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我が国の DMO における
マーケティング概念の捉え方の考察
経営学領域のマーケティング概念との比較を踏まえ
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This paper studied how the concept of marketing is recognized in Japan’s DMOs, comparing it with the concept of marketing in
the field of business administration. One method to find insight regarding the discussion of DMOs in Japan is to analyze the
actual recognitions such as marketing-related requirements for the Japanese-version of the DMO registration system（data
collection / analysis, etc.）. Through literate research, this work found that Japanese DMOs do not go into the perspective of
marketing theory in the field of business administration, which aims for “customer creation” and “societal marketing concept”. In
addition, regarding destination marketing, where academic research is progressing in the tourism field, it was revealed that its
application and practice are limited in Japan.
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１．問題意識及び目的
地域の稼ぐ力を引きだし、地域への誇

は理解されていない恐れを示唆してい

に関するマーケティングやマネジメント

る。

を対象とした研究はそれほど多くはな

りと愛着を醸成する観光地経営の視点に

また、観光分野においても、国連世界

立った観光地域づくりのかじ取り役とし

観光機関は、UNWTO（2009）において、

て、2015年に日本版 DMO 候補法人登録

い。
海 外 に お け る 議 論 に つ い て、藤 田

「マーケティングとは、観光業界では、プ

（2018）は、従来DMOは、デスティネー

。観光庁では DMO

ロモーションだけを意味するものとして

ションに経済的及び社会的な利益をもた

を英語表記で
「Destination Management/

誤用されることがよくある。プロモーシ

らすマーケティング組織であったが、今

Marketing Organization」としており、
「マ

ョンは、マーケティング・プロセスの１

日においては、マネジメント組織として

ネジメント」と「マーケティング」という

つの要素にすぎない。
」と述べている。

の比重が高まっていると紹介している。

制度が創設された

（１）

二つの機能を有するものとしている。

こうした状況を踏まえ、本研究では、

さらに、岡本（2010）
、篠原（2015）、菅

海 外 で は、国 連 世 界 観 光 機 関

我が国の DMO についての研究や議論に

野（2017）
、清 水 ・ 橋 爪（2018）は、

（UNWTO）
が2007年に
『A Practical Guide

おいて、マーケティングがどのような概

UNWTO（2007）を引き合いに、デステ

to Tourism Destination Management』を

念として認識されているかを整理し、経

ィネーション・マネジメントを観光地の

発刊し、デスティネーション・マネジメン

営学領域 のマーケティング概念との比

要 素 を コ ー デ ィ ネ ー ト す る 活 動とし、

トを行うDMOの役割等を示しつつ、マー

較により特性や改善点の考察を通じ、今

「マーケティング」と「現地対応」でサ

ケティング機能も担う組織としてDMOの

後の我が国の DMO におけるマーケティ

ポートされる旨紹介している。また、泉

枠組みを解説し、その言葉が世界的に認

ングが的確に実施される一助となること

山（2016）は、海 外 の DMO 組 織 を

知されるようになった。

を目的とする。

Destination Marketing Organization と

（２）

Destination Management Organization

一方、マーケティングについて、我が
国の第一人者である恩蔵直人（2019）は、

２．先行研究レビュー

に分類化している。

2015年の観光庁における日本版 DMO

海 外 と 国 内 の 比 較 に 関 し、菅 野 ら

進であるという捉え方がなされており、

制度創設と前後して、我が国において

（2018）は、海外では「地域の競争力強

マーケティングという言葉だけが一人歩

DMO に関する議論が活発化している。

化」を目的とした経営学領域の知見を観

きしている」と指摘し、国内外で汎用さ

DMO の「M」は、マーケティングとマ

光領域が取り込みながら「デスティネー

れているマーケティングの概念が正確に

ネジメントの二つを指しているが、DMO

ション・マネジメント」として発展して

「マーケティングとは市場調査や販売促
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国立国会図書館オンラインで「DMO」

きたのに対し、我が国ではまちづくりに

するものとして、齋藤（2003）は、観光

代表される「持続的なコミュニティ向上」

マーケティングについてその成立過程を

をキーワード検索（2020年10月８日）し

を目的とする都市計画や地域計画領域の

一般マーケティング（本研究でいう「経

たところ、32件が該当した。うち、12件

考え方を観光領域が取り込みながら、
「観

営学領域のマーケティング」
）
と比較して

は本研究に無関係な物理・化学や自動車

光地経営」として発展したものとしている。

いるが、目的は観光マーケティングの特

関係書籍であったため除外している。加

DMOにおけるマーケティングに関し、

徴を浮かび上がらせることであり、さら

えて、海外で出版された書籍１件（３）を除

鈴木ら（2017）、阿曽ら（2019）は、観光

にこの研究は2015年の日本版 DMO 制度

外し、計19件の書籍（４）を分析した。

地の価値を高めるためのインターナル・

創設以前のものである。また、菅野ら

マーケティングを考察している。三ツ木

（2018）は、
「マーケティング」ではなく

（2017a）、高橋（2019）、大友（2020）は、

「マネジメント（観光地経営）
」について

プロモーション手法につき論じている。

比較検討を行っている。

3－2

論文や雑誌記事等の抽出

本研究では、学術的論文や各種雑誌等
における資料等を幅広く補足すべく、学

北村（2018）は、デスティネーション・

よって、本研究が行う我が国の DMO

マーケティングの必要性を述べている。

の議論と経営学領域におけるマーケティ

書館の雑誌記事索引データベースなど、

徳山・長尾（2018）、宮崎・岩田（2020）

ング概念の比較について論じたものは見

2,063万件以上の学術的論文等情報を検

は、プレイス・ブランディングの視点か

つからず、本研究は新規性を有するもの

索の対象とする論文データベース・サー

ら著述している。

である。

ビスである国立情報学研究所が運営する

DMOにおけるマネジメントについて、
野瀬（2015）は、海外 DMO の先行事例

協会刊行物・大学研究紀要・国立国会図

CiNii を活用する。
３．調査方法

CiNii で「DMO」をキーワード検索し

や 研 究 の 進 展 を 紹 介 し て い る。泉 山

本研究では、定性的分析として、文献

（2020年10月8日）
、
論文や雑誌記事等を抽

（2015）は、観光協会や観光圏、DMO等

レビューを通じて概念等の全般的な整理

出した結果、
初期データとして360件が得

のビジネスモデルの比較分析を行うこと

や論点整理等を行い、考察を実施する。

られた。キーワード検索では、タイトル

で、観光マネジメント組織として日本版

まず、我が国の DMO におけるマーケ

のみならず、キーワードや概要中にDMO

DMO導入に向けた考察を行っている。室

ティング概念がどのように認識されてい

の記載があるものも機械的に抽出できる

岡（2016）、高橋（2017a）は、海外DMO

るか等につき、我が国を代表する情報

ことから、内容的に DMO に言及してい

のマネジメント組織の事例研究を通じ

データベースにより抽出した既往研究や

る論文や雑誌記事等を広く抽出できる利

て、日本版 DMO への適用を議論してい

書籍、雑誌記事などを文献レビーにより

点を有する。

る。大野（2016）は、DMO の事業範囲

整理する。同じく、ビジネス活動で広く

と合意形成プロセスについて分析してい

適用されている経営学領域におけるマー

2012年以前の論文等は医学・科学・地学

る。そ の 他、伊 藤（2019）は、日 本 版

ケティング概念等を文献レビューにより

の領域で略式記号等として「DMO」を用

DMO の課題についてガバナンスの視点

整理する。

いたものであり除外し、2013年以降でも

抽出した初期データである360件の内、

から考察を行っている。大野（2019）、村

これらを基に、両者の比較を行い、我

同様の理由で除外した結果、
計111件を除

山（2019）は、観 光 地 経 営 の 観 点 か ら

が国の DMO におけるマーケティングの

外した。併せて、CiNiiにおけるもう一つ

DMO と地域ステークホルダーの関係構

捉え方につき、経営学領域におけるマー

の機能である博士論文のキーワード検索

築を論じている。

ケティングの概念との相違点や課題を明

で抽出した９件の内、医学や化学の領域

らかにする。

を除いた１件（藤田、2018）を加え、総

また、藤田（2018）は、DMO の役割
につき、マーケティングとマネジメント
は別の機能であることから、並列的にと
らえるべきとしている。この点、林（2020）

