
観光庁
外国人留学生行政体験研修紹介

観 光 庁

平成２１年３月１２日

第４回観光関係人材育成のための産学官連携検討会議 資料２

多様な関係者との連携の下で観光立国の実現に取り組む「開かれた観光庁」を目指す取組の一つとし
て、外国人留学生の方を対象とした研修を実施することを通じ、外国人の視点の観光行政への活用、外
国人留学生の方のキャリア形成の支援、観光行政に対する理解の促進等を図る。

平成21年12月１日～平成21年２月28日（週２日・半日勤務）

外国人観光客に人気のあるモデルルートの受入体制が、外国人観光客にとって「理解しやすく」、「使
いやすいもの」であるかとの観点からの研究を行った（「外国人によるひとり歩き点検隊」にも参加）。

国際交流推進課東京大学大学院男アメリカ（１名）

国際観光政策課立教大学大学院女中国（１名）

東京大学大学院男イギリス（１名）
観光地域振興課

横浜商科大学女韓国（１名）

研修担当課所属大学等性別研修予定者の国籍

１．趣旨

２．研修期間

３．研修生

４．研修テーマ

（１）外国人観光客の受入のための環境づくり（観光地域振興課）

（２）在留外国人の視点からの観光プロモーション手法の開発（国際観光政策課）
我が国に住む外国人のネットワークを活かした観光プロモーション手法や、日本人が気づいていない外

国人に評判の観光スポット等の発掘等、在留外国人の視点からの観光プロモーション手法の研究を行った。

日本に事務所を置く各国政府観光局へのインタビュー、インターネットによる情報収集、文献調査等を
通じ、日本と外国の観光プロモーション手法に関する比較研究を行う。

（３）観光プロモーション手法の比較研究を通じた戦略策定（国際交流推進課）

観光庁 外国人留学生 行政体験研修について
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観光庁 外国人留学生行政体験研修について （ショーン・ハンスン、米国）①

１．プロフィール

２．２．研修テーマテーマ
日・韓・仏・香の観光プロモーション制度の比較調査

焦点：

•観光政策における自治体（とりわけ州）のダイナミズム

•プロモーションのための財源調達方法 （振興開発基金法、民間企業との恊働）

•「多元主義」的成果評価制度（「開かれた」官庁と「開かれた」評価）

「国際競争力」の鍵は「ナンバーワン」より「オンリーワン」。このような「比較不可能」な観光
立国を独創するには、多様性に富んだ地方の潜在的な力を引き出す政策が も有利。

名前： ショーン・ハンスン

出身： 米国（ニュージャージー州）

学歴： Yale University（コネチカット州） 2004年9月—2008年5月

社会学専攻

東京大学大学院 2008年10月—現在まで

法学政治学研究科

研究： 日本の地方自治体、特に合併における区域問題。
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３．研修を終えての感想
•「開かれた観光庁」の理念。

•官僚叩きから相互理解へ
•「居場所」の発見

•外国人である困難と孤独を超える「大部屋」環境
•チームの一員としての親近感

•外国人にとって、研修のアメとムチ
•就職・間柄・新たな自己発見

•産学官連携における外国人の責務相反
•「知識の伝達」と「教育」と「研究」という大学の三つの機能（南原繁）
•国籍の問題

４．実用に向けた提言

•短期間集中
•「没入法」（immersion program）をモデルにした研修：修業と修行

•業務内容の規定
•判断の余地
•特別業務か一般業務か?

どうもありがとうございました！

観光庁 外国人留学生行政体験研修について （ショーン・ハンスン、米国）②
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プロフィールプロフィール
• 名前 ： 尹 鍾妊（ユン・ジョンイム）

• 出身地 ： 韓国・ソウル特別市

• 所属 ： 横浜商科大学 商学部 貿易・観光学科４年

• ２００９年４月 日本空港ビルデング株式会社 入社予定

１．テーマ ： 外国人受け入れ環境の調査

研修テーマ研修テーマ

• 観光地の交通機関や観光施設における案内表示板や外国語表記などを外国
人観光客の立場に立って調査。いかに、外国人観光客に伝わっているかを検
討する。

例）外国人によるひとり歩き点検隊、秋葉原フリーツアー

• 外国人対応状況について、韓国と日本を比較した。

観光庁 外国人留学生行政体験研修について（ユン・ジョンイム、韓国）①
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間違えている間違えている外国語訳の例外国語訳の例
日本日本（鹿児島空港）（鹿児島空港） 韓国韓国（ソウルタワー）（ソウルタワー）

