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国内宿泊・日帰り旅行に関する職業別・消費項目別の消費状況の類型による分析 

Categorizing the characteristics of each consumption item by tourists’ occupation for domestic accommodation travel and day trips 
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This paper examines the characteristics of tourists’ consumptions by occupations and consumption items, by analyzing 8 categories which are 

made through the different combination of consumption, consumption per capita and consumption preference. The main results, for example, 

indicates that, in the case of both accommodation travel and day trips, consumption, consumption per capita and consumption preference of 

souvenir/shopping by office workers, sales /service/security staff, and housekeepers are higher than the total tourists average. On the other hand, 

souvenir/shopping by factory/transport/construction/physical labor workers and students are less than the total tourists average. Moreover, it 

indicates that the spend by sales/service/security staff for consumption, consumption per capita and consumption preference of packages/group 

tours on accommodation travel are less than the total tourists average. However, in the case of day trips, the spend by sales/service/security staff for 

consumption and consumption per capita of package/group tours are higher than the total tourists average.  

 

Keywords:  Domestic accommodation travel, Domestic day-trip, Occupation, Consumption items, Consumption 

国内宿泊旅行、国内日帰り旅行、職業別、消費項目別、消費 

 

1. はじめに 

近年、経済、社会、技術等の背景から、旅行分野の促進が着目されて

きている。国内旅行の領域においても、このような時流の中、観光立国

の推進がなされており、実際、2016年の時点において、国内旅行業の消

費規模は、約17兆8933億円超に及んでいる（観光庁, 2016）。それゆえ、

同分野においても旅行者のニーズの概要を的確に把握することは今後一

層必要とされている。一方、職業は消費者に関する嗜好や行動の特性に

影響を及ぼしえることが考えられる（例えば、神田, 1961; 溝口・神田, 

1961; 大佛, 2009）。そこで、本研究では、このような旅行者ニーズを掴

む意味でも、その市場をデモグラフィック変数の 1 つである職業の観点

から各消費項目別にどのような消費状況を示しているのかについて分析

を行うことにする。 

ここで、この領域における既存研究について述べると、島本（2017a）

では、国内宿泊旅行のみに焦点を当てた上で、職業別を消費項目別にク

ロス集計させたデータの分析を行っている。一方で、島本（2017b）で

は、職業別、消費項目別のクロス集計データの分析を、国内観光分野に

関する日帰り旅行において実施している。これら 2 つの研究は、その分

析の切口として、市場規模を見るための消費額、消費単価の水準を観察

するための1人当たりの消費額、消費選好を知見するための各消費割合、

の3つの指標を活用している。しかしながら、それらの研究においては、

各職業の各消費項目に関して、それら 3 つの基準の組み合わせのいずれ

に属するのかといったことに対し明示的な分析はなされていない。そこ

で、本稿では、それらの既存研究を補うべく、観光庁（2016）による旅

行・観光消費動向調査のデータに基づいた島本（2017a,b,c,d,e）の調査

で用いた 3 つの基準を組み合わせた類型について簡易な説明を加えた上

で、国内の宿泊、日帰りの双方において、各職業の各消費項目が、どの

類型に含まれるのか、そして、それらに対する戦略等のインプリケーシ

ョンについて簡潔な記述を加えることにする。更に、宿泊と日帰りの類

型に属する各職業・各消費項目の比較を行い、それらの共通点や相違点

についても言及を加えることにする。 

 

2. 消費に関する類型  

島本（2017a,b,c,d,e）に基づいた消費額、1人当たりの消費額、全体に占

める各消費項目の割合、の 3 つの基準を、本研究でも同様に活用する。

そして、3つの基準それぞれにおいて旅行者全体の平均値を求めた上で、

それより数値が大きくなる領域に該当するのか、それ未満の領域に属す

るのか、に従って分類を行うことにする。尚、本研究では、旅行者全体

の平均値と一致するような場合は存在しなかった為、ここでは、その場

合を除外した上で考察を進めることにする。ゆえに、それら 3 つの基準

の組み合わせの類型は8通りを示すことになる。即ち、その類型は、(1)

