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 国内宿泊旅行に関する旅行者全体並びにその職業別における消費全体及び消費項目別の現状について 

The characteristics of total consumption and each consumption item by travelers overall and by travelers’ occupation for domestic 

accommodation travel 
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This paper attempts to analyse the preference of consumption by tourists based on occupation. It examines both domestic day trips 

and accommodation travel for various tourist consumption items. The following were the main results. With total consumption, 

professional/technical specialist, housewives and non-employed consumed more than others. The same results were also found for 

the consumption items of accommodation, entrance fee/attraction cost/other and souvenir/shopping. Secondly, with total 

consumption per capita, managers, professional/technical specialists, farmers/foresters/fishermen and 

factory/transport/construction/physical labor workers were found to consume more than others and managers consumed the most 

with almost all consumption items. Thirdly, with regards to the ratio of the consumption items, there were similarities amongst 

managers, professional/technical specialist, office workers and factory/transport/construction/physical labor workers. 
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1. はじめに 

近年、観光立国推進基本法制定に伴い同基本計画が促進されるなど様々

な社会的背景から観光市場が着目されてきている（観光庁, 2017）。 

そこで、市場を分析するにあたり、それをセグメント化することはマー

ケティングにおいて重要なプロセスであると捉えられている（コトラ

ー・ケラー, 2010）。そのセグメント化を行う際に、デモグラフィック変

数を使用することは従来から多くの機会で行われている（コトラー・ケ

ラー, 2010）。その変数の一つでもある職業別といった基準から様々な事

象を検証した調査も過去に多く実施されており、実際に、職業により人

の嗜好や行動には差異性があることが確認されている（例えば、神田, 

1961；溝口・神田, 1961; 大佛, 2009）。それゆえに、国内宿泊旅行の分

野においてもデモグラフィック変数の一つである職業別に消費者市場を

セグメント化した上で考察することは有意義であると考えられる。 

そこで、本稿では、国内宿泊旅行に関して、観光庁(2016)による2016年

の旅行・観光消費動向調査を活用し、旅行者の職業の違いが消費全体並

びに消費項目ごとにどのような傾向や特徴を有するのか、その基本的概

要の確認を行うことにする。従来、国内宿泊観光旅行について調査され

た文献は存在するが（例えば、観光庁, 2009; 伊藤, 2016; 日本旅行業協

会, 2016; 尾高・日比野・森地, 2009）、それらの研究では、国内宿泊旅行

全般において、職業別を消費項目別にクロスさせた分析はなされていな

い。しかしながら、東京や大阪など観光だけでなくそれ以外の目的で訪

問する旅行先地域は存在する。また、消費項目別に考察を行うことは、

消費者が旅行の際にどの領域にどれだけ支出しているのかといった特性

を把握できるという意味においても必要なことである。ゆえに、本稿で

は、それら先行研究を補完すべく、市場規模を見るための消費額、消費

単価の水準を考察するための 1 人当たりの消費額、消費選好を捉えるた

めの各消費割合、の 3 つの指標を活用することで、国内宿泊観光旅行に

関する旅行者全体及びその職業別における消費全体並びに消費項目別の

現状について洞察を推し進めることにする。 

 
2. 国内宿泊旅行に関する旅行者全体ならびにその職業別における消

費全体及び消費項目別の状況 

2-1 国内宿泊旅行における旅行者の職業別、消費全体及び消費項目別

の消費額 

はじめに、国内宿泊旅行に関する職業別の消費全体並びに各消費先の市

場規模を捉えるため、職業別の消費総額並びに各項目に支出される消費

額の大きさについて調査を行うこととする。その際、2016年旅行・観光

消費動向調査の国内宿泊旅行における消費額を有効に活用することで分

析を行うことにする。 

 