両替所の外国語訳が「子供遊園地」を
意味する言葉として表記されている

写真撮影所の日本語訳が
韓国語の発音のまま表記されている。

改善前

改善後

観光庁 外国人留学生行政体験研修について（ユン・ジョンイム、韓国）②
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研修を終えての感想研修を終えての感想

１．外国語の表記のみならず、ピクトグラムの充実も必要である。

3．母国の現状と比較することによって、改めて発見することがある。

2．ハード面での整備に加え、観光地でのソフト面の対応の充実が重要。

⇒ おもてなしの心

4．日本企業の性格や文化に対する理解をより深められる。

⇒ 『日本で働く』というイメージを描くことができる。

5．たくさんの出会いがある。

⇒人脈が広がるだけではなく、多種の企業の方々との意見交換が
できる。

観光庁 外国人留学生行政体験研修について（ユン・ジョンイム、韓国）③
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日・韓・香・仏の観光プロモーション制度

国土交通省 観光庁

国際交流推進課 ショーン・ハンスン

平成21年02月26日

分権時代における「役所らしくない役所」をめぐって

自己紹介

名前：ショーン・ハンスン

出身地：米国（ニュージャージー州）

学歴：
2004年－2008年5月 Yale University（社会学部）

2008年10月－現在 東京大学大学院法学政治学研究科

研究課題：市町村合併ー「共同体」と「空間」の問題
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概要

目的韓国・香港・フランスとの比較調査を通じて、地方分権
時代における観光行政（特にインバウンド・プロモーショ
ン）のあり方を検討する

方法

• 各対象国の在京政府観光局への訪問・ヒアリング・イン
タビュー

• JNTOへの訪問・ヒアリング・インタビュー

• 和英文献調査

• ネットによる情報収入

本研究の方法と目的
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概要

三ヶ国のどれも、VJCの重要市場

• フランス
世界観光大国たるフランスは今まで15年間その誉れを守り続けてきた。観光からの収益がフランス
全国のGNP（国民総生産）の7.3％を占めていることも、無視できない顕著な統計である。.
しかし、きわめて中央集権的な国家というイメージに反して、1992年からフランスの地方分権が飛躍
的に進み、観光プロモーションのあり方を大きく変えている。
フランスの成功の背景にある地方自治の観光政策ダイナミズムを探り出す。

• なぜ香港？
・総計面積のわずかな1,104km2の香港はアジアで初めて1000万人の大台を突破する国である。
2007年において、アジアの中の第3位、世界の第15位の観光大国となった。当年の訪日観光客人
数の830万人に対して、香港への1720万人の外国人観光客は日本を2.1倍という係数で上回ってい
る。
この成功の秘訣を理解し、適合できる部分の日本への導入を考察する。

• なぜ韓国
日本の も近い競合相手で、中央政府が観光を将来の発展のための非常に重要な要素として、精
一杯に取り組んでいる。フランスの場合とは違って、韓国のさまざまな事例を通して、集権的な
「霞ヶ関ルール」の長所を描く。

なぜこの三ヶ国？
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概要

• 比較不能の価値：地方分権と「役所らしくない役所」の重要性
返還後の香港と韓国の場合

• 観光事業のインフラ設備と民間との関わり
・韓国ー「国」の視点から
・フランス―「地方」の視点から
・香港― 「小さな業界」の視点から

• 海外事務所とプロモーション
・香港
・フランス
・韓国

• 事業評価の新たな視点
経済的評価制度を採った香港
専門家による評価制度を採った韓国
多元主義的評価制度を採ったフランス

これからの構造
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比較不能の価値

1997年7月の中国返還 において、観光魅力の維持が重要
な課題であった

• 観光は香港の外貨獲得産業の中、2位を占めている

• 一位はアパレルであるが、中国への返還によって、本土
での人件費が有利になるため、香港のアパレル業が一
時的な衰退期を迎えると推測された

• よって、観光はこれから外貨獲得産業を支えなければな
らないという認識が生まれた
→「2－3年後には観光部門が香港の外貨の頭となるこ
とは間違いない」＝＝香港観光協会広報部長、スティー
ブン・ウォン

