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 観光・レクレーション目的の国内宿泊・日帰り旅行に関する男女別、消費項目別の消費の現状について 

The characteristics of tourist consumption by consumption item and by sex for domestic accommodation travel and day trips 
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In recent year, tourism is becoming an important market, therefore, it is vital to appropriately acknowledge the characteristics of tourists. Hence, 

this paper analyses consumption by tourists according to sex and consumption items for domestic day trips and accommodation travel. The results 

found the following characteristics. The first finding was that the total consumption for women is larger than men, especially souvenir/shopping for 

both day trips and accommodation travel. The second is that, men’s total consumption per capita for both day trip/accommodation travel was larger 

than women and it was larger for all items except for souvenir/shopping. The third is that men and women have similar consumption ratio of each 

consumption item. These results may support tourism sites and transportation organizations with their strategies to further develop the domestic 

tourism market. 
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1. はじめに 

観光は様々な経済・社会効果を有するがゆえに、日本においても重要な市

場の1つとして近年位置づけられている（観光庁, 2015）。このような背景

に伴い観光関係者は同市場における旅行者の特性を的確に把握し対応す

ることがより一層求められる。 

従来から、市場の状況を把握するためには、その市場をセグメント化し分

析する作業が多くの分野で行われてきた。その際に、デモグラフィック変

数を用いて検証する手法が多くなされてきた理由としては、その変数の測

定が容易であることに加え、それが消費者の欲求や使用量の状況等と連動

する場合が多く見受けられるからである（コトラー・ケラー, 2010）。その

変数の中でも、本稿では、性別を活用し、分析を推し進めることにする。

男性と女性では、先天的または後天的な影響から態度や志向が異なる場合

が多く、実際に、衣料品や雑誌等の分野では性別による差別化が行われて

いる（コトラー・ケラー, 2010）。また、性別の違いから様々な事象を調査

した研究は過去に数多く存在している（例えば、長野, 2017; 工藤・町田・

小黒, 2014; 関根, 2004; Rendon, 2003）。その中で、旅行に関する分野に

おいて、性別の違いを考慮して調査を行った先行研究としては、例えば、

伊藤（2016）が挙げられる。この研究では、国内宿泊観光旅行において男

女別、年齢別の視点から旅行者数の推移等を検証している。また、特定地

域に焦点を当てた研究として、例えば、和田・材野(1995)では京都市の散

策割合や回数について男女別等で比較分析を行っている。更に、岡本

(2014)では、安曇野市・松本市に関して、旅行先で参考にした情報や観光

動機における男女別の違い等について調査を実施している。しかしながら、

そのような性別を消費項目別にクロスさせ吟味した研究は筆者の知り限

り過去には存在しないため、本稿では、これら先行研究に、そのような点

を付加し研究を推し進めることにする。ここで、消費項目別において視点

を当てた理由としては、旅行者が旅行中に、どのような分野にどれくらい

消費しているのかについて知見することは、基本概要を確認する意味でも

重要であり、それゆえ旅行分野の発展にとって不可欠であるとも言えるか

らである。以上より、本稿を通じて、観光・レクレーション目的である国

内宿泊・日帰り双方の旅行における消費に関して、性別と消費項目別をク

ロスさせることを主眼として検証を行うことにする。その際に、市場規模

を見るための消費額、収入増加の効率性や消費単価の水準を検証するため

の1人当たりの消費額、消費選好を把握するための各消費割合、の3つの

観点から考査を進めることにする。 

 

2. 国内宿泊・日帰り旅行の観光・レクレーション目的の分野における

男女別、消費項目別の消費状況 

2-1 国内宿泊・日帰り旅行の観光・レクレーション目的分野における

男女別の消費全体及び消費項目別の消費額 

はじめに、国内観光旅行に関して、男女別における各消費先の市場規模の

大きさを理解するため、男女別の消費総額及び各項目に費やされる消費額

の大きさについて考察を行う。その際、2016 年旅行・観光消費動向調査

の国内旅行（観光・レクレーション）における消費額を参考に分析を行う

ことにする。 
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まず、宿泊旅行の領域に関して、表1より、観光・レクレーションの分野