計250件を検証対象とした（５）。
3－1

書籍の抽出

我が国において書籍は大量に出版され

４．調査結果

は、DMO の「M」が民間流のマーケテ

ており、その抽出方法は様々なものが考

ィングを意味する北米型と、行政と密接

えられるが、国立国会図書館法により、国

ングの位置づけ

な関係を持ちマネジメントを意味する欧

立国会図書館には日本国内で発行された

観光庁ホームページによれば、日本版

州型の２つが存在し、日本版 DMO は実

すべての出版物（マイクロフィルム、CD、

DMOの必須たる基礎的な役割・機能（観

体上は欧州型に類似しているが、現実に

DVD、地図などを含む）を納入すること

光地域マーケティング・マネジメント）

は北米型を参考にする傾向があることに

が義務付けられているため、所蔵資料数

として、
（１）多様な関係者の合意形成、

矛盾がある旨指摘している。

が日本最大である国立国会図書館の蔵書

以上のような状況の中、本研究と近接

から書籍の抽出を行うこととする。

－40－
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日本版 DMO におけるマーケティ

（２）各種データ等の継続的な収集・分
析、データに基づく明確なコンセプトに
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基づいた戦略の策定、KPIの設定・PDCA

っていただくこと」としており、我が国

である「データの収集・分析、戦略の策

サイクルの確立、（３）調整・仕組みづく

の DMO の議論におけるマーケティング

定等」に加え、
「PR 等プロモーションの

り、プロモーション、が挙げられている。

概念の認識が伺える。

実施」
、
「新規旅行商品開発、販売」、「予

また、データ収集・分析等の専門人材

これらも含め DMO 関係書籍における

約オペレーション」
「情報サービス」、
、
「顧

（CMO：チーフ・マーケティング・オフ

記述を整理すると表１のとおりとなる

客管理（CRM）」等マーケティングの実

ィサー）を専従で最低一名置くことを登

が、多くはマーケティング概念について

務が記載されている事例が多く見られ

録の要件としている。

は所与のものとみなし詳細な解説等はな

た。また、マーケティングを「顧客獲得」

よって、日本版DMOでは、「観光地域

されておらず、
また、
データに基づくマー

「集客」
「リピーター確保」というように

づくり法人」という日本語表記を踏まえ

ケティング実施、機能としてのマーケテ

アウトプット（結果）として捉えている

ると観光を通じた地域づくりを実施する

ィングの必要性、マーケティング人材、

ものも見られた。

マネジメント機能が重視されているもの

経営学領域のマーケティング手法（4P、

の、マーケティングが確実に行われるこ

STP分析等）への言及にとどまっている

ると、
「地域資源を基にした商品・サービ

とを担保する意図も伺える。

ことがわかる。

スを開発し、地域のブランディングにつ

マーケティングの定義について見てみ

なげていくこと（大野、2016）
」
「顧客創
、
4－2

DMO 関係書籍におけるマーケテ

4－3

DMO 関係論文や雑誌記事等にお

造（獲得）
。新規客の流入を促すことと、

けるマーケティングの捉え方

来訪者の満足度を上げリピート顧客を増

抽出した書籍の内、我が国の刊行書籍

抽出した論文や雑誌記事等を検証した

やすこと（村瀬、2017）
」
「市場にある仕

で最初にDMOを取り上げたものは、海外

結果、2013年から始まった DMO に関す

組みの理解と対話。マーケティングの根

で発刊された
『International Encyclopedia

る記述は、当初は、海外における DMO

幹は顧客志向であり、顧客目線からの評

of Hospitality Management（Pizam, A.、

概念の紹介が中心であった。
その後、
2015

価を出発点（和田、2018）
」
、
「顧客創造

2005）
』の日本語訳（ピザム監修、2009）

年の日本版 DMO 制度創設に前後し、日

（顧客獲得）。域内への新規客流入とリ

であり、DMO を「デスティネーション・

本版 DMO の学術的、非学術的記述が相

ピート率向上（二神、2020）
」などの記載

マーケティング組織」として用語解説を行

次いでいる。また、日本版 DMO 制度が

がなされている。一方で、観光領域で研

っ て い る。岡 本（2010）は、UNWTO

地方活性化の切り札として期待されたた

究が進展している
「観光マーケティング」

（2007）の内容を踏まえ、DMO の役割を

め、地方行政、地方金融、地域シンクタ

「デスティネーション・マーケティング」

マネジメントの観点から紹介しているが、

ンクや不動産関係等、観光以外のセク

について言及したものは高橋（2013a）

マーケティング概念については機能とし

ターでも多くの記事があり（2017年の30

（2013b）
、三ツ木（2017b）
、藤田（2018）、

ての言及にとどまっている。

件がピーク）、論文においても環境、森

ィングの捉え方

その後、2015年の日本版 DMO 制度創

林、農村、国立公園、情報処理、不動産、

設を契機として、実用的な書籍の発刊が

教育、地理学等様々な分野で DMO が事

相次いだ（佐藤監修（2016）、日本政策投

例として取り上げられている

資銀行地域企画部（2017a）、大正大学地

北村（2018）と限定的であった。

。

（５）

このうち、多くは「マーケティング」

4－4

経営学領域におけるマーケティン

グ概念
マーケティングの本質につき、マネジ

域構想研究所（2017）、大社（2018a））。

という用語のみ記載したものであるか、

メント理論の泰斗であるDrucker（1973）

また、高橋（2017b）は、国内外の事例

観光庁における日本版 DMO の登録要件

は、
「マーケティングの目的は販売を不要

を踏まえ、日本版 DMO の確立・運営の

である「各種データ等の継続的な収集・

にすること」とし、顧客ニーズに合致し

ための課題の示唆を行っている。

分析、データに基づく明確なコンセプト

た製品であれば、販売に走り回らなくて

に基づいた戦略の策定」にまつわる表現

も、その製品は自ら売れていく、つまり

にとどまっているものであった。

マーケティングの理想は、販売活動が不

こうした中、佐藤監修（2016）は、マー
ケティングとは「地域の資産である ʻ 地

要となるところまで顧客を知り尽くすこ

域資源’の観光的価値を分析し、貨幣価値

研究対象の文献の中から、マーケティ

を高める手法を戦略的に考え、商品・サー

ングについて具体的な記述をしているも

ビスとして開発すること」と記述し、大

のについて、表２として整理した。この

定義につき代表的なものとして、マー

正大学地域構想研究所（2017）は、
「マー

結果、マーケティングについて、その概

ケティング論の世界的権威である Kotler

ケティング機能とは、観光客など来訪者

念を詳細かつ実践的に記述したものは皆

and Keller（2006）は「マーケティング

のニーズや動向を分析して、ターゲット

無であった。国内事例紹介や地域経済活

とは、個人や集団が製品および価値の創

を定めブランド戦略を展開することによ

性化関係の実務的な寄稿を中心に、マー

造と交換を通じて、そのニーズやウォン

り来訪者を増やしたり、リピーターにな

ケティングの具体例として、観光庁定義

ツを満たす社会的・管理的プロセス」と

－41－

とと述べている。
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表１

DMO 関係書籍におけるマーケティング関連の記述

ホスピタリティマネ デスティネーション・マーケティング組織（DMO）
ジメント事典（2009）DMO の定義：取引仲介者、個人旅行者や団体旅行者に、そのデスティネーションに旅行させるために、観光関連組織（ホテル、レス