返還後の香港

出典：「岐路にたつ〝観光立国〟香港」『週刊東洋経済』 1996年7月6日

13



比較不能の価値

しかし、返還の1997年、全年に対
してー11.1％の減となった。

1998年は1000万人の大台を
割り、1994年の数字に戻った。
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比較不能の価値

なぜ？

• 香港の二大観光魅力はグルメとショッピング であった。

• しかし香港以外のアジアの諸国が、観光客の受け入れ
施設の向上に努力した結果、品物の量も値段も香港より
多く安い地域が出現した。特に、ウォン下落により、韓国
での買い物が安くなり、有利になった。

• そしてグルメに関しては1997年の年末頃、中華料理の

重要な材料としての鶏がウィルスにかかった。

返還後の香港
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香港旅行業界の自覚

• 香港はこれから中国の一つの都市に変化する。
この結果、観光的には、北京、上海、西安などの
方が魅力があり、香港のみを目的地として旅行す
る傾向は減少する。

• そのため、グルメとショッピングだけではなく、香
港にしかない観光魅力、つまり観光地として比較
不能の価値を見出して、観光事業の重点をそこ
に置くと決心。

返還後の香港
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比較不能の価値

同じような自覚は韓国人側にもあった。

• 「韓国はつまらない。ソウルに数少ない文化的価
値のある名所にはもう飽きたし、あとはホテルと
デパート以外行くところがない」（英国人・男性・54
歳）

• クレジットカード会社の調査によれば、訪韓外国
人観光客による消費額の45％は免税店とホテル
にての消費であった。(2006年）

韓国における多様性の創出

出典：Lee, Boran, Searhin Lee and Yeonwook Jeong.  「Differentiated Tourism Policy of Korea」ヨンセイ大学

http://jinzai.city.nago.okinawa.jp/gpachpup/topic/yonsei/yonseitourism-final.pdf （2007年8月23日) 17



比較不能の価値

• 101億米ドルの観光収支赤字に陥っている韓国は訪韓
外国人観光客を向上させるため、「多様性」のある魅力
を創出しなければならないと決心。観光客が求めている
のは、物やサービスだけではなく、「活動・人間（出会
い）・場所」も重要。

• 2007年4月からの「Korea Sparkling」という国ブランド。
「韓国だけの特性の強い文化観光 」、「ナンバーワンより
オンリーワン」という理念がその中心をなす。
– 有名ドラマのロケツアー

– 伝統のある寺院での宿泊
– 韓国伝統婚礼体験観光
– キムチを漬ける講習コース
– 観光特産品、工芸品の推進

韓国における多様性の創出
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比較不能の価値

多様性、固有の比較不能な価値はこれからの観光
にとってもっとも重要なテーマであろうが、この実
現を向けて、どのような観光行政が適切なのか？

「観光立国推進戦略会議」よりの意見：

→ 「観光庁は、従来の枠にとらわれない、いわゆ

る「役所らしくない役所」になるべき」

観光行政のあり方
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比較不能の価値

観光立国推進基本計画より
「観光立国の実現のため、国は、必要な施策を総合的に策定・実施

し、全体的な立場から地方公共団体や民間の取り組みを支援す
るトータルコーディネート役を担うとともに、「日本ブランド」ｔｐｓじょ
てわが国の魅力を発信して、外国人をわが国に引くつけることと
する。

地方公共団体は、自主的かつ主体的に、その地方公共団体の特性
を生かした施策を策定・実施し、魅力ある観光地の形成を進める
観光協会、NPOなど民間の活動を支援すると富に、これと一体と
なって観光旅行者を歓迎するまちづくりを推進するほか、その魅
力を国内外に発信し、訪日外国人や国民の観光旅行を促進する
こととする。また、施策の効果的な実施を図るため、全国のまたは
一部の地方公共団体が共同で実施している広域的な連携享禄や
地域間の連携協力を引き続き推進することとする。」

観光行政のあり方
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比較不能の価値

地方分権改革推進委員会会員の西尾先生：

• 「国は国際観光振興だけやっていればよく、地方の観光
振興は地方で行うべき」

• 「国内の観光振興はやめるべき」

第二次勧告より

「地域に関する観光施策としての国の支援は、国際観光振
興に重点を移し、国際競争力の高い魅力ある観光地の
形成のため、地域が行うことのできない全国的視点に
立った先端的、モデル的な取り組みなどを基本として限
定する」
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観光事業のインフラ設備

