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１．調査概要 

 

調査対象者 

①韓国大手旅行会社 副社長【ＫＯＣ公式代理店】 

②韓国観光公社 常任理事 

③韓国観光公社 福岡支社 支社長 

【北京五輪事前合宿誘致時、ソウルにて】 

調査概要・方法 対面式での訪問（ヒアリング）調査 

調査実施日 

①平成２３年２月２１日（月） 

②平成２３年２月２１日（月） 

③平成２３年２月２２日（火） 

 

 

２．資料概要 

＜韓国観光公社について＞ 

名称 韓国観光公社 

本社所在地 大韓民国ソウル特別市中区清渓川路 40 

設立年月日 1962 年 

設立目的 創立当初にはホテル、旅行会社、タクシー会社など、基本的な観光施設

を運営する業務を推進し、以後外国人観光客の誘致のための観光振興活

動や国内受け入れ態勢の改善、観光リゾートの開発等、次第に業務領域

を拡大してきた。 
 

1980 年代に入り国民の観光欲求の増加に従い、1982 年には公社法を改

定すると共に国民観光振興業務を設立目的事業に追加、社名も「韓国観

光公社」に改名。 

観光公社の積極的な外国人観光客の誘致活動の展開により、韓国を訪れ

る外国人観光客の数は大きく増加。観光統計の集計が始まった 1962 年

に 2万名余りに過ぎなかった外国人観光客は 1978年 100万名を突破し、

1988 年に 200万名、1998 年には 400 万名など 10 年周期で 2倍ずつ成長

し、2005年度には史上初の 600万名を突破した。 
 
最近では観光産業の育成のために必要な様々な技術、すなわち観光テク

ノロジーを開発し、世界的なブームを起こしている韓流を観光につなげ

た韓流観光マーケティングを展開するなど、観光産業を次世代の国家成

長動力産業として作り上げていくため、様々な取組をしている。 
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①韓国観光公社＜ビジョン＞ 
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②韓国観光公社＜組織図＞ 
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③韓国観光公社＜海外支社及び業務内容＞ 

支社名 業務内容 

東京支社 

(日本地域センター) 

北京支社 

(中国地域センター) 

LA 支社 

(アメリカ地域センター) 