トラン、アトラクション、輸送機関と補助サービス）に代わってその地域をマーケティングするものである。
岡本（2010）
※『A Practical Guide to Tourism Destination Management』（UNWTO、2007）の内容を部分的に紹介。
※ Destination Management Organization：日本語訳は「目的地経営組織」、意訳して「観光地経営組織」「観光地経営体」。
佐藤監修（2016）
日本版 DMO では、Management と Marketing の２つの M を使いこなす必要。
・
〈p.21〉マーケティング：地域の資産である ʻ 地域資源 ’ の観光的価値を分析し、貨幣価値を高める手法を戦略的に考え、商品・サー
ビスとして開発することである。それには、地域らしさのブランディングが必要だ。
・
〈p.23〉
（注：マーケティングのサイクルを記述）的確なマーケティングリサーチ →地域資源の観光地的価値の発見 →（中略）→
商品、サービスの購入による地域資源の貨幣価値への転換 →観光客の満足度向上によるリピーター化の実現
・
〈p.36〉PDCA を回していく。現状の把握やターゲティング、潜在的な需要の掘り起こしなどからプランニングを行い、それを実行
して検証し、改善していく仕組みをつくる。
鴨志田（2017）
※マーケティングについての解説等なし
※日本版 DMO で地域経済向上を目指す事例を紹介（北海道ニセコ倶知安地域）
大正大学地域構想研 ・
〈p.8〉マーケティング機能とは、観光客など来訪者のニーズや動向を分析して、ターゲットを定めブランド戦略を展開することによ
究所（2017）
り来訪者を増やしたり、リピーターになっていただくこと
・
〈p.9〉ブランド戦略などマーケティング機能：「地域独自の価値」（地域らしさ）の確立と継続的・統合的な発信、そのための観光客
の動向やニーズの把握とターゲットの設定。
・
〈p.17〉マーケティング機能：マーケティング、プロモーション（ブランディング）を一元的に担う機能！（地域の多様な関係者が、
お客様に対してバラバラで一元的に発信するこれまでのやり方ではなく、一元的、双方向的に対応する機能！）。（例）ブランドの発
信。プログラム、商品、サービスなどの情報発信の一元化。予約、手配の一元化などワンストップサービス機能
高橋（2017b）
※マーケティングについての解説等なし
・
〈p.19〉訪日外国人旅行客が求める価値をどのように提供するのかを明らかにしながらマーケティング戦略を練り上げていかなけれ
ばなりません。
・
〈pp.152－156〉地方自治体への DMO 導入に関するアンケート調査（2015年）の結果：観光振興の今後の課題として、「マーケティン
グ、ブランドの知識が不足し、地域の統合的なプロモーションができない」が最多。
・
〈p.89〉DMOはマーケティングの専門家によって運営されなければなりません。とくに観光に特有のマネジメント特性を理解し、デ
スティネーション・マーケティングが展開されることが望まれます。
・
〈p.185〉DMO に求められる人材：（DMO の勤務）経験はないけれども、マーケティングやマネジメントを実践してきた方々にも関
心を持っていただきたい。…地域の観光に「イノベーション」を起こすため、データに基づいた「マーケティング」が遂行できる能
力が求められます。
土木学会土木計画学 ※マーケティングについての解説等なし。
ハンドブック編集委 DMO：destination management organization
員会編（2017）
「DMO とは、
・・・地域振興に向けて活動する組織で、マーケティング活動、マネジメント活動にも精力的に取り組んでいるものであ
る。」〈p.433〉
日本政策投資銀行地 ※マーケティングについての解説等はないが、マーケティング関連の記述以下の通り。
域企画部（2017a） ・
〈pp.54－55〉マーケティング戦略に基づく地域観光経営
・
〈pp.87－92〉マーケティング・ターゲティング（STP 分析、ペルソナ分析、AIDMA を紹介）
・
〈pp.93－98〉マーケティング・プロモーション（4P（Product, Price, Promotion, Place）マーケティングのうち、Promotion の重要性
を指摘。プロモーションの具体例を列挙）
日本政策投資銀行地 ※マーケティングについての解説等なし
域 企 画 部（2017b、※データ集であり、DMO はパワーポイントの概要のみ。
2018、2019）
福井（2017）
※マーケティングについての解説等なし。
・
〈p.171〉経済効果の追求のみ成らず、地域の環境保全・住環境改善など地域全体がその恩恵を受ける仕組みになっていることから、
「日本版 DMO」への期待、特に「着地型商品造成」を含めて「観光地域マーケティング・マネジメント」としての期待が高まると
ころでもある。
大社（2018a）
※ DMO を、マーケティング、マネジメントのための観光地域経営組織としている。国内外の DMO の動向を詳細に紹介。
※マーケティングについて解説等なし。
・
〈p.22〉これまで「送客受け地」として受け身の体制だった地域を、自ら地域の価値を高めて商品やサービスをつくり、主体的に観
光集客が図れる自律的地域に転換させることが必要。つまり企業活動でいうところのマーケティングの導入である。
・
〈p.28〉地域は、主体的・戦略的な集客のノウハウや仕組みを有していないため、観光地マーケティングの機能を地域に内在化させ
ることが必要。
・
〈p.93〉「マーケティング業務を担う専門人材」が必要。
・
〈p.94〉図４－７ マーケット・カテゴリー別に見た機能：マーケティングのカテゴリーとして次を列挙
①セールス部門（主に団体客）一般的な団体旅行、教育旅行、スポーツ（合宿・イベント等）、ロケ誘致、MICE、医療・その他
②マーケティング＆プロモーション部門（主に個人客）居住地、性別・年齢、趣味嗜好、来訪目的、滞在形態、所得層…等
近藤（2018）
※マーケティングについての解説等なし。
※ DMO を「着地型観光組織（DMO）」と表記。
恩藏（2018）
※首都大学東京・日本観光振興協会が実施した2017年観光経営トップセミナーの講義録
※経営学者として経営学領域のマーケティング論の講義内容、講義資料を記載
・
〈p.97〉マーケティングとは、
「売れる仕組み」をつくること。「顧客にとっての価値を創造し、その価値を顧客に伝え、説得する」→
顧客ニーズの明確化（顧客ニーズの把握）、誰をどのように狙うのか（マーケティングの骨子としての STP）、何をどのように提供
するのか（商品・サービスの開発）、気づきや購入動機を与える（広告、営業）
・
〈p.98〉理想的なマーケティング企業では、顧客ニーズをしっかり反映した商品やサービスを創造、提供しており、クチコミやパブ
リシティでその良さが広まるため、販売活動がほとんど不要になる。
加 藤 編 著（2018、※マーケティングについて解説等なし。
2019）
※日本版 DMO の経緯等につき、観光庁の定義や資料を紹介
・
〈p.14, 2019〉DMO への地域の期待はますます大きくなっていますが、大きな視点で DMO をまとめきれる人材やマーケティング力
の不足等が原因で、なかなか DMO としての観光地経営の実現に向けた活動が順調にすすんでいるとはいえない状況です。
中部圏社会経済研究 ※日本版 DMO 導入に向け国内外の概念や事例を調査した研究所の報告書
所（2019）
〈p.23〉国内事例調査の結果、DMO に重要と考えられる事項
２ 観光データの重要性 各種データはマーケティングの基礎情報であり、資金調達の基となるものである。そのためにも、行政が
主体となってデータ収集し、そのデータを公表すべきである。民間側でも、行政任せにするのではなく、積極的に連携してデータ
を収集・整備していくことが必要である。行政が行えないときは、DMO などが連携してデータ収集を行うことが望ましい。
〈図表２－18〉 課題２：過大なミッション
 日本版 DMO に求められているミッションは、日本的な事情に加え、諸外国事例の集合和となっている。
①統計データ管理、②戦略的集客（マーケティング）、③受け入れ環境整備（マネジメント）、④広範な合意形成（地域づくり）
宮崎・岩田（2020） ※ブランディング論の書籍であり、マーケティングの解説等なし