• 文化体育観光部
• 韓国観光公社
• 韓国文化観光研究院
• 観光事業者の諸団体（合計12団体）
→韓国観光協会中央会
→韓国観光ホテル業協会
→韓国一般旅行業協会
→韓国カジノ業観光協会
→韓国総合遊園施設業観光協会など

韓国の主なる観光プロモーション組織・主体
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観光事業のインフラ設備

• JNTOの財源調達は運営交付金の他、キャンペーン事
業の実施に当たっての支援（交付金より高い金額）、別
相談会の開催にあたっての支援、国際会議の開催・誘
致にあたっての支援、自治体、民間企業からの賛助金、
賛助会員からの会費収入

だが、韓国の場合は主に

• 観光振興開発基金法：1972年に制定。政府出損演金、
家事の事業売上金、国外出国に係る納付金を財源とし、
文化観光部長官が管理を行う。長官所属に基金運用委
員会が置かれ。出国納付金は13歳から64歳までの外国
人を対象としている。徴収は空港が出国の際に行う。

財源
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観光プロモーションの法制度－韓国

観光振興開発基金の内訳

韓国観光振興開発基金（単位：100万ウォン）

出典：高本真成 『韓国の観光政策』CLAIR Report No. 329． 自治体国際化協会
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観光事業のインフラ設備

222,355149,739133,27297,77342,19817,189観光振興開発基金

198,004217,095191,136200,088247,453289,651国庫

420,359366,834324,408297,861289,651236,111計

200720062005200420032002年度

単位：百万ウォン

韓国文化体育部の観光関連予算

財源

出典：高本真成 『韓国の観光政策』CLAIR Report No. 329． 自治体国際化協会
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観光事業のインフラ設備

韓国観光公社の場合は

• 国際空港と特定の観光地での免税店、そしてゴ
ルフ場など政府指定施設を独占運営

• 開発基金：2009年度の予算案によれば、1031億
ウォンは基金から。

財源
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観光事業のインフラ設備
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香港政府観光局収入内訳

政府補助金

賛助会費

利息収入

雑収入

8561579085 1039013088010622005605総額（円）

香港の場合も同じく、政府補助金が圧倒的！

出典：Hong Kong Tourism Board Annual Report 2005/06, 2006/07, 2007/08
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観光事業のインフラ設備

しかしフランスの場合は

フランス政府観光局の収入を分析すれば、まずその総額
が日本の約3倍（日34.5億円 対 仏106.2億円）。しかし、
国からの交付金がその2倍弱に過ぎない。それに事業収
入は日本より低い（仏9.8億円 対 日10.2億円）フラン

ス政府の収入は、いったいどこから来ているか？

• その半分以上は、地方自治体と民間企業からの賛助金
によって調達されている(仏55.1億円 対 日3.2億円)。

財源
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観光事業ー民間との関わり方

• フランスの観光行政は国を頂点に、26州、100県、6,000 を超えるコミューンの
４レベルで、個別の機能が定められている。その中でも地方団体は観光振興に
おいて、重要な役割を演じている。

• フランスの地方分権化は法的、1982年に始まった。各団体が優先的に担うべき
役割を条文の中で定めていた。州は職業訓練と地域開発を担い、県は社会福
祉を担い、市町村はその他住民に身近なサービスのすべてを担うことになって
いた。

• 観光業に関しての権限の配分にあたって決定的なのは、1992 年12 月23 日法。
この法に基づき、観光政策は政府と地方団体で調整されながら策定、推進され、
各地方団体レベルにおける観光政策の実施は官民共同を基本理念とすること
とされている。また、同時に州、県、コミューン間において、整合性を持つ目標を
打ち立て、事業の調整を円滑化するための協議を実施することを原則としてい
る。

• 観光整備の面で重要な権限と役割を有する州は中期的な展望で、州レベルの
観光振興に関する政策として「観光・レジャー振興の州スキーム」を策定し、目
標を定める。2000-2006 年国・州間計画契約では、総額で２億382 万4,335 
ユーロが「観光部門」に充てられた

中央地方融合型観光政策形成
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観光事業ー民間との関わり方

• 在京フランス政府観光局オーデン局長がJNTOに対して
指摘する：
「パートナー（企業と地方・民間団体）との協働事業を促
し、そのあり方を改善すれば損はなかろう」

• フランス政府観光局のプロモーションの基本形態は民間
との協働事業（パートナーシップ）となっている。 それは、
揺るぎのない原則である。パートナーシップのないプロ
モーションは、本局からと許可が得られない。

