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～越境圏での観光特性分析および交通インフラ整備による観光経済分析を例に～ 
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１．はじめに 

観光に関する客観的情報は，有効な観光施策の実施，意思決定のためにも非常に重要な要素で

ある．しかし，多くの観光統計は日本全体の動向調査もしくは県単位の個別・独自調査に限られ

るため，空間的に統一された観光統計は整備されていないのが現状である．特に，地方部では，

自動車を交通手段とする周遊観光が中心となることから，地域間の空間的移動特性に関する情報

は観光圏の有機的連携のためにも重要な要素となってくる．また，このような空間的移動は道路

ネットワークなどの社会資本の整備状況と密接に関わってくることから，単に一時点の社会環境

下の観光行動に着目した情報だけでなく，社会資本などの外部環境が変化した場合の影響につい

ても把握しておくことが重要であるといえる． 
そこで，本稿では，大きく２つの視点について分析を行う．はじめに，既存の観光統計では分

析が難しい狭域的な地域として鳥取県と島根県を跨ぐ越境観光圏を対象に，新たな観光周遊調査

を行い観光特性に関する空間的分析を行う．次に，当調査データと既存の統計データを活用し，

中国地方全体の広域的な道路ネットワークの変化が地域の観光経済に及ぼす影響について，空間

経済モデルを活用して分析を行う． 
 

①越境観光圏域における観光周遊行動の特性分析；３章 

空間を連続的に移動する観光周遊行動を客観的に把握するためには，行政区域単位などの空間

が断絶された観光情報ではなく，地域全体の空間的連続性を考慮した観光情報の整備が重要とな

る．そこで，本稿では，山陰地方の宍道湖・中海周辺地域（越境観光圏域）を対象に、観光周遊

性や観光消費の関係性等に着目した分析を行い，空間的観光情報の整備重要性と得られた知見を

示す． 
②交通インフラ整備が観光産業へ与える経済効果分析；４章 

交通インフラ整備の中でも道路ネットワークによる地域間アクセスの時間・費用の変化は，地

方部の観光産業にとって非常に大きな社会環境変化となる．しかし，このような社会環境変化に

よる影響は，必ずしも全地域に均一的にもたらされるわけではなく，観光地間の市場競争の結果，

空間的にバラツキが生じることも想定される．このような空間的バラツキは，各地域が今後の観

光振興施策を検討していく際の議論の前提となる情報であり，戦略的な意思決定のためにも重要

な要素であると考える．そこで本稿では，中国地方を対象に空間経済モデル RAEM-Light（ラー

ム・ライト）を活用し，道路ネットワークの変化が観光産業の生産状況に与える影響を分析する． 
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２．既存観光統計データの限界 