表1より、消費総額については、専門・技術職が最も多く、次いで主婦、

無職、販売・サービス・保安職、管理職、事務職の順で多い。更に消費

表1．国内宿泊旅行における消費額（単位：百万円）

総額 参加費 交通費 宿泊費 飲食費
土産・買物

代

入場料・娯楽

費・その他

旅行者全体 13,801,861 2,292,062 4,566,815 2,632,774 1,846,026 1,806,118 658,066

　管理職 1,642,774 233,182 608,664 323,698 253,186 158,125 65,919

　専門・技術職 2,631,055 328,652 949,369 564,265 363,691 312,189 112,890

　事務職 1,621,217 226,759 542,847 314,686 237,413 220,347 79,165

　販売・サービス・保安職 1,646,435 196,390 584,657 317,620 241,329 225,679 80,760

　農林漁業職 215,221 73,982 47,853 28,664 17,751 35,537 11,433

　生産・輸送・建設・労務職 947,247 129,868 348,535 165,272 146,742 106,750 50,080

　主婦 1,872,208 352,408 539,341 338,630 215,583 337,780 88,467

　学生 1,385,554 366,490 390,022 226,956 174,649 147,883 79,553

　無職 1,674,515 353,521 494,414 326,075 176,503 242,402 81,600

観光庁(2016)を基に筆者により一部改変

* 正会員 甲南大学 マネジメント創造学部 
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 項目別に検証すると、参加費においては、学生が最も多く、次に無職、