• 局長としての仕事はパートナーを見つけ、パートナーシッ
プを作ること。特に大手民間企業とのパートナーシップが
有利。

フランスのパートナーシップ原理

30

観光事業ー民間との関わり方

• 1957年の政府条例によって創立された香港観光協会が2001年4
月に香港政府観光局に改称された。もとよりの香港観光協会運営
会の会員は旅行業界の人物であったが、政府観光局の運営会に
は必ずしも「旅行業界」の人物でなくなった。幅広く香港社会全般
にわたる有力者を運営会の会員にするよって、「総合的に」民間と
の協働事業ができると考えられた。

• このような「兼職」制度を通じて、協働事業が進められている。
– 例：2007年までのHKTBの元理事長がVISAインターナショナルの取締役

だったため、当時はVISAとの協働キャンペーンで、「2007年香港ショッピン
グ・フェスティバル」を開催した。香港以外で発行されたVISAカード所有者
に対して香港地域の選びぬかれた約60店舗でのショッピング、ダイニング、
観光などのサービスを受けるごとに、優待特典が提供された。

– 今の理事長・アンディー・ラウとはHKTBの理事長と同時にフィリップモリス
シンガポールのジェネラルマネージャーを務め、同社のエリアマーケティン
グやビジネスの成長にきわめて重要な役割を担っている。

小さな業界を持つ香港における「ツテ」
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海外事務所とプロモーション

• 海外事務所を15ヶ所（10ヶ国）に設置（中国には北京、

上海、広州、成都；日本には東京、大阪；韓国にはソウ
ル；シンガポール；シドニー；ロンドン；パリ；フランクフル
ト；トロント；アメリカにはロスとニューヨーク）。そして「代
表事務所」（実際その地域にて本格的に活動していない
が、香港観光についての情報を提供している）を6ヶ所・
6ヶ国に設置（台北；ニューデリー；バンコク；トリノ；モスク
ワ；ドバイ）。2008年3月の統計によると、総職員数が
325人、101人が海外事務所に。（2007年3月には325人、

海外事務所の人数＝同）
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海外事務所とプロモーション

• HKTB海外事務所の特徴
完全に現地の人材を採用する。この選択にはまた、「兼
職」に基づいた考え方が潜んでいる。
例えば、日本の場合、フランスと韓国と違って、在京
HKTBの局長は日本人で、在日外国観光局協議会の会
長である。

• とりわけ、日本の場合は、日本人に対するプロモーション
資料がすべて日本人によって作製されている。普段のプ
ロモーション資料は香港にある本局が作製し、各外国事
務所に分配しているが、日本人の独特のセンスにアピー
ルするために、日本に限って完全に現地人による生産、
現地人による運用。
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海外事務所とプロモーション

• それに比べて、フランスの場合は35ヶ所、29ヶ国、40市
場 に向けての海外事務局が平均として、20％フランス
からのフランス人派遣、80％現地人からなっている。
少数の場合でも、局長と副局長は必ず本局からのフラン
ス人。人事移動は定期的に行われているため、その

• 例：オーデン局長に経歴に照らしてみれば、 初は
9.5年―ニューヨーク支局；9.5年―東京支局；3年―シン
ガポール支局；また3年前から現在まで東京支局

• 海外事務所は現地企業と契約を結ぶ権限がなくて、契
約はすべて本社が結ぶ。

• 観光局がその土地にない場合、Air Franceの支社が政
府観光局の役割を担う。つまり、Air France＝臨時政府
観光局

34

海外事務所とプロモーション

• 後に、韓国の場合は、年次別に、「観光市場に
対するモニタリングシステム」によって、支社の仕
組み、配置、人事調整を行っている。モニタリング
システムの調査結果に即して、重点誘致市場と
潜在市場を選定して海外支社をに韓国本社から
の派遣を集中配置する。その他の地域は海外支
社業務を現地代理人に委託する方式を採用して
いる。
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事業評価の新たな視点

• 香港は基本的に、経済の面を重視して評価を
行っている。基本的には毎月ROI分析を行い、年
間にプロモーション項目の総合ROI分析を行う。

• 韓国の場合は、純粋的な経済的利益より、政府、
学会、観光業界関係者からなる観光広報評価
チームを構成・運営することで、観光広報活動の
効率性の向上と広報戦略樹立のための体系的な
観光広報評価システムを実施している。
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事業評価の新たな視点

