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《研究ノート》

VFR の海外事例の分析と訪日政策への
適用可能性の検討
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Inbound tourism is steadily growing in Japan, and the balance of payment on tourism is starting to turn positive. Since Japan is
aiming for becoming a tourism-oriented country, the country must continue to maintain and further promote this movement.
However, Japan’s present inbound tourism policy seems to be focused only on the number of tourists visiting Japan from
overseas, and thus, details are not being closely examined. This research particularly focuses on VFR （visit friends and
relatives）and considers the potential for leveraging VFR in Japan’s inbound tourism policy.
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１．はじめに

行収支に着目するとその格差は更に拡大

する。

し、
90年代には８～10倍にも達していた。

現在、日本のインバウンドは空前の活
況であり、旅行収支も黒字化に向かって

２．インバウンドの推移と日本の観光政

そんな時期においても日本政府の観光政

いる。このような中、日本は観光立国を

策の関係整理

策は、貿易黒字による摩擦回避の思惑も

目指していることから、安定持続的にイ

海外旅行の自由化以来のインバウン

あり、
アウトバウンド主体であり続けた。

ンバウンドの促進を目指すべきである。
しかし、現在のインバウンド政策は、イ

ド・アウトバウンドの推移を図－１に示す。

90年代後半になると、世界は大交流時

1964年に日本では海外旅行が自由化、

代を迎え、国を超えた移動が盛んになり

ンバウンド数の拡大にばかりに重点が置

1970年にジャンボジェットが就航して日

つ つ あ っ た。国 連 世 界 観 光 機 関

かれており、その内容が十分吟味されて

本の空は大量高速輸送化時代を迎える。

（UNWTO）は90年代当時、10年後には世

いないと考えられる。

日本国内では高度経済成長をむかえ、80

界の旅行者数が２倍になると予想してい

本稿では、第１、２章でインバウンド

年代のバブル経済がそれに続く。この時

たが、そのような状況の中、日本だけが

とアウトバウンドの推移に着目し、まず、

期に日本のアウトバウンドは大きく伸

その恩恵を受けていないとの見解が芽生

その背景を経済事情や国の政策と関連付

び、微増に留まったインバウンドとの格

えるようになる。

けて明らかにする。第２章では日本が観

差は最大４倍にも達することとなる。旅

そして、
1996年のウェルカムプラン21、

光立国を宣言し、インバウンド増加路線
に転じたバックグラウンドを明らかに

図－１

訪日外国人旅行者数および日本人海外旅行者数の推移

し、第３章では既存研究について整理す
る。第４章では海外の Visit Friends and
Relatives（VFR）について整理する。そ
して、第５、６章で観光立国日本がイン
バウンド増加と内容の改善を目指すにあ
たり、今後目指すべき方向性や可能性に
ついて検討する。
なお、本稿で取り扱う日本の VFR は、
移民や二世、三世世代が対象ではなく、
今後、増加する傾向である外国人労働者
および留学生を念頭に置いて研究を実施

出所：観光庁 「観光白書平成27年版」を基に筆者作成
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表－１ インバウンドへの取り組みの歴史