全国的な観光動向の把握にあたっては，旅行・観光消費動向調査（観光庁）１），宿泊旅行統計

（観光庁）２）などが整理されているものの，各地域（県・自治体）単位では統一的な観光統計デ

ータが十分に整備されていない状況にある．そこで，上述した①および②の分析を行うにあたり，

既存データの限界を「地域（拠点）データの限界」および「地域間流動データの限界」の２つの

視点で以下に整理する． 
 

【地域（拠点）データの限界】 

一般的に，地域（拠点）別の観光動向を分析するときには，各都道府県が整備している観

光動態調査結果が使用されるが，調査方法が統一されておらず，観光客数，観光消費額を横

並びに比較することができない．例えば，空港や駅などでの交通拠点でのアンケート調査を

拡大し観光客数を把握するパターンと有料観光施設の客数を拡大するパターンなどが存在す

る．さらに，全国の中には，観光圏域が越境している地域もあり，このような地域では，県

内を小地域に区分し，他県の小地域と組み合わせて分析する必要があるが，観光動態調査に

おいては県全体の指標しか存在しないものもあり，観光圏域内のミクロな観光実態や特徴を

充分に捉えることができない．本稿の分析対象地域である中国地方を例に各県の観光動態調

査の整備状況をみると，観光客数については，鳥取県では温泉施設のみ集計されているが，

島根県では県内各地の観光施設が対象になっているなど，集計対象の観光施設にバラツキが

みられる．また，観光消費額については，広島県が市町村別に整理している一方，その他の

県においては県全体の整理にとどまっている状況にある．このように中国地方だけをとって

みても，統一的なデータ整理はなされていない状況にある． 
 

【地域間流動データの限界】 

観光客の地域間流動については，代表的な統計データとして，旅客純流動調査結果（国土

交通省）および道路交通センサス（国土交通省）が存在する．旅客純流動調査結果は，県境

を跨ぐ全交通機関の純流動（出発地と 終目的地の流動）が地域生活圏単位（全国 207 ゾー

ン）で整理されている．本データは県境を跨ぐ広域的な観光行動の把握には有効であるもの

の，県内に起終点をもつ観光流動が調査の対象外となっていることから，観光流動全体を概

観することは困難である．一方，道路交通センサスは，自動車交通の施設間流動（地域間の

流動）を計測しており目的別の OD データとして観光目的 OD が整理されている．集計単位

は基本的には市町村単位もしくは市町村を細分化した単位（全国 6,795 ゾーン）となってお

り，きめ細かなゾーン区分となっている．しかし，本データは自動車交通のみに限定したデ

ータであり鉄道・航空などを活用した流動を把握できない．また，施設間流動であることか

ら観光客がどのような観光地を周遊しているのかについても把握することは出来ない．さら

に，両調査結果ともに，流動量の把握が主目的であるため観光周遊と観光消費活動の関連性

について把握することは出来ない． 
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３．越境観光圏域における観光周遊行動の特性分析 

３．１ 調査概要 

鳥取県西部および島根県東部には，出雲大社，玉造・皆生温泉，足立美術館，大山，水木しげ

るロードなど数多くの有名観光資源が集積しており，県境を跨いで１つの観光圏域が形成されて

いる．図 3-1 は，既存の観光統計データを用いて，主な観光地の年間入込客数を示したものであ

る．鳥取県境港市にある水木しげるロード周辺，島根県出雲市の出雲大社周辺，島根県松江市内

など有名観光地に多くの観光客が訪れていることが分かる． 

図 3-1 越境観光圏域周辺の入込観光客数 

この図からも，有名観光地を中心に圏域内で多くの観光客が流動していることが容易に想像さ

れるが，どの観光地間の流動がどのくらい多いのか，各地の観光消費はどうなっているのかなど

観光行動の実態について不明な点が多い． 
近年，県境を跨ぐエリアで観光振興を中心に連携する動きがみられるようになり，昨年秋には，

島根県中部に位置する大田市から鳥取県中部に位置する三朝町までを含む広いエリアが山陰文化

観光圏として観光圏整備の認定を受けた．現在，島根，鳥取両県で官民一体となり観光圏の観光

振興に取り組んでおり，その基礎となる観光データの整備はようやくスタートしたところである． 
本調査は，このような越境観光圏域を対象に観光特性を定量的に把握することを目的に実施し

たものである．なお，本調査は山陰文化観光圏の認定前に実施したものであり，現在の観光圏認

定エリアよりも狭いエリアで実施している．また，本調査では，紙面による調査だけでなく，WEB
による調査システムを開発し，回答者の負担軽減とデータ入力の効率化も行っている． 
以下，調査概要を表 3-1，調査票配布箇所を図 3-2，主な質問項目を表 3-2 に示す． 

【島根県】
【鳥取県】 

中海 宍道湖 
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調査時期 平成 20 年 8 月 

配布方法 ①調査員による調査票の手渡し（7 箇所で 2 日間実施） 

②観光施設、宿泊施設での取り置き（31 箇所で１カ月実施） 

回収方法 ①郵送による回収 

②web 調査システムによる回答 

※回答は、調査票への記入、あるいは調査票へ記載したアドレスにアクセスしてもらい web 上での回答も可能とした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（web 調査画面の例） 

配布回収数 配布数 5,494 票、回収数 821 票（回収率 15%） 

 

表 3-1 調査概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2 調査配布箇所 

 
表 3-2 質問項目一覧 

 

 

 

1.回答者属性 （性別、年齢、職業、出発地） 5.旅行全体の満足度、感想 

2.来訪者属性 （旅行目的、旅行人数、同行者属性、宿泊日数） 6.圏域の魅力向上に対する意見 

3.主要観光地の認知度、来訪経験 7.旅行スタイル 

4.周遊状況および観光地の感想等 

（訪問地別に移動手段、利用交通拠点、出発到着時刻、情報源、期

待度、満足度、来訪意向、消費額、感想） 

 

【島根県】 【鳥取県】 
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図 3-3 県境越えの流動割合 

