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1. 米国・世界・近隣アジア諸国の
観光教育と学術研究の潮流

俯• 世界潮流俯瞰

– 国家・地域の比較競争力強化には、ミクロレベ国家 地域の比較競争力強化には、ミク レ
ルで個別の観光関連産業の経営力向上に注力

• 「財務諸表読解、収益管理、マーケテイング戦略策財務諸表読解、収益管理、マ ケテイング戦略策
定、人材資源管理、コミュニケーション能力」のベー
ス + 各産業セクター別経営手腕を学ぶ

– 学術研究は定量的な科学の枠組みに準拠しな
いと査読付英文学術誌に掲載されない

1. 米国・世界・近隣アジア諸国の
観光教育と学術研究の潮流観光教育と学術研究の潮流

– 中国
• かつては人文学、定性的な語り部観光学

• ホテル開発ブームで語り部観光学部卒業生の有益性について外資系ホ
テル企業群から厳しい批判テル企業群から厳しい批判

• 天津の米国系ホスピタリテイ経営学部（授業は英語）が大成功し、今後
は「海外大学と合弁で、授業が全て英語のホスピタリテイ経営学部新設
校でないと設置を認めない」という政策にな ている校でないと設置を認めない」という政策になっている

– 韓国
か ては日本に酷似した語り部観光学 アジア経済危機前後から 優秀• かつては日本に酷似した語り部観光学。アジア経済危機前後から、優秀
な人材が欧米博士号取得。一気に米国スタイルのホスピタリテイ経営学
が広がり、最新の統計手法で定量的英文学術論文を世界に発信すると
いう急速な内部改革が起った

• 英語教育に力点。授業全て英語の観光・ホスピタリテイ経営プログラム
も複数。ＭＩＣＥ学科のある大学は毎年全員を米国短期留学も複数。ＭＩＣＥ学科のある大学は毎年全員を米国短期留学



2.日本の観光高等教育の課題
• 世界の潮流から乖離している点をも理解出来な
い鎖国状態い鎖国状態
– 産学官連携の出来ている諸外国と比較し、観光分野人材育
成の方向性が迷走状態成の方向性が迷走状態

– 世界学術会での日本の存在感もほぼゼロ

日本の観光学者は世界の研究学会にも出て来ない– 日本の観光学者は世界の研究学会にも出て来ない

– 「英文学術論文が投稿されない」＝「英文学術論文も読んで
いない」＝ 世界の最先端の研究もカリキュラムも知らない（いない」＝ 世界の最先端の研究もカリキュラムも知らない（
知りたくない）ということ

2. Problems with Japanese Tourism Programs

Impact Analysis by 
numbers of citations by 

thauthors

TOP 138 researchers
Japanese = 0 

米国観光ホスピタリテイ学部学科
テニュアトラック在籍者(研究者）

韓 中 台湾 本韓国70、中国40、台湾25、日本1

博士課程在籍中の学生
(将来の研究者候補）

韓国150、中国100、台湾30、日本0?

セントラルフロリダ大学 は
ら

6
Data: “Hospitality’s Most influential
Scholars: Fifteen Years of Citation

Analysis (1989-2004)” 



2. Japanese Tourism Programs in Seclusion 
• None of the Japanese Tourism Programs were ranked in the top 100 

programs 
– ２００９年の「観光・ホスピタリテイプログラム世界ランク」において２０００年代のトップ１１英文学術論文発表数を

定 解析 ど 学 査読 究論 が提 を学部学 単 総数定量解析し、世界中のどの大学から査読付研究論文が提出されているかを学部学科単位の総数でランク付け

した学術論文では、トップ１００位以内に日本の４２大学にある観光学部学科のどこもランク入りしな
かった(Severt, Tesone et al, 2009、原2010参照) 

• None of the Japanese researchers were ranked in the top 52 individuals• None of the Japanese researchers were ranked in the top 52 individuals
– 研究者個人ベースでの観光ホスピタリテイ分野論文発表数累計ランクでも、世界ランク（５２位ま

で）に日本人研究者のランク入りはゼロであった（Ryan 2005）。

If d t bli h i E li h d t d h i E li h• If you do not publish in English, you do not read research papers in English. 
No trade of knowledge. It is a self-imposed seclusion. 