主婦の順で多い。一方、交通費への支出は、専門・技術職が最も多く、

管理職、販売・サービス・保安職と続いている。また、宿泊費への支出

についても、専門・技術職が最も多いが、次に、主婦、無職が多いこと

がわかる。更に、飲食費への支出に関しても、最も消費額が多いのは専

門・技術職であるが、次に、管理職、販売・サービス・保安職の順とな

っている。一方、土産・買物代への支出においては、主婦が最も多く、

次いで専門・技術職、無職が多い。最後に、入場料・娯楽費・その他へ

の支出では、専門・技術職が多く、次に、主婦、無職が続いている。な

お、いずれの消費項目でも農林漁業職が最も小さく、次いで生産・輸送・

建設・労務職が小さいことが伺える。 

2-2 国内宿泊旅行における旅行者の職業別、消費全体及び消費項目別

の1人当たりの消費額 

次に、其々の職業における 1 人当たりが、国内宿泊旅行の際に、総額と

してどれくらいの支出を行うのか、そして、同旅行のそれぞれの消費項

目に対して、各職業の 1 人当たりの消費額はいくらになるのかについて

洞察を行うことにする。この洞察を行う理由は、どれくらいの消費水準

の商品やサービスを、いずれの職業に対して旅行先地域や交通機関等が

供給すればよいのか、また、戦略として消費単価を重視した場合、効果

的に旅行関連収入を向上させるためにはどの職業を主体に施策を実施す

ることが効率的なのかについて、その概要を捉えることが可能となるか

らである。 

なお、この節では、1人当たりの消費額に関して、2016年旅行・観光消

費動向調査の国内宿泊旅行における消費額を同調査の国内宿泊旅行にお

ける延べ購入者数で除した結果を考察している。 

表 2 を参照すると、1 人当たりの消費総額については、管理職、農林漁

業職、生産・輸送・建設・労務職の順で多いことがわかる。 

 
ここで、更に 1 人当たりの消費総額を消費項目別に分類し洞察を加える

と、参加費の分野では、管理職が最も多く、次いで、専門・技術職、事

務職、主婦の順で多いことが伺える。また、交通費の領域でも、管理職

が最も多いが、次には、生産・輸送・建設・労務職、専門・技術職が続

いていることがわかる。更に、宿泊費の項目に関しても、管理職が最上

位に位置し、次いで、農林漁業職、専門・技術職、主婦の順で多いこと

が伺える。そして、飲食費の領域においても、管理職の消費単価が最大

で、次いで、生産・輸送・建設・労務職、事務職、専門・技術職が多く

なっている。一方、土産・買物代の分野では、農林漁業職、主婦、事務

職、専門・技術職、販売・サービス・保安職、管理職の順で多い傾向を

認識することができる。最後に、入場料・娯楽費・その他への項目に関

しても、管理職が最も多いが、次に、農林漁業職、生産・輸送・建設・

労務職と続いていることが伺える。なお、すべての消費項目で、学生は

最も低いか次に低いかのいずれかの位置に留まっていることがわかる。 
2-3 国内宿泊旅行における旅行者全体及びその職業別の各消費項目

割合 

次に、旅行者全体並びにその職業ごとの全体に占める各消費項目の割合

についてその特徴を検証する。 

その際、2016年の旅行・観光消費動向調査の国内宿泊旅行に関する消費

額において、職業ごとに各消費項目費用を総額で除した結果を洞察して

いる。 

 
はじめに、旅行者全体についての消費割合を見てみると、表 3 から、交

通費への消費割合は、33.1％と最も多く、次いで、宿泊費（19.1％）、参

加費（16.6％）への消費割合が多いことがわかる。更に、職業ごとの各

消費項目への消費割合について論述を加えると、管理職、専門・技術職、

事務職、生産・輸送・建設・労務職といった職業においては、交通費へ

の消費割合が最も多く、次いで、宿泊費への消費割合が続き、以降、飲

食費、参加費、土産・買物代、入場料・娯楽費・その他の順となってい

る。販売・サービス・保安職もこれら職業と類似しており、参加費と土

産・買物代の順位が入れ替わるだけでそれ以外の消費項目の順位は同じ

であることが伺える。一方で、主婦と学生の双方においても傾向は類似

しており、交通費、参加費、宿泊費と続く順位は同じで、かつ入場料・

娯楽費・その他が最も下位に位置している点も同じである。また、主婦

と無職においても傾向は類似しており、交通費が最も大きい点と、4 番

目以降の順位、すなわち、土産・買物代、飲食費、入場料・娯楽費・そ

の他においても順位が同じである点が共通している。 
2-4 国内宿泊旅行における各消費項目に関する職業間消費割合の比

較 

ここでは、国内宿泊旅行において、各々の消費項目に対して職業間の消

費割合を比較し、その主な結果を抽出することにする。表 3 より、はじ

めに、参加費の項目では、他の職業に比べ、農林漁業職が最も多く、学

生、無職、主婦にも多い特徴が見受けられる。交通費の領域においては、

管理職が最も多く、生産・輸送・建設・労務職、次いで、専門・技術職、

販売・サービス・保安職が多い。一方で、農林漁業職が最も少なく、次

に学生が少ないことが示されている。宿泊費の分野については、専門・

技術職が最も多く、管理職、無職、事務職、販売・サービス・保安職の

順となっており、その一方で、交通費同様に、農林漁業職が最も少なく、

学生が次に少ないことが伺える。飲食費の項目においては、生産・輸送・

建設・労務職が最も多く、次いで、管理職、販売・サービス・保安職が

多い。逆に、農林漁業職が最も少なく、無職が次に少ないことが見受け

られる。また、土産・買物代の領域では、主婦が多く、農林漁業職、無

表2．国内宿泊旅行における1人当たりの消費額（単位：円/人）

総額 参加費 交通費 宿泊費 飲食費
土産・買物

代

入場料・娯楽

費・その他

旅行者全体 12,905 41,089 16,615 17,606 8,399 7,443 5,186

　管理職 16,267 47,921 22,293 18,942 11,917 7,489 7,034

　専門・技術職 13,846 47,112 18,750 18,588 8,759 7,673 5,687

　事務職 12,816 42,456 16,951 17,354 8,773 7,780 5,069

　販売・サービス・保安職 12,559 37,702 17,225 16,642 8,334 7,612 5,668

　農林漁業職 14,958 39,563 16,354 18,784 7,210 9,279 6,445

　生産・輸送・建設・労務職 13,602 34,883 18,761 17,599 10,601 6,742 6,055

　主婦 12,350 41,745 14,068 18,573 7,255 9,087 4,490

　学生 10,483 37,546 12,072 14,323 6,665 4,979 4,336

　無職 11,790 39,180 13,845 17,551 6,559 7,184 4,518

観光庁(2016)を基に筆者により作成

表3．国内宿泊旅行における職業別・各消費項目割合

参加費 交通費 宿泊費 飲食費
土産・買物

代

入場料・娯

楽費・その

他

旅行者全体 16.6% 33.1% 19.1% 13.4% 13.1% 4.8%

　管理職 14.2% 37.1% 19.7% 15.4% 9.6% 4.0%

　専門・技術職 12.5% 36.1% 21.4% 13.8% 11.9% 4.3%

　事務職 14.0% 33.5% 19.4% 14.6% 13.6% 4.9%

　販売・サービス・保安職 11.9% 35.5% 19.3% 14.7% 13.7% 4.9%

　農林漁業職 34.4% 22.2% 13.3% 8.2% 16.5% 5.3%

　生産・輸送・建設・労務職 13.7% 36.8% 17.4% 15.5% 11.3% 5.3%

　主婦 18.8% 28.8% 18.1% 11.5% 18.0% 4.7%

　学生 26.5% 28.1% 16.4% 12.6% 10.7% 5.7%

　無職 21.1% 29.5% 19.5% 10.5% 14.5% 4.9%

観光庁(2016)を基に筆者により作成
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 職、販売・サービス・保安職、事務職が続くことが伺える。逆に管理職