るにもかかわらず、日本でほとんど取り
目的・内容

上げられる機会のないVFRに着目し、イ

1996年 ウェルカムプラン21

2005年までにインバウンド700万人、地方圏への誘客促進

1997年 外客誘致法

来訪地域の多様化の促進

ンバウンド政策における活用可能性を検

2002年 グローバル観光戦略

外国人旅行者訪日促進戦略、外国人旅行者受入戦略、観
光産業高度化戦略、推進戦略

政策・行動

2003年

ビジット・ジャパン・キ
2010年までにインバウンド1000万人
ャンペーン

2003年 観光立国行動計画

観光立国の浸透、日本の魅力・地域の魅力の確立、日本
ブランドの海外への発信、観光立国に向けた環境整備、
観光立国に向けての戦略の推進

2006年 観光立国推進基本法

観光は21世紀における日本の重要な政策の柱として初
めて明確に位置づけられる

2007年 観光立国推進基本計画

魅力ある観光地の形成、観光産業も強化と人材育成、国
際観光の振興、観光旅行のための環境の整備

2008年 観光庁設立

国交省の外局のひとつ。魅力ある観光地の形成、国際観
光の振興

2012年 新観光立国推進基本計画

観光の裾野の拡大、観光の質の向上

2013年 日本再興戦略

アベノミクス第三の矢として観光を成長戦略分野に位
置づける

討する。
４．諸外国のVFRの状況整理と日本にお
ける VFR の可能性の検討
本章では VFR が盛んな点、日本と同
じ四季を持つ島国であるという点から、
豪州と英国の取り組みを整理分析し、イ
ンバウンドにおける VFR の位置づけと
VFRに必要な要素を検討する。その上で
日本における VFR の可能性について評
価する。
4－1

オーストラリアとイギリスにおけ

る VFR の状況
1997年の外客誘致法（表－１参照）からよ

３．既存研究

図－２から、両国とも VFR が目的別訪

うやくインバウンドへの取り組みが見ら

日本のインバウンドに関する研究とし

問客数で商用を上回り第２位のシェアを

れるようになる。しかし、それはあくま

て、数多くの論文がある。日本のインバ

占めていることがわかる。また、イギリ

で地方経済の活性化が主な目的であり、

ウンド政策に関する研究として、中澤

スにおいては総宿泊数において VFR が

国を挙げてのインバウンド政策は2003年

（2009）はグラビティ・モデルを用いて誘

トップのシェアを示している。一方、消

の小泉首相のビジット・ジャパン・キャ

致政策を評価しており、VJC は対象地域

費額については訪問客数、宿泊数ほどで

ンペーン（VJC）から本格化する。

と非対象地域ではその効果に有意差が認

はないが、20％前後のシェアを占めてい

められ、一定の効果があったとしている。

る。総宿泊数ほどに消費額が高くないこ

て行われたVJCでさえ、最大の目的であ

また岩本（2001）は、貿易黒字の摩擦回

とから、複数のベッドルームを持つ両国

った2010年までにインバウンド1,000万

避のためにアウトバウンドに力を入れ、

の住宅事情により、来訪者がホテルなど

人を目指すという目標には到達できなか

その結果としてインバウンド政策には消

の施設に宿泊する必要がないという状況

った。これは省庁間の調整が不調に終わ

極的であったと述べている。

が推察できる。

しかし、最大規模の予算と政策をもっ

具体的なインバウンドに関する研究で

また、図－３より VFR は季節変動の幅

は、アマン（2012）が英国バースの成功

が小さく、安定的なマーケットであるこ

一方2013年からのアベノミクスにおい

例と鎌倉の観光政策を比較している。ま

とが読み取れる。

て、観光は戦略的成長分野に位置づけら

た崔（2015）は日本におけるインバウン

れ、ビザの免除をはじめとする緩和措置

ドの地方誘致についての可能性について

も大きく進むこととなり、格安航空会社

述べている。また、石塚（2014）はシン

VFR は親族・友人を訪れるという旅行

（LCC）の台頭、円安とともにインバウン

ガポールにおける観光立国への取り組み

形態である。したがって多くの外国人が

ド増大を推進することとなった。その結

を空港の国際競争力と関連させて述べて

国内に居住するということがその要因の

果、2013年にはインバウンドが1,000万人

いる。

ひとつになると考えられる。オーストラ

ったビザの緩和が実現できなかったこと
も要因のひとつとされている。

を突破、2014年４月には44年振りに単月

しかし、
これらの数多くの研究の中で、

4－2

VFR に必要な要因

リア、イギリスはかつての宗主国、従属

旅行収支が黒字化、2014年は55年振りに

日本において VFR の適用を検討した研

国の関係にあり、多くの移民やその子孫

単年度黒字を記録した。そして2015年に

究はほとんど見られず、鈴木（2015）の

が居住している。また、同じ言語を共有

はアウトバウンドとインバウンドが逆転

豪州における VFR の実態紹介、トラベ

し、教育などで深い関係を構築している

するという、大きな転換期を迎えようと

ルジャーナル（2014）の英国と豪ニュー

ことも VFR が盛んな原因のひとつであ

している。このインバウンド増加の動き

サウスウェールズの事例紹介にとどまっ

ろう。しかし、図－２の豪州では教育目

は2020年の東京オリンピックを控え、さ

ている。

的・労働目的の旅行者の宿泊数が訪問客

らに加速するものと考えられる。

本研究では、海外で広く認知されてい
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留学生や外国人労働者が長期滞在してい