（出所）各書籍の記述を基に筆者作成
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表２

DMO 関係論文や雑誌記事等におけるマーケティング関連の記述

小林（2013）

図２ 日本型 DMO の具体的活動イメージ
１．発地側及び着地側双方のニーズを踏まえた市場創造（プロモーションや新たな観光旅行商品の造成など）
２．観光旅行商品について、インターネットやビジネスマッチングの場などを活用しながら、自ら「B to B」「B to C」市場で販売す
る。（以下略）
高橋（2013a）
デスティネーション・マーケティング（DM）は特定の観光目的地への需要創造を目的として、地域にあっては自治体、観光協会など
によって行われるマーケティング活動である。
２．DM の考え方
（１）DM に特有の概念 「観光者の動機と欲求」「観光ビジネスの特性を理解したマーケティング・マネジメントが必要」
（２）DM のプロセス
３．継続するための仕組み－DMO ①運営体制、②地域の観光事業者との連携、③運営予算
高橋（2013b）
観光マーケティングには２つのタイプ
①旅行会社、ホテル・旅館などの宿泊施設、航空会社などの交通機関のように観光に関わる企業が、自らの事業への需要創造をするた
めに行う一連のマーケティング活動
②②特定の観光目的地への需要創造を目的として、国のレベルでは政府観光局、地方レベルでは自治体や観光協会などによって行われ
るマーケティング活動をいう。②は特にデスティネーション・マーケティングと呼ばれている。
大社（2015）
〈p.28〉民間企業と同様にきちんとしたデータに基づいたマーケティングを行ない観光集客に取り組んでいかなくてはならない。
〈p.29〉地域の中にマーケティング機能を取り込み、持続可能な観光地街づくりに向けての取組みが広がることを期待したい。
篠原（2015）
※ UNWTO（2007）による DMO の業務について概念図で整理
マーケティング：プロモーション（ブランド戦略等）、的確な情報サービス、予約オペレーション、顧客リレーション管理（CRM）
矢ケ崎（2015）
観光目的地のマーケティングには、ブランドの構築と維持管理、観光資源の開発と観光商材への磨き上げ、ターゲット顧客に対して地
域を売り込むプロモーション、観光商品のセールス、ブランドが約束した経験価値を提供する受入れ体制の整備など多様な活動が含ま
れる。
秋田経済研究所
※具体的な実施事業の例
（2016）
（a）マーケティング 大手の経済研究所に地域経済構造の分析を依頼し、地域の強みや課題、観光の視点から活用すべきポテンシャル
の抽出を行う。対象エリアへ来訪する台湾人観光客に対し、関心やニーズ、旅行経路等を探る実態調査を実施する。また、来訪者
への満足度調査を実施し、「おもてなし」に関する課題解決、商品改良、ブランディングのための参考資料とする。
大野（2016）
マーケティングとは、地域資源を基にした商品・サービスを開発し、地域のブランディングにつなげていくことである。
冨田（2016）
DMO は、欧米では一般的な観光振興組織であり、行政と民間が一体となって観光地のマネジメントを行っている。組織内にマーケテ
ィング機能を有していることが特徴で、調査結果をもとに旅行商品の企画や販売、プロモーション活動を展開している。
DMO を設置すれば、マーケティング調査によって観光地像や観光客像が明らかにでき、的を得た観光振興策が立てやすくなる。
大井（2017）
〈p.302〉マーケティングでは、旅行目的地を宣伝するためのプロモーション（ブランド戦略など）、予約オペレーションや顧客関係管理
が挙げられる。
〈p.302, 図１〉マーケティング：プロモーション（ブランド戦略等）、予約オペレーション、顧客関係管理
財界九州（2017）
※沖縄観光コンベンションビューローの活動報告
効果的なマーケティング：ブランド戦略によって沖縄を広く知ってもらうことで、多面的な展開を図ることを狙いとする。実効性の高
い市場調査や分析、その結果に基づいた戦略的な市場開拓、市場ごとのきめ細かいプロモーション展開も含まれる。
鈴木ら（2017）
観光地の価値を高めるためのインターナル・マーケティング活動を検討
インターナル・マーケティング活動：①地域内での意識・価値観の共有、②トップダウンからボトムアップへの構造改革、③地域内協
力者の採用・育成、④地域組織・地域住民への情報伝達
藤田（2017）
〈p.91〉第一の機能は、「マーケティング」である。…従来のマーケティング機能は、標的市場に対してデスティネーションのイメージ
やアトラクションに関する情報の伝達等、コミュニケーション活動が中心であると認識されていた。一方、今日のマーケティング機能
は、標的市場に対するコミュニケーション活動のみならず、マーケティング計画策定のための情報探索、STP の設定、デスティネー
ション開発、コミュニケーション活動、マーケティング評価等、一連のマーケティング活動が含まれると認識されている。
三ツ木（2017b）
〈p.25〉プロダクト・アウトなデスティネーション・セールスではなく、観光客からの視点である「外なる内の目」
、もしくは「外なる
外の目」
、つまり、マーケット・インでデスティネーションに対するニーズやウォンツ、シーズを一人十色のニーズを区別し、標的顧
客に対して、明確なデスティネーション・マーケティングを展開していく必要がある。
村橋（2017）
Marketing＝「顧客創造（獲得）」。データに基づいた戦略的なプロモーションによって新規客の流入を促すことと、来訪者の満足度を
上げリピート顧客を増やすこと。
元木（2017）
③ Marketing（マーケティング）
観光地にマーケティングを行うとは、まず的確なマーケティングリサーチを行い、地域資源の観光的価値を見出し、商品やサービスに
対する地域ブランディングを実施する。次にターゲットとなる、地域にとって相性のいい観光客を設定し、効率的かつ効果的な情報発
信を行い、ターゲットとなる観光客を誘致する。商品やサービスの販売により地域資源の貨幣価値ヘの転換（利益の創出）を図り、観
光客の満足度向上と同時にリピーター化を実現していく、ということである。
観光マーケティングの重要な点は、顧客視点に立った「マーケットイン」の考えを取り入れることである。対義語は、とにかくいいも
のを作れば売れるといった「プロダクトアウト」である…。
大社（2018b）
DMO の果たすべき役割とその運営について、…諸外国においても DMO が担うマーケティングとマネジメントの比重は様々であり、
それは DMO を構成するステークホルダーや財源の在り方に規定される。…「観光産業の振興」と「観光による持続可能な地域づく
り」のどちらかを目標にするかの違いだが、日本版DMOは地方創生の流れから生まれ、官主導で形成されることから、観光を活かし
た地域づくりを推進する機関としての比重が高くなる。
北村（2018）
・日本が名実ともに観光先進国となるためには、国及び地方において、世界標準の「マーケットイン（顧客ニーズを反映した商品提
供）」の発想による観光マーケティング戦略の立案と実践が不可欠。
・多くの自治体は、地域振興に向けて「観光振興計画」や「観光基本計画」を策定している。これらの計画は、観光資源開発、インフ
ラ整備、まちづくりなど、観光地域側の施策に重点が置かれている。部分的に地域ブランドづくり、観光情報発信、PR・プロモー
ションなどに言及されているが、科学的なマーケティングの理論と体系に基づく戦略とはなっていない。
清水・橋爪（2018） ※ UNWTO（2007）において求められるデスティネーション・マネジメントの要素を紹介。マーケティング関係以下の通り。
④マーケティング（集客）
・市場のセグメンテーション、ターゲティング
・デスティネーションのプロモーション戦略
・レジャートラベルのプロモーションと商品流通経路
・ビジネストラベルのプロモーション（資金調達、MICE との協働）
・価格設定の重要性
中村（2018）
【マーケティングの具体例】観光地域に求められる取り組み：第３に、データ収集・分析、ターゲット設定です。観光客に関するデー
タ収集・分析を行い、ターゲットを設定し、観光客のニーズを把握します。これは、いわゆる勘に頼るマーケティングから、サイエン
スに基づくマーケティングへの脱却を図るもので、近時、注目されるデータ・マーケティングを展開することです。第４に、民間的手
法の導入です。効果的なブランディングやプロモーションを行い、競争力のある観光地の形成を促進することが需要です。このような
マーケティング手法は、民間事業者が得意とするものですので、積極的にノウハウのある民間事業者を巻き込み、協働していくことが
有効かと思います。
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西山（2018）

