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業務概要 3

実施した4つの調査

新規訪問者獲得のための趣向分析｜Summary

重点ターゲット国・地域（アメリカ・オーストラリア・フランス・シンガポール・タイ）5ヶ国について、どのような観光資源に興味を持もっているか（趣向分析）、
および、どのように整備・アピールしていくことが有効か（情報源分析）を明らかにするために調査・分析をおこなった。
また、実際に四国に訪れている最重点アジア4ヶ国（韓国・中国・香港・台湾）の訪日旅行客を対象に、四国周遊の背景となる理由等を抽出した調査も
実施している。

調査概要

情報源名抽出調査

＜本調査＞
趣向・情報源分析調査

観光サイトデプス調査

訪日客現地ヒアリング調査

情報源名抽出調査 観光サイトデプス調査 訪日客現地ヒアリング調査

＜本調査＞
趣向・情報源分析調査

【割付構成】



趣向分析 4新規訪問者獲得のための趣向分析｜Summary

国別「ツリーズム」マッチング

アメリカ オーストラリア フランス シンガポール タイ

合計 107 108 113 111 140

アニメツーリズム ▲ ▲ ● ▲ ●
アドベンチャーツーリズム ● ● ● ● ●
アートツーリズム ● ● ◎ ● ●
ブルーツーリズム ● ● ● ● ●
アグリツーリズム ● ● ● ● ●
スポーツツーリズム ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
フードツーリズム ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
カルチャーツーリズム ◎ ◎ ◎ ◎ ●
ジオツーリズム ● ● ● ● ●
アトミックツーリズム ▲ ● ▲ ▲ ▲
エコツーリズム ● ● ● ● ●
インダストリアルツーリズム ▲ ● ▲ ▲ ▲
巡礼ツアー ▲ ▲ ● ▲ ▲

•讃岐うどん（香川）

•たらいうどん（徳島）

•三味線もちつき（徳島）

•鍋料理（高知）

• ミカン（愛媛）

•みかん大福（愛媛）

•鯛めし（愛媛）

フードツーリズム

•栗林公園（香川）

•金刀比羅宮（香川）

•脇町うだつの町並み（徳島）

•よさこい祭り（高知）

•高知県立高知城歴史博物館（高知）

•臥龍山荘（愛媛）

•松山城（愛媛）

カルチャーツーリズム

 一般的な旅行テーマと日本的な旅行テーマで、全ての国で親和性が高いのが「フード
ツーリズム」や「カルチャーツーリズム」。特に、「カルチャーツーリズム」は日本旅行テーマ
として欧米系の国の評価が高い。

 フランスでは、「フードツーリズム」、「カルチャーツーリズム」、「アートツーリズム」が日本旅
行のテーマとして、評価が高い。

 一方、全ての国で「スポーツツーリズム」は、相対的に下位グループに位置する結果と
なった。スポーツ＋αの訴求が必要であることがいえる。

アメリカ オーストラリア フランス シンガポール

タイ



情報源分析 5新規訪問者獲得のための趣向分析｜Summary

 主に利用されている
情報源は「観光情
報サイト」

 アメリカやフランスで
は「旅行ガイドブック
/本」が利用され、
ネット以外の情報
源も活用されている
ことがうかがえる

●旅行ガイドブック/本●観光情報サイト ●口コミサイト

＜japan-guide.com＞

ジャパンガイド(japan-guide.com)は1996年、スイス出
身のステファン・シャウエッカーによって設立され、約20年を経
て月間PV数約800万の訪日観光客向けポータルサイトへ
と成長。現在は英語版と繁体字版 の2言語で展開。総
ページ数約2000ページ、47都道府県を網羅しており、情
報源名抽出調査では、5か国ともに情報源として挙げられ
ていた。