図－２

オーストラリア、イギリスにおける VFR のシェア

ることが読み取れ、VFR形成の一要因で
はないかと推察される。
4－3

日本における VFR の可能性

日本には移民制度のような外国人の受
け入れ制度は少なく、宗主国・従属国の
関係もない。したがって4－2のような図式
がそのまま当てはまることはない。しか
し、外国人労働者と留学生は増加の傾向

出所：Tourism Research Australia 2014, Visit Britain 2014より筆者作成

がある。
日本は少子高齢化を迎えており、労働

図－３

イギリスにおける目的別旅行者の季節変動

人口の減少に伴って今後ますます外国人
労働者の数は増加するものと考えられる
（図－４）。また、政府は現在18万人の留学
生を2020年までに30万人に増やす「留学
生30万人計画」を掲げており、外国人留
学生の増加が見込まれる（図－５）。
図－４、図－５のデータは日本における
外国人労働者、留学生の増加を示してお
り VFR の可能性を示唆していると考え
られる。

出所：Inbound Tourism Performance, Visit Britain 2014より筆者作成

2012年の主要15カ国、地域の親族訪問
客数と在留外国人数を整理した結果を

図－４

日本における外国人労働者の推移

表－２に示す。日本の統計では VFR では
なく VR（親族訪問）のデータのみしか
存在しないが、在留外国人数と親族訪問
客数には0.74という高い正の相関関係が
ある。しかし、韓国や中国、インドやタ
イ、ロシアなどは在留外国人数に比べて
親族訪問客数が著しく少なく、今後の市
場の拡大が期待される。
５．日本のインバウンドの課題分析と旅
行目的別貢献度の評価

出所：厚生労働省「外国人雇用状況報告2014」より筆者作成
注）直接雇用とは企業が直接外国人を雇う場合、間接雇用とは派遣会社を経由して外国人を
雇う場合

アベノミクスにおいて、政府は観光分
野を戦略的成長産業と位置づけた。これ

図－５

日本における外国人留学生数の推移

は観光産業の持つ裾野の広さと雇用の増
大に着目したものである。特に観光立国
を宣言したわが国のインバウンド産業は
今後大きなビジネスチャンスを持つと期
待されている。本研究では、現在のイン
バウンドの問題点を明らかにし、安定的
に増加するインバウンド政策について検
討することを目的とする。そのために、
日本のインバウンドにおける現状の課題

出所：日本学生支援機構「平成26年度外国人留学生在籍状況調査」より筆者作成
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表－２ 主要15カ国・地域の在留外国人数
と親族訪問客数
国・地域

各国の観光産業従事者の割合

単位：人

親族訪問客数 在留外国人数

韓国

92,090

530,046

米国

84,864

48,357

中国

67,478

652,556

台湾

24,816

22,773

オーストラリア

13,188

8,888

英国

11,529

14,552

カナダ

10,327

9,006

7,526

40,130

フランス

7,068

8,455

マレーシア

5,644

7,848

ドイツ

4,906

5,223

インド

3,647

21,653

香港

3,465

＊

シンガポール

2,777

2,135

ロシア

2,675

7,295

タイ

図－６

出所：UNWTO 及び三菱総合研究所資料より筆者作成

図－７

各国の観光収入の GDP シェア

＊香港の在留外国人数は中国に含まれる
下線：訪問客数が在留外国人を大きく下回る
その他：訪 問客数が在留外国人とほぼ同数
かそれ以上
出所：法務省資料（2012）より筆者作成

