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瀬戸内クルーズセミナー in 博多 基調講演 

「これからの地域経営における観光政策とクルーズ振興 ～量から質へ～」前嶋了二氏 

令和元年１２月５日（木） 

 

皆さん、おはようございます。ご紹介いただきました前嶋でございます。今日は５０分

という短い時間でございますので、手早く進めていきたいと思います。 

 先日、６月の九州クルーズ振興協議会の総会のときのも講演をさせていただきまして、

今日の話はそれをベースにして、中身的にはほぼ共通ですが、それに新しいデータを少し

加えたものでございます。 

 最初に、ちょっと動画をご覧いただこうと思います。 

 これは、イタリアのベネチアで昨年６月に起きました大型客船の寄港反対運動です。ベ

ネチアというのは人口わずか５万４,０００人の町です、ここに年間観光客が何と日本全体

へのインバウンド客に匹敵する３,０００万人が来ています。船だけではなく、一般の観光

客も含めますと、地元の方の生活が脅かされています。ベネチアは非常に狭い町です。行

かれたことがある方はお判りになると思いますが、歩き回ると非常に狭いところを人がか

なりひしめき合って歩いている状況になります。今、話題になっているのがオーバーツー

リズムの典型的な例です。 

 ということで、カジュアル客船で、なおかつメガシップといったものが、現在既に、ヨ

ーロッパを中心に、必ずしも歓迎されていないということが起きています。 

 こうした事を例にして考えますと、皆様方がテリトリーされております瀬戸内は大型客

船の航行が規制されておりますので、逆に、マーケット的には良いお客様が来やすい場所

であるということが言えます。そのことを念頭に置いていただくと、これからはどういっ

たクルーズのお客様方が皆様方のデスティネーションに向いているのかということがよく

おわかりになるのではないかと思います。 

  今日はクルーズ市場の新しいデータが出ましたので、それをお話しして、なおかつ、

国が進めております２０３０年に６,０００万人というインバウンドの中でクルーズがどう

いう問題を持っているか。そして、その中でも瀬戸内地区がターゲットとして重要視すべ

きである高級な小型船、あるいはエクスペディション船の動向がどうなのか。そうしたお

客様に向き合っていくためには、どういったことが重要になるかというお話で進めてまい

ります。 
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１．世界のクルーズ市場の現状と今後 

 世界のクルーズ市場ですが、毎年１２月にＣＬＩＡ（国際クルーズ客船協会）が翌年の

フォーカスを出しています。昨年１２月に出されたデータでは、２０１９年のフォーカス

が約３,０００万人で、世界中で３,０００万人のお客様がクルーズ船に乗られるという予測

が出ています。（図１）世界の客船は、毎年１５隻から２５隻ずつ増えていて、現在では

約４５０隻を超えたところ、５００隻に近いところまできています。 

（図１） 

 

〇地域別クルーズ人口 

 世界のクルーズマーケットも、お手元のデータを後ほど見ていただくとよいのですが、

もちろんアメリカがトップで１,１５２万人、国民の約５％がクルーズを利用しています。

そして、２０１６年に２番手だったドイツを抜いて、中国が２１０万人というところまで

来ています。（図２）その中でも、ヨーロッパは全体で５００万人規模の大きなマーケッ

トを持っています。皆様が高級小型客船、あるいはエクスペディション船をターゲットに

されると意味では、アメリカとヨーロッパのクルーズ市場を外すことはできないと思いま

す。 
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（図２） 

 

〇客船の分類 

 マーケットの中で小型の豪華客船、いわゆるブティッククラス、あるいはラグジュアリ

ークラスの客船がどのくらいマーケットを占めているかということですが、約５％ぐらい

です。博多港によく来ているような低価格で大型の客船で、いわゆるカジュアル船が全体

の８５％です。そして、皆様方のところに最近よく寄港している探検型のエクスペディシ

ョン船は、主にラグジュアリークラスからプレミアムクラスを中心にしまして、一部カジ

ュアルクラスの客船まで含まれていますが、高級なマーケットを主なターゲットにしてい

ます。 

〇2019-2020年 就航予定客船（カテゴリー別） 

 ２０１９年、２０２０年の客船の建造情報（図３）を見ますと、建造数が多いのは、一

方で小型のエクスペディション船とラグジュアリー客船、かたやカジュアル客船で１５万

トン以上のメガシップの部分であることがわかります。すなわち、高価格だが少数の良質

のお客様が乗るタイプと安価で大勢のお客様が乗るタイプとに完全に二極化している、と

いうのが世界のクルーズマーケットの特徴であります。２０２０年についても状況的には

同じです。 
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（図３） 

 