1. 観光広報活動 

•海外広告 

•マスコミ関係者を対象に広報及び記事化促進 

•観光展示博覧会に参加、広報 

•消費者への広報活動展開 

※広報イベント及び説明会開催、DM など 

2. 外国人観光客誘致活動展開 

•現地観光業界への販売促進活動 

•韓国観光商品の開発及び募客促進 

•企業のインセンティブ旅行など、大型のグループ旅行誘致 

3. コンベンション誘致及び国際協力活動 

•国際会議及び展示博覧会の誘致 

•国際観光機関との協力活動 

4. 地方自治体及び国内観光業界の海外販売促進活動支援 

•現地業界との商品開発及び販売促進支援 

•現地市場調査及び情報提供 

•地方自治体及び観光業界の各種海外販売促進活動支援 

5. 現地の観光市場調査及び情報収集 

6. 韓国の観光案内情報提供 

7. 地域内のマーケティング戦略及び事業調整 

8. 地域内の市場調査及び e-マーケティング総括 

9. 地域内の海外広告総括・調整 

大阪支社 

福岡支社 

名古屋支社 

上海支社 

香港支社 

ニューヨーク支社 

シカゴ支社 

トロント支社 

フランクフルト支社 

パリ支社 

ロンドン支社 

モスクワ支社 

シドニー支社 

シンガポール支社 

台北支社 

バンコク支社 

クアラルンプール支社 

ドバイ支社 

ウラジオストク支社 

1. 観光広報活動 

•海外広告 

•マスコミ関係者を対象に広報及び記事化促進 

•観光展示博覧会に参加、広報 

•消費者への広報活動展開 

※広報イベント及び説明会開催、DM など 

2. 外国人観光客誘致活動展開 

•現地観光業界への販売促進活動 

•韓国観光商品の開発及び募客促進 

•企業のインセンティブ旅行など、大型のグループ旅行誘致 

3. コンベンション誘致及び国際協力活動 

•国際会議及び展示博覧会の誘致 

•国際観光機関との協力活動 

4. 地方自治体及び国内観光業界の海外販売促進活動支援 

•現地業界との商品開発及び販売促進支援 

•現地市場調査及び情報提供 

•地方自治体及び観光業界の各種海外販売促進活動支援 

5. 現地の観光市場調査及び情報収集 

6. 韓国の観光案内情報提供 
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④韓国観光公社＜事業領域＞ 

  

■海外市場の開拓 

  ●市場ごとの特性に合わせた誘致戦略樹立・推進 

・2007 年度の外国人観光客誘致目標(単位: 万人) : 700 万人 

●海外市場の開拓 

・市場ごとの誘致戦略樹立 

・韓流を活用した多様な観光商品開発、販売促進 

・関係者の招請支援(旅行業者、マスコミ関係者、関係有識者など) 

・消費者を対象にした広報イベント開催、展示博覧会に参加して 

韓国を広報 

・新規、潜在市場開拓 

・MICE など、大量の観光客誘致 

・海外テレビに広告 

●マーケテイング支援活動 

・外国人観光客の実態調査及び主要観光市場調査・分析 

・観光統計と市場情報提供 

・広報刊行物、広報映像の制作・配布 

・韓国観光ニュース発刊 

   ・観光写真公募展の開催 

  ●市場ごとの主な誘致対象及び主要事業 

区分 誘致対象 主要事業 

日本 女性、青尐年、家族など 

•文化交流 

(生け花、茶道会の交流など) 

•体験型の観光 

(スポーツ、レジャーなど) 

•歴史、文化観光 

•エステ観光、青尐年の修学旅行 

•ショッピング、ウエディング関連の観光商

品など 

アジア 

家族旅行、企業のインセン

ティブ旅行、中国の韓流観

光客 

•季節観光(紅葉狩り、スキーなど) 

•ショッピング観光 

(中低価格のショッピング商品) 

•産業視察など 

•ドラマ撮影地の観光 

欧米 
高所得層、老年層、韓国に

縁故のある人 

•周辺国と連携した観光商品開発 (香港、中

国、日本) 

•ニッチ市場(縁故)の開拓 (テコンドー、参

戦勇士、養子縁組など) 
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■国際会議誘致 

  ●誘致可能な国際会議の発掘 

・国際会議の誘致意向調査 

(国際機関に加入している国内の約 2,500 の団体対象) 

・国際機関の資料を基に誘致可能な国際会議調査 

・誘致可能性の高い国内団体にセールスコール及び誘致勧誘活動実施 

・関係者の訪韓招請支援 

  ●国際会議誘致のためのワンストップサービス提供 

・国際会議誘致の手続き案内及び諮問 

・誘致提案書の作成及び歓迎書簡の提供 

・補助金支援(誘致提案書の印刷、国際機関幹部の事前踏査、記念品など) 

・広報刊行物及び映像物提供 

・広報デスクの運営支援 

・海外支社ネットワークを通じた誘致活動支援 

  ●国内開催が確定した国際会議の主管団体支援 

・当該年度の開催支援 

・国際会議開催の関連情報提供及び諮問 

・補助金支援 

(参加案内書の印刷、観光プログラム運営、文化芸術公演など) 

・広報刊行物及び映像物提供 

・広報映像物の上映及び観光案内デスク運営支援 

・参加者誘致のための事前広報 

・海外支社ネットワークを通じた広報 

・補助金支援(記念品など) 

・広報刊行物及び映像物提供 

  ●コンベンション・マーケティング活動 

・コンベンション専門展示会参加及び韓国広報館運営 

・コンベンション専門誌に広告掲載及び記事化 

・海外コンベンション・ロードショー(誘致説明会)及びセールスコール実施 

・広報刊行物制作、配布 : 広報映像物、コンベンション施設案内書(英語) 