消費額、1 人当たりの消費額、消費割合のいずれも平均より大きい場合

（以下、1 型と呼ぶ）、(2) 消費額、1 人当たりの消費額は平均より大き

いが、消費割合は平均未満の場合（以下、2型と呼ぶ）、 (3) 消費額が平

均より大きいが、1 人当たりの消費額は平均未満であり、一方で、消費

割合は平均より大きい場合（以下、3 型と呼ぶ）、(4) 消費額が平均より

大きいが、1人当たりの消費額と消費割合は平均未満の場合（以下、4型

と呼ぶ）、(5) 消費額が平均未満であるが、1 人当たりの消費額と消費割

合においては平均より大きい場合（以下、5 型と呼ぶ）、(6) 消費額が平

均未満だが、1 人当たりの消費額は平均より大きく、その一方で消費割

合は平均未満の場合（以下、6 型と呼ぶ）、(7) 消費額、1 人当たりの消

費額は平均未満を示す一方で、消費割合は平均より大きい場合（以下、7

型と呼ぶ）、(8) 消費額、1 人当たりの消費額、消費割合のいずれにおい

ても平均未満の場合（以下、8型と呼ぶ）、になることがわかる。 

 

3. 各職業・各消費項目の類型 

次に、宿泊に関する類型については、表 1から表 3をベースに作成さ

れた表 7を基に、また、日帰りに関する類型に関しては、表 4から表 6

に基づいて作成された表 8 を参考に、其々の消費項目に対する各職業の

消費が、これらの類型のいずれに属するのかについての概観を行うこと

にする。 
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はじめに、1型については、表7より、宿泊の領域には、主婦の参加

費、管理職、専門職、事務職、販売・サービス・保安職の交通費、管理

職、専門職の宿泊費、管理職、専門職、事務職の飲食費、事務職、販売・

サービス・保安職、主婦の土産・買物代、販売・サービス・保安職の入

場料・娯楽費・その他が含まれる。また、日帰りの領域には、表8より、

管理職、専門職、事務職の交通費、専門職、販売・サービス・保安職の

飲食費、事務職、販売・サービス・保安職、主婦の土産・買物代、販売・

サービス・保安職の入場料・娯楽費・その他が該当する。この 1 型は、

旅行者全体に比べ、これらの領域に、より消費する選好を示しており、

また、旅行者全体平均より市場規模は大きく、更に、それらへの消費単

価の水準もその平均より高いことを示している。ゆえに、関連業者等は、

表1．国内宿泊旅行における消費額（単位：百万円）

職業 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

旅行者全体平均 251,250 500,634 289,541 202,983 198,521 72,207

観光庁(2016)を基に筆者により一部改変

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）

職業 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

職業 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

　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%

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

観光庁(2016)を基に筆者により作成

表4．国内日帰り旅行における消費額（単位：百万円）

職業 参加費 交通費 飲食費
土産・買物

代

入場料・娯
楽費・その

他

　管理職 22,251 287,794 56,568 74,348 33,594

　専門・技術職 30,884 377,402 97,103 135,686 60,574

　事務職 27,701 236,765 67,229 119,987 48,428

　販売・サービス・保安職 41,146 266,288 80,062 129,863 61,931

　農林漁業職 10,751 30,658 7,618 19,044 6,604

　生産・輸送・建設・労務職 25,145 148,462 45,348 64,409 30,246

　主婦 78,435 217,673 74,261 178,483 52,001

　学生 19,671 121,990 42,733 52,589 47,139

　無職 87,069 183,457 56,685 127,227 56,505

旅行者全体平均 38,117 207,832 58,623 100,182 44,114
観光庁(2016)を基に筆者により一部改変

表5．国内日帰り旅行における1人当たりの消費額（単位：円/人）

職業 参加費 交通費 飲食費
土産・買物

代

入場料・娯
楽費・その

他

　管理職 10698 11432 3508 4864 5879
　専門・技術職 10343 8353 3120 4593 3791
　事務職 9124 7712 2982 5034 3702
　販売・サービス・保安職 10375 7904 3425 4932 4329
　農林漁業職 8077 7126 2841 4419 3710
　生産・輸送・建設・労務職 10650 7505 3353 4150 3703
　主婦 8534 6076 2995 5221 3151
　学生 7630 5389 2621 3015 3387
　無職 9292 5614 2722 4292 3790
旅行者全体平均 9297 7483 3080 4598 3804
観光庁(2016)を基に筆者により作成

