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世界で最も雪深い地域が連携している雪国観光圏 
雪国観光圏の中心は湯沢町で、周辺の南魚沼、魚沼、十日町、新聞の信濃町、長野の栄

村、群馬のみなかみの 3 県 7 市町村で構成する広域の観光圏です。東京から新幹線でわず

か 64 分という距離にあり、この世界で最も雪の深い地域に今も人々が住み続けています。 

川端康成の小説『雪国』の冒頭の一節そのものであることから、ブランドコンセプトを「国

境の長いトンネルを抜けて」に決めました。この小さいエリアの中に雪国山間地ならでは

のそれぞれの地域の暮らしが色濃く残っており、トンネルを抜けるたびに言葉や文化が違

う地域が待っているという世界観です。また、火焔型式土器の発見により、縄文時代に非

常に高度な文明がこの雪国にあったことがわかっています。こうした世界に誇る価値観を 3
県 7 市町村で表現していくのが、雪国観光圏の取り組みです。 
 
雪国観光圏のビジョンとクレド 
 雪国観光圏の運営理念（ビジョン）は、「100 年後も雪国であるために」。我々が地域同士

で連携をするのは、100 年後も自分たちの地域がさらに雪国らしく生活できるということ、

そのためには各市町村の地域の財産や資源を発掘しつなぎ合わせて磨き上げることで世界

に通用する価値をつくるためです。このビジョンに応じて、クレド（価値基準）も策定し

ています。 
こうした文章に落と

し込むのも、雪国観光

圏が単に集客のための

広域連携ではなく、あ

くまで地域のビジョン

を形にしていく役割と

して観光圏が存在する

という思いがベースに

あるからです。 
 
 

今年度最終回（第 8 回）の DMO 研究会は、日本型 DMO 実践例の第 2 弾として、「お

もてなしの国の観光品質とは～サクラクオリティーを活用した雪国観光圏の取組事

例～」と題して、国内で初めて宿の品質認証制度「サクラクオリティー」を導入し

た雪国観光圏の取組事例を、一般社団法人雪国観光圏代表理事／株式会社いせん代

表取締役・合同会社雪国食文化研究所代表社員の井口智裕氏にお話しいただきまし

た。 
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組織体制とさまざまな事業 
 雪国観光圏には、雪国観光圏推進協議会と、私が代表を務めます一般社団法人雪国観光

圏の 2 つの組織体があります。前者は、市町村、観光協会などのメンバーが理事となって

運営しているもので、いわゆる行政側の組織です。一方、民間側の組織がこの一般社団法

人雪国観光圏で、地域のプラットフォーム（観光地域づくりプラットフォーム）として、

観光庁の観光圏事業の受け皿となっています。2 つの組織は役割と予算の使い方を完全に分

けており、社会資本の整備や地域の中長期計画の策定、人材育成などの行政的な事業は推

進協議会の行政の補助金で行います。一般社団法人雪国観光圏は、民間主導のたとえばプ

ロモーションや品質認証などの事業を、民間の会費で運営しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 とはいえ、同じエリア内に 2 つの組織があるのは混乱しますので、清水先生に座長にな

っていただき「雪国観光圏戦略会議」を設けて、民間と行政で互いに意見を出し合い、テ

ーマに応じたワーキンググループを運営しています。 
 地域づくりの側面が強い我々の役割は、一本の木を植え育てるような作業に近いと思っ

ています。根っこの部分は人材育成、枝葉や幹の部分は商品造成・情報共有の事業、そし

て果実が品質管理事業です。プロモーションは、あくまでもファンづくり（会員構築）の

ための事業と位置付けています。 
 人材育成関連事業として、雪国観光圏フォーラムや各種ワーキンググループ、モニター

ツアーなどを実施、また、計画策定の段階なのですが、長期プロジェクトとして「雪国観

光圏スノーカントリートレイル」構想を一昨年立ち上げ、山岳の登山ルートのようなもの

を整備していく取り組みもしています。観光庁がグーグル社と提携することによって、グ
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ーグルマップでバーチャル登山ができるようなことも昨年の事業で行いました。 
 雪国観光圏のウェブサイトは、圏域の観光情報のデータベースです。したがって、紹介

しているのは、圏域の各観光協会、市町村の HP の PR 情報から漏れているような登山道の

ルートやマニアックなエリアなどです。「マイマップ機能」があるのも特徴です。行きたい

ところをプロットすると A4 サイズで工程表が印刷できますから、たとえば、旅館のフロン

トでお客さまに尋ねられた時などに出力してお渡しできます。お客さまと対話をして、お

客さまのニーズに合わせたルートマップを提案できるような機能もあり、ユーザーのアク

セスを元に周遊マップも作ることができる構造になっています。体験プログラムは、ティ

ー・ゲートさんの仕組みをベースに、着地型旅行商品を一元化して載せています。その中

でも特に雪国観光圏のコンセプトに準じたものを「雪旅」というブランドで露出させてい

ます。サイト上で予約ができますが、決済まではできません。もう 1 つの特徴は、旅館等

の宿泊予約サイトを経由して体験プログラムを予約した場合、経由元の旅館の HP に課金

される仕組みになっている点です。 
 サイン類も統一に向けて整備しています。案内看板、Web サイト、ガイドブック等のフ

ォーマットをなるべく合わせ

ようと、雪国観光圏が主導して

各観光協会や市町村やホテル

の皆さんに指導しています。 
また、JR さんの協力で、2 日

間 2,500 円で JR＋圏域内のバ

スを使って周遊できる雪国観

光圏パスをつくってもらって

います。我々の方では、参画す

る観光施設が回り放題の雪国

観光圏手形というチケットを

1 日 1,200 円、2 日間 2,400 円

で販売しています。 
 
雪国観光圏の 2 つの観光品質の認証事業 
雪国観光圏の取り組みの一番の肝である品質認証ですが、まずは食の分野から。地域の

食の中で産地情報をきちんと公開しているもの、なるべく化学調味料を使わないもの、な

るべく雪国の伝統的な調理法に準じたものを出しているものを、旅館・飲食店・加工分野

で 1 つ星から 3 つ星に認定して、「A 級グルメ」として PR しています。一般社団法人雪国

観光圏が認可するのですが、運営事務局は株式会社自遊人という雑誌の編集部です。そこ

に調査から編集まで全部委託しています。 
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次に、今日の一番のテーマ｢サクラクオリティー｣です。雪国観光圏のインバウンドに取

り組む事業者には全てこの品質認証を取ってもらうよう指導し進めています。と言います

のも、例えば観光協会等の HP には地域の全施設が載っています。それを見てたまたま空

いているホテルに外国人が宿泊したら、不幸にも外国人にウエルカムではない宿だった…

ということがあります。そうしたことがないように、外国人を迎え入れるのであれば、最