＜Lonely Planet＞

オーストラリアに事務所がある出版会社。同社が出版する
「Lonely Planet」は、英語による旅行ガイドブックで、世界におい
て約3割のシェアを獲得している。特に、アメリカ、イギリス、オースト
ラリアなどの英語圏での影響力が強い。毎年、Bestな旅行先を国、
都市、価格、地域で順位付けしている。2018年の地域Top10に、
日本の紀伊半島が紹介されている。事前調査では、アメリカ、オー
ストラリア、フランス、シンガポールで情報源として挙げられていた。

＜Trip Adviser＞

観光地やホテルなどの旅行に関する口コミを紹介
している口コミサイト。世界48カ国・28言語で
サービスを展開している。各観光資源がユーザー
によって、5段階で評価されている。情報源名抽
出調査では、5か国ともに情報源として挙げられて
いた。

『旅マエ』

参考にしている情報源 最も参考にしている情報源

『旅ナカ』

参考にしている情報源

 最も参考にされてい
る情報源は「旅行ガ
イドブック/本」。特に、
アメリカ、フランスでは
1位となっている。

 アメリカとオーストラリ
アでは「ネット検索」、
アメリカとフランスでは
「観光情報サイト」な
どネット上の情報源
が上位

 主に利用されてい
る情報源は、「観
光情報サイト」、
「旅行ガイドブック/
本」

 アメリカでは1位に
「友人・知人・家
族」、オーストラリア
とフランスでは「口
コミサイト」が上位
にきている

 主に利用されている情
報源は「ネット検索」、
「観光情報サイト」

 利用されている情報
源はいずれもインター
ネット経由である

 最も参考にしている情
報源は、「ネット検索」、
「観光情報サイト」

 その他、タイでは「動画
サイト」も利用されてい
る

 よく利用されている
情報源は「観光情
報サイト」、「友人・
知人・家族」

 タイでは「旅行ガイ
ドブック/本」も利用
されている

欧米系

アジア系

欧米系 欧米系

アジア系
アジア系

情報源



国別分析 アメリカ/オーストラリア 6新規訪問者獲得のための趣向分析｜Summary

是非訪れたい 53.8%

訪れたい・計

（是非＋機会があれば）
98.1%

訪問意向の高い観光資源がある

四国地方への来訪意向

1位
四国地方へ、大阪や岡山からフェリーで瀬戸内海を楽しみながら

行けるとしたら…
90.7%

2位
四国で、四国内鉄道6社全線が定額で乗り放題になるお得な

「All SHIKOKU RAIL PASS」が利用できるとしたら…
89.7%

3位
四国地方へ、大阪から高速バスで直通2～3時間

（3,500～4,000円程度）で行けるとしたら…
77.6%

4位
四国で、レンタカー利用で行動範囲が広がり、公共交通機関が

ないところでも時間を気にせず自由に観光できるとしたら…
74.8%

対象者全体 n=107 

認知者 n=94 

訪問経験者 n=52 

100.0%

87.9%

48.6%
44.7％

四国の非訪問理由（複数回答）

他の観光地にない魅力の発信と交通に関する課題を克服する必要がある

交通手段ごとの訪問意向

離脱率

1位 日本で他に行きたいところがあったため 52.4%

2位 他の目的地から距離が遠かったため 33.3%

3位 行き方がわからなかったため 16.7%

〈n=42〉

＜いずれかの観光地来訪意向者ベース（n=107）＞

〈n=106〉

●四国の認知・訪問

1位 栗林公園 2位 足摺岬 3位 川口の淵

訪問したい観光資源 Top3

アメリカにはない、日本伝統の四季
を感じられる庭が綺麗

観光資源の魅力が乏しい

日本旅行で体験したい目的が果た
せない

この観光資源について具体的なイ
メージが湧いていない

非訪問理由

訪問したい理由●四国の観光資源評価

対象者全体 n=108 

認知者 n=86 

訪問経験者 n=46 