３．２ 観光行動特性 

１）県境越えの観光流動の実態 

圏域内の流動を県間という大きな動きでみた場合，当

圏域に来訪した観光客のうち，日帰り客の７割が島根県

のみに来訪しており，両県とも来訪した割合は２割弱に

留まる．一方，宿泊客は，県境越えの観光流動が半数以

上を占めていることから，滞在型観光の促進は当観光圏

域の活性化に極めて重要であることが分かる． 
次に，地域間の流動を流動率（ある地域に訪問した観

光客数のうち他地域に訪問し

た観光客数の割合と定義す

る）を用いて分析する．日帰

り客（図 3-4 上）では，松江-
出雲，米子-境港間の相互流動

が多いが，全体として地域間

相互の動きは少ない．一方，

宿泊客（図 3-4 下）では，地

域間相互の流動が活発化して

いる．宿泊客の流動から県境

の動きに着目すると，鳥取側

の境港や米子に来訪した人の

約 7 割は島根側の松江，出雲

に訪問している．逆に松江や

出雲に来訪した人の内，鳥取

側の境港や米子に訪問した割

合は 3～4 割と相対的に少な

い実態が浮き彫りとなった．従って，滞在型観光の促進にあわせて、島根県側の観光地から鳥取

県側への誘客促進も当圏域の活性化には重要なポイントと考えられる． 
 
２）観光地別の観光客特性 

島根側から鳥取側への流動が少ない構造について，その要因を探るため，島根側と鳥取側の観

光客特性の違いについて分析を行った．具体的には，コレスポンデンス分析を用いて，圏域内の

主要観光地を対象に，年齢別，居住地別に観光客特性の分析を行った．コレスポンデンス分析は，

複数の観光地間の来訪パターンの類似度や関係の深さを調べる手法で，その結果は２次元マップ

でグラフィカルに表現できる特徴がある．また，各属性もマップに同時プロットすることができ，

属性別の特徴も把握することができる．図 3-5 に結果を示す．原点付近にプロットされる観光地

は，特に来訪者の年齢や出発地域に特徴が無いことを示しており，例えば，第一象限にプロット

大田

出雲 松江

安来
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西伯

境港

32

63 32
46

30

36

62
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57
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【島根県】 【鳥取県】

大田
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84
85

69

31

57

52

30

40

3743

77

37
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【島根県】 【鳥取県】

図 3-4 地域間流動（数値は流動率 30%以上を表示） 

日帰り客

宿泊客 

(単位；%) 
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される観光地は，相対的に山陰や山陽など当圏域から比較的近い地域に住む若年層が観光客とし

て来訪する傾向が強いことを示している． 

 
そこで，鳥取・島根の各県の来訪者属性の違いをみると，島根県内の施設は，松江市内や出雲

大社などが原点付近にプロットされている一方で，原点から離れている施設は，全体的に第 1～3
象限にプロットされる傾向が多いことから，相対的に若年来訪者もしくは遠方地域の高齢来訪者

が多い傾向がうかがえる．一方で鳥取県内の施設をみると，水木しげるロードと鳥取砂丘以外の

観光地の多くは，第４象限に多くプロットされており，周辺地域の高齢来訪者が多い傾向がうか

がえる．このように鳥取県と島根県で観光施設の来訪者特性が異なることは，各県がそれぞれニ

ーズの異なる観光施設を提供していることを示している一方で，上述の１）の結果をふまえると，

日帰り宿泊客別に以下の点について考察することが出来る． 
・ 日帰り観光は，観光周遊時間が限定的であり立ち寄り観光施設がニーズによって絞られる一

方，島根・鳥取両県でニーズの異なる観光地を提供していることを考えると，現況の観光サ

ービスの提供状況では有効な連携を得ることが難しいといえる．そのため，越境観光圏とし

ての一体的な連携施策を検討する際の一つの視点としては，例えば島根県側には周辺地域の

高齢来訪者にターゲットを絞った観光地づくりを支援する一方で，鳥取県側には若年来訪者

もしくは遠方地域の高齢来訪者でターゲットを絞った観光地づくりを行うことが，観光圏域

内の周遊性・一体性を高めるキッカケになるものと考えられる． 

図 3-5 観光客特性（コレスポンデンス分析の２次元散布図） 
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 例えば，道の駅湯の
川は，山陰の 40・
50 代の観光客が相
対的に多く訪れて
いることを示す 
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・ 宿泊観光は，流動ベースでは鳥取県側から島根県側への流動が多い一方で，逆の流動は相対