を整理し、インバウンドの質の向上のた
めの政策を提案し、提案内容の有効性と
実現可能性を評価することを内容とす

出所：Tourism Highlights 2008 Edition，UNWTO より筆者作成

る。
5－1

現在のインバウンドの問題点

（１）インバウンドの数と観光産業の遅

泊数・観光収入の増加、持続的成長とい

アーや団体旅行で充足させることは難し

う「質」にも注目し、対策を立てること

い。これらのリピーター予備軍に対応で

が肝要である。

きるようなプロモーションが必要であ

れの問題
2015年、世界経済フォーラム（WEF）

る。
（３）リピーター確保の問題
（４）有事のインバウンド低下の問題

の調査によると、日本は観光競争力にお

現在はビザの緩和、円安、LCCの増加

いて世界で９位にランキングされている

により訪日外国人は増加しているが、円

が、インバウンドの数は22位と遅れてい

安 な ど は 恒 久 的 に 続 く も の で は な い。

の際には最も影響を受けやすい分野のひ

る。そのため、観光産業に従事する者の

2013年のインバウンドの数が8,200万人

とつである。実際、9.11同時テロ、SARS

割合も少なく、世界平均の10％前後に対

という世界一の観光大国フランスへの渡

禍の際や東日本大震災後には、インバウ

して2.8％となっている（図－６）。

航者は、９割以上がリピーターであると

ンドの数が大きく減少し、震災後の放射

いう。それに対して JNTO が2011年にま

能に関する風評被害も長く影響を及ぼし

とめた訪日外国人のリピーター率は42.6

た。このような有事の際にも安定した来

2008年の日本の観光収入は GDP の0.2

％であった。観光立国宣言に書かれてい

日が期待できる層の創出について考察す

％である（図－７）。世界平均の1.6％と比

るように「訪れてよし、住んでよし」を

る必要がある。

較するとこれは著しく低い数値であり、

標榜する観光立国を目指す日本であれ

今後成長さるべき問題となっている。イ

ば、リピーター対策は必須である。日本

ンバウンドの経済効果は旅行者数だけで

の文化に触れたい、体験したいという外

行目的別貢献度の評価

なく、宿泊数や旅行消費額も考慮する必

国人は多く、リピーターとなる可能性は

現状のインバウンドの問題点を訪日目

要がある。訪日外国人の数に加えて、宿

多いが、そのような要望はパッケージツ

的別に整理・分析する。日本では訪日目

（２）インバウンドの質の問題
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的は観光、商用、その他に分けられるこ