が最も少なく、次いで学生が少ない特徴を有している。最後に、入場料・

娯楽費・その他に関しては、学生が最も多く、農林漁業職、生産・輸送・

建設・労務職においても多い傾向が見受けられる。 

 
3. 結論 

本稿において、国内宿泊旅行に関して、旅行者全体並びにその職業別の

消費全体及び消費項目別の傾向について分析を行った。その主な結果に

ついては、以下の通り、洞察を加えることができる。 

第 1 に、国内宿泊旅行における消費額の場合では、総額的に専門・技術

職が最も多く、次いで主婦、無職、といった比較的、時間にフレキシブ

ルな職業が上位を占めていることから、これらの職業を主な顧客対象と

して捉えることができる。更に消費項目別に考察を行うと、交通費、飲

食費の分野では、専門・技術職、管理職、販売・サービス・保安職、事

務職、主婦の順で消費額が多い。ゆえに、交通や飲食関連業者はこれら

の職業を中心にマーケティングを行う必要性があるだろう。また、宿泊

費と入場料・娯楽費・その他の分野では、専門・技術職、主婦、学生の

順で上位を占めており、宿泊費の分野においては、次に管理職、販売・

サービス・保安職、事務職、一方で、入場料・娯楽費・その他の分野に

おいては、次に販売・サービス・保安職、学生、事務職が続いている。

更に、土産・買物代の項目では、上述した宿泊費や入場料・娯楽費・そ

の他の項目と比較的類似した傾向が伺える。具体的には、順位は若干異

なるが上位には主婦、専門・技術職、無職、次に販売・サービス・保安

職や事務職が位置する点で類似した特徴を見出すことができる。したが

って、宿泊業者、娯楽関連業者等や土産関係業者等は、市場規模の視点

を重視した上で収入の確保を意図する場合は、各消費項目において上記

で示した通り、消費額規模が大きい職業を主要な顧客対象として、戦略・

戦術を考える必要性があるだろう。最後に、参加費の項目においては、

学生、無職、主婦、専門・技術職の順で多く、比較的時間にフレキシブ

ルな職業を主体に、市場規模の確保を図ることが求められるであろう。

なお、いずれの消費項目においても、農業漁業職の消費額が最も小さく、

次に生産・輸送・建設・労務職が続く傾向が見受けられることから、市

場規模を重視する場合にかぎっては、現時点において、これら 2 つの職

業から、大きな市場の確保は得られにくいことが示唆されているのかも

しれない。 

第 2に、国内宿泊旅行における 1人当たりの消費額に関して考察を行う

と、総額としては、管理職が最も高く、次に、農林漁業職、専門・技術

職、生産・輸送・建設・労務職が続いていることがわかる。つまり、全

体的には、管理職を主体にそのニーズを配慮しつつ、上述した職業の消

費単価の水準における傾向を踏まえて商品やサービスを提供することが

大切になるだろう。次に、消費項目別に分類し更に考察を行うと、はじ

めに、顕著な特徴として、土産・娯楽費・その他の項目を除いた全ての

消費項目において、管理職が最も 1 人当たりの消費額が高い数値を示し

ていることがわかる。一方で、学生は交通費、宿泊費、土産・買物代、

入場料・娯楽費・その他の項目で最も消費単価が低く、また、参加費や

飲食費の項目でも 2 番目に低い消費単価であることが伺える。上述した

以外では顕著な特徴が見受けられにくいため、消費項目別に更に検証を

行うと、参加費の分野においては、管理職の他に専門・技術職、事務職、

主婦の消費単価が大きく、これら職業は職業全体平均より高い特徴を示

す一方で生産・輸送・建設・労務職は最も低い消費単価であることが見

受けられる。そして、交通費の項目では、管理職以外に、生産・輸送・

建設・労務職の消費単価が高く、専門・技術職、販売・サービス・保安

職、事務職と続いており、これらは職業全体平均を上回っていることが

わかる。宿泊費の項目では、管理職の他には、農林漁業職の消費単価が

高く、専門・技術職、主婦においても高い消費単価を示す一方で販売・

サービス・保安職は学生の次に低い消費単価を示している。飲食費の項

目については、管理職以外には、生産・輸送・建設・労務職の消費単価