  ●コンベンション産業育成の基盤造成 

・韓国コンベンション協議会運営 

・コンベンション産業展開催 

・地方のコンベンション誘致セミナー開催 

・国内コンベンション専門教育実施(オン・オフライン) 

●｢韓国コンベンション協議会｣事務局運営 
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●コンベンション情報の収集及び提供 

・コンベンション・ホームページ構築・運営(韓国語、英語) 

・国際会議の主催機関に関する情報収集及び提供 

・国際会議の開催実績及び計画調査 

・国内外のコンベンション専門担当組織及び専門施設調査 

・コンベンション・カレンダー及び国際会議の開催現況に関する冊子発刊・配布 

・韓国コンベンションの Eニュースレター製作・発信 

 

■国際協力 

  ●国際機関との協力  

・PATA、ASTA、WYSTC、WTO など、観光関連の国際機関と協力しながら共同で広報活動

展開 

・APEC、ASEANなど、地域協力機関と観光部門での協力活動展開 

  ●2007 年度の主要協力事業 

・PATA (アジア太平洋観光機関) : PATA理事会、AGM、Travel Mart に参加、PATA 韓

国支部運営 

・ASTA (米州地域旅行者協会) : 2007 ASTA 済州総会開催 

・WYSETC (世界青尐年学生教育観光協会) : 青尐年/学生のための観光基盤造成の協力

活動展開、総会参加及び総会の韓国誘致活動展開 

・SATW (アメリカ旅行記者協会) : 総会参加及び総会の韓国誘致活動展開 

・SKAL : 仁川広域市の｢2009 SKAL アジア総会｣開催後援、世界総会参加及び総会の韓

国誘致活動展開 

・UN WTO (世界観光機関) : WTO主管の会議に参加、韓国観光総会 WTO特別セッショ

ン推進 

・WTTC (世界観光評議会) : WTTC主管の Global Travel and Tourism Forum に参加 

・ASEAN : ASEAN + 3 NTO 会議に参加、ASEAN 国家の観光人材開発支援 
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 ■国際観光イベント 

  ●R-16 Korea Sparkling Seoul   

【開催期間】 

2007 年 6月 1 日（金）～2007年 6月 3日（日) 

  【イベント概要】 

「R-16 Korea Sparkling, Seoul」は、「バトル・

オブ・ザ・イヤー」「フリースタイルセッション」

「レッドブル BCワン」「UK B-boyチ 

ャンピオンシップ」という世界 4大メジャーB-boy 大会を凌駕する世界 B-boy 大会。 

16のクルーがダンスバトルを繰り広げるマスターズチャンピオンシップ大会で、パフ

ォーマンスバトルとクルーバトルの 2種目に分かれ、各部門で世界最強の B-boyを決定。 

  ●Korea in Motion 

【開催期間】 

   2010 年 10月 16日（土）～2010年 10月 31日（日） 

【イベント概要】 

パン、ナンタ(乱打)、ドラムキャット、ドローイングショ 

ー、Miso（美笑）、Baby(Battle B-Boy)、SA.CHOOM（恋した 

らダンス）、ジャンプ(JUMP)、ファンタスティック 

(Fanta-Stick)、太平簫(テピョンソ)公演、Return、花の伝 

説、の計 12の常設公演と、海外からの観光客に無料で提供 

される Hot Stage、Open Stage 公演。 

  ●Fun Ski &Snow Festival 

  【イベント概要】 

雪を経験したことのない東南アジア観光客たちが 3 泊 4 日間韓国に滞在しながら、

スキーと各種イベントを楽しむ体験型スキーツアープログラム。スキー専門のインス

トラクターのスキーレッスン、アマチュアスキー大会、そり大会などのイベントはも

ちろん、前夜祭公演、韓流（アジアで人気の韓国人）歌手たちのスノーコンサートな

どの舞台行事を楽しむことができる。 

 