〇クルーズに起因する環境問題 

 その一方で先ほどのオーバーツーリズムのような問題もありますし、カリブ海ではプラ

スチックごみの不法投棄問題が起きたり、グレートバリアリーフではオイル漏れによって

カーニバル社が１億４,７００万円の罰金を取られ、一時、船を差し押さえられ、罰金を払

うまで船をシドニーにとめ置かれたなどという事件が起きました。先ほどのベネチアでの

大型クルーズの寄港反対運動もありました。アムステルダムにおいては、２２万トン級の

バースをつくる予定だったものをキャンセルして、大型船はロッテルダムに誘導しながら、

アムステルダム市内のアクセスについては中型船、小型船に優先的な予約を入れるという

形に変わっています。なおかつ、１人約１,０００円の観光税を取るということまで始めて

います。 

 バルセロナについては、毎週土曜日に、これはアメリカのフロリダ、マイアミと一緒な

のですが、お客様が一斉に入れ替わって地中海クルーズに出発します。土曜日には２万２,

０００人が船を乗り降りします。バルセロナ自体が既にオーバーツーリズム状態ですので、

ここでもしっかりと観光税を取っていくという対応が行われています。 
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 クルーズに関しては、日本ではまだあまり議論されていませんが、こうしたオーバーツ

ーリズムのほかに、大気汚染や水質汚染などの問題も発生しています。鉄道、飛行機や車

などに比べますと、客船は最も環境対策が遅れている輸送機関ですので、今後の技術開発

によって事態を改善していかなければならない産業であるということがいえます。 

〇デスティネーション・マネジメント 

 観光産業全体を見ますと、昨年２０１８年の国境を越えて旅行した観光客は、世界中で

何と１４億人です。クルーズ乗客は、１４億人のうちのわずか３,０００万人ですが、この

勢いで国際観光人口が伸びていきますと、UNWTO（世界観光機関）の予想では２０３０

年には１８億人に達します。実際にはグラフ（図４）の通り、それを上回って伸びていま

すので、このペースでいきますと２０億人ぐらいになるだろうと思われます。なおかつ、

中国やインドのように14億人規模の国内人口を抱えていて、国内旅行が多い国を合わせま

すと、世界の旅行者数は２０３０年に７０億人になるだろうと言われています。このよう

に、観光産業は、化学産業、エネルギー産業に続く世界で３番目の大きな輸出産業なわけ

です。したがって、環境問題に対する責任は非常に重いといえます。 

（図４） 
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 こうした事態を受けて、各国では様々な対応が始まっています。メキシコシティでは、

ビニール袋やプラスチック製品などが使用禁止になりました。オランダのアムステルダム

では、2030年までにガソリン車あるいはディーゼル車は町の中での走行が禁止されます。

電気自動車しか走れなくなるのです。オランダ政府観光局は、観光客の誘致活動自体をや

めてしまいました。これ以上アムステルダムを中心に国際観光客が入ってくると、オーバ

ーツーリズムを引き起こすため、現在の数字で十分であるという判断で、観光誘致自体を

やめてしまったわけです。 

 皆様方のお手元に、今、プラスチックのペットボトルがあると思いますが、年間で日本

は２２７億本も生産されています。日本の人口が１億２,８００万人ぐらいですから、割っ

ていただくと、1年間でひとりあたり１８０本くらいペットボトルを買って使っていると

いうことがわかります。国は、「リサイクル率は９０％を超えているので、適正に対応し

ている」というように言っていますが、実はヨーロッパの人たちから見ると日本のリサイ

クル率は２０％程度にしかすぎません。日本でのリサイクルというのは、ほとんどはサー

マルリサイクルといって、香椎浜などのごみ処理場で燃やして、その熱を回収利用して、

これがリサイクルですよと言っているわけです。これはヨーロッパの人たちから見ると、

リサイクルではないわけです。結果、日本のリサイクル率というのは、この考えから言う

と、ほぼ２０％しかありません。そして、サーマルリサイクルのキャパシティをこえるも

のについては海外に輸送されていて、2016年までは中国が処理を行っていました。しか

し、中国が受入れを中止して以降、東南アジア諸国に輸出されるようになり、処理ができ

ないものが、今、海に流出しているわけです。 

 皆様方のターゲットにされているラグジュアリークラスのお客様は、こうした環境問題

についても非常に敏感です。すでにプラスチック容器やストローの使用をやめた船社も少

なくありません。こうした環境に関する諸問題をきちんと知っておかなければ、皆様方の

ターゲットのお客様にはよいサービスが提供できないといえます。 

〇欧州クルーズ市場にみるトレンド 

 ヨーロッパでは、サントリーニ島やベネチアのように、大型客船の寄港数については規

制をかけている港もありますし、イタリアのチンクェ・テッレのように、街に入る年間の

観光客の数自体を制限している、ツーリズム・キャップです。観光にキャップをしてしま

うと、こういうマネジメントが既にヨーロッパでは始まっています。 
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〇クルーズ客船に対する環境対策 