究では、今後商用旅行者について、検討

とが多いが、図－２のように英国、オース

の対象から省くことにする。

6－1

日本の VFR における適用可能性

（１）ビザ緩和の検討（可能性１）
VFRに関連して、日本に在留する者を

トラリアでは VFR が商用のシェアを上
（３）VFR のインバウンドへの貢献

回る。そこで観光、商用、VFRについて

保証人として外国人にビザを免除・緩和

観光目的の訪日外国人が「量」に貢献

各項目の貢献の可能性について整理した

することを検討する。この検討の詳細を

するものとすれば、VFR 層は「質・内

以下に示す。

容」に貢献するものと考えられる。観光

●日本に在留する外国人の親族もしくは

庁の「訪日外国人の消費動向平成27年

友人が日本に渡航する場合、ビザの免

の貢献

10－12月期」によると、訪日外国人の旅行

除もしくは発給要件の緩和を行う

観光目的旅行者の数は訪日外国人の目

支出は観光目的が13.3万、商用目的が14.0

●訪日する外国人が日本人の友人を訪問

的別シェアでは最大であり、政府の唱え

万であったのに対し、VFR は17.5万円と

する場合、ビザの免除もしくはビザの

る観光立国政策もこの層を念頭に置いて

最大であった。
他にも図－２に示したよう

発給要件の緩和を行う

いるものが多い。最大のボリュームゾー

な「滞在泊数の増加」が期待される。ま

● VFR の対象となった外国人もしくは

ンであるため、インバウンド全体の押し

た、図－３で見たように VFR は安定した

日本人は、訪日する外国人の滞在期間

上げには貢献するが、観光やショッピン

マーケットであり、鈴木（2015）による

中の行動を保証し、責任を持つ

グ目的の客は為替相場に影響されるため

と VFR は「リピーターの増加」に関し

浮遊性が高い。そのため「滞在泊数の増

ても有効であるとされている。東日本大

加」
、「旅行収入の増加」、「リピーターの

震災後の風評被害は正しい情報が正しく

増加」、「有事に強い訪日者層の創出」に

伝わらなかったことが原因であるとされ

自分の家族・友人を日本に招待する場

貢献度はやや劣る。観光目的の訪日外国

ている。日本の親族・友人と日ごろから

合、日本で予約・決済のできる呼び寄せ

人層は日本を目的地にしたのではなく、

密な連絡を取り合っているVFR層は、そ

料金、呼び寄せチケットを新設・充実さ

数ある候補地の中から日本を選択したの

のようなときでさえ、風評に影響された

せることを検討する。詳細を以下に述べ

である。プロモーションが成功すれば増

り必要以上に減少したりすることのない

る。

えるし、失敗すれば減少する。したがっ

「有事に強い訪日者層の創出」
に有効であ

●ホストは日本国内の旅行代理店、航空

て、
「質・内容」よりも「量」に貢献する

ると考えられる。VFRを促進することに

会社で予約発券、決済まで完了できる

層であるといえる。

より、質の高いインバウンドが創出でき

ようにする

結果を表－３に示す。
（１）観光目的旅行者のインバウンドへ

（２）新しい航空運賃導入に関する検討
（可能性２）

●本国で購入するのと同程度、もしくは

ると考えられる。
（２）商用目的者のインバウンドへの貢献

それより低価格に設定する
６．日本のVFRへの適用可能性と課題分

商用目的者とは業務出張者である。一

●親等が近いほど、複数人での訪日ほど

般 に Meeting，Incentive，Convention、

析

割引率を大きくする

Exhibition（MICE）などの特殊な場合を

訪日旅行の各ステージにおける課題に

尚、表－₃、４の判断の根拠は筆者の30

除き、業務出張という内容を考えた際、

対して VFR による改善の可能性を検討

年の旅行業界の経験の中で、旅行会社や

この層は意図的に創出したり増加させた

し、評価と併せて6－1の表－４に整理する。

宿泊関係者などに聞き取った結果を踏ま

りするのは困難である。したがってイン

え、さらに正確性を高めるために第三者

バウンドを増やすことを目的とした本研

に確認したものである。
（３）地方の公共交通機関における VFR

表－３ 旅行目的別のインバウンドへの貢献の可能性
項

目

インバウンドの数

現状と課題

観光

商用

VFR

現在は好調であるが、将来的な増加
の確約なし

○

△

○

パスの検討（可能性３）
現在のインバウンドはゴールデンルー
トに代表される特定の観光地のみに集中

インバウン 滞在泊数の増加 さらに増加させたい
ドの内容
旅行収入の増加 さらなる増加が望まれる

△

△

◎

し、地方の経済活性化に十分役立ってい

○

△

○

ない。そこで地方のJR、私鉄、バス会社

リピーターの増加

ショッピング目的など、基盤は脆弱

○

△

◎

有事に強い訪日者層の創出

風評などの影響が大きい

△

○

◎

などに VFR 用のパスを作ることを検討

課題解決のための効果が◎大いに見込まれる
○見込まれる
△あまり見込まれない

する。詳細を以下に述べる。
● VFR で訪日した外国人に対して、地
方バスや鉄道の割引パスを導入する
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表－４ VFR の適用可能性の検討
No ステージ