DMO の M の趣旨：
地域を観光目的地＝デスティネーション（D）として認識した経営＝マネジメント（M）である。観光振興を、関連事業者の営利目的
のためとする発想から、公益に資するミッションへと転換する。そのミッションを推進する活動こそが、デスティネーション・マネジ
メント（DM）である。

日本観光振興協会編〈p.40－42、ステップアップ DMO 公益社団法人ツーリズムおおいた〉
（2018）
「今年もう一つ力を入れていきたいのが『観光マーケティング』です。マーケティング部門では、
『市町村カルテ』の作成を進めている
ところで、まだ完成していませんが、県の統計調査をベースとして、市町村別に分析し、地域の現状や課題を抽出し市町村の観光戦略
に活用できるものにしたい」
〈p.40－42 ステップアップ DMO 公益財団法人するが企画観光局〉
「インターネットを使った大規模なアンケートを実施。目的は①今後、どのマーケットを中心に取り組んでいくかを決める。②静岡県
中部の認知度の低さを認知してもらう。」
藤田（2018）

※観光学領域における「観光マーケティング」「デスティネーション・マーケティング」について、国内外の学術的議論を詳細に検証。

矢島（2018）

【マーケティングの具体例】豊岡版 DMO では、データに基づいた徹底したマーケティング戦略を立て、城崎町の宿泊施設から提供さ
れるインバウンド旅客関連のデータ等を分析し、欧米豪の FIT をメインターゲットに Web マーケティングの強化を図っている。

和田（2018）

〈p.90〉マーケティングは、市場にある仕組みの理解と対話であるといえる。…駆け出しのDMOが取り組めるものではない。マーケテ
ィングは数多くのアプローチが外部からなされ、地域ではなじみがあると思い込まれているテーマであるが、本質的にそれを理解して
いる力が地域には乏しい。それゆえ、外部のキャンペーンに振り回される事例が後を絶たないのである。このマーケティングに関する
ギャップを埋めることが、DMO においては最優先すべき課題である。
〈p.92〉マーケティングの根幹は顧客志向であり、顧客目線からの評価を出発点にする。顧客は何を望んでいるのか、ライバルは何を行
っているのか、何が評価されているのか、といったデータに基づいて、自らの行動を見直していくのが肝要である。…根拠のない独善
を思いや地域愛などという言葉のすり替えで押し通すようなやり方を排除し、顧客に評価されるものを地道に作り上げていくことが、
DMO の目指すべきマーケティングである。

村山（2019）

「マルチ・ステークホルダー市場志向に基づく観光地マーケティング」（Line and Wang（2017, p.84）を紹介：
〈p.93〉 Line and Wang は、観光客、競争相手、地域共同体、観光産業、仲介業者という５つのステークホルダー市場と DMO が、ど
のような関係を構築すべきかを明らかにしつつ、それら５つのステークホルダー市場のニーズや情報に目を向ける「観光地マーケティ
ングへのマルチ・ステークホルダー市場志向」という考え方を提唱した。

太田（2020）

※かまいし DMO の中核３事業の紹介
旅行マーケティング事業では、観光に対する調査や、サステナブル・ツーリズムや DMO への取組みについての視察や企業研修等の受
け入れなどを行っています。
〈図表〉１ 旅行マーケティング事業 域外（主に首都圏）の顧客を対象としたツアーの企画・実施

大友（2020）

DMO の活動の一つとして、「④目標達成のための各種専門的活動（デジタル・データを十分に活用したマーケティング・プロモーシ
ョン・PR 等）

二神（2020）

Marketing＝顧客創造（顧客獲得）域内への「新規客流入」と「リピート率向上」

山本（2020）

３．マーケティング事業
地域における魅力の過不足などに関する仮説の正誤や、現状の徹底的な検証、今後の施策方針や、事業効果を確信しながら事業を進め
るためにマーケティング調査を実施している。