 ヨーロッパでは２年に１度ハンブルグでクルーズの国際見本市が開かれますが、そこで

話題になっているのは、環境問題に関して、クルーズ産業がどうやって立ち向かっていく

かです。環境対策の問題は、全体会議の中でも時間をとって話されています。その中で、

アイーダ・クルーズのように液化天然ガスを燃料とする船を開発したり、ＭＳＣのように

水素エネルギー船の開発を進めるというように、自動車並みの環境エネルギー対策にやっ

とクルーズ業界が入ってきたという状況です。 

 

２．観光立国政策とクルーズ観光振興の諸課題 

 日本がインバウンド観光に関して、どのように取り組みを行っているかですが、２００

３年に小泉純一郎首相が「観光立国宣言」を行い、「ビジット・ジャパン・キャンペーン」

が始まったことを覚えていらっしゃると思います。昨年２０１８年には３,０００万人を超

えて３,１１９万人、来年のオリンピックイヤーには４,０００万人が政府目標です。オリン

ピックイヤーのインバウンド客というのは、大体前年並みか、ちょっと減るという認識が

観光業界にはあります。オリンピックだからといって増えるわけではなくて、旅行価格が

上がるので、逆に一般観光客が減るというのが一般的な考え方ですが、見込みは４,０００

万人で、ここにやはりメディアやいろいろなチャネルを使って情報発信をして。そうする

と、オリンピックの後８年間ぐらいは経済波及効果が続くということが、２０１２年のロ

ンドンオリンピックのその後の経済波及効果の調査に関するイギリス政府のデータでも出

ています。しっかりと情報発信をしていきながら、次の１０年間、２０３０年の６,０００

万人に向かう意味では、「（東京以外の場所は）オリンピックは関係ないよ」ということ

ではなく、しっかりとデスティネーションに関する情報発信していくことが大事ではない

かと思います。 

〇日本の観光市場規模とインバウンドの経済波及効果（２０１７） 

 日本の観光市場規模は、２０１７年の数字ですが、列島全体で２７.１兆円です。インバ

ウンドについてはまだ規模が小さく、全体の１５％、約４.１兆円です。日本人の国内旅行

については、日帰り・宿泊合わせて２１兆５,０００億円で、インバウンドの５倍のマーケ

ットが国内市場にはあるわけです。これにしっかり取り組んでいくというのが、観光地に

おいてはまだまだ重要です。特に、インバウンドのお客様がなかなか来ないような地域に

ついては、やはり国内で近場からいらっしゃるお客様に何度も来ていただく、リピーター
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になっていただくことが非常に重要な観光戦略になっていきます。日本の全体の目標につ

いてはマクロの考え方ですから、自分たちの地域にどういう影響があるかということにつ

いては地域ごとに戦略を考えていかないと、国の言うままにやっていっても数字は上がり

ません。 

〇現状の訪日観光客誘致目標数値と観光消費額目標（2020年、2030年） 

来年２０２０年に４,０００万人が来たときに、１人当たりの観光消費額の目標数値はひ

とり２０万円になります。現状、ひとりあたり１５万５,０００円程度の消費ですから、こ

れを２０万円まで単価を上げる、６,０００万人のときには１５兆円という目標を持ってい

ますから、これを人数で割ると、１人２５万円使ってもらわないといけないという計算に

なります。単価をどんどん上げていかなければならないということは、つまり質の高い良

いお客様でなくてはならないし、お客様がちゃんとお金を使って下さるコンテンツをしっ

かりと持っていなければならないという問題があるわけです。 

〇2018年訪日クルーズ乗客数・全国 

 全国のクルーズ客船寄港回数は、昨年若干前年割れとなりました。２０１４年、２０１

５年頃までは中国人乗客の「爆買い」がありましたが、その後は中国政府による関税の引

き上げや市場の成熟により、徐々に消費単価が下がっています。なおかつ、博多港の動き

を見てもわかるように、港から路線バスに乗って商業地や観光地へと個人行動をとること

が目立つようになりました。これは観光市場の趨勢というか、運命です。個人旅行という

のが究極の観光市場の落ちつき先です。放射能が最後、鉛に落ちついていくのと同じです。

やはり一人一人の嗜好性とか興味に従って旅行マーケットが進んでいくと、最後は個人マ

ーケットになっていく。一方ではもちろん、団体で動くという方々も残りますが、クルー

ズに関して、この個人化は今後も進んでいくと思っています。 

〇九州クルーズ客船寄港回数推移 

 九州への客船についても、２０１１年、２０１３年の問題を除きますと、ほぼ右肩上が

りで来ていたのが、２０１８年、昨年から中国マーケットでの価格競争の行き過ぎに、船

を少し引き上げてヨーロッパやアメリカに戻すという船社の対応が起きましたので、マー

ケットは調整局面で少し伸び悩みの状況に入っています。ただ、中国マーケットの特徴と

して、９割以上、旅行会社が客船をチャーターしてきたため、価格競争が起きていて、旅

行業界ではクルーズ離れが若干見られます。しかし、初めて日本に行きたい、収入はそん

なにない、なおかつ休暇が短いというお客様は、中国の１４億人の中にはまだまだいらっ
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しゃるので、マーケットは維持できている状態です。 