的に少ない傾向にある．これは，島根県が鳥取県に比べてある程度多様な観光ニーズに対応

したサービスを提供する施設が立地する一方で，鳥取県側はニーズが限定的であり観光サー

ビスの多様性が少ないことが要因として考えられる．図 3-5 でみると，近年来訪客が増大して

いる境港市の水木しげるロード（鳥取県）は，地理的に近い皆生温泉（鳥取県）よりも玉造

温泉（島根県）の方が近くにプロットされている．また，境港の魚市場も同一市にあるが離

れてプロットされている．この結果から，集客力のある水木しげるロードは，鳥取県側の観

光地よりも島根県側の観光地との結びつきが強く，観光客が鳥取県側の観光地に思っている

ほど流動していないことが分かる．従って，水木しげるロードと鳥取側観光地との連携強化

も重要な課題であることも示唆される． 
 
３）地域別観光消費特性 

観光振興に向け誘客促進に向けた取り組みは重要である．ただし，観光客が多く訪れてもそこ

にお金が落ちなければ地域経済の活性化の影響は小さい．観光産業は域内産業と経済的に大きな

繋がりがあるため，観光消費の実態について把握することは極めて重要と思われる．そこで，当

圏域の観光消費構造について基礎的な分析を行った． 
図 3-6 は，日帰り客・宿泊客別に，観光客数と観光消費の地域別構成割合（圏域全体に占める

割合）を示している．日帰り客では，出雲市の観光消費額は圏域全体の約８割を占めている．そ

の消費先としては島根ワイナリーや道の駅の存在が極めて大きいと思われる．一方，１泊客でみ

ると，松江市や米子市の観光消費額の割合は日帰り客より増えているが，出雲市，境港は逆に低

下している．更に２泊以上では玉造温泉等の宿泊施設が充実している松江市の観光消費額の割合

が約５割に増え，米子市は 1 泊客より低下している．このことから，当圏域では，滞在時間が長

くなると，松江で消費されるウェイトが高まる傾向がうかがえる．これは宿泊拠点として松江が

選定されやすいことが示唆される．実際，２泊以上する観光客を調べると，その中で松江に 1 泊

以上する割合は 62%（2 泊以上のうち，1 泊のみ松江泊は 38%，2 泊とも松江泊は 24%）を占め

ていることが分かった． 
当圏域で滞在型観光を促進する中，来訪者数は各地で均等化するが，観光消費は松江に偏在化
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※観光客数の割合は圏域内延べ観光客数に対する割合．またここでは山陰以外を出発地とする観光目的での観光客を対象に集計． 

図3-6 観光客数と観光消費額の割合

日帰り客 1 泊客 2 泊以上の客
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する可能性が高いことが示唆される（極端な言い方をすると，各地で誘客促進・滞在促進を図っ

たとしても， も恩恵を受けるのは松江といえる）．この消費構造を踏まえつつ，今後、各地が観

光経済力の底上げを図る必要があると思われる． 
 

 