での消費総額については、女性が男性より多く、男性は女性の 0.94 倍に

留まっている。更に消費項目別に検証すると、参加費、宿泊費、土産・買

物代、入場料・娯楽費・その他の分野で女性が男性より多く消費している

ことがわかる。とりわけ、土産・買物代の項目では、女性がより多く支出

していることが伺える。一方、交通費、飲食費の分野では男性が女性より

多く支出していることがわかる。 

 

次に、日帰り旅行の領域では、表2より、宿泊旅行の場合と同様、総額で

は女性が男性を上回っていることが伺える。更に消費項目別にみると、宿

泊旅行の場合と同様に、土産・買物代、参加費、飲食費の項目においては、

女性の消費額が男性より多いことがわかる。とりわけ、土産・買物代や参

加費において、それぞれ、男性は女性の 0.7、0.74 倍にすぎない。また、

入場料・娯楽費・その他の分野では、日帰り旅行の場合、宿泊旅行と異な

り、男性の消費が女性のそれを上回っていることがわかる。 

2-2 国内宿泊・日帰り旅行の観光・レクレーション目的の分野に関す

る旅行者男女別の消費全体及び消費項目別の1人当たりの消費額 

次に、観光・レクレーション目的の国内旅行に対し、男女別に、1人当た

りの消費額が総額としてどれくらいなのか、更に、同旅行の消費項目の各

分野に対して、男女それぞれ、1人当たりの消費額はいくらになるのかに

ついて考察を行うことにする。この分析を行う理由は、男女各々に対して

旅行先地域や交通機関等がどれくらいの消費単価の商品やサービスを提

供すればよいのか、消費単価の視点から旅行関連収入を効果的に確保する

には男女いずれを主体に戦略・戦術を構築することが効率的なのかについ

て、そのアウトラインを掴むことができるからである。 

なお、ここでは、1人当たりの消費額に関して、2016年旅行・観光消費動

向調査の国内旅行（観光・レクレーション）における消費額を同調査の国

内旅行（観光・レクレーション）における延べ購入者数で除した結果を考

察している。 

 

表3より、観光・レクレーションを目的とした国内宿泊旅行に関して、男

女別の視点から1人当たりの消費総額について見てみると、消費額の場合

と違って、男性が女性を若干上回っていることが伺える。また、消費項目

別では、消費額の場合と同様に、交通費、飲食費の分野で男性が女性の消

費単価を上回っている他に、参加費や入場料・娯楽費・その他においても

男性の消費単価がより高いことが伺える。一方、土産・買物代の領域のみ、

女性が男性の消費単価より高いことが伺える。また、その分野においては、

男 性 は 女 性 の 0.8 倍 に 過 ぎ な い こ と が わ か る 。

 

次に、表4より、日帰り旅行の領域においても、宿泊旅行の場合と同様

に、男性が、1人当たりの消費総額において、女性を若干上回っており、

消費項目別でも、土産・買物代を除いた全てで女性より多いことが伺え

る。とりわけ、交通費の分野において、男性と女性の差が大きいことが

伺える。ただし、宿泊旅行の場合に比べ日帰り旅行においては、全般的

に男女間に大きな差異は見受けられない。 

2-3 国内宿泊・日帰り旅行の観光・レクレーション目的の分野におけ

る男女別の全体に占める各消費項目の割合 

次に、男女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。 

検証にあたり、2016 年旅行・観光消費動向調査の国内宿泊旅行の観光・

レクレーション目的の分野における消費額に関して、男女ごとに各消費項

目費用を総額で除した結果を考査している。 

表1．国内宿泊旅行における消費額：観光・レクレーション（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 8,397,496 1,887,278 1,982,103 1,844,912 1,037,547 1,135,132 510,525