■観光案内情報サービス 

  ●総合観光案内所の運営 

 ●観光案内電話 （英語・日本語・中国語サービス９） 

  ●観光情報インターネットサービス 

・旅行案内など、国内の各種観光関連情報 (www.visitkorea.or.kr) 

・国内の広報、観光統計、市場動向など、各種の観光関連情報 (www.EKto.or.kr) 

・海外広報インターネットサービス (www.tour2korea.com) 

 

http://www.visitkorea.or.kr/
http://www.ekto.or.kr/
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■地方自治団体・関連機関との協力 

  ●対地方自治団体 

   ・地方自治体との共同ネットワーク構成 

・広域地方自治体との観光協議会開催 

・地方自治体の公務員の観光関連教育支援 

・地方自治体の観光広報マーケティング支援 

・地域の祝祭・大型イベント・博覧会及び説明会の開催支援 

・地域の観光素材の発掘及び商品化支援 

・地方自治体の観光インフラ整備支援 

・地域の観光インフラ点検実施 

  ●関連機関 

   ・観光業界及び団体と共同協力事業実施(業務協定、提携、共同事業など) 

・観光業界を育成するための制度改善及びコンサルテイング支援 

・全国観光記念品公募展主管 

・業界を対象に観光情報提供(電子メール) 

 

■国内観光インフラの整備 

  ●国内観光インフラの整備 

   ・観光案内の外国語表記の標準化事業 

・観光苦情申告センター運営 

・観光案内電話 1330運営 

・外国語サービスの改善(名誉通訳ガイド運営) 

・地方自治体の観光インフラ整備事業 

・中、低価格の宿泊施設/サービス認証事業 

・中、低価格の観光ホテルチェーン化事業 

・中国人観光客専門の飲食店支援事業 

  ●観光専門人材教育 

・観光通訳ガイド基礎教育 

・観光通訳ガイド能力強化教育 

・テンプル・ステイ専門家過程 

・公共教育 

・国内観光ガイド実務教育 

・祝祭担当公務員教育 

・生態観光ガイド教育 

・古宮案内ガイド能力強化教育 

・観光開発担当公務員教育 

・オンライン教育課程開発 

・観光通訳ガイド実務教育 

・文化観光解説士教育 

・e-tourism 教育 
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・海外旅行添乗員の素養教育 

・観光案内所職員の職務教育 

・観光広報マーケティング教育 

・医療観光コーディネーター教育 

・ホテルマン・サービス実務教育 

・農村観光リーダー課程 

●観光従事員国家試験の管理 

・観光通訳ガイド、ホテル経営者、ホテル管理者 

※ホームページ : http://edu.etourkorea.com/（韓国語） 

 

■国内観光振興 

  ●今月の観光スポット推薦 

・毎月のテーマ旅行地 4～5ヵ所選定、取材及び推薦 

・マスコミ、公社ホームページ、チョンサチョロン(社報)などを通じて広報 

●｢ネナラ(我が国)旅行｣への参加推進 

・｢ネナラすみずみ踏査団｣の構成及び観光素材の発掘、調査 

・ツアーコース(2006年)、シティーツアーバス(2007 年)の調査及び広報 

●優秀観光プログラム支援 

・｢すみずみ旅行｣プログラム選定及び広報マーケテイング支援 

・選定されたプログラムを総合評価を通じて褒賞 

●｢ネナラ旅行博覧会」開催 

・旅行の需要者と供給者間の情報交流の場を提供 

・体験広場、テーマ館、修学旅行マートなど運営 

 ●テレビの旅行プログラム制作支援 

・テレビの旅行プログラム制作を通じて国内観光の活性化推進 

●地域の祝祭支援 

・文化観光祝祭の海外広報、商品化支援、海外招請 FAM ツアー  

・地域祝祭の広報支援 

●修学旅行の活性化 

・修学旅行の実態調査及び修学旅行セミナー開催 

・修学旅行モデルコース開発、誘致及び支援活動 

 