４．交通インフラ整備による観光経済分析 

４．１ 分析の視点 

 3 章までの分析は，観光越境圏という狭域地域を対象とした現状の観光実態分析であったのに

対して，本章からは，広域地域を対象に将来的な交通インフラ整備の変化が観光産業へ与える影

響について分析を行う．特に，公共交通機関のサービスレベルの低い地方部においては，道路ネ

ットワークを活用した観光周遊行動が多いことから， 本章では，「今後の道路ネットワーク整備

が各地域の観光産業の生産規模にどの程度影響を与えるのか」について空間経済モデルを適用す

ることで分析を行う．さらに，モデル特性をふまえた分析結果の解釈について考察することで，

分析結果が有する空間的な観光情報としての有効性を整理する． 
 
４．２ 分析に適用する空間経済モデル 

 本稿では，小池・佐藤・川本（2008）３）において構築された空間的応用一般均衡モデルのひと

つである「RAEM-Light（ラーム・ライト）」を活用する． 
RAEM-Light は，ミクロ経済学の概念に

基づき地域間のアクセス時間と産業活動

の関係を明示的に構築したものであり，図

4-1 に示す分析フローにもとづき各種アウ

トプットを算出することが出来る．具体的

には，STEP1 を入力データとして STEP2
～6 までの各社会現象の変化を定量的に出

力することが出来る．本モデルの 大の特

徴は，道路ネットワーク体系の変化が，「ど

の地域」の「どの産業」に「どの程度」影

響を及ぼすのかについての空間的な情報

を客観的に把握できる点にある． 
 
４．３ モデルの設定条件（対象範囲・ゾーニング，道路ネットワーク，産業分類） 

本稿では，中国地方および近畿・中部地方を２次生活圏単位でゾーニングした地域を対象に分

析を行う．対象とする道路ネットワークは，図 4-2 に示すとおり対象範囲において将来計画され

ている全路線を対象としている． 
なお，モデルへ入力する地区間の所要時間データは，現況・将来ともに各路線の有料・無料の

区別を行い一般化費用として入力した（中国地方の将来計画路線は広島都市圏の都市高速道路を

STEP１時間変化

STEP１時間変化

STEP2取引変化

STEP2取引変化

STEP3生産変化

STEP3生産変化
STEP4所得変化

STEP4所得変化

STEP5消費変化

STEP5消費変化

STEP6便益帰着

STEP6便益帰着

図 4-1 分析フロー 
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除きすべて無料路線として設

定した） 
次に，地区別の産業分類は表

4-1 に示すように観光産業を加

えた 18 産業に分類した．なお，

分類した各産業の生産規模を

モデルにインプットするにあ

たり，「地域別・産業別の付加

価値データ」が必要となる．このようなデータを収録する統計資料と

して，わが国では「市町村民経済計算」が該当するが，産業分類が国

民経済計算体系（SNA）に準じた整理となっており，「観光産業」と

いう産業カテゴリは存在しない．そこで本稿では，既存の統計資料に

分類されない観光産業の付加価値額を3章で示した観光周遊調査結果

を活用し独自に推計することで効果計測に必要なデータを整理した．

詳細な推計方法を以下に示す． 
 
４．４ 観光産業の付加価値額の推計方法 

 生活圏などの小ゾーン地域別に観光産業の付加価値データを算出

しようとすると，大きくわけて供給面からの設定方法と需要面からの設定方法の２つのアプロー

チが想定される． 
アプローチ①；【供給面からの設定方法】細分類の産業別付加価値額データから設定する方法 

既存の統計データ（産業連関表や市町村民経済計算）を用いて，例えば，宿泊，飲食，娯楽な

どの産業分類を観光産業として分類し付加価値を算出する方法である．しかし，どのような産業

までを観光産業として設定するか難しい点と仮に設定をしたとしてもビジネスや日常利用などの

要素を排除することは難しい点が課題としてあげられる． 
アプローチ②【需要面からの設定方法】観光消費額から設定する方法 

観光消費額を整理することで需要面から付加価値額を推計し地域別の観光産業の経済規模を設

定する方法である．この方法は，観光産業が既存の産業分類でどの産業にあたるのかについて明

確化する必要が無いためアプローチ①で指摘される問題を回避できる点が特徴的である．ただし，

本手法の場合，観光消費に関する統計データの整理状況に数値の精度が大きく依存する点が課題

としてあげられる． 

以上をふまえて，本稿では，「アプローチ②の手法」を用いて需要面に着目し付加価値データの

作成を行う．なお，産業連関表の構造にならうと，一般的な産業は，「中間投入額」＋「 終需要

額」＝「生産額」の関係式が成り立つ．しかし，観光産業は完成品（サービス）の売買が主であ

るため中間投入額の規模は非常に少ない．つまり，「 終需要額」＝「生産額」の関係が概ね成立

しているといえる．そこで，観光消費額を観光産業の 終需要額であるとすると，観光産業の生

表 4-1 産業分類
no 産業分類

1 農業
2 林業
3 漁業
4 食料品等製造業
5 繊維工業
6 木材・木製品・パルプ製造業
7 化学工業・プラスチック
8 ゴム製品製造業
9 金属製品・鉄鋼業

10 一般機械
11 電気機械
12 情報通信
13 電子製品・デバイス
14 その他製造業
15 建設業
16 卸売・小売業
17 サービス
18 観光

図 4-2 道路ネットワーク（現況・将来） 

本分析で対象とした将来計画路線
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産額は，観光消費額で代替できることとなる．さらに，観光産業の付加価値比率を既存の産業分

類から設定することで観光産業の付加価値額を推計できる．以下に本稿で構築した観光付加価値

額の推定式を示す． 

 

tourism
j

tourism
j

j

tourism
j

tourism
ij

tourisum
j VARCSODVA ××××=∑ α   （１） 

tourisum
jVA ：地区 j の観光産業の付加価値額（円/年）， tourism

ijOD ：地区 ij 間の観光目的の自動車 OD（台/年），α ：

平均乗車人数（人/台）， tourism
jS ：地区 j の交通機関分担率， tourism

jC ：地区 j の一人当たり観光消費額（円/年）， 

tourism
jVAR ：地区 j の観光関連産業の付加価値比率 

 

 以下に，上式の各項目について本稿で設定した条件を示す． 

 

１）地区別の観光客数（
tourism
j

j

tourism
ij SOD ××∑ α ） 

2 章の「既存観光統計データの限界」において示したように，現行の統計データで県内の地区

別の観光客数を把握しようとした場合，データ整理されている県とそうでない県が存在するだけ

でなく，仮に整理されていたとしても，県によって整理方法が異なるケースが多い．  
そこで，本検討では，Ｈ17 道路交通センサスにおける観光目的着地交通量（台/年）に対して平

均乗車人数（人/台）および各地区別の観光目的交通の機関分担率を乗じることで「地区別の観光

客数」を算出した．なお，地区別の観光目的着地交通量は，平日・休日の観光目的 OD 量を対象

に平日 246 日，休日 119 日をそれぞれ乗じることで算出した．また，観光目的交通の機関分担率

は，H17 全国旅客純流動調査結果より，生活圏間の交通機関別 OD データを用いた生活圏別旅行

先（着地）ベースの交通機関分担率（自動車・バス交通トリップ／全交通機関交通トリップ）と

した． 

２）地区別の一人当たり観光消費額（
tourism
jC ） 

地区別の観光消費額データは統一的に整理されていないため，全国値等で代替する必要がある．

例えば，観光庁において整理されている一人当たり観光消費額１）があるが，ここで整理されてい

る観光消費額は，「旅行一回当りの一人当たりの消費単価」であることから，本稿の推計式内で適

用すると，一つの地区におい

て旅行一回当りの全ての観

光消費を行うことを前提と

した数値になるため過大推

計となる． 
 そこで，３章で示した観

光周遊調査結果を活用する．

本調査においては，鳥取・島

地区別の観光産業の
付加価値比率 地区別の観光客数

地区別の一人当たり
観光消費額 

表 4-2 観光消費単価の比較 

消費単価の内容
平均単価

（日帰り・宿泊計）
出典

観光立ち寄り先別の一人当たり消費単価

調査地区平均；2,487円
鳥取地区；1,630円
米子地区；3,155円
倉吉地区；4,435円
松江地区；3,115円
出雲地区；1,584円
大田地区；1,652円
浜田地区；1,841円
益田地区；1,854円