– 世界で勝負をしていない分、世界の英文論文も読まず、世界に向けての英文査読論文発信も無
数 な 例 を除 ば ぼ 究鎖 態 あ 観 ピ 学 存い、数少ない例外を除けばほぼ研究鎖国の状態であり、世界の観光ホスピタリテイ学術界での存

在感ほぼゼロである。 （拙論文：早稲田学報２０１０年１０月号、観光研究Vol.21, No.2）

Risk of dual deviations from both the Industry and the rest of the world. 
故に教育内容が（１）世界潮流（２）産業界ニーズ、から乖離しても気付けない構造

3.日本産業界への要望産 界 要
• ホスピタリテイ経営分野カリキュラムを強化することは、中
小企業を含めた観光関連産業の経営力強化及び国家地小企業を含めた観光関連産業の経営力強化及び国家地
域の競争力強化に直結

米国の大学のビジネスモデルにおいては 顧客は学生ではなく– 米国の大学のビジネスモデルにおいては、顧客は学生ではなく
、顧客は観光産業界である

– その顧客のニーズに基づき 顧客の競争力を強化出来るような– その顧客のニ ズに基づき、顧客の競争力を強化出来るような
スペックを持たせた、均一で高品質な商品（学生）を生産する（世
に送り出す）のがわれわれの使命

– 「観光とは光を見ることだ」「おもてなしが大切だ」とか、茶道、華
道、観光社会学等、語り部観光学を教えても、学生の就職先が

ズあまり無いのは、産業界のニーズにマッチしていないから



3.日本産業界への要望産 界 要
• 一番の悲劇は、世界標準と乖離し、産業界のニーズに合致しない

カリキュラムを教え込まれた学生自身リキ ラ を教え込まれた学 自身

• 本来の顧客であり、研究費や寄付金などを提供している産業界、
また各種補助金を与えている国・地方政府、その資金源である納
税者たる国民は、大学に対し強烈な変革を求めていく必要有り

• 少子化高齢化、国際競争力の相対的低下問題を抱えた日本にと
って、年間二桁成長を期待できる貴重な成長輸出産業セクターで
あるインバウンド訪日客・MICEセグメント獲得は、世界に対し勝
負を挑むことに他ならない負を挑むことに他ならない.

• 人材育成分野に関しては、世界水準の学術研究は崩壊状態、カ
リキュラムは語り部観光学では世界どころか アジア近隣諸国とリキュラムは語り部観光学では世界どころか、アジア近隣諸国と
も勝負出来ない状態。産業界からの圧力産業界からの圧力が変革に必須が変革に必須。

何故、インバウンドとＭＩＣＥか？

インバウンドは少子
化・高齢化の影響を受
けず、二桁成長が見込
める唯一のセグメント

日本人海外旅行
（国内分）

1.5兆円（5.8%）

訪日外国人旅行
1.2兆円
（4.6%）

日本人
国内宿泊旅行国内宿泊旅行

17.4兆円
（68.0%）

Source: Japan Tourism Agency WebsiteSource: Japan Tourism Agency Website



4.ラウンドテーブル会議の有効性
• こうした状況にある中で、今日のようなラウンドテーブル形式の会議で、

産業界のトップが学術会に対し人材育成についての考え方を世の中に
訴えていくのは有効な手段訴えていくのは有効な手段

• アメリカの産学官連携というものも、産学のトップがこのような円卓会議
の座について自由に意見を述べ合うところから始まった

• 観光人材戦略・教育の問題に留まらず、社会の主要課題についての議
論や、それに対する調査・研究にも広がり、現在では米国の多くの大学
において このような場がもたれ 研究・教育への取込み 社会への貢献において、このような場がもたれ、研究 教育への取込み、社会への貢献
に繋げている

• 今日のラウンドテーブルを皮切りに、これが継続して開催され、日本の経
済界のト プ その分野の研究者が 広く世の中に国の観光戦略に い済界のトップ、その分野の研究者が、広く世の中に国の観光戦略につい
て論じ合うことで、関心を集め、様々な連携を生み出し、日本の観光関連
産業が強い産業に成長していくことを期待

Thank you!

本日は大変貴重な機会を頂き誠に有難うございました。
セントラルフロリダ大学

ローゼンホスピタリテイ経営学部副学部長ロ ゼンホスピタリテイ経営学部副学部長
原 忠之

Tadayuki Hara, PhD
Questions & Comments: send to  tadayuki.hara@ucf.edu