100.0%

79.6%

42.6%

●四国の認知・訪問

46.5％
離脱率

是非訪れたい 38.2%

訪れたい・計

（是非＋機会があれば）
92.2%

訪問意向の高い観光資源がある

四国地方への来訪意向

1位
四国で、四国内鉄道6社全線が定額で乗り放題になるお得な

「All SHIKOKU RAIL PASS」が利用できるとしたら…
88.9%

2位
四国地方へ、大阪や岡山からフェリーで瀬戸内海を楽しみながら

行けるとしたら…
84.3%

3位
四国地方へ、大阪から高速バスで直通2～3時間

（3,500～4,000円程度）で行けるとしたら…
74.1%

4位
四国で、レンタカー利用で行動範囲が広がり、公共交通機関が

ないところでも時間を気にせず自由に観光できるとしたら…
65.7%

1位 日本で他に行きたいところがあったため 40.0%

2位 他の目的地から距離が遠かったため 35.0%

3位 他に行っている人が少ないため 25.0%

四国の非訪問理由（複数回答）

他の観光地にない魅力の発信と交通に関する課題を克服する必要がある

〈n=40〉

＜いずれかの観光地来訪意向者ベース（n=108）＞

〈n=102〉

交通手段ごとの訪問意向

ゆっくり散策しながら、オーストラリアにはな
い日本式の公園を楽しむことができる

疲れていても座って景色を眺めることができ
る

観光資源の魅力が乏しい

日本旅行で体験したい目的が果た
せない

他に行っている人が少ない

非訪問理由

訪問したい理由●四国の観光資源評価

1位 栗林公園 2位 臥龍山荘 3位 霊山寺

訪問したい観光資源 Top3



国別分析 フランス/シンガポール 7新規訪問者獲得のための趣向分析｜Summary

四国の非訪問理由（複数回答）

他の観光地にない魅力の発信と交通に関する課題を克服する必要がある

交通手段ごとの訪問意向

●四国の認知・訪問

訪問したい観光資源 Top3

フランスの公園とは景色や植物などの雰囲
気が完全に違い、夢に出てきそうな場所に
見える

観光資源の魅力が乏しい

日本旅行で体験したい目的が果た
せない

この観光資源について具体的なイ
メージが湧いていない

非訪問理由

訪問したい理由●四国の観光資源評価

●四国の認知・訪問

四国の非訪問理由（複数回答）

他の観光地にない魅力の発信と交通に関する課題を克服する必要がある

交通手段ごとの訪問意向

シンガポール人は、自然が好き

珍しくて写真を見ただけで行きたくなる

アドベンチャー系の活動が好きな若者も多い

光資源の魅力が乏しい

この観光資源について具体的なイ
メージが湧いていない

費用がかかりそう

非訪問理由

訪問したい理由●四国の観光資源評価

対象者全体 n=113 

認知者 n=92 

訪問経験者 n=57 

100.0%

81.4%

50.4%
38.0％

離脱率

1位 日本で他に行きたいところがあったため 60.0%

2位 他の目的地から距離が遠かったため 31.4%

3位 観光地に関する情報が少なかったため 14.3%

行き方がわからなかったため 14.3%

〈n=35〉

是非訪れたい 60.6%

訪れたい・計

（是非＋機会があれば）
93.6%

訪問意向の高い観光資源がある

四国地方への来訪意向

1位
四国地方へ、大阪や岡山からフェリーで瀬戸内海を楽しみながら

行けるとしたら…
79.6%

四国で、四国内鉄道6社全線が定額で乗り放題になるお得な

「All SHIKOKU RAIL PASS」が利用できるとしたら…
79.6%

3位
四国で、レンタカー利用で行動範囲が広がり、公共交通機関が

ないところでも時間を気にせず自由に観光できるとしたら…
74.3%

4位
四国地方へ、大阪から高速バスで直通2～3時間

（3,500～4,000円程度）で行けるとしたら…
71.7%

＜いずれかの観光地来訪意向者ベース（n=113）＞