• これらの制度に対して、地方自治を生かしているフランス
においては、基本的に「フランス風政策評価」
（Lascoumes & Setbon 1996）と称されている「多元主
義的評価制度」を採用している。

• 多元主義とは 、「実験主義手法より、裁判における和歌
に近いものとして評価を理解する」

• 多元主義というと、まず方法の多様性（ヒアリング、イン
タービュー、統計分析）、アクターの多様性

• 事業の融合性が著しければ著しいほど、この多元主義
的評価が必要となる

出典：中西一 「フランスにおける政府間政策評価：ブルダーニュ州農村観光政策の事例」『佐賀大学経済論集』35巻6号
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事業評価の新たな視点

• まず、国と州によって設立された「政策評価委員会」が政府間評価機関。だが、評価学
術審議会（ 現：評価国民審議会。1998年11月に改められた） に実際の運営を委ねてい
る。複数の分野の大学教授、複数の政府機関の代表（国・州・県・コミューン）が参加して
いる。

• 各評価プロジェクトに対して、「管理委員会」が組織される。国、州、州・県観光委員会、
観光ペイ組織（宿泊組織）、評価学術委員会を構成する5つのブロックから二人ずつの代
表を受け入れている。

• 評価のための予算は「経済企画庁」（Commissariat Général du Plan）の事務局が出し
ている

• 調査は統計的研究、アンケート調査と、インタビュー・ヒアリングという3部門からなる。そ
れぞれ、経済学博士課程学院生、観光業専門調査会社、政治学修士課程大学院生が
行う。

• 対象となるのは受益者も非受益者も、さまざまである
• 検討される項目は

・1)公式目標に対して測定された効果の分析
・2)公式目標として設定されなかった効果の分析
・3)妥当性＝＝ニーズに合致した目標設定；アウトプット（目標達成度）；インパクト（社会
環境や段三社の行動変化、つまり直接受益者でない人・組織への影響）

• この報告は評価学術審議会の前で討論、批判され、それから審議会の見解と追加適提
案を含む「答申」という形にまとめられる。

出典：中西一 「フランスにおける政府間政策評価：ブルダーニュ州農村観光政策の事例」『佐賀大学経済論集』35巻6号
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事業評価の新たな視点

• フランスの多元主義評価制度に対して、日本は観光行政とプロモーションにあ
たって、例えばVJCの場合、次の評価システムを採用しました。

• 「平成18年度に実施した計388事業について、統一的な評価指標に基づき客観
評価を行った」
4観点において評価された。プロセス（事前評価：事前の企画・マーケティングが
適切か）、アウトプット（目標達成度：計画通りの結果が得られたか；低コストで
結果が得られたか）、アウトカム（直接的効果； 終的な外客数増加につながっ
たか；低コストで行うことができたか）、事業の妥当性（公益性、必要性が認めら
れるか）が検討された。

• 日本調査の客観に対してこの観光政策評価制度は総合的な観点、そして「質
的」な観点、民主主義的な観点等々という面において優れているとは言える。

• つまり、「評価」とはただ省庁の設定した目標の達成度だけでなく、目標そのも
のへの再考となるべき、そのような思想がこのフランス評価の中心部にあると
解釈できる。それに加えて、対象応答者の多様性、方法の多様性によって、有
用、作用、効果に関してもっと総合的な理解が得られる。当該事業だけでなく、
ある政策が別の領域にもたらしている効果もわかる。つまり、上からの単一評
価水準を否定し、「成功とは何か」、それを相対化するために役立つ評価制度
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事業評価の新たな視点

• このような評価の短所：

• 1)追加的な予算が要求される。

• 2)評価機関（審議会）の会員の選定＝＝ここで、省庁の
介入。

• 3)責任の問題：誰が責任を持つか、多様すぎて指摘しづ
らい。

• 4)「評価」より、「調査」である。具体的な政策の目的が見
えなくなる。

• 5)時間の能率性。フランスでは、基本的に18ヶ月以内に
評価を完成させなければならないと定められている。
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提言要約

• フランスの地方自治ダイナミズム

• 香港のように地域性を尊重する海外事務所

• 民間（企業・自治体・市民団体）とのパートナー
シップの高進重要
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どうもありがとうございました！
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外国人観光客の受け入れの
情報提供の考え方に関する一考察
～日韓における外国人観光客の受け入れの