が高く、事務職、専門・技術職と続き、これらは職業全体平均より高い

特徴を有していることが伺える。一方、土産・買物代の領域においては、

農林漁業職の消費単価が最も高く、次に主婦が高い傾向を示しているこ

とがわかる。最後に、入場料・娯楽費・その他の項目では、管理職以外

には、農林漁業職や生産・輸送・建設・労務職の消費単価が高い傾向を

示している。以上の内容を踏まえ、これら職業に関する 1 人当たりの消

費額水準に見合った商品やサービスを適切に提供することで、効率的な

収入の拡充につなげることが可能となるであろう。 

第 3 に、国内宿泊旅行において、各職業の全体に占める各消費項目の割

合の結果から、以下の考察を示すことができる。管理職、専門・技術職、

事務職、生産・輸送・建設・労務職に関して、消費の配分が同じ傾向で

あることが明らかとなった。つまり、交通費の割合が消費項目の中で最

も高く、2番目に宿泊費が多く、飲食費、参加費、土産・買物代、入場・

娯楽費・その他へと続いていることがわかる。また、販売、サービス・

保安職においても、上述したこれら職業と類似しており、土産・買物代

が参加費の上位に位置する点が異なるだけである。一方、主婦、学生、

無職の消費配分の傾向も類似しており、交通費が最も高く、参加費、宿

泊費が上位 3 つに位置し、入場料・娯楽費・その他が最も低い消費割合

の順位になることが特徴として見受けられる。それらの中でも参加費が

上位 3 つに含まれていることが、これら職業の特徴と言えよう。なお、

この参加費については、農林漁業職が最も多い消費割合を示しているこ

とも特徴の一つとして留意する必要があるだろう。最後に、いずれの職

業においても国内宿泊旅行において、入場料・娯楽費・その他の消費割

合が最も小さい点が共通しており、一方で、交通費割合については、農

林漁業職が 2 番目に高いことを除けば、全ての職業において、最も高い

消費割合を示していることが伺える。 

次に、各々の消費項目に対する職業間での比較の結果については、以下

の考察を付加することができる。管理職と専門・技術職では、基本的に、

消費割合の選好は同じ傾向を有していることが見受けられる。具体的に

言及すると、交通費、宿泊費、飲食費の項目において、旅行者全体平均

より高い選好を示しており、逆に参加費や土産・買物代、入場料・娯楽

費・その他の割合がそれより小さい傾向を有している。また、事務職と

販売・サービス・保安職の双方も同じ傾向を示しており、交通費、宿泊

費、飲食費、土産・買物代、入場料・娯楽費・その他の分野では旅行者

の全体平均より高い反面、参加費のみ低い傾向を示していることが伺え

る。他方、無職の宿泊費の分野を除いて、主婦、学生、無職、農林漁業

職では、参加費が旅行者全体の平均より高く、その分、交通費、宿泊費、

飲食費が低い特徴が伺える。以上より、事務職や販売・サービス・保安

職はパッケージ型・団体旅行への消費選好が低い反面、主婦、学生、無

職、農林漁業職はそれらへの選好が高いことが伺えよう。上記以外に見

出せた主な特徴としては、土産・買物代の領域において、主婦、農林漁

業職、無職の消費選好が高く、また、入場料・娯楽費・その他の分野で

は、学生、農林漁業職、生産・輸送・建設・労務職が高いことが挙げら
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 れる。ゆえに、消費配分といった視点を重視してみた場合、関連業者は、

それぞれの職業におけるそれらの消費選好を踏まえた上で、自らに関係

する分野において、商品・サービス等の供給を一層充実させる必要があ

るだろう。 

以上より、国内宿泊旅行において、旅行先地域や交通機関等が、市場規

模、消費水準、消費選好のそれぞれの観点から、上述の傾向や特徴を踏

まえつつ、旅行者への適切な対応を行えば、同旅行分野の発展・強化に

繋げることができるようになるであろう。 
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