 

３．高級小型船・エクスペディション船の国内寄港拡散ラッシュ  

九州への大型客船の寄港回数については、少し頭打ちになっていますが、小型客船がど

んどんいろいろな港に入ってきています。昨年は１年間でこの５万トン級までの小型客船

が初寄港した港は日本全体で１７港しかなかったですが、今年は、１１月末までにこの初

寄港港数は既に５４港に上っています。昨年の３倍以上、３１８％の勢いで新しい船が新

しい港を開発しています。ラグジュアリーマーケットについては、日本全国のすぐれた観

光地に船でしっかり入っていこうというコース組みがしっかりできています。もちろんこ

のコース組みも２年前、３年前から検討されていますので、そうしたマーケットの動きが

今、皆様方のところに良い影響として出てきているわけです。これを生かさない手はあり

ません。訪日観光客の全体数は、昨年、３,１１９万人にのぼりましたが、その中でクルー

ズのお客様はほんの一握りです。 

〇地方部拡散が進まない訪日観光客動向 

 これは、全体で２０１７年に日本国内に外国人のお客様がどこに宿泊をしたかというデ

ータです。（図5）一番多いのはもちろん東京、２番目は大阪、３番目は北海道、次は京

都、沖縄、千葉、福岡というのが上位7都道府県のラインナップですが、何とこの７都道

府県でインバウンドのお客様の宿泊の７０.５％を占めています。日本にはあと４０都道府

県あるわけですが、４０都道府県で残りの３０％をとり合っているというのが今の日本の

インバウンドの状況です。 
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（図５） 

 

 つまり、国は、飛行機を使って来てくださるインバウンドのお客様を地方域にどんどん

拡散して、いろいろな街に取り込んでいこうといっていますが、それが必ずしもうまくい

っているわけではないという数字がここに出ています。地方圏に含まれる都道府県の中で、

ゲートウェイである福岡はうまくいっています。台湾、中国大陸に近い沖縄もうまくいっ

ています。すでにブランディングできている北海道はもちろんそうです。しかし、そのほ

かの４０都道府県については、まだこの勢いには乗れていないというような状況です。 

〇小中型高級客船・探索船型客船（ラグジュアリー市場）の特徴 

 ただ、クルーズを見ますと、その動きとはちょっと違います。中型、あるいは小型の客

船、あるいはエクスペディション船については、やはりお客様の特徴として、知的好奇心、

あるいは本物志向が非常に強い。船会社の論理として、大型客船が入っていかないところ

にあえて入って行き、優れた観光地を見せる。岸壁や港湾施設がなくても良い。そして、

リピーターが非常に多いということです。乗客規模が小さいので、（バスや外国語ガイド

など）観光手段の手配が非常に簡単です。船内にエンターテイメント施設がありませんの

で、かわりに事前学習をしっかりやります。ここには、学者、写真家、歴史家など、プロ
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フェッショナルな人たちが、お客様の高い知的ニーズに応えられるようにしっかり入って