表6．国内日帰り旅行における職業別・各消費項目割合

職業 参加費 交通費 飲食費
土産・買物

代

入場料・娯
楽費・その

他

　管理職 0.05 0.61 0.12 0.16 0.07
　専門・技術職 0.04 0.54 0.14 0.19 0.09
　事務職 0.06 0.47 0.13 0.24 0.10
　販売・サービス・保安職 0.07 0.46 0.14 0.22 0.11
　農林漁業職 0.14 0.41 0.10 0.26 0.09
　生産・輸送・建設・労務職 0.08 0.47 0.14 0.21 0.10
　主婦 0.13 0.36 0.12 0.30 0.09
　学生 0.07 0.43 0.15 0.19 0.17
　無職 0.17 0.36 0.11 0.25 0.11
旅行者全体平均 0.08 0.46 0.13 0.22 0.10
観光庁(2016)を基に筆者により作成

表7. 国内宿泊旅行における消費類型

1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 8型
主婦・参加費 専門・参加費 学生・参加費 主婦・交通費 生産・交通費 管理職・参加費 農林漁・参加費 販売・参加費
管理職・交通費 主婦・宿泊費 無職・参加費 主婦・飲食費 生産・飲食費 事務職・参加費 生産・参加費
専門・交通費 専門・土産 事務職・宿泊費 主婦・入場料 農林漁・土産 農林漁・宿泊費 農林漁・交通費
事務職・交通費 専門・入場料 販売・宿泊費 農林漁・入場料 管理職・土産 学生・交通費
販売・交通費 無職・宿泊費 生産・入場料 管理職・入場料 無職・交通費
管理職・宿泊費 販売・飲食費 生産・宿泊費
専門・宿泊費 無職・土産 学生・宿泊費
管理職・飲食費 事務職・入場料 農林漁・飲食費
専門・飲食費 学生・入場料 学生・飲食費
事務職・飲食費 無職・入場料 無職・飲食費
事務職・土産 生産・土産
販売・土産 学生・土産
主婦・土産
販売・入場料
専門は、専門・技術職を示す。
販売は、販売・サービス・保安職を示す。
農林漁は農林漁業職を示す
生産は、生産・輸送・建設・労務職を示す。
土産は土産・買物代を示す。
入場料は入場料・娯楽費・その他を示す。

表8. 国内日帰り旅行における消費類型

1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 8型
管理職・交通費 販売・参加費 主婦・参加費 主婦・交通費 生産・交通費 管理職・参加費 農林漁・参加費 事務職・参加費
専門・交通費 販売・交通費 無職・参加費 主婦・飲食費 生産・飲食費 専門・参加費 学生・飲食費 学生・参加費
事務職・交通費 事務職・飲食費 専門・土産 生産・参加費 農林漁・土産 農林漁・交通費
専門・飲食費 無職・土産 専門・入場料 管理職・飲食費 学生・交通費
販売・飲食費 学生・入場料 事務職・入場料 管理職・土産 無職・交通費
事務職・土産 無職・入場料 主婦・入場料 管理職・入場料 農林漁・飲食費
販売・土産 無職・飲食費
主婦・土産 生産・土産
販売・入場料 学生・土産

農林漁・入場料
生産・入場料

専門は、専門・技術職を示す。
販売は、販売・サービス・保安職を示す。
農林漁は農林漁業職を示す
生産は、生産・輸送・建設・労務職を示す。
土産は土産・買物代を示す。
入場料は入場料・娯楽費・その他を示す。
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 この類型に属する職業をマーケティングの主要なターゲットとすること
ができると考えられる。その際、単価の高い商品・サービスをも消費す