（出所）各論文や雑誌記事等の記述を基に筆者作成

4－5

デスティネーション・マーケティ

定義している。また、マーケティングの

他方、Lumsdon（1997）によれば、古

本場であるアメリカ・マーケティング協

典的なマーケティングの定義は３つのア

会（AMA）は、
「顧客、依頼人、パート

プローチが存在し、コトラーらのような

マーケティング対象として地域を最初

ナー、社会全体にとって価値のある提供

顧客志向に加え、顧客よりもむしろ供給

に取り上げたものは観光マーケティング

物を創造・伝達・配達・交換するための

者或いは経営システムを強調するもの

であり、
「観光産業に（経営学領域の）

活動であり、一連の制度、そしてプロセ

（Dibb et al.、1991）
、交換過程を重視す

マーケティング・ノウハウを適用」（小

ス」としている。
この点、恩蔵直人（2019）は、マーケ

るもの（Buell、1985）があるとしている。
また最近の動きとして、コトラーは、

ングの概念

林、2014、2016）するものとして発展し、
欧米では1960年代後半から、我が国では

ティングとは、顧客価値を生み出すだけ

マーケティングは段階的に進化し続けて

1970年代中旬から始まったとされている

でなく、顧客価値をいかに顧客に届け、ど

おり、表４の通り、
『マーケティング3.0

（長谷、1994）
。観光は通常経済のサービ

のように顧客へ説明し理解を得るかが肝

（Kotler et al.、2010）
』では、人々は購入

ス部門に分類されるものであり、Kotler

要であるとし、それを4P（製品、流通、価

する財やサービスに対して、機能的な充

et al（2003）やLumsdon（1997）が示し

格、プロモーション）との関係で説明し、

足のみならず、感情的な充足や精神的な

ているように、一般の消費財と比べ、①

「顧客価値を創造し、伝達し、説得するプ

充足も求める段階になったとしている。

無形性、
②変動制
（サービスは貯蔵不可）、

ロセス」として理解すべきとしている。

加えて、近年『マーケティング4.0（Kotler

③異質性（サービスの標準化は困難）、④

et al.、2016）
』が提唱され、顧客の自己

不可分性（生産と消費は同時発生）、⑤消

顧客志向の重要性を強調しており、マー

実現欲求をかなえることを主眼に置いた

滅性（無形で短命であるので消費財と同

ケティングとは単なる市場調査・分析や

マーケティングとして、IT時代だからこ

じ方法で所有困難）といった相違点があ

販売促進・プロモーションにとどまらな

そ、人々は存在感を持ちたいと考えてお

る。

い、企業及び組織が顧客との間で価値を

り、企業は、自己実現要求を満たす製品

観光マーケティングの先駆けとなった

創造、伝達、説得していく一連の総合的

やサービスの提供をすべきとしている

のはKrippendorf（1971）の研究であり、

このように、経営学領域においては、

活動のことを意味するものとしている。

観光という分野では単一企業では顧客満

（平野、2015）
。
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表３

経営学領域におけるマーケティングの主な定義や概念

Drucker（1973）
pp.64－65

マーケティングの究極の目標は、セリング（販売）を不要にすること。マーケティングが目指すものは、顧客を理解し、製品とサービ
スを顧客に合わせ、おのずから売れるようにすること。顧客を満足させることこそ、企業の使命であり目的である。
企業の目的は顧客の創造であり、
「マーケティング」と「イノベーション」の二つだけの基本的機能を有する。組織に成果を出させる
のが「マネジメント」。

Buell（1985）p.19

マーケティングは、売り手が商品やサービスを価値のあるものと交換するために買い手と一緒になる過程である。

Dibb et al.（1991）p.5 マーケティングは、商品、サービス、アイデアの創出、流通、プロモーション、価格によって、ダイナミックな環境における交換関係
を促進し、満足させる個々の組織的な活動から成る。
Kotler et.al.（1996） マーケティングは、個人や集団が製品や価値を創造し、他者と交換することによって自分たちが必要とし、欲求するものを得る社会
p.23
的、経営的過程である。
Kotler, P.and Keller, マーケティング：個人および組織の目標を達成しうる交換を成立させるために、アイデア、財、サービスの着想、価格設定、プロモー
K.L.（2006）
ション、流通を計画し実行するプロセス。
用語解説
UNWTO（2009）
p.160

マーケティングは、プロモーション的キャンペーンによる当初の消費者調査から消費者の態度や販売のモニタリングを通じて、製品の
開発とプロモーションから製品の改良と再開発までの一連のプロセスをカバーする。観光業界では、マーケティングは、プロモーショ
ンだけを意味するものとして誤用されることがよくあるが、プロモーションは、マーケティング・プロセスの１つの要素にすぎない。

アメリカ・マーケテ マーケティングとは、顧客、依頼人、パートナー、社会全体にとって価値のある提供物を創造・伝達・配達・交換するための活動であ
ィング協会（AMA）り、一連の制度、そしてプロセスである。
2017年版
恩蔵（2019）p.50