満足させる内容のものをやります。 

 また、船会社だけがクルーズ商品を主催しているのではありません。シアトルのゼグラ

ム・エクスペディションズ、皆さんよくご存じのナショナル・ジオグラフィック、あるい

はシカゴにありますＡ＆Ｋ（アバクロンビー＆ケント）など、ラグジュアリーマーケット

に特化した旅行会社が船をチャーターして運航しています。 

 九州には大型港以外にも小型港がたくさんありますが、その近くに国際級の観光資源が

数多く存在します。おそらく瀬戸内にも同じ条件の小規模港、あるいは港湾施設はないが、

国際級の観光地があり、小型船であればアクセスが可能な場所が数多くあるはずです。航

空機利用のインバウンド客があまり来ていないという状況を、小型船によるクルーズは小

型であるが故のアドバンテージによって克服できると思いますし、航空機を利用した周遊

型のツアーへの活用も可能になるはずです。事実、ゼグラム・エクスペディションズは、

船だけではなく、飛行機でもこのようにすぐれた観光地を回る日本ツアーを企画しており、

我々がふだんの観光ではなかなか組まないような素材を非常に詳しく組んでいます。ナシ

ョナル・ジオグラフィックは、船だけではなく、列車の旅、飛行機の旅、周遊、探検旅行、

写真の旅やファミリー旅行など多様なラインナップをエクスペディションツアー、いわゆ

る探検型の観光商品として持っています。その一つが船ということです。 

 従いまして、エクスぺディション・マーケットで船を利用される方は、そのほかの周遊

ツアーでも旅行されますので、ラグジュアリーマーケット専門の旅行会社に気に入っても

らえてば、船から、飛行機のツアー、列車の旅といったようにマーケットが広がっていく

と言えます。 

 ノーブル・カレドニアとゼグラム・エクスペディションズが主催している日本ツアーで

すが、飛行機で東京についた後、新幹線で新潟や金沢に行って、そこから船で山陰と瀬戸

内を回って、関西で終わります。参加者はツアー終了後に、京都観光も可能です。これは

最近の典型的なフライ＆クルーズのパターンです。 

 

４．今後のあり方、「量から質へ」 

 そして、今後のあり方ということですが、ラグジュアリー市場のお客様の特徴をしっか

り押さえておく必要があると思います。 

 一つはやはり高学歴・高収入のお客様がやはり多いということです。そのため、高度の
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知的好奇心をしっかり持っていらっしゃる。それから、高い環境意識です。先ほどのペッ

トボトルの話に戻ってしまいますが、やはり勤務先の企業や、お客様自身が環境問題に関

心があり、意識が高いわけです。アメリカやヨーロッパの企業などでは、企業自体が企業

活動で二酸化炭素を出さないようにするゼロ・エミッションに取り組んでいたり、脱炭素

化、あるいはプラスチック容器やボトルを会社としても使わないようにしようとしていま

す。この動きはクルーズ船社でも既に出てきています。船の中でプラスチックの食器類は

提供しないと決めている船会社もあるわけです。そうした事実を我々は知っておかないと

いけません。それから、食の安全性です。船に積み込む食事がどこから供給されていて、

どういった環境で生産されたものが加工されて船に乗ってきているのか。そうしたことに

ついても、国家基準という言葉がこの先出てくると思います。 

 全日空は、飛行機に乗ったときに提供される食事の食材が、どこでつくられて、どうい

ったルートで飛行機に乗せられているか全て把握しています。マイクロチップを使って、

食材の動きをきちんとトレースしている。登録している業者の食材だけを使い機内食を構

成して機内で提供しています。全日空は、このことは国連でもプレゼンテーションをして、

非常に高い評価を受けています。 

〇ラグジュアリー市場の今後 

 ラグジュアリー市場の今後ですが、本物志向の、自然や文化、歴史、あるいは体験型の

素材に対する指向性というのはこれからもますます高くなっていくと言えます。 

 お客様の興味も多様化しています。ショアエクスカーションも、これまではみんなでバ

スに乗って、いろいろな観光地を見て、その土地の文化に詳しいガイド、あるいはそれを

正確に説明できるプロの方に話を聞くというようなグループツアーが主でしたが、最近は

だんだんツアーが小型化しています。船会社にとってはできるだけ少ないコースで動いて

もらう方が効率がよかったわけですが、最近はホランド＆アメリカ社のように、６人グル

ープでのクッキングツアーをつくるとか、お客様の新たなニーズに合った商品がどんどん

出てきています。旅行先、寄港地に行って、そこで現地のシェフと一緒にマーケットに行

って、食材を買い、料理をして食べるコースのように、今までにはなかった商品が数多く

つくられています。 

 一昨年、ホランド＆アメリカにお邪魔して、「キーワードは何ですか？」と聞きました

が、企画部長が「ウェルネスだ」と言っていました。安ければよいということではなく、

やはりよいものをきちんとした対価でお客様が買おうとしている。むしろプライスレスに
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近い。価値のほうが重要なのだと思います。 