ることが可能な特徴や同分野への高い選好を示すニーズに応えられるよ

う、高価格帯をも考慮に入れた、より嗜好性のある戦略等を遂行するこ

とで相対的に大きな市場規模の維持・拡大を図ることができるであろう。 

2型に関しては、表7より、宿泊の領域では、主婦の宿泊費、専門職

の参加費、土産・買物代、入場料・娯楽費・その他が該当する。一方、

日帰りの領域では、表 8 より、販売・サービス・保安職の参加費や交通

費が含まれる。この 2 型においては、消費選好は相対的に小さいが、消

費単価は高いことから、高い価格をも含めた商品・サービスを購買する

特性が考えられる。そして、消費額も相対的に大きい。従って、この型

に関連する業者等は、それら高価な商品・サービスを含め提供すること

で相対的に大きな市場が確保できると考えられる。 

3型については、宿泊の領域では、表7より、学生や無職の参加費、

事務職、販売・サービス・保安職、無職の宿泊費、販売・サービス・保

安職の飲食費、無職の土産・買物代、事務職、学生、無職の入場料・娯

楽費・その他が該当する。一方で、日帰りの領域では、表8より、主婦、

無職の参加費、事務職の飲食費、無職の土産・買物代、学生、無職の入

場料・娯楽費・その他が含まれている。この 3 型に属する職業の消費項

目では、旅行者全体平均に比べ、消費単価は小さい反面、消費規模は大

きいことから、安価な商品やサービスを多く消費する傾向が伺える。更

には、消費選好が高いことから同領域への嗜好が相対的に高いことがわ

かる。従って、安価だが、新しく、かつ/または嗜好性のある商品・サー

ビスを多く提供することが必要とされ、その結果、相対的に大きな市場

規模を得ることが可能になるであろう。 

4型は、宿泊の領域では、表7より、主婦の交通費、飲食費、入場料・

娯楽費・その他が含まれる。また、日帰りの分野では、表 8 より、主婦

の交通費、飲食費、入場料・娯楽費・その他、専門職の土産・買物代や

入場料・娯楽費・その他、事務職の入場料・娯楽費・その他が該当する。

この型は、旅行者全体平均より、市場規模は大きいが、消費単価は小さ

く、消費選好も低い特性を示している。これらの特性から、安価なもの

を多く消費する傾向にあり、更には、消費選好が小さいことから相対的

に関心が低いことが示されている。その為、安価で数量を重視した戦略

等が有用なのかもしれない。 

5型については、宿泊の領域では、表7から、生産・輸送・建設・労

務職の交通費、飲食費、入場料・娯楽費・その他、農林漁業職の土産・

買物代や入場料・娯楽費・その他がこの類型に該当する。また、日帰り

の領域では、表 8 より、生産・輸送・建設・労務職の交通費や飲食費が

含まれる。この型に属する職業の消費項目では、その市場規模は旅行者

全体平均より低い。その一方で、同分野への消費単価や消費選好は同旅

行者全体平均よりも高い。これらのことから、高い価格帯を含めた商品・

サービスの提供や嗜好性のあるニーズを捉えることで効果的に収入が確

保しえるのかもしれない。 

6型に関しては、宿泊の領域では、表7より、管理職、事務職の参加

費や農林漁業職の宿泊費、管理職の土産・買物代や入場料・娯楽費・そ

の他が含まれる。一方、日帰りの領域には、表8より、管理職、専門職、

生産・輸送・建設・労務職の参加費、管理職の飲食費、土産・買物代、

入場料・娯楽費・その他が属している。この型は、それら職業は当該消

費項目において旅行者全体平均に比べ、その消費項目の市場規模は小さ

く、消費選好も小さい。その一方で、それら消費項目に関する消費単価

は旅行者全体平均より大きいことを示している。つまり、この類型に属

する消費項目に関連する業者等は、相対的に、市場規模は小さいものの

高い消費単価を支出できる職業をターゲットにすることで、効率的な収

入確保が可能になるのかもしれない。 

7型については、宿泊の領域では、表7より、農林漁業職の参加費が

該当する。また、日帰りの領域には、表 8 より、農林漁業職の参加費や

土産・買物代、学生の飲食費が属している。この型に属する職業の消費

項目においては、その市場規模も消費単価も旅行者全体平均より低い傾

向を示している。一方で、当該消費項目に対する消費選好は同平均より

高い。これらのことから、それらの領域へ選好があることは留意しつつ

も、関連業者等がこれら職業を主な顧客層として戦略等を行う必要性は

相対的に低いと考えられる。しかしながら、市場規模や消費単価が相対

的に小さいことを認識しつつも同類型に含まれる職業の消費を確保した

い場合は、同分野への嗜好性は相対的に高い特性から、安価でありなが

らより嗜好性のある商品・サービスを供給することで効果が期待できる

のかもしれない。 

最後に8型については、表7より、宿泊の領域では、販売・サービス・

保安職や生産・輸送・建設・労務職の参加費、農林漁業職、学生、無職

の交通費、生産・輸送・建設・労務職や学生の宿泊費、土産・買物代、

農林漁業職、学生、無職の飲食費が含まれている。他方、表 8 より、日

帰りの領域では、事務職や学生の参加費、農林漁業職、学生、無職の交

通費、農林漁業職や無職の飲食費、生産・輸送・建設・労務職や学生の

土産・買物代、農林漁業職、生産・輸送・建設・労務職、学生の入場料・

娯楽費・その他が含まれる。これらの職業は、当該消費項目において、

その消費選好、市場規模、更には消費単価も旅行者全体平均より小さい

ことを示している。それゆえ、これら職業に対しては、関連業者等が優

先的にそれらニーズに対応する戦略等を実施する重要性は相対的に低い

と考えられる。 

 