〈n=109〉

1位
栗林公園/
川口の淵3位大方ホエール

ウオッチング
2位 臥龍山荘

対象者全体 n=111 

認知者 n=82 

訪問経験者 n=39 

100.0%

73.9%

35.1%
52.4％

離脱率

1位 日本で他に行きたいところがあったため 53.5%

2位 他の目的地から距離が遠かったため 20.9%

3位 観光地に関する情報が少なかったため 20.9%

行き方がわからなかったため 20.9%

〈n=43〉

是非訪れたい 51.4%

訪れたい・計

（是非＋機会があれば）
96.3%

訪問意向の高い観光資源がある

四国地方への来訪意向

1位
四国で、四国内鉄道6社全線が定額で乗り放題になるお得な

「All SHIKOKU RAIL PASS」が利用できるとしたら…
86.5%

2位
四国地方へ、大阪や岡山からフェリーで瀬戸内海を楽しみながら

行けるとしたら…
82.0%

3位
四国地方へ、大阪から高速バスで直通2～3時間

（3,500～4,000円程度）で行けるとしたら…
78.4%

4位
四国で、レンタカー利用で行動範囲が広がり、公共交通機関が

ないところでも時間を気にせず自由に観光できるとしたら…
74.8%

＜いずれかの観光地来訪意向者ベース（n=111）＞

〈n=107〉

訪問したい観光資源 Top3

1位 川口の淵 2位 足摺岬
大方ホエールウオッチング

/祖谷3位



対象者全体 n=140 

認知者 n=125 

訪問経験者 n=57 

100.0%

89.3%

40.7%

国別分析 タイ 8新規訪問者獲得のための趣向分析｜Summary

四国の非訪問理由（複数回答）

他の観光地にない魅力の発信と交通に関する課題を克服する必要がある

交通手段ごとの訪問意向

●四国の認知・訪問

SNSに写真をアップできる（綺麗な場
所）ところへ行きたい

日本らしい雰囲気があるところに行きたい

観光資源の魅力が乏しい

日本旅行で体験したい目的が果たせない

他に行っている人が少ない

観光地まで時間がかかりそう

非訪問理由

訪問したい理由●四国の観光資源評価

離脱率

54.4％

1位 日本で他に行きたいところがあったため 45.6%

2位 観光地に関する情報が少なかったため 27.9%

3位 行き方がわからなかったため 25.0%

〈n=68〉

是非訪れたい 49.6%

訪れたい・計

（是非＋機会があれば）
99.3%

訪問意向の高い観光資源がある

四国地方への来訪意向

1位
四国で、四国内鉄道6社全線が定額で乗り放題になるお得な

「All SHIKOKU RAIL PASS」が利用できるとしたら…
92.9%

2位
四国地方へ、大阪や岡山からフェリーで瀬戸内海を楽しみながら

行けるとしたら…
90.0%

四国で、レンタカー利用で行動範囲が広がり、公共交通機関が

ないところでも時間を気にせず自由に観光できるとしたら…
90.0%

4位
四国地方へ、大阪から高速バスで直通2～3時間

（3,500～4,000円程度）で行けるとしたら…
86.4%

＜いずれかの観光地来訪意向者ベース（n=140）＞

〈n=139〉

1位 川口の淵 1位 栗林公園

訪問したい観光資源 Top3

3位 足摺岬

評価対象の観光資源

観光資源 説明文 提示写真

1
徳島県南部におけるマリンアク

ティビティ
国定公園の海で、シーカヤック、SUP等の体験。

2
佐川上町(うえまち)地区・酒蔵

の道

伝統的な商家住宅や酒蔵が今も残る上町地区。酒蔵の一角のショップでは地酒の試飲

も可能。日・英・中・韓に対応する音声ガイドもある。

3 祖谷
大歩危峡や祖谷渓,かずら橋と併せて桃源郷と呼ばれる祖谷。茅葺屋根の古民家で伝

統的な農村生活を体験。

4 脇町うだつの町並み 17~20世紀に建てられた商人の屋敷が立ち並ぶ、伝統的な文化が残る古い町並み。