顧客価値を創造し、伝達し、説得するプロセス

（出所）上記参考文献及び Lumsdon（2004）を参考に筆者作成

表４

コトラーにおけるマーケティングの段階的進化
マーケティング1.0

目的

マーケティング2.0

マーケティング3.0

マーケティング4.0

製品中心、生産主導

顧客中心

社会中心、人間中心

人間中心の深化

製品の販売

顧客の満足と維持

社会の満足と幸福

顧客の自己実現

マーケティング・キーワード 4P（製品、流通、価格、プロ STP（市場細分化、ターゲテ ネットワークと共創
モーション）
ィング、ポジショニング）

デジタル・マーケティングと
伝統的マーケティングの融合

（出典）平野（2015）、恩蔵（2019）を基に筆者作成

足達成が困難であるという特殊性がある

ング（本研究でいう「経営学領域のマー

ィング概念（表３、４）
、デスティネーシ

ことを踏まえ、個々の企業が連携し観光

ケティング」
）
の記述に同調しているに過

ョン・マーケティング（表５）の代表的

地を一つの製品と見立てる概念を導入し

ぎない等の批判をしている。

なものをそれぞれ抽出し、表６として対

た。
その後、観光マーケティングにおいて、

その後、Moutinho（1989）が「観光客
満足の最適化と組織目標の最大化を図る

比表を作成した。
この対比表に基づいて、我が国のDMO

デスティネーションという概念が登場す

マ ネ ジ メ ン ト ・ プ ロ セ ス」と 定 義 し、

議論におけるマーケティングの捉え方を

る（Pike、2002）。デスティネーションと

Kotler et al.（1996）が『Marketing for

相対的に把握するとともに、課題や今後

は、Kotler et al.（2003）によると、旅行

Hospitality and Tourism』を刊行したこ

の在り方について考察を行った。

者が訪ねる目的地であり、何らかの物理

とで、経営学領域におけるマーケティン

的な、もしくは観念的な境界によって他

グ理論の観光分野への適用が加速した。

と 分 け ら れ る も の で あ る。ま た、

デスティネーション・マーケティング

5－1

考察①：販売促進志向から顧客志

向へ

UNWTO（2009）では、
「厳密に言えば観

の定義は表５のとおり様々であるが、①

4－3及び表２で記述した通り、
我が国の

光デスティネーションとしての国、地域

個別組織ではなくデスティネーションへ

DMO の議論におけるマーケティングの

又は都市を指す。つまり、人々が訪れた

の需要創造を目的としていること、②

捉え方については、実務を行っている現

い場所」と定義している。

マーケティングの主体は営利系企業に限

場の DMO になるほど、マーケティング

このデスティネーション概念を適用

定されないこと、③コンセプトに社会志

の具体例として、観光庁の登録要件であ

し、Wahab et al.（1976）が、
「デスティ

向が含まれていること（藤田、2018）か

る「データ等の収集・分析、戦略の策定

ネーションを主体とし、その利益を最大

ら、観光マーケティングから進歩したも

等」に加え、
「プロモーションの実施」、

化するために実施されるマーケティン

のとなっている。

ン」
「情報サービス」
、
「顧客管理（CRM）」
、

グ」
（久保、2020）、としてデスティネー
ション・マーケティングを打ち立てた。

「新規旅行商品開発」
「予約オペレーショ
、

５．考察

等をあげており、これが現場レベルでの
マーケティング活動に対する認識である

彼は、Krippendorf（1971）の観光マーケ

上記の研究結果を基に、我が国のDMO

ティングの概念に対し、顧客満足の追及

議論におけるマーケティングの扱い

と推測される。この点で、齋藤（2003）

を究極の目的とする一般的なマーケティ

（表１及び表２）
、経営学領域のマーケテ

による
「わが国の観光マーケティングは、
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表５

デスティネーション（観光）・マーケティングの主な定義や概念

Krippendorf
（1971, p.46）

観光マーケティングの定義：
人は観光マーケティングという言葉で、観光企業の政策を、適正利潤を獲得しながらも、消費者のある特定のグループの必要性を最大
限に満足させるように、局地的・地域的・国家的および国際的な計画に基づく公共的・国家的政策に組織的かつ調和的に適合させるこ
とを理解する。

Wahab et al.
（1976, p.24）

政府系観光組織や観光企業は、彼らが選択した潜在的及び顕在的な観光客を識別し、観光客の望み、ニーズ、モチベーション、選り好
みを確認したり、それらに影響を与えたりするために、ローカルレベル、リージョナルレベル、ナショナルレベル、インターナショナ
ルレベルでコミュニケーションを図る。そして観光客を満足させ、それによって観光客の目的を達成させるという観点に基づいて、観
光製品を組み立て、適合させるという、一連のマネジメントプロセスをいう。

Moutinho
（1989, P.259）

観光マーケティングの定義：
観光組織が観光客の最適な満足の達成と組織目標の達成のために、観光商品をつくり、適合させるように、局地的・地域的・国家的並
びに国際的レベルで、観光客のニーズ、ウォンツ及び動機を確かめ、それに影響を与える、顕在的・潜在的な観光客を選定し、観光客
に伝達するマネジメント・プロセス

Lumsdon（1997）
邦訳版 P25

観光のマーケティングは、競争的供給者あるいは目的地よりも効果的に既存観光客と潜在的観光客の欲求を予想し、満足させる経営過
程である。交換の管理は、利益、コミュニティ・ゲイン、あるいはその双方によって推進される。長期的な成功は、いずれの方法にお
いても、顧客と供給者の満足のいく相互作用に依存している。それはまた、中心的な消費者満足と同様に、環境的、社会的ニーズを得
ることを意味している。それらは、お互いに相いれないとは、もはやみなされない。

Kotler et.al.（2003） 旅行産業とホスピタリティ産業のマーケティング：
邦訳版 p.7
マーケティングは社会的プロセスであり、管理プロセスである。マーケティングによって、個人や集団は製品や価値あるものを創造
し、それらを他者と交換して必要なものや欲しいものを手に入れる。
ピザム監修
（2009, p.145－146）

デスティネーション・マーケティングは、社会・経済的利益のためにデスティネーションをプロモーションするためにプラスのイメー
ジをつくることを目的とするものである。デスティネーションは地理的に規定された地域ともいえるが、観光客の認識によって範囲が
異なるものともいえる。

大津
（2009, p.45－46）

特定の地域を観光目的地とし、その観光目的地への需要を創造しようというマーケティング活動であり、そのためこのようなマーケテ
ィングを目的地マーケティング、あるいはデスティネーション・マーケティングと呼ぶ。

高橋（2013a, p.9）

デスティネーション・マーケティングは特定の観光目的地への需要創造を目的として、地域にあっては自治体、観光協会によって行わ
れるマーケティング活動。

小林（2016, p.75）

観光産業の構成員が個々にマーケティングしていた観光商品を地域単位で組み合わせ、それを一つの製品とみなしマーケティングを展開。

藤田（2018, p.74）

デスティネーション・マーケティングは、
（非営利も含めた）観光関連組織により行われる特定のデスティネーションへの観光需要の
創造を目的とした活動であり、消費者志向、利益志向、統合的活動と社会志向のマーケティング・コンセプトの下に行われる活動。

（出所）上記参考文献及び齋藤（2003）、Lumsdon（2004）、藤田（2018）を参考に筆者作成

表６

我が国 DMO の議論と経営学領域におけるマーケティング概念の対比
我が国 DMO の議論

経営学領域のマーケティング概念

デスティネーション・マーケティング

◦マーケティング：地域の資産である ʻ 地域資 ◦【マーケティングの本質】マーケティングの ◦観光客を満足させ、それによって観光客の目
源 ’ の観光的価値を分析し、貨幣価値を高め 究極の目標は、セリング（販売）を不要にす 的を達成させるという観点に基づいて、観光
る手法を戦略的に考え、商品・サービスとし ること。マーケティングが目指すものは、顧 製品を組み立て、適合させるという、一連の
て開発することにより来訪者を増やしたり、 客を理解し、製品とサービスを顧客に合わ マネジメントプロセス（Wahab et al.、1976）
リピーターになっていただくこと。
（佐藤監 せ、おのずから売れるようにすること。企業 ◦観光のマーケティングは、競争的供給者ある
修、2016）
の目的は顧客の創造であり、「マーケティン いは目的地よりも効果的に既存観光客と潜
◦地 域資源を基にした商品・サービスを開発 グ」と「イノベーション」の二つだけの基本 在的観光客の欲求を予想し、満足させる経営
し、地域のブランディングにつなげていくこ 的機能を有する。（Drucker、1973）
過程である。交換の管理は、利益、コミュニ
と （大野、2016）
◦【顧客志向】マーケティングとは、個人や集 ティ・ゲイン、あるいはその双方によって推
◦マーケティング機能とは、観光客など来訪者 団が製品および価値の創造と交換を通じて、 進される。長期的な成功は、いずれの方法に
のニーズや動向を分析して、ターゲットを定 そのニーズやウォンツを満たす社会的・管理 おいても、顧客と供給者の満足のいく相互作
めブランド戦略を展開すること（大正大学地 的プロセス。（Kotler and Keller、2006）
用に依存している。（Lumsdon、1997）
域構想研究所、2017）
◦マーケティングとは、顧客、依頼人、パート ◦デスティネーション・マーケティングは特定
◦顧客創造（獲得）。新規客の流入を促すこと ナー、社会全体にとって価値のある提供物を の観光目的地への需要創造を目的として、地
と、来訪者の満足度を上げリピート顧客を増 創造・伝達・配達・交換するための活動であ 域にあっては自治体、観光協会によって行わ
やすこと（村瀬、2017）
り、一連の制度、そしてプロセス。（アメリ れるマーケティング活動。（高橋、2013a）
◦市場にある仕組みの理解と対話。マーケティ カ・マーケティング協会2017年定義）
◦観 光産業の構成員が個々にマーケティング
ングの根幹は顧客志向であり、顧客目線から ◦【マーケティング3.0】社会中心／人間中心、 していた観光商品を地域単位で組み合わせ、
の評価を出発点（和田、2018）
（目的）社会の満足と幸福、
（キーワード）ネ それを一つの製品とみなしマーケティング
◦顧客創造（顧客獲得）。域内への新規客流入 ットワークと共創（Kotler et al.、2010）
を展開。（小林、2016）
とリピート率向上（二神、2020）
（出所）表１～５より抽出して筆者作成