情報提供の現状を事例として～

国土交通省 観光庁 観光地域振興部

観光地域振興課 尹 鍾妊（ユン・ジョンイム）

平成２１年２月２６日

日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

プロフィールプロフィール

•名前：尹 鍾妊（ユン・ジョンイム）

•出身地：韓国・ソウル特別市

•所属：横浜商科大学 商学部 貿易・観光学科４年
（現 観光地域振興課にて研修中）

•２００９年４月 日本空港ビルデング株式会社 入社予定
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

１．研修テーマについて

２．日本（東京・横浜）と韓国（ソウル）における
外国人観光客受け入れの情報提供の現状

３．まとめ

目目 次次
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研修テーマ

１．テーマ：外国人受け入れ環境の調査

①観光地の交通機関や観光施設における案内表示板や
外国語表記などを外国人観光客の立場に立って調査。
いかに、外国人観光客に伝わっているかを検討する。

②外国人対応状況について、韓国と日本を比較した。

２．方法

外国人観光客が訪問すると予想される、関東の観光地
ルートを選定して調査。

例）外国人によるひとり歩き点検隊、秋葉原フリーツアー
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

現地調査現地調査

1. 2008年12月 8日 京王線新宿駅～高尾山口駅

2. 2008年12月11日 横浜駅

3. 2008年12月17日 東京国立博物館

4. 2009年 2月 9日 秋葉原

5. 2009年 2月17日 川越

48

現地調査を行って

１．新宿～高尾山
①JRから京王線新宿駅西口までのルートがわかりにくい。

（特にJR改札出口を間違えた場合）

②新宿駅の案内所では、韓国語のパンフレットはないとのことだったが、駅事務室にて
確認したところ用意されていた。ぜひ案内所に外国語パンフレットラックを整備してほしい。

③ホームの行先案内は、英・中・韓国語で表示されていたため、わかりやすかった。

④京王電鉄の 新型車両には、韓国語でも電光掲示案内がされており、たいへん理解
しやすかった。

⑤高尾山頂の案内表示は韓国語もあり、わかりやすかった。

２．横浜駅

①「市営地下鉄→YCAT 」の点検ルートでは、韓国語の表記が少なく、現在地を把握するこ

とが難しかった。しかし、駅員さんにA4の構内図（日本語の表記）を渡され、YCATへの

行き方を教えていただき、わかりやすかった。このようなパンフレッドを活用してほしい。

②駅や駅周辺における案内表示の色、文字の大きさ・内容の統一性と連続性の向上
が望ましい。

③駅から百貨店に向かうルートには、垂れ幕が多く、案内表示を見つけにくいこともある。
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現地調査を行って

３．東京国立博物館

①全体のパンフレットは韓国語も用意され、一部展示室には韓国語の案内もあったが、
総体的には韓国語の案内が少なかった。ただ、ピクトグラムは充実しているように思う。

②トイレやコインロッカー等のアメニティ設備の使い方がわかりにくかった。

③本館の鎧展示室の展示方法がジグザグになっている
⇒ すべてが見渡せて、良い展示方法だと思った。

④法隆寺館の資料室に４言語対応の検索パソコンが設置してあり、大変使いやすかった。

４．秋葉原（フリーツアー）

①英語のツアーであったため、英語と日本語の対応しかできない。しかし、ガイドによる
秋葉原の歴史や文化に関する説明を受け、秋葉原に興味を持つことができた。

②5～6名の少人数のツアーであり、質問しやすかった。

③メイド喫茶やおでん缶など、体験コースを加えてほしい。

50

現地調査を行って

５．川越

①川越駅から川越の町（？）へのアクセス情報が不足している。
⇒バス停の位置や所要時間など

②観光案内所が設置しており、韓国語のパンフレッドも用意されている。川越の地図
や季節別のイベントが掲載されており、ガイドブックのような役割を果たしている。

③バス停には、日本語、英語、中国語、韓国語の表記があり、現在位置を把握するの
にたいへん役立った。
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