 一昨年、クリスタル・セレニティが福岡に寄港したことがありまして、そのときにＪＴ

Ｂのトップガイドの方から私に電話があって、「博多で何かちょっと変わったことをやり

たいから、前嶋さんアイデア出して」と相談を受けました。お客様はたった４人でした。

そのうちのおひとりが、アメリカのマンハッタン島の３分の２を保有しているという大富

豪だったのですが、彼女は足が悪くて車椅子なので、「ツアーだとご迷惑をかけるから、

自分のツアーで、自分のお客様だけ、友人と４人だけで動きたい、でも、特別な体験をし

たい。」とのご希望でした。そのときにどこをご紹介したかというと、（黒田藩の別邸で

ある）友泉亭を午前中に貸し切りで見ていただいて、それから（博多祇園山笠発祥の寺院

として知られ、枯山水の石庭が美しい）承天寺も２時間貸し切りにしていただきました。

承天寺の和尚様にお茶をたてていただいて、仏教のお話をしていただいたりして、特別な

２時間を過ごしていただきました。そうした方々がこのクラスのクルーズのお客様にはい

らっしゃるわけです。 

 ラグジュアリークラス、あるいはプレミアムクラスの客船の船社のホームページを見る

と、高付加価値の商品がいろいろと出てきていますので、是非そのラインナップを見て、

自分たちの地域ではどういう商品が開発できるのか、どういう素材があって、こういった

ものであれば興味を持っていただけるのかということをもう一度発掘し直していただけれ

ばと思います。 

〇超富豪のスーパー・ヨット 

 最近はスーパー・ヨットもたまに来ています。日本では、まだクルーズ岸壁に接岸させ

てもらえず、ヨットハーバーに入っているので、「あの潜水艦みたいなのは何かね」など

とみんなよく言っています。唐津にも時々入ります。ロシアの大富豪のアブラナビッチさ

んも、唐津のヨットハーバーに、スーパー・ヨットで来ていました。お客様は３人とか４

人なのに、クルーが２０人近くいます。そういう船で、１隻が７０億円以上もします。 

 一昨年ですが、日本周遊のチャータークルーズも組まれていて、「エウカリミティ」と

いう船が、瀬戸内を中心に運行されたという記録もあります。チャーター料が１カ月間４,

５００万円、長さ９１メートルと、結構小型クルーズ船くらいの大きさです。既に沖縄県

の与那原町、（今ＭＩＣＥ施設を一生懸命つくっているところです。）のヨットハーバー

はこのスーパー・ヨットの誘致にも乗り出しています。このようなスーパーラグジュアリ

ー級のお客様についても新しいマーケットとして存在しており、スーパーヨットが来てい
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ること自体が寄港地のステータスにもなるわけです。 

〇小型船寄港のレガシーと将来像 

 小型客船のレガシーといいますか、寄港していただくとどういう良いことがあるのかと

いうことですが、一つはデスティネーションの価値が高まるということです。典型的な例

をあげるとすると、九州では唐津です。今年はスーパー・ラグジュアリークラスの船ばか

りが寄港しています。今日来られている東山さんが非常にお骨折り下さって、唐津をここ

まで持ってこられました。唐津の恩人でもありますけれども、そういった港です。 

 次に、商品自体がブラッシュアップされる。通常の観光コースでは、この種のお客様は

満足されません。一度、金沢で日本のツアーオペレーターが通常のカジュアルクラスの客

船と同じツアーをシルバーシーに提供したところ、シルバーシーの企画担当者が激怒した

話を聞いたことがあります。やはり、そのお客様に合った、ワンランク上の素材を開発し

なければいけません。そうした高品質、高付加価値の観光商品を開発することは、船だけ

ではなく、その後飛行機で来られるラグジュアリーマーケットのお客様にも対応できるよ

うなデスティネーションになるということだと思います。 

 また、バランスのとれた観光地の実現ができます。先ほどのベネチアのように安いツア

ー客が、ただ街をぞろぞろと歩いて、安いお土産だけを買って、混雑だけが目立ってしま

うと、「ベネチアは人が多いのでもう行きたくない。」というように感じてしまいます。

良いお客様が適度な人数で来られる、このバランスが大切です。これは観光に来られるお

客様にとっても心地よい観光地ですし、住んでおられる方はもっと心地よいはずです。観

光地に住んでいらっしゃる人たちの満足なくして観光地の経営はできません。そうした考

え方はヨーロッパでは非常に強いものです。日本では、４７都道府県ありますが、住んで

いる方々の満足度を、しっかりＫＰＩをつくって図っているという県レベルの観光進行計

画は見かけません。そうしたものも、今後は考えるべきです。 

 それから、持続可能な観光に向けた社会的ベクトルがつくられるとより良いと思います。

ペットボトルの問題、あるいはストローの問題を思い出してください。良いお客様という

のは環境に優しい、地域文化をリスペクトするお客様だということがこのマーケットにつ

いては言えます。良いお客様に選んでもらえる観光地になることが非常に大事です。 

〇地球環境問題、社会的正義と企業戦略 

 皆さん、ＳＤＧｓ、この言葉は聞いたことがあると思いますし、取り組んでいる自治体

の方々もいらっしゃると思います。２０３０年までに、世界１９３カ国が合意して、地球
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環境の保全や、貧富の格差の縮小など１７の目標を立てて努力をしています。観光はこの