販売促進に過度に傾倒している」との指

が、世界水準の DMO を目指す上での一

ニーズやウォンツを満たす社会的・管理

摘は、現在の我が国の DMO においても

つの解決策となる。

的プロセス（Kotler and Keller、2006）
」
、
「マーケティングとは、顧客、依頼人、パー

当てはまり得るものである。マーケティ
ングをより幅広い視点で捉えるため、コ

5－2

考察②：アウトカムを見据えた総

トナー、社会全体にとって価値のある提

トラーをはじめとした経営学領域のマー

合的活動としてのマーケティング

供物を創造・伝達・配達・交換するため

ケティング論が本質とする「顧客志向」

経営学領域のマーケティング論におい

の活動であり、一連の制度、プロセス（ア

ては、例えばマーケティングを「顧客の

メリカ・マーケティング協会2017年定

「マーケット・インの発想」の更なる実践
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義）
」と捉え、企業や組織の全方位的なあ

念の導入に対する大きな示唆となる。

らゆる諸活動とアウトカム（成果）を想定
しているのに対し、我が国の DMO の議

実に実践されているところも多いであろ
う。正確な実態把握には、ヒアリング等

６．まとめ

定性調査が今後必要である。

論においては、表６のとおり、その目標が

本研究では、我が国の DMO において

「集客」
「顧客創造（獲得）
」
「リピート率

マーケティング概念がどのように捉えら

向上」
「商品開発」等となっており、マー

れているかについて、
経営学領域のマーケ

ケティング活動のアウトプット（結果）や

ティング概念との対比により、検証した。

補注
観 光 庁 ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.

（１）


その結果、ほとんどの議論において、

mlit.go.jp/kankocho/page04_000048.

よって、我が国のDMOにおいては、マー

データの継続的な収集・分析、商品開発、

html）によれば、2020年４月、「観光

ケティングを組織全体としての顧客や価

集約、リピーター確保等といった実務的

地域づくり法人の登録について厳格化

値創造、伝達、説得のための総合的な活

な捉え方が多数であり、「顧客創造」や

を行ったことから、
『日本版DMO』の

動であるととらえること、また「マーケテ

「社会志向」
を目指す経営学領域のマーケ

名称を『登録 DMO』に変更いたしま

ィング3.0」としてKotler et al.（2010）が

ティング論のアウトカム的視座にまで踏

す。
」とあるが、本研究では既往研究等

唱えるとおり、顧客志向からさらに昇華

み込みきれていないことが判明した。ま

で広く使われている「日本版DMO」の

し、社会の満足や幸福を目指す、社会志

た、経営学領域の知見を取り入れながら

向、人間志向というアウトカム的な視点

観光領域で研究が進展しているデスティ

の一層の浸透が今後望まれる。

ネーション・マーケティングについても、

ション・マネジメント概念は、
「観光領

その適用や実践が限定的であることが分

域が経営学領域の考えを取り込みなが

かった。

ら変遷」したとしており、
「経営学領

過程に着目している状況がうかがえる。

5－3

考 察 ③：デ ス テ ィ ネ ー シ ョ ン ・

マーケティング概念の更なる導入

Drucker（1954、pp.47－49）は、
「企業

まま表記する。
菅野ら（2018）は、海外のデスティネー

（２）


域」との用語を準拠する。

我が国において「DMO」を扱った書籍

の目的は、顧客の創造」であり「顧客創

や論文・雑誌記事等におけるマーケティ

造のため企業は、マーケティングとイノ

ング関係の記述を表１及び表２にまとめ

ベーションという２つの基本的機能を保

たが、ほとんどの場合において、機能と

有」するというマーケティングの在り方

してのマーケティングを用語として記

を示した。そして、DMO による観光地

の実用書５件、学術論文集３件、ブラ

載、または日本版 DMO 登録要件（デー

経営（マネジメント）の基本的な機能を

ンディング１件、用語辞典２件、研究

タの継続的な収集、戦略の策定、KPI の

マーケティングに求めることは、
「ドラッ

会報告書・講演会記録・国内事例報告

設定・PDCA サイクルの確立）に準拠し

カーのいう『顧客の創造』を意味すると

た内容にとどまっており、観光領域で研

考えれば、理にかなった選択である」
（岡

究が進んでいる「観光マーケティング」

本、2010）と言われているように、我が

等250件の年別／内容別一覧以下の通

「デスティネーション・マーケティング」

国の DMO において経営学領域のマーケ

り。

への言 及は皆 無である（ただし、藤田

ティング概念やデスティネーション・

（2018）は学術的考察を実施、高橋（2013a）

マーケティングがより一層浸透すること

国内事例紹介、セミ
ナー報告等

を期待したい。

国内事例→学術研究

（2013b）
、高橋（2017b）
、三ツ木（2017b）
、
北村（2018）は概念を紹介）
。このことか

Pike, S.（2016）Destination Marketing:

（３）


essentials Second edition, Routledgeを
指す。
書籍19件の内訳は、日本版 DMO 導入

（４）


３件、データ集・白書５件である。
対象とした DMO 関係論文や雑誌記事

（５）


2013 2014
年
年

2015
年

2016
年

2017 2018 2019 2020年
年
年
年 （１～10月）

１件

10件

30件 18件 23件

21件

３件

４件 ５件 ４件

３件

海外事例紹介

本研究では、我が国の DMO における

１件 １件 ２件

海外事例→学術研究

４件

１件

日本版 DMO の紹介

７件

６件

７件

１件

５件 ６件 ２件

日本版 DMO の学術
研究

１件

ら、我が国の DMO の実運用ではデステ

マーケティングの扱われ方を網羅的に整

ィネーション・マーケティング概念への考

理したが、積み残した課題も多い。経営

DMO 制度の学術研究 １件 １件
DMO とマーケティング

１件

慮は乏しいのではないかと推測される。

学領域におけるマーケティング概念やデ

DMO とマネジメント

２件

今後、我が国において世界水準のDMO

スティネーション・マーケティングは広

を目指すのであれば、学術的観点及び実

く、また常に進化しているため、本質の

務的観点から、デスティネーション・マー

理解にはより深遠な考察が必要である。

ケティング概念を更に導入させるべきで

また、本件はあくまで文献調査であるた

ある。この点、Drucker（1973）は、
「マー

め、我が国の DMO の実態を正確につか

ケティングの目的は販売（selling）を不要

んだものではなく限界がある。現場にお

にすること」と述べており、これは今後

いては経営学領域のマーケティングやデ

のデスティネーション・マーケティング概

スティネーション・マーケティングが着
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DMO 制度紹介

３件
１件

２件 １件
２件

１件 ２件 １件
２件 ２件 ２件

２件

観光分野の学術研究

１件

１件 ３件 ４件
５件 ２件 ３件

２件（ス
１件（自
ポーツ合
３件（地
10件 ７件 ５件
然保護
宿、教育
方創生）
条約）
従事者）

他分野の学術研究
（DMO を事柄として
取上）
他分野（非学術）

１件

博士論文
総計250件

１件 ２件 ２件

３件

１件
１件

３件 ３件

16件

29件

70件 49件 52件

28件

（出所）筆者作成。「学術研究」とは学協会刊行物、大学研究紀要に掲載された学
術的論文等を指す。
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