観光周遊調査結果　2009年2月
（松江工業高等専門学校，東京大学，復建
調査設計合同調査結果）

（参考）旅行一回当りの一人当たり消費単価 33,127円
旅行・観光産業の経済効果に関する調査
研究Ⅷ　2008年3月　（国土交通省）
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根両県を対象に「観光立ち寄り先（地区）別の一人当たり消費単価」が集計できることから，本

稿の推計式に必要な地区別の観光消費額を得ることが出来る．なお本稿では，地区別に把握可能

な鳥取，米子，倉吉，松江，出雲，大田，浜田，益田の各地区については個別に設定し，その他

の地区については調査全体の平均値を使用した．使用したデータを表 4-2 に示す．この表からは，

参考として示している旅行一回当りの消費単価に比べて本検討で活用した立ち寄り先別の消費単

価が大きく異なっていることが分かる．また，地区別にみても消費単価は異なっており，例えば，

有名な温泉地を有する地区（米子地区；皆生温泉，倉吉地区；三朝温泉，松江地区；玉造温泉）

は，相対的に消費単価が高くなっていることが分かる． 
 

３）地区別の観光関連産業の付加価値比率（
tourism
jVAR ） 

 １）および２）によって算出された地区別の観光消費額の総量（＝観光生産額）を付加価値化

することを目的に観光関連産業の付加価値比率を乗じる．本稿では各県の H12 産業連関表（104
分類）における「娯楽サービス」，「飲食店」，「旅館・その他宿泊所」の付加価値比率（粗付加価

値額／県内生産額）を用いることとした． 
 

 以上の算定式をふまえて算出

された各地区別の観光産業の付

加価値額を図 4-3 に示す．中国地

方内の観光産業の規模に着目す

ると，都市圏である広島・岡山に

次いで，瀬戸内側では，下関，山

口，福山，日本海側では松江，米

子などの地区が比較的大きな規

模となっている．これらの傾向は，

鳥取・島根両県については消費単

価を地区別に設定しているため

地区の特性がある程度反映されているが，その他の地区については一律の数値をいれているため，

必ずしも地区別の消費特性が反映されていない点に留意する必要がある． 

 

４．５ モデル特性をふまえた結果の解釈 

 以上の整理結果をふまえて，RAEM-Light により道路ネットワーク整備による効果を計測した．

以下に視点別に結果を考察する． 

１）道路ネットワーク整備による産業活動変化（全産業の中での観光産業のポジション） 

図 4-4 に中国地方全体について，道路ネットワーク整備による産業別の付加価値額変化量を示

す．この結果からは，道路ネットワーク整備によって活性化する産業として，金属製品・鉄鋼業

（約 500 億円増加），卸売り・小売業（約 400 億円増加）に次いで，観光産業が第３位（約 300

図 4-3 地区別の観光産業の付加価値

福福福福福山山山山山地地地地地区区区区区

呉呉呉呉呉地地地地地区区区区区

広広広広広島島島島島地地地地地区区区区区

鳥鳥鳥鳥鳥取取取取取地地地地地区区区区区

三三三三三原原原原原地地地地地区区区区区

岡岡岡岡岡山山山山山地地地地地区区区区区

西西西西西播播播播播地地地地地区区区区区

井井井井井笠笠笠笠笠地地地地地区区区区区

竹竹竹竹竹原原原原原地地地地地区区区区区
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億円増加）になっていることが分かる．道路ネットワーク整備による効果は，主に製造業を中心