１７の目標のほぼ全部に絡んでいるので、一度、観光計画の中でどういったことに取り組

んでいくのかということをしっかり検討していいただきたいと思います。 

 そして、ＥＳＧ投資、これはまだ日本では少ないのですが、今、グローバルマーケット

では必須です。ＥＳＧのＥは環境、EnvironmentのＥです。ＳはSocial、地域と社会です、

社会貢献のためのソーシャル。それからGovernanceのＧ、その企業がしっかりガバナン

スができているかどうかです。このＥＳＧがしっかり整えられているかどうかは、現在、

国際投資の最も重要な基準になっています。国際投資額の２６.３％がこのＥＳＧに基づい

て投資先が決められています。昨年だったと思いますが、インドで環境を汚染した企業が

あり、その企業に投資をしていましたアメリカのシティバンクが、問題発生直後にすべて

の投資を引き上げました。そうしたことが今後の国際マーケットでは起きます。 

 それから、ＣＳＶ(Creating Shared Value, 共通価値の創造)です。マイケル・ポータ

ーのマーケット理論を読まれた方はご存じだと思いますが、地域のニーズをしっかりビジ

ネスと一緒に解決していく。スイスのネスレが最初にマイケル・ポーターの理論を背景に

取り組んだ問題です。 

ビジネスというのは地域からお金を巻き上げる、搾取するというイメージが今まで非常

に強いものでしたが、そうではなく、地域に雇用をつくり出す、地域の人たちの生活をよ

くする、あるいは地域の課題を企業の活動で一緒に解決していく、そうした企業活動こそ

が大事になってきます。 

 こういったＳＤＧｓ、ＥＳＧ、ＣＳＶについて、ラグジュアリーマーケットに取り組ん

でいる企業は知っています。ということは、皆様方も知っておかなければいけないという

ことです。日本で、例えば上五島は世界遺産に登録されましたが、ここに４,０００名のク

ルーズが入ったらどうなりますか。今、屋久島は３万トン級までしか入れませんが、ここ

に１０万トン級が入ったらどうなるでしょう。 

 ロイヤル・カリビアンはカリブのココケイというところに、低品質のプライベートリゾ

ートをつくっています。また、ロイヤルクラブリゾートというプライベートリゾートをカ

リブの海につくろうとしていますが、そうしたものが日本につくられたらどうですか。お

そらく、富裕層の方々からは嘲笑されると思います。その一つの例が奄美大島です。中国

からの大型客船をどうしても入れたいということで、２回、ロイヤル・カリビアンと大型

客船の２２万トン級の桟橋をつくろうとチャレンジしましたが、いずれも今年の夏までに
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失敗しました。アレックス・カー氏も、この奄美の問題を『観光亡国論』の中で取り上げ

ており、「奄美を犠牲にしてはいけない」と強く語っています。アレックス・カーが議論

したように、皆様方の誘致されている船で来られるお客様は、そうした目で皆様方を見て

います。 

 奄美大島の一番大きなサンゴ礁がある海域に２２万トンの船が来たら、サンゴはひとた

まりもありません。西古見という集落がり、サンゴの死骸でつくった石垣が３００メート

ルも続いています。自然と人間の生活がどのように調和していたかを学ぶためには非常に

よい場所ですが、ここに２２万トンの船が来て、プライベートの中国リゾートがつくられ

たら、そうした文化そのものが破壊されるのは間違ありません。 

 ミステリーサークルというものが海の中にありますが、これは誰がつくったかわかりま

すか。（図６）これは、実はフグがつくりました。アマミホシゾラフグ、昔、ＮＨＫの特

集番組で紹介されました。このフグがつくるミステリーサークルも、実はここの西古見地

区の海底の砂につくられます。ここに棲んでいるフグがこうものをつくっている。そうし

た自然のすばらしさをエコツーリズムの世界でしっかり見せていくほうが、ただ来て、ビ

ーチで泳ぎ、ごみを残していく２２万トン級の客船のお客様を誘致するよりも大事です。 

（図６） 
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〇良い旅行者は、質の良い観光にお金を払います。 