■その他 

  ●南北観光交流 

  ●観光資源開発 
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３．調査結果サマリー 

 

１）株式会社グローバル旅行 副社長夫誠氏へのインタビュー概要 

 

①国際大会開催における旅行会社の立場について 

・ホテルなど全て国が押さえているため、あとのハンドリングを旅行会社が行うのが

一般的。 

   ・規模的には小さいが観戦者のハンドリングも行っている。 

   ・チケットの管理、手配も一括で行う。 

   ・スポンサーとしては、採算が合うかということが大きい。 

   ・政府からのサポートが日本に比べて不足しており、政府から補助がもっと必要。 

 

②大会誘致における課題 

   ●交通面 

    会場までの輸送手段及び時間。 

   ●宿泊施設 

    施設数が尐ない。 

   ●大会開催施設の不足 

    施設が不足しており、開催場所が限られてしまう。 

    建設するとなった場合、施設投資に見合うかというのが問題となる。 

   ●経験の不足 

    経験の不足による準備不足、認識の甘さがある。 

   ●集客における問題 

    海外からはもちろんスポーツによってはまだまだ韓国国内での認知が低く観戦客が

尐ない。 

 

  ③Ｆ１について 

   ・韓国では認知が低いスポーツであるため観戦者が尐ない。 

   ・海外からＦ１を観戦しにくる人のレベルにあった宿泊先が尐ない。 

 

  ④世界陸上について 

・世界ツアーが公式スポンサーだったが、地元（大休）の旅行会社が実施の部分は行う

こととなった。 

・地元の旅行会社では出来ることとできないことがあるため、非常に高いリスクが想定

される。 

とはいえ、地域の活性化という利点もある。 

現在のところ海外からの問い合わせなどは入っていないとのこと。 
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 ⑤事前合宿について 

  ・公式スポンサーである旅行会社が担当することとなっている。 

  ・基本的に依頼があれば受けるという流れになっている。 

  ・１回、２回と実施すると旅行会社を通さず、直接自治体へ依頼する競技団体が 

ほとんどである。 

  ・事前合宿誘致については、各自治体が主導で動いている。 

  ・暖かい場所での事前合宿実施が多い。 

    

 ⑥Ｋリーグについて 

  ・海外からの観戦者はほとんどいない。 

  ・ごく稀に依頼があり、その時はチケットの手配など必要に応じて行っている。 

  

 ⑦韓国の人気スポーツの状況 

  ●テコンドー 

   世界各国からかなりの問い合わせが来ているが韓国国内からの問い合わせは尐ない。 

  ●相撲 

   テレビでも放映しているがあまり人気は高くない。 

   日本と比べると国技としてのブランド力が低い。 

  ●野球 

   非常に人気のスポーツである。 

   最近では女性観戦者が増加傾向にある。 

  ●サッカー 

   野球と同じく人気のスポーツである。 

  ●ゴルフ 

   非常に人気のスポーツである。 

  ●マラソン 

   競技人口は比率的に日本と同じぐらいいると考えられる。 

   ソウル市内で年間１００以上のマラソン大会が開催されている。 

   最も規模が大きいマラソンはソウルマラソンで、毎年３万人程が参加する。 

   主催者は新聞社が多く、人気の背景にはオリンピックでのメダル取得が挙げられる。 
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２）韓国観光公社 常任理事李載景氏へのインタビュー概要  

 