課

題

和が実現できなかったことから、この問
内

旅行目的

容

評価・
コメント

観光 VFR

VFR に関す
る可能性

情報収集

日本への渡航の動
機付け・情報収集

△

◎

VFR の強み

２

渡航書類

ビザ等の渡航書類
の獲得

△

◎

改善の余地
あり

可能性１

３

日本への、または日
国際線フライト
本からのフライト

○

◎

改善の余地
あり

可能性２

１
渡航前

移動

国内移動

鉄道やバスなどの
公共交通機関

○

○

改善の余地
あり

可能性３

５ 宿泊

宿泊施設

ホテル、旅館などの
宿泊施設

○

○

改善の余地
あり

可能性４

６

飲食

レストランやパブ
などの飲食施設

○

○

メニュー・表
示などの工夫

７

ショッピング

訪日旅行者のショ
ッピング

◎

○

免税範囲の
拡大
可能性３
可能性５

９

文化体験

一般観光

○

○

地方観光の
可能性

文化交流・文化体験

△

◎

VFRを利用し
た日本文化の
理解促進

フォースの実現などが必要であると考え
られる。

４

アクティ
８ ビティ
観光

題の解消には、省庁間をまたいだタスク

後者の問題は、親族や友人の保証人に
対する罰則規定の整備である。罰則規定
を整備すると、友人の保証人になること
に抵抗を覚えるホストも多くなると考え
られる。
（２）新しい航空運賃導入（可能性２）の
実現にかかわる課題
可能性２の実現に関わる課題は、関係
書類と料金設定の問題である。
前者の問題は、呼び寄せチケットを申
請する場合の必要書類である。家族や親

課題解決のための効果が◎大いに見込まれる
○見込まれる
△あまり見込まれない

族の書類は透明性があるが、友人の場合
それがない。いかにして透明性を確保で
きるかが課題となる。
後者の課題は航空運賃の問題である。
もともと存在する本国での航空券の価格

● VFR で外国人を招いた外国人・日本

られているとはいえない。また、地方の

とのバランスを考える必要がある。大き

人に対して同様のパスを販売する

祭りや盆踊りはその担い手が減少してお

すぎると航空会社内部の軋轢を生み、小

●パスは同一行程での使用を原則とする

り、存続の危機に瀕しているものもある。

さすぎると販売促進につながらない。

そこで、両者の架け橋となるものとして、
（４）宿泊施設の活用に関する検討（可能

VFRホストを窓口にして、祭りや盆踊り

（３）地方の公共交通機関におけるVFRパ

性４）

などの地域の行事に VFR で訪れた外国

ス（可能性３）の実現にかかわる課題

現在東京や京都ではインバウンドによ

人を参加させることを検討する。以下、

可能性３の実現に関わる課題は、各機

る部屋不足が恒常的に見られ、宿泊施設

詳細を述べる。

関の利益の調整と実際の運用の問題であ

の確保が問題になっている。そこで、ホ

●日本のホストが仲立ちとなり、ゲスト

る。

テルや旅館にこだわらない、新しい宿泊
形態を検討する。以下に詳細を述べる。
●夏休みや春休みに、大学の寮や下宿を

を祭りや盆踊りに参加させる
●地方の宿泊施設を地域行事・イベント
の情報発信基地として機能させる

●空き家を VFR 客の宿泊に利用する
●上記のどの場合も、日本に住むホスト

路線・交通機関をカバーすることを考え
れば、交渉の窓口が一本化できず、利益
の調整が困難となる可能性がある。また、

VFR 客に解放する
●ショートホームステイを推進する

地方交通を単一路線ではなく、複数の

6－2

検討内容を実現させる場合の課題

の整理

VFRの当事者である旨、ゲストとホスト
であることが証明しにくく、ルーズな運

（１）ビザ緩和（可能性１）の実現にかか

営を招きかねない。一方、厳格なルール

が保証人となりゲストの滞在について

わる課題

や提出書類を課せば、利用者にとって使

責任を負う

可能性１の実現に関わる課題は、観光

いにくいとのジレンマがある。

に関する省庁間の連携の問題と保証人制
（５）観光、文化体験に関する検討（可能
性５）

度の問題である。
前者の問題は、インバウンドや観光は

（４）宿泊施設の活用（可能性４）の実現
にかかわる課題
可能性４の実現に関わる課題は、業法

訪日外国人（特に欧米人）は、日本の

国土交通省、ビザの問題は外務省、不法

伝統文化を体験したいという希望を持っ

滞在者の問題は法務省と主管がわかれて

ているが、パッケージ旅行や団体旅行で

おり、省庁間をまたいだ連携が必要であ

緩和されたとはいえ宿泊関連には旅館

はこの種のアクティビティは十分に叶え

る。しかし、小泉内閣時代には、ビザ緩

業法の問題があり、簡単に一般家庭の部
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屋を開放させることはできない。また、