とした第２次産業への波及効果が高いことに焦点があたりがちであるが，地方部においては自動

車やバスによる周遊型観

光の割合が高いため，観光

産業が道路ネットワーク

整備による影響を受けや

すい環境下にあることが

分かる． 
一方で，この結果は，あ

くまで経済原理に基づき

全ての観光客が所要時間

変化に対して合理的に行

動変化した結果を示して

いることから，現実的にこ

のような変化が顕在化す

るとは限らない．しかし，本結果が示す重要なポイントは，道路ネットワーク整備により観光産

業が潜在的に付加価値を増加させる可能性を有していることが明確になった点にある．つまり，

整備される（された）道路ネットワークの有効活用策を検討する上で，観光周遊性の促進策等を

積極的に行うことは，観光産業のポテンシャルを 大限引き出すために有効であり，結果的に地

域経済を活性化させるために非常に重要な施策であるということが分かる． 
２）道路ネットワーク整備による効果の空間的相違 

 図 4-5 は，中国地方内の生活圏ごとの観光産業の付加価値額変化量・変化率を示したものであ

る．この結果からは，山口県西部地域，鳥取県～島根県東部地域，広島県南東部地域において大

きなプラスの効果が発現している一方で，効果が発現する地区の周辺部に位置する山口県中東部

地域，広島地区，岡山県北部地域などにおいて観光付加価値が減少する結果となっている．例え

ば，変化の大きい下関・宇部地区の付加価値増加要因は，現況で山口地区に流入していた益田地

区に居住する観光客が，将来，

益田地区から長門地区を経由

して下関地区にかけて整備さ

れる山陰道により，主な観光先

を山口地区から下関，宇部地区

方面へシフトさせたことが影

響している．その結果，山口地

区では観光付加価値額が減少

し，長門から下関・宇部地区に

かけて観光付加価値が増加す

る結果となっている．また，松
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図 4-4 中国地方の産業別付加価値額変化（降順） 

※変化量ベスト 10 の産業を表示 

図 4-5 道路ネットワーク整備による観光産業の付加価値変化 
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江地区から福山地区，呉地区にかけて中国地方の南北ラインで付加価値が増加している要因は，

尾道松江線，東広島・呉自動車道の一連のネットワーク整備により広島地区などに流入していた

観光客が沿線地域にシフトした結果を示している．また，図 4-3 で示した現況の観光付加価値の

規模が低いにも関わらず，大きなプラスの効果がもたらされる地区である鳥取地区（変化率

14.8%），倉吉地区（12.6%）については，山陰道および姫路鳥取線の整備により関西圏などの観

光客を取り込んだ結果を示している． 
このような効果の地区別のバランスに関する情報を事前に把握することには，主に県や道州な

どの広域的な行政運営の立場から重要な示唆を得ることができる．例えば，本結果からは道路ネ

ットワーク整備は，地域の観光産業にバランス良く効果をもたらすのではなく，市場競争を活性

化させることでアンバランスな効果をもたらすことが分かる．つまり，広域的な行政域内におい

て道路ネットワークを活用して観光産業に対して相乗的な効果を発揮させようと思えば，潜在的

に付加価値の向上が期待される地区に対して重点的に観光振興策を行うことが必要である一方，

行政域内をバランスよく発展させようとした場合，例えば潜在的に付加価値の向上が期待される

地区とそうで無い地区の連携強化を深めることで互助関係を築きながら行政運営を進めていくこ

とも想定される． 

道路ネットワークは，観光産業を活性化させることは間違いないが，その効果のバランスを予

め把握することで行政側からの観光施策連携策の方向性を示すことも重要な視点であるといえる． 

３）戦略的な観光ターゲットの絞込み 

上述した各地区の道路ネットワーク整備による観光行動の変化は，RAEM-Light モデル内で設

定している購入先（観光消費先）選択確率（下式）４）が影響している．本構造式は，観光先の観光付

加価値規模（観光地の魅力度）を現況で固定した状態で，居住地区から観光先までのアクセス時間（料金抵

抗含む）の変化によって観光先を選択するものとして設定している．  

( )[ ]
( )[ ]∑

∈

+−

+−
=

Ik
kj

mm
k

mm
k

ij
mm

i
mm

im
ij tqY

tqY
s

ψλ
ψλ

1exp
1exp

   （２） 

ただし，
m
ijs ：地域 j の地域i からの財m の購入先（観光消費先）選択確率，

m
iY ：地域i 財m の付加価値額， ijt  ：交通抵抗（一般化費用），

mλ ：交易パラメータ， mψ ：価格にしめる輸送費率， m
iq ：地域i 財m の生産者価格 

※なお，交易パラメータ
mλ および価格にしめる輸送費率

mψ はグリッドサーチにより推計し，生産者価格は一般均衡理論に基づき財の需給バラ

ンスが均衡するようモデル内で内生的に求めた値 

  

この行動変化が現実的な観光客の行動変化をどの程度表現しているのかについてはある程度の

検証が必要であるが，本モデルによるアウトプットが示す重要な示唆は，アクセス・周遊時間が

変化した際に，どの地区からの観光客の入りこみが潜在的に期待できるかを把握できる点にある．

例えば，図 4-6，4-7 に，鳥取地区と福山地区の観光付加価値額の増加に寄与する観光客の居住地

区上位５地区を示す．この結果からは，例えば福山地区にとっては，道路ネットワーク整備にあ

わせて出雲地区，岡山地区，神戸地区などの地区に対して積極的に観光 PR を行うことで，将来的

な観光客の増加が期待されることを示している．同様に鳥取地区においては松江や京都，大阪な

どへの PR が効果的であるといえる．つまり，自動車やバスなどを活用した周遊型観光が中心とな
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る地方部においては，道路ネットワークが観光産業へ与える影響を事前に把握することで，観光

PR のターゲットを明確化した施策展開が可能になるものと考える． 
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５．まとめと課題 