 良いお客様は、やはりそれなりの対価をしっかり払ってくれます。ガラパゴス島はエク

アドル領の離島ですが、島に入るだけでひとり１００ドルの入島料が必要です。それでも、

ラグジュアリークラスの観光客は増え続けています。アメリカの国立公園は、昨年、入場

料を値上げしました。有名なヨセミテ国立公園には、車１台入るのに３５ドル必要です。

個人で行く場合には１人２０ドル必要です。何回でも出入りする年間パスの場合は７０ド

ルです。また、ヨセミテ国立公園では、宿泊の予約を持っていないと、公園中に泊まるこ

とができません。そうした規制で守られています。 

 マーケティング論では有名な方なので、皆さん名前は聞いたことがあると思いますが、

コトラーの『マーケティング４.０』という本があります。最近、ＳＮＳで情報発信をして、

それが効果的マーケティングにつながる現象がよく紹介されていますが、実はこのことに

ついて既に「コトラー」は早くから理論化していて、この５段階の消費構造の中で、「ア

ドボケイト」、消費者自体がその商品をほかの消費者に推奨する、この信頼性というのが

今からのマーケットでは非常に大切だということをこの本の中で書いています。それをし

っかりデジタルとネット的な手法を、組み合わせながらやっていく、これが現在必要とさ

れているマーケティングであって、皆様方の取り組まれるラグジュアリーマーケットの客

船にもやはりこれが当てはまるのではないかと思います。 

 皆様方の地域に来られる観光客の種類をいろいろ一度ラインナップして考えてみていた

だきたいと思います。クルーズの誘致に携われている方は、客船のマーケットに特化して

誘致活動をしている方が非常に多いと思いますが、ぜひ観光課や観光協会、観光全体を管

轄している部署と一緒に、観光全体をマーケットとして、自分の地域にはどういうお客様

が来ているのか、どういうお客様をターゲットにしているのかをしっかり一度把握してい

ただいて、その中でクルーズはどういう役割を果たすか、そのことをしっかり考えていた

だきたいと思います。 

〇観光ポートフォリオによる地域観光計画の必要性 

 私が佐伯市で１年間勤務した際、いろいろな種類のお客様がいらっしゃるので、一度整

理をしてみました。（図７）一番上がインバウンドのお客様で、個人のお客様、団体のお

客様、宿泊をする人。２番目は、インバウンドのお客様で、泊まらずに通過する人たち。

３番目は、国内のお客様で、宿泊をする。４番目は、国内のお客様で、通過する、あるい

は日帰りのお客様。こういうふうに分けて考えて、きちんとチャート化していくと、様々
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な観光形態がこの表の中に整理できます。先ほど、インバウンドのお客様は必ずしも、全

国に拡散していないという話をしました。拡散していないのであれば、その観光形態の数

字が少ないので、他の観光形態で稼ぐしかありません。その中でクルーズはどうなのかと

いう位置づけをしていくことが必要であると思います。 

（図７） 

 

 信託投資や株をされる方は、「ポートフォリオ」という言葉をご存じだと思いますが、

私はこれを「観光ポートフォリオ」と呼んでいます。このように様々な旅行形態をセット

にして、その中でどのバランスでやっていくか、マーケットの変化に応じてどのように臨

機応変に修正し、管理していくか、これをしっかり考えてやっていただきたいと思います。 

〇地域経営政策(自治体/DMOのグランドデザイン)との調整 

 地域経営については、やはり自分たちの地域に来てくださるお客様の「量」が必要なの

か、「質」の良いお客様に適度に来ていただくのがよいのか、短期的にだけではなく、長

期的に考えていただくことが良いのではないかと思います。 

 もう皆さんもよくご存じですが、クルーズの経済インパクト圏というのは、港から大体
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１時間圏内です。また、カジュアル船はボリュームビジネスであって、薄利多売だという

ことです。その分環境負荷が大きい。地域の環境、あるいは地域社会に対するインパクト

が大きいということ。それから、ラグジュアリー客船、小型の客船は地域のディスティネ

ーションバリュー、観光地としての価値を長期的に拡大していって、ネームバリューを高

めていくという大きな役割があります。そして、乗客数も少ないので環境負荷が小さいと

いうメリットがあります。こうしたことをしっかり考えていきながら、先ほどの、地域と

してどういう観光を目指していくのか、その中でのクルーズはどういう役割を担うのか、

これをしっかり考えていただく。そのことが、これからのクルーズの誘致では大切だと思

います。 

 九州では唐津へのスーパーラグジュアリークラス客船寄港が非常に多いです。これも今

始まったことではなく、私が日韓海峡の８自治体でクルーズをプロモーションしようとい

う活動を２００９年からずっとやってきましたが、そのときに、韓国の４自治体と、北部

九州と山口の８県を、１カ月かけて全部観光資源を調査し、どのような観光資源があるか

調査いたしました。皆さんのお手元にマップ（図８）があるかもしれませんが、このよう

な資料をつくって、世界中の小型船会社に、データと一緒に郵送しました。そのころから、

小型客船の誘致は始まっていました。ほぼ１０年前のことでした。そして、唐津にはスタ

ー・レジェンド、シルバー・ミューズ、シルバー・エクスプローラー、ル・ソレアル、そ

れからル・ラペルーズというような、スーパーラグジュアリークラスの客船が今年入って

きているわけです。 
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（図８） 

 

 ぜひ、皆様方も総合的な観光計画、観光ビジョンの中で、どういった観光地を目指すの

か、その中で皆様方の取り組まれる客船がどういう位置づけなのかをぜひ考えていただき

たいと思います。 

 時間も５０分になりましたので、これで終わらせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。（拍手） 

 

── 了 ── 