む声もある。一方、日本の基幹産業とし

宿泊料を取るのか取らないのかで法に抵

て、また地方の活性化として期待される

触する場合もしない場合も考えられる。

のが観光産業である。日本は観光立国を

ショートホームステイや空き家利用の

宣言しインバウンド政策に力を入れてい

場合は、それを斡旋しマッチングさせる

る。しかし、持続的安定的なインバウン

仲介・調整機関も必要であるが、だれが

ドを考えるのであれば、インバウンドの

その役目を負うのかが問題になる。

数だけではなく内容にも注目する必要が

また、ホストがゲストの保証人になる

ある。

とはいえ、自宅の部屋や空き家を外国の

VFR の活用はインバウンドの内容に

客に開放することに抵抗を感じるものも

貢献するものと考え、今後の研究につな

多い。

げていきたい。

（５）観光、文化体験（可能性５）の実現
にかかわる課題

参考文献

可能性５の実現に関わる課題は、伝統

１）中澤栄一：「訪日観光客の決定要因：

行事の閉鎖性と宿泊施設の経営方針の問

グラビティ・モデルを用いた誘致政

題である。

策 の 評 価」、現 代 経 営 経 済 研 究、

京都の祇園祭りなどは、鉾に女性を乗

Vol.2、No.3、2009.5

pp.27－58

せないなどの慣習、しきたりが今でも生

２）岩 本敏夫：
「国際観光 ― インバウン

きている。そのような伝統行事に、担い

ド・ツーリズム政策に関する一考

手がいないからといって簡単に外国人を

察」、長崎国際大学論叢、Vol.1、2001.3

参加させるには抵抗を感じる当事者も多

pp.41－51、2001.3

い。また宿泊施設の中には、外国人宿泊

３）アマン礼子：
「欧州からの外国人旅行

客が増えることによる日本人客との間の

者誘致拡大に関する一考察」
、東洋英

トラブルを懸念する声もある。

和大学院紀要、Vol.8、2012.3、pp.71－94
４）崔載弦：
「訪日外国人旅行客の地方誘

７．おわりに

致に関する一考察」
、
日本国際観光学

本研究を通じて、海外においてはVFR

会論文集、Vol22、2015.3、pp45－50

が活発に活動しているカテゴリーである

５）石塚芳子：
「シンガポールにおける観

ことが明らかになった。一方で日本にお

光立国への取り組みと空港の国際競

いては VFR がほとんど研究されておら

争力強化」、日本国際観光学会論文

ず、
認識もされていないことがわかった。

集、Vol.21、2014.3、pp.159－165

本研究ではインバウンドの数ではな

６）鈴 木勝：「観光立国ニッポンの新戦

く、内容に注目し VFR という側面から
様々な活用可能性を検討した。そしてそ
の過程で様々な課題や問題が存在するこ
とがわかった。今後はより現実的に対応
するために、関係機関への働きかけを行

略」日中出版、2015
７）ト ラベルジャーナル、「第３の需要
VFR」
、2014
８）山村慶輔：訪日外国人ビジネス、翔
泳社、2015.2

う必要がある。そのような過程を通じて
新たな課題をみつけ、より VFR という

【本稿は所定の査読制度による審査を経たものである。
】

カテゴリーを掘り下げていきたいと考え
ている。
日本は人口減、少子高齢化に直面して
いる。労働人口や労働力の不足が懸念さ
れ、人口の減少は地方の過疎化を引き起
こし、都市でさえその機能の維持を危ぶ

－203－