4. 国内の宿泊・日帰り旅行における共通点 

 

この章では、国内における宿泊と日帰りの場合において、各職業・

各消費項目が該当する類型の共通点ついて、記述を行うことにする。 

はじめに、1 型に関しては、管理職、専門職、事務職の交通費、専

門職の飲食費、事務職、販売・サービス・保安職、主婦の土産・買物代、

販売・サービス・保安職の入場料・娯楽費・その他が、宿泊・日帰りの

双方において、当該類型に属している。つまり、宿泊・日帰りの双方と

もに、これらの職業は当該消費項目に対して、消費規模、消費単価、消

費選好のいずれにおいても相対的に高い特性があることが示されている。

2型においては該当がなく、3型に関しては、無職の参加費、土産・買物

表9. 国内宿泊旅行と国内日帰り旅行の各職業・各消費項目の消費類型における共通点

1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 8型
管理職・交通費 該当なし 無職・参加費 主婦・交通費 生産・交通費 管理職・参加費 農林漁・参加費 学生・交通費
事務職・交通費 無職・土産 主婦・飲食費 生産・飲食費 管理職・土産 農林漁・交通費
専門・交通費 無職・入場料 主婦・入場料 管理職・入場料 無職・交通費
専門・飲食費 学生・入場料 農林漁・飲食費
事務職・土産 無職・飲食費
販売・土産 生産・土産
主婦・土産 学生・土産
販売・入場料
専門は、専門・技術職を示す。
販売は、販売・サービス・保安職を示す。
農林漁は農林漁業職を示す
生産は、生産・輸送・建設・労務職を示す。
土産は土産・買物代を示す。
入場料は入場料・娯楽費・その他を示す。
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 代、入場料・娯楽費・その他、学生の入場料・娯楽費・その他が、宿泊・
日帰り双方ともに該当している。無職は、参加費、土産・買物代におい

て、入場料・娯楽費・その他に関しては無職と学生が、宿泊・日帰りの

双方のケースで、相対的に消費額や消費選好が高い一方で消費単価は低

いことが伺える。4 型に関して、主婦の交通費、飲食費、入場料・娯楽

費・その他が該当している。つまり、主婦は、宿泊・日帰りのいずれに

おいても、交通費、飲食費、入場料・娯楽費・その他に関して、相対的

に消費規模は大きいものの消費単価や消費選好は小さく、安い商品・サ

ービスを多く消費していることが示唆され得る。5 型では、宿泊・日帰

りの両方のケースで、生産・輸送・建設・労務職の交通費や飲食費が含

まれている。このことから、生産・輸送・建設・労務職は、宿泊・日帰

りの双方ともに、相対的に交通費や飲食費の消費規模は小さいものの消

費単価や消費選好が高いことが伺える。6 型では、管理職の参加費、土

産・買物代、入場料・娯楽費・その他が当てはまる。管理職は宿泊・日

帰りの双方において、これら消費項目に対して、相対的に消費規模や消

費選好は小さいが消費単価は高い。7 型については、農林漁業職の参加

費が該当する。つまり、農林漁業職は、宿泊、日帰りのいずれにおいて

も、参加費に対して、相対的に消費規模や消費単価は小さいが消費選好

は高い傾向が伺える。最後に 8 型については、学生、農林漁業職、無職

の交通費、農林漁業職や無職の飲食費、生産・輸送・建設・労務職や学

生の土産・買物代が該当している。これらの職業の当該消費項目に対し

ては、宿泊・日帰りの双方ともに、消費規模、消費単価、消費選好のい

ずれも相対的に低いことが伺える。以上の結果から、宿泊・日帰りのい

ずれの場合でも同じ類型に属する職業・消費項目については、それらの

場合の違いによって、施策を変える必要性は低いと考えられる。 

 