①大会誘致における課題 

  ●政策のあり方 

環境整備がままならない状態での積極的な大会誘致による弊害が懸念される。 

今後の大会誘致における政策のあり方について具体的な課題と解決方法の提示が 

必要。 

国はあくまでも、自治体のサポートに徹するべきである。 

  ●実施主体の規模による問題 

   国なのか自治体なのかによって、出来ること・出来ない事が変わる。 

  ●宿泊先の問題 

各大会の観戦者のレベルにあった宿泊先の有無、宿泊先の受け入れ規模の問題、  

大会開催後の宿泊施設の利用に関する問題。 

（大会に合わせて施設を建築した場合） 

  ●交通面の問題 

   会場までの距離と輸送問題。 

  ●大会誘致の選出について 

   韓国政府が先頭に立って誘致するべき大会なのかどうか。 

大会によっては国レベルで誘致活動をする必要が無い大会もあるなど。 

   

 ②世界陸上について 

  ●韓国の国策としての世界陸上誘致 

   韓国の知名度・ブランド力を上げるためとしての大会誘致を行った。 

   誘致成功の背景には国が大きな役割を果たした。 

   

 ③事前合宿について 

  ●自治体レベルでの実施になるため、詳しい情報はなし 

 

④スポーツツーリズムについて 

  ●複数の管轄省庁があるというのが現状 

お互い共通の目標があると損はしないだろうという判断になり、協力し合うが特に

具体的なシステムがあるというわけではない。 

Ｋ－ＰＯＰと同じように韓国の文化が観光となっているように冬季スポーツについ

ても同じように観光になると考えている。 

 

 ⑤マラソンについて 

●韓国では最もメジャー、親しまれているスポーツ 

各地域のお祭りと一緒に開催されていることが多い。 
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⑥テコンドーについて 

●どのようなイメージを訴求していくかということが今後の課題 

韓国人のテコンドーのイメージは、「礼儀を学ぶ」と「戦争」というイメージが以前

はあったがオリンピックの公式競技となってからそのイメージもだいぶ変わってき

ている。 

 

３）韓国観光公社 福岡支社支社長鄭辰洙氏へのインタビュー概要 

   

①大会誘致における課題 

   ●自治体の協力が不可欠 

自治体の協力が無ければうまくいかない。 

自治体が積極的に動いてくれるのもニーズがあってのことであるため、ニーズ自体

がない自治体は必然的に協力度合が低い。 

よりスムーズな運営の為にも自治体との組み方に関するセミナーなどを開催する必

要がある。 

   ●大会誘致おける費用対効果の問題 

    経済的な効果と社会的な効果と２種類がある。 

   ●国の主導力が重要 

   ●国の目的と各競技団体での達成すべき目標の違い 

競技団体にとっては、優秀な選手を育てることが課題であるが、観光庁の場合は、

スポーツを観光のネタに観光客を増やすことが目的。 

このように主体によって、達成すべき目標や目的が異なる点が課題である。 

  

  ②北京オリンピックについて 

・ＫＯＣと業務提携を行った。 

・基本的な業務内容としては公文書の作成、事前合宿用ＰＲ資料の作成やコーディ

ネート業務を担当。 

・ＰＲ資料については全額韓国観光公社が負担している。 

・情報の取得についてはむろんＫＯＣの方が現場にいるため早い。 

・大会開催後については韓国観光公社は一切関わっていない。 
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４．所感 

 韓国もカナダ同様に国による施策は国際大会誘致・大会開催における自治体支援を中心に

行われている。 

 カナダとの大きなちがいは、北京五輪事前合宿。 

 

■スポーツツーリズムの

あり方について 

・九州，四国，関東といった単位で自治体と競技連盟が連携するべ

きだ。連携をしたほうが自治体も資金を出しやすい。 

・アマチュア・民間選手など、それぞれのレベルで誘致における対

応を分けるということも一つの考え方である。 

・スポーツ観光という括りよりも、地域ごとに合わせた事業（プラ

ン・予算）を考えるべき。 

・テーマ観光（Ex.スポーツ，医療など）という形にするのが良い。 

・広報マーケティング，販売など、専門の部分（スポーツ・メディ

カル）ができないところを、総合的な分野である観光が担うとい

う形が望ましい。 
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