　男 4,061,648 907,107 1,010,055 904,149 529,707 461,038 249,592

　女 4,335,848 980,171 972,048 940,762 507,840 674,094 260,933

男女比率 0.94 0.93 1.04 0.96 1.04 0.68 0.96

観光庁(2016)を基に筆者により一部改変

ここでの男女比率は、各々の項目において男性の消費額を女性の消費額で除した比率を表している。

表2．国内日帰り旅行における消費額：観光・レクレーション（単位：百万円）

総額 参加費 交通費 飲食費 土産・買物代
入場料・娯楽

費・その他

旅行者全体 2,719,339 328,468 948,306 376,056 692,559 373,950

　男 1,310,525 139,576 509,130 181,751 285,858 194,211

　女 1,408,813 188,891 439,176 194,305 406,702 179,739

男女比率 0.93 0.74 1.16 0.94 0.70 1.08

観光庁(2016)を基に筆者により一部改変

ここでの男女比率は、各々の項目において男性の消費額を女性の消費額で除した比率を表している。

表3．国内宿泊旅行における1人当たりの消費額：観光・レクレーション（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 48,373 41,642 13,891 18,362 8,221 7,982 5,388

　男 48,823 42,593 14,647 18,393 8,914 7,031 5,656

　女 47,959 40,798 13,184 18,333 7,605 8,795 5,155

男女比率 1.02 1.04 1.11 1.00 1.17 0.80 1.10

観光庁(2016)を基に筆者により作成

ここでの男女比率は、各々の項目において男性の1人当たりの消費額を女性の1人当たりの消費額で除した比率を表している。

表4．国内日帰り旅行における1人当たりの消費額：観光・レクレーション（単位：円/人）

総額 参加費 交通費 飲食費 土産・買物代
入場料・娯楽

費・その他

旅行者全体 13,366 9,202 5,814 3,137 4,794 3,754

　男 13,555 9,911 6,263 3,234 4,483 4,025

　女 13,194 8,741 5,367 3,051 5,039 3,499

男女比率 1.03 1.13 1.17 1.06 0.89 1.15

観光庁(2016)を基に筆者により作成

ここでの男女比率は、各々の項目において男性の1人当たりの消費額を女性の1人当たりの消費額で除した比率を表している。
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観光・レクレーション目的の宿泊旅行における各消費項目の男女ごとの消

費割合について見てみると、表5より、男女とも交通費への消費割合が最

も多く、宿泊費、参加費、の順で続く点や入場料・娯楽費・その他への消

費割合が最も低い点では一致していることがわかる。しかしながら、女性

は土産・買物代の消費割合の方が飲食費より多く、男性はその逆であるこ

とが伺える。また、交通費、宿泊費、飲食費の領域では男性の方が女性よ

り高い消費割合を示しており、その一方で、土産・買物代、参加費、入場

料・娯楽費・その他の項目では女性がより高い消費割合を示していること

がわかる。とりわけ、男性では、交通費の消費割合が女性より顕著に高い

傾向があり、他方、女性は土産・買物代において高い特性を示している。 

 

次に、表6より、日帰り旅行の領域においては、宿泊旅行の場合と異なり、

男女ともに、交通費の割合が顕著に増えていることがわかる。また、男女

とも同分野が最も高い消費割合を表しており、次に、土産・買物代が男女

いずれにおいても続く特徴が宿泊旅行とは異なる点でもある。以下、男性

では、入場料・娯楽費・その他、飲食費、参加費と続き、一方で、女性は、

飲食費、参加費、入場料・娯楽費・その他の順で続いていることが伺える。

また、交通費、入場料・娯楽費・その他、飲食の分野では男性が女性より

消費割合が高く、一方で、参加費、土産・買物代の領域では女性が男性の

消費割合を上回っていることがわかる。 

 