5. 国内の宿泊・日帰り旅行における相違点 

 

この章では、国内における宿泊と日帰りの比較おいて、各職業・各

消費項目が含まれる類型の相違点について言及する。 

はじめに、主婦の参加費については、宿泊では 1 型、つまり、相対

的に消費規模、消費単価、消費選好のいずれにおいても高いが、日帰り

の場合では、3型、つまり、相対的に消費規模や消費選好が高いことは、

宿泊の場合と同じだが、消費単価のみ相対的に低くなることが伺える。

この傾向は、事務職の飲食費においても同様のことが言える。販売・サ

ービス・保安職の交通費も、宿泊の場合では、相対的に消費規模や消費

単価、消費選好は高いが（1型）、日帰りでは、消費選好のみ相対的に低

くなっている（2 型）。管理職の飲食費でも、宿泊の場合は、消費規模、

消費単価、消費選好のいずれも相対的に高い傾向が見受けられるが（1

型）、日帰りの場合では、相対的に消費単価は高いものの消費規模や消費

選好は低くなる特性が伺える（6型）。専門職の参加費においては、宿泊

の場合、相対的に消費規模や消費単価では高く消費選好は低い特性を示

しているが（2型）、日帰りでは、相対的に消費単価は高いが消費選好だ

けでなく消費規模も低くなることが伺える(6型)。また、専門職の土産・

買物代や入場料・娯楽費・その他でも、宿泊の場合では、相対的に消費

規模や消費単価では高く消費選好は低い傾向であったが（2型）、日帰り

では、相対的に消費規模のみ高く、消費選好だけでなく消費単価におい

ても低くなる傾向が見受けられる（4型）。学生の参加費については、宿

泊の場合、相対的に消費規模や消費選好は高いが消費単価は低い傾向で

あったが（3型）、日帰りでは、消費単価だけなく、消費規模、消費選好

のいずれにおいても相対的に低くなることが伺える（8型）。販売・サー

ビス・保安職の飲食費についても、宿泊の場合、相対的に消費規模や消

費選好は高いが消費単価は低いことが見受けられるが（3型）、日帰りで

は、消費規模、消費選好だけでなく、消費単価においても相対的に高く

なることが伺える（1型）。事務職の入場料・娯楽費・その他でも、宿泊

の場合は、相対的に消費規模や消費選好は高いが消費単価は低い特性が

見受けられたが（3型）、日帰りの場合では、消費規模のみ高く、消費単

価だけでなく消費選好でも低くなることが伺える（4型）。農林漁業職の

土産・買物代では、宿泊の場合、相対的に消費規模は小さいが消費単価

や消費選好は高い傾向が伺えるが（5型）、日帰りの場合では、相対的に

消費規模だけでなく消費単価も低く消費選好のみ高い特性が見受けられ

る（7型）。農林漁業職や生産・輸送・建設・労務職の入場料・娯楽費・

その他でも、宿泊の場合は、相対的に消費規模は小さいが消費単価や消

費選好は高い傾向が伺えるが（5型）、日帰りの場合では、消費規模以外

にも、消費単価、消費選好のいずれにおいても相対的に低い特性が見受

けられる（8型）。事務職の参加費に関しては、宿泊の場合は、相対的に

消費規模や消費選好は小さいが消費単価のみ高い傾向が伺えたが（6型）、

日帰りの場合では、消費規模や消費選好だけでなく、消費単価において

も相対的に低い特性が見受けられる（8型）。販売・サービス・保安職の

参加費については、宿泊の場合、消費規模、消費単価、消費選好のいず

れにおいても相対的に低い傾向であったが（8 型）、日帰りの場合では、

相対的に消費選好が低いことは変わらないが、消費規模や消費単価は高

くなることがわかる（2型）。生産・輸送・建設・労務職の参加費におい

ても、宿泊の場合、消費規模、消費単価、消費選好のいずれにおいても

相対的に低い傾向であるが（8型）、日帰りの場合では、消費単価のみ相

対的に高い傾向が見受けられる（6型）。学生の飲食費においては、宿泊

の場合、消費規模、消費単価、消費選好のいずれにおいても相対的に低

い傾向が伺えるが（8型）、日帰りの場合では、消費選好のみ高い特性が

示されている（7型）。以上の結果から、宿泊・日帰りのケースによって、

該当する類型が異なる職業・消費項目においては、それらのケースごと

に、上記の状況を加味した上で施策を変えることが求められるのかもし

れない。 

 