本稿では，越境圏での観光特性分析に加えて，交通インフラ整備による観光経済分析をおこな

った．特に，空間的な観光情報の分析に着目することで，今後の観光施策の展開を行う上で有益

なアプローチを提示することが出来た．以下に本稿での結論を示す． 
 既存の観光統計データに限界がある中，本稿では観光周遊調査を実施することで，狭域的な

視点から鳥取県と島根県を跨ぐ越境観光圏の観光周遊と観光消費の関係性を明確化するとと

もに，広域的な視点から地方部における観光周遊と密接に関係のある道路ネットワーク整備

が観光産業へ与える影響を分析した． 
 調査結果をもとにコレスポンデンス分析を行った結果，今後，越境観光圏域として一体的な

施策展開が望まれる地域において，圏域内の鳥取県側の施設と島根県側の施設で県を跨ぐと

来訪者特性が異なることを明確化した．また，周遊行動としては限定的な属性の来訪者が相

対的に多い鳥取県側の観光地から多様な来訪者属性を受け入れている島根県側への流動が多

いものの，その逆の流動は少ないことが明らかになった．つまり，越境観光圏域内でも特に

鳥取県側の観光地については，多様な来訪者を呼び込めるよう観光者ニーズに応じたサービ

スの提供を行える観光地づくりを支援することが当圏域内の周遊性を高め一体的な観光振興

を促進するための一つの案として考えられる． 
 観光振興にあたっては，来訪者が結果的に観光消費をどこで行うのかを明確化することは非

常に重要な視点である．本調査結果からは，越境観光圏域内への来訪者の多くが玉造温泉な

どの宿泊施設が充実している松江市（島根県）に多くのお金を落とす傾向にあることが明ら

かになった．観光圏域の一体的な振興に向けてはこのような消費構造の偏在化を緩和するこ

とも一つの施策として重要であり，他地域（例えば鳥取県内）における宿泊施設をはじめと

したお金の落ちる構造の検討をしていく必要があると考える． 

鳥取地区への来訪が増加する観光客の

居住地区上位 5 地区 

1 位：松江地区（2.4 億円増） 

2 位：京都地区（1.6 億円増） 

3 位：大阪地区（1.4 億円増） 

4 位：広島地区（1.1 億円増） 

5 位：出雲地区（1.0 億円増） 

福山地区への来訪が増加する観光客の 

居住地区上位 5 地区 

1 位：出雲地区（4.1 億円増） 

2 位：岡山地区（3.8 億円増） 

3 位：神戸地区（3.1 億円増） 

4 位：東播地区（2.9 億円増） 

5 位：大阪地区（2.5 億円増） 

図 4-6 鳥取地区の観光付加価値増に寄

与する観光客の居住地区（降順） 
図 4-7 福山地区の観光付加価値増に寄

与する観光客の居住地区（降順） 
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 次に，空間経済モデルを活用し，道路ネットワーク整備が市場競争の活性化をまねくことで

中国地内の各地区の観光産業にどの様な影響を及ぼすのかを明確化した． 
 観光振興策の立案にあたっては，上述した現況の観光周遊実態の詳細把握に加えて，将来の

社会環境変化をふまえた科学的な予測を行うことが，戦略的な施策展開にむけて有効である．

その際，経済モデルによる予測が当たるか当たらないかの議論をするのではなく，限られた

情報と予測技術の中から，モデルの前提条件をふまえて，戦略的な意思決定に向けてどの様

な示唆を得ることが出来るかを考えることが重要である．本稿ではそのような視点から，道

路ネットワーク整備による効果として，観光産業が有するポテンシャルの高さを明確化する

とともに，観光客の誘致合戦が激化する中でどの地域に対する観光 PR が有効であるかを定量

的に明確化した． 
 
今後の課題としては，主に以下の点があげられる． 
 観光周遊調査は，2008 年 8 月の夏季シーズンに実施したものであるが，年間を通じた観光動

向を分析するためには他のシーズンの調査データも必要と思われる．また，近年の高速道路

ETC 割引施策の影響などの社会環境変化は，観光行動に多様な影響を与えていると想定され

ることから，データ収集の仕組みづくりの構築に加えて，各地区の観光産業が受ける影響を

様々な社会環境シナリオ下で分析することで，施策立案に有効な情報を整理していくことが

重要である． 
 観光周遊調査においては，日帰り・宿泊別の詳細の観光消費データを取得しているが，本稿

で活用している空間経済モデルは，日帰り･宿泊客別の行動変化を考慮せず，観光地までのア

クセス時間の短縮が当該観光地の魅力向上に繋がり観光消費が増加する構造になっている．

しかし，現実的には道路ネットワーク整備による日帰り圏の拡大にともない日帰り観光客が

増加し消費額が思うほど増加しないケースも想定される．今後は，空間経済モデル内におい

ても日帰り・宿泊観光客別の行動分類を行うことで，より現実的な影響の把握を行う必要が

ある． 
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