各国の人口に対するインバウンド数の割合
単位：千人

人 口 インバウンド数 割 合

日 本 127,288 7,334 5.7％

韓 国 48,598 6,155 12.6％

（出典）国土交通省編（2008）『平成２０年版 観光白書』p.43

韓国は人口に対するインバウンド数の割合は日本の倍!!
52

日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

駅における外国語表記駅における外国語表記

両国ともに、大規模駅については、韓
国語、英語、中国語（漢字）の表記！！

日本日本 韓国韓国
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

鉄道鉄道路線図の比較路線図の比較
日本日本 韓国韓国

韓国は、地下鉄だけでなく、ソウル市内の鉄道路線はすべて、ナンバーリン
グ記載がされているため、現在地等が把握しやすい!!
外国人にとって、路線図から目的地を探すのは、困難であるので、アルファ
ベット順に記載した駅名表示板があれば、わかりやすい。
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

日本日本 韓国韓国

地下鉄地下鉄の券売機の券売機

両国ともに、英語対応にはなっているが、目的地までの料金が
わからなければ、切符を買えない！！
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

駅内の乗り換え案内表示板駅内の乗り換え案内表示板

日本日本 韓国韓国

数字は路線の番号

韓国では、訪問した国の言葉や英語がわからなくても、色や番
号だけで乗り換えることができる！！

数字は、ホームの番号
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

施設の案内施設の案内
日本日本 韓国韓国

韓国では、基本は韓国語と英語であるが、日本人の訪韓旅行者
が多い観光地の案内表示は日本語の表記も充実している。
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

運賃表の外国語表記運賃表の外国語表記
日本日本((高尾山高尾山)) 韓国（ソウルタワー）韓国（ソウルタワー）

日本では4ヶ国語の外国語表記されているところもあるが、韓国で

は韓国語表記のみとなっている一方、各国語パンフレットを常備
して運賃案内を行っている。 58

日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

街中の観光インフォメーション・センター街中の観光インフォメーション・センター

日本（日本（横浜駅横浜駅）） 韓国（ソウル・仁寺洞）韓国（ソウル・仁寺洞）

ソウルの観光インフォメーションセンターでは、英語以外
にも、日本語での対応が可能なところもある。
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

国立博物館ホームページの比較国立博物館ホームページの比較
日本日本 韓国韓国

外国語の表記が充実しているホームページ！！

韓国語、英語、中国語、日本語4ヶ国の表記
（HP以外には、外国人のためのガイド（英・

日・中）が、毎日１回ずつ行われている）

基本は、日本語、英語2ヶ国語表記であるが、

館内案内画面は韓国語、中国語、ドイツ語、
フランス語、スペイン語 5ヶ国語表記
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

観光地のギフトショップ観光地のギフトショップ

日本（東京国立博物館）日本（東京国立博物館） 韓国（ソウルタワー）韓国（ソウルタワー）

両国ともに、商品に関する情報が不足している!!
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

駅周辺やデパート駅周辺やデパートのピクトグラムのピクトグラム

日本日本（横浜駅）（横浜駅） 韓国韓国（ロッテ百貨店）（ロッテ百貨店）

外国語の表記よりはピクトグラムが有効的！！
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

間違えている間違えている外国語訳の例外国語訳の例
日本日本（鹿児島空港）（鹿児島空港） 韓国韓国（ソウルタワー）（ソウルタワー）

両替所の外国語訳が「子供遊園地」を
意味する言葉として表記されている

写真撮影所の日本語訳が
韓国語の発音のまま表記されている。

改善前

改善後
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

韓国に帰省して感じた、おもてなし韓国に帰省して感じた、おもてなし

1. ソウルの市場のおばあちゃん、商店街の店員、タクシー・バス運
転手も未熟な日本語で話をかけてきたので驚いた。

2. ソウルの有名百貨店には、日本語が可能なスタッフが常時待機
しているところもある。

3. 商品に関する情報を日本語で説明してくれる。
⇒韓国における2006年度の日本語学習者数は約91万人である。
世界の日本語学習者数の3割（30.6％）を占めており、1位であ

るという（国際交流基金ホームページによる）。
⇒高等学校において第二外国語の教育を受ける。

4. 観光において、現地の人々との「触れ合い」は も重要であると
思う。
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

まとめまとめ

１．外国語の表記のみならず、ピクトグラムや色を有効活用！！

2．お金をかけなくても、ちょっとした工夫で、外国人にとっての

利便性が向上し、印象もよくなる。（駅員手書きのポップ等）

3．ハード面での整備に加え、観光地でのソフト面の対応の充実が重要

⇒ おもてなしの心
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日韓における外国人観光客の受け入れの情報提供の現状を事例として

ご静聴ありがとうございました！
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