国には、産業界と教育界を結ぶ形で、実務担当教員の人材プールを構築す

ることを提案したい。 

 

篠原淳 委員（山口大学 経済学部 教授） 

・ カリキュラムを充実させても、そのことと観光関連学部に学生が集まるか

どうかは別の問題で、学生に「観光関連学部で専門的な教育を受けたい」

と思わせるためには、就職後のキャリアパスが重要となる。大学側が、産

業界が求める人材を輩出できていないことは改善しなければならないが、

産業側にも観光の気運が高まっている時期に、観光系大学の人材を優先的
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に採用し、活用していただくというような筋道を作っていただきたい。学

生は、法律や経済等一般的に評価されやすい分野の教育を受ければ就職で

きる分野が広がると考えがちであるが、そのような筋道を用意することで

専門性を高める意欲は促されると思われる。 

・ 観光関連の学部が増えるほど、観光を専門的に担う教員を配置することは

難しくなる。地方では都市部と異なり、実務担当の教員の他、理論担当の

教員の供給についても課題がある。経営学等の研究者は一般的に評価され

やすい分野での活躍を志向する傾向にあるが、そういった研究者が観光に

特化した研究・教育に意義を見いだせるよう、観光庁が他省庁とも連携し

て取り組んでいただきたい。 

 

[オブザーバー]平尾彰士（立教大学 観光学部 特任教授） 

・ 大学と、ホテルや旅行会社等産業界の連携・交流が必要である。 

・ 立教大学では、ホテルに関しては学生や一般の方対象の「ホテル観光講座」

を開講している。旅行業と宿泊業の元経営者等による講義で４年前から実

施しており、産業界との交流で成功している例だと考えている。この講義

は、学生に、学問が実社会でどう役に立つかという実践論を説明するため、

学生からの関心が極めて高い。産業界で実務を経験した講師が、レベニュ

ーマネジメント等、一般の大学で学ばないようなことについて、いかにグ

ローバルな産業において役立つかという実践的な講義を行うことは極めて

重要である。 

 

○ 閉会【16:35～16:40】 

藤原章夫（文部科学省 高等教育局 専門教育課長） 

・ 観光系大学における人材育成のあり方を検討する上で様々な課題があるこ

とを再確認した。大学側から人材像を提示するだけではなく、産業界側か

らどういう人材が必要かを明確にしてもらうことが重要であると改めて認

識した。 

 

 

水嶋智（観光庁 観光地域振興部 観光資源課長） 

・ 議論の中で委員の皆様からも指摘があったように、本日ご出席いただいて

いる大学関係者の皆様は別として、他の大学関係者の危機意識が低いこと

に危機感を持っている。今後、事務局で論点を整理し、議論の素材を提供

したいと考えているので、本ワーキンググループにおいて議論を重ねてい

ただきたい。 