3. 結論 

本稿では、国内旅行の観光・レクレーション目的の分野に関して、男女別、

消費項目別の消費傾向について検証を行った。その結果、以下の提示を行

うことができる。 

第1に、観光・レクレーションが目的の国内旅行における消費額の場合で

は、市場規模を重視するならば、総額としては、宿泊・日帰り旅行の双方

において、女性が主要な顧客ターゲットになり得ることがわかる。更に、

消費項目別にみた場合、参加費と土産・買物代の領域に関しても、宿泊・

日帰り旅行の双方において、女性をメインターゲットに据える方が効果的

であることが示唆されている。上記以外に、宿泊旅行における宿泊や入場

料・娯楽費・その他の分野、日帰り旅行における飲食の分野においても、

女性をターゲットに戦略・戦術を講じた方が効率的かもしれない。一方、

交通費の分野に関しては、宿泊・日帰り旅行の双方において、男性がマー

ケティングの主体として捉えることができるだろう。それ以外には、宿泊

旅行の飲食、日帰り旅行の入場料・娯楽費・その他に関しても、男性のニ

ーズを考慮した施策等を行う必要があるのかもしれない。ただし、宿泊・

日帰り旅行における土産・買物代の領域や日帰り旅行における参加費以外

に、性別で顕著な差が見受けにくいことに留意する必要があるかもしれな

い。 

第2に、観光・レクレーションを目的とした国内旅行における1人当たり

の消費額については、状況が消費額の場合と多少異なる傾向が伺える。具

体的には、宿泊・日帰り旅行の双方において、男性が1人当たりの消費総

額で女性より若干多く、また、消費項目別に見ても、土産・買物代の分野

を除いて全ての消費項目で男性が女性より高い消費単価を示しているこ

とが伺える。一方で、土産・買物代の領域に関しては、消費額の場合と同

様に、女性が消費単価において男性を上回っていることがわかる。ゆえに、

消費単価を重視する場合においては、宿泊・日帰り旅行の双方において、

総額として、更には、参加費、交通費、飲食費、入場料・娯楽費・その他

の分野に関して、また、宿泊旅行に限り、宿泊の領域に関しても、男性を

主体にマーケティング戦略を練ることが効果的なのかもしれない。その一

方で、宿泊・日帰り旅行の双方共に1人当たり消費額に関して、土産・買

物の分野に限っては女性を主体に施策を講じた方が効果的であろう。ただ

し、消費額の場合に比べ、全般的に、性別での消費傾向に大きな差が見受

けられにくいことに留意する必要があるだろう。 

第3に、観光・レクレーションが目的の国内旅行における男女別の消費選

好について、宿泊・日帰り旅行の双方の場合においても、交通費、飲食費、

入場料・娯楽費・その他は男性の消費割合は女性のそれより大きく、宿泊

旅行における宿泊の領域でも男性の消費割合は女性のそれより高いこと

が伺える。その一方で、参加費と土産・買物代の分野では女性の消費割合

が男性を上回っている。ゆえに、消費選好の視点を重視して顧客等を確保

することを企図する場合は、上記の特性を的確に把握し施策等を実施する

必要性があるだろう。 

以上より、性差による特性を把握したうえで、各ジェンダーが各消費項目

に支出する消費単価に見合った商品・サービスを提供したり、より市場規

模の大きなジェンダーを顧客ターケットにしたり、より消費選好を示すジ

ェンダーに見合ったマーケティングを実施したりすることによって、観

表5．国内宿泊旅行における年代別・各消費項目比率：観光・レクレーション

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 0.22 0.24 0.22 0.12 0.14 0.06

　男 0.22 0.25 0.22 0.13 0.11 0.06

　女 0.23 0.22 0.22 0.12 0.16 0.06

男女比率 0.99 1.11 1.03 1.11 0.73 1.02

観光庁(2016)を基に筆者により作成
ここでの男女比率は、各々の項目において男性の消費割合を女性の消費割合で除した比率を表している。

表6．国内日帰り旅行における年代別・各消費項目比率：観光・レクレーション

参加費 交通費 飲食費
土産・買物

代

入場料・娯楽

費・その他

旅行者全体 0.12 0.35 0.14 0.25 0.14

　男 0.11 0.39 0.14 0.22 0.15

　女 0.13 0.31 0.14 0.29 0.13

男女比率 0.79 1.25 1.01 0.76 1.16

観光庁(2016)を基に筆者により作成

ここでの男女比率は、各々の項目において男性の消費割合を女性の消費割合で除した比率を表している。
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 光・レクレーション目的の国内宿泊・日帰り旅行の更なる発展に寄与する

ことが可能となるであろう。 
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