6. 結論 

近年、経済、社会、技術等の背景から、旅行分野の促進が着目されて

きている。国内旅行の領域においても、このような潮流に伴い、観光立

表10. 国内宿泊旅行と国内日帰り旅行の各職業・各消費項目の消費類型における相違点

職業・消費項目 国内宿泊 国内日帰り
主婦・参加費 1型 3型
事務職・飲食費 1型 3型
販売・交通費 1型 2型
管理職・飲食費 1型 6型
専門・参加費 2型 6型
専門・土産 2型 4型
専門・入場料 2型 4型
学生・参加費 3型 8型
販売・飲食費 3型 1型
事務職・入場料 3型 4型
農林漁・土産 5型 7型
農林漁・入場料 5型 8型
生産・入場料 5型 8型
事務職・参加費 6型 8型
販売・参加費 8型 2型
生産・参加費 8型 6型
学生・飲食費 8型 7型
専門は、専門・技術職を示す。

販売は、販売・サービス・保安職を示す。

農林漁は農林漁業職を示す

生産は、生産・輸送・建設・労務職を示す。

土産は土産・買物代を示す。

入場料は入場料・娯楽費・その他を示す。
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 国の推進がなされている。それゆえに、同分野においても旅行者ニーズ
の概要を適切に把握することは今後一層求められる。一方、職業は消費

の嗜好や行動に影響を与え得ることが考えられる。そこで、本研究では、

このような旅行者ニーズを掴む意味でも、その市場を職業の視点から各

消費項目別にセグメント化し、それらがどのような消費状況を示してい

るのかについて分析を実施した。その際、より詳細且つ体系的なマーケ

ティングの一助に繋がる可能性があることから、国内宿泊・日帰り旅行

に関する旅行者の消費傾向について、消費市場規模、消費単価、消費選

好の3つの基準を組み合わせた8つの類型から洞察を遂行した。 

その分析結果の中でも顕著な事例として、宿泊・日帰り双方に共通する

類型に関しては、例えば、事務職、販売・サービス・保安職や主婦の土

産・買物代は、消費額、消費単価、消費選好のいずれにおいても、宿泊・

日帰りの双方とも、旅行者全体平均より高い一方で、生産・輸送・建設・

労務職や学生は低い特性を示していた。前者の職業群については、人間

関係重視の特性・環境との関係からこのような傾向が旅行の分野でも反

映されているのかもしれない。また、管理職、専門職、事務職の交通費

においても、宿泊・日帰りの双方ともに、消費額、消費単価、消費選好

のいずれにおいても旅行者全体平均より高い傾向が見受けられた。その

反面、農林漁業職、学生、無職の交通費に関しては、それら 3 つの基準

のいずれも同平均より低い特性を示していた。このことから、前者の職

業群は高価格対を含む交通サービスを利用しているか遠距離旅行を行っ

ている可能性が示唆されている一方で、後者の職業群は、安価な交通手

段を利用しているか近距離の旅行を行っていることが暗示されているの

かもしれない。 

他方、宿泊・日帰りの比較において類型が異なる顕著な事例として、例

えば、管理職の飲食費においては、宿泊の場合、消費額、消費単価、消

費選好ともに旅行者全体平均より大きいが、日帰りの場合では、消費単

価のみ同平均より大きいことを示されている。また、学生の参加費では、

宿泊の場合、その消費規模・消費選好ともに高いが、日帰りでは、消費

単価以外にも消費規模や消費選好も同平均より低いことが示されている。

これらは、宿泊旅行が日帰り旅行に比べ、旅行者全体平均より大きくな

る基準が多いケースだが、その一方で、日帰り旅行が宿泊旅行に比較し

て、旅行者全体平均より大きくなる基準が多いケースも存在する。例え

ば、顕著なケースとして、販売・サービス・保安職の参加費においては、

宿泊の場合、消費額、消費単価、消費選好のいずれにおいても旅行者全

体平均を下回っているが、日帰りの場合では、消費規模や消費単価にお

いては同平均より高いことが示されている。 

従って、旅行関係者が、上記の類型結果による概要を踏まえた上で、効

率的な戦略・戦術を企図すれば、国内宿泊・日帰り旅行における其々の

消費分野において、更なる成長を促しえることになると考えられる。 
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