5 大方ホエールウオッチング 黒潮海流の真中へ「海の貴婦人」ニタリクジラに逢いに行こう。

6 足摺岬 四国最南端の岬を中心に広がる270度の水平線。

7 石鎚山
標高1,982m、西日本最高峰。山岳信仰の山として知られ、毎年、7月に「お山開き」の

神事が執り行われる。複数の日帰り登山コースがある（概ね2.5時間）。

8 滑床渓谷 キャニオニング
滑床渓谷は、日本最後の清流四万十川の支流の一つである目黒川に広がる日本屈指

のキャニオニングスポット。

9 下灘駅 ホームに広がる青い海、夕暮れには夕日が美しい絶景ポイント。

10 阿波おどり会館

世界に誇る徳島の「阿波おどり」が年間を通して楽しめる施設です。阿波おどりホールで

は、昼と夜に公演があり年間を通して阿波おどりが見られ、公演中にステージ上で阿波踊

りを体験することができます。

11
八十八ヶ所霊場 第１番札所　

霊山寺

”一番さん”と親しまれ四国八十八か所霊場巡りの出発点。弘法大師はこの寺で21日間

の修行を行い、四国の地に八十八ヶ所の霊場を開くことを祈願した。

12 栗林公園 四季折々の美しい景勝が楽しめる「庭の国宝」。ミシュランの観光ガイドで３つ星を獲得。

13 直島 瀬戸内海に浮かぶ現代アート・建築の聖地として、世界的に注目を集めている島。

14 琴平
「一生に一度はこんぴら参り」と言われた歴史と文化の町。海の神様“金刀比羅宮”や、日

本最古の芝居小屋“金丸座”がある。

15 川口の淵
日本屈指の水質を誇り、里山清流の原風景を残す「野根川」を存分に楽しめるポイント。

たくさんの渓流魚が泳ぎ、水遊びも楽しい天然のプール。バーベキュー可。トイレ完備。

16 臥龍山荘 衰退する茶ノ湯文化を守るため百年前に豪商が作った茶室建築の最高峰。



訪日客現地ヒアリング調査 9新規訪問者獲得のための趣向分析｜Summary

四国とのふれあい方（抜粋）

•四国に来たことがなかったから

•都会とは違う静かな（のんびりできる）ところだから

•チケットが安かったから

•観光資源が目的（直島、うどん、渦潮）

•友人、知人の勧め

•ツアーに含まれていたから

四国の訪問理由

•徳島県：渦潮、阿波会館、かずら橋、大歩危・小歩危、大塚国際美術館

• 香川県：栗林公園、金刀比羅宮、小豆島、直島、高松市内、

屋島寺、瀬戸大橋、仏生山、高松アーケード

•愛媛県：道後温泉、松山城、新居浜、大街道、坊ちゃん列車、今治

•高知県：高知城、桂浜、ひろめ市場

四国の訪問場所

Q. 旅先に四国を選んだ理由を教えてください。（自由回答） Q. 四国に行った場所を教えてください。（自由回答）

• 静かに過ごせる（静かで意外に豊富な観光資源を見ること/中国20代女性、

静かに過ごせる、外国人が少ない/台湾20代男性）

• 景色が良い（美しい景色が見れる/中国30代女性）

• 温泉 （温泉体験/韓国40代女性、温泉が楽しめる/香港30代男性）

• 親切な住民と触れ合える（親切な人と出会える/香港60代男性、地方の独特の人間味

が味わえる/台湾20代男性）

• リラックスできる（リラックスできる/台湾40代女性、ヒーリング/韓国50代男性）

• うどん（本場の美味しいうどんが食べられる/台湾30代女性）

四国といえば・・・

Q. 今回の四国の旅を体験し、四国はどのような場所だと理解しましたか。
□に適切な言葉を入れてください。 （自由回答）

四国に来れば ができる

旅行中に困ったこと

Q. 四国の旅行中に不便なこと、困ったことがあれば教えてください。
（複数回答）

•言葉が通じない

•公共の交通機関が不便

•飲食店でメニューが読めない

四国への再来訪意向

Q. 四国地方へ再び観光に
来たいと思いますか。

（単数回答）

（N=125）
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ご清聴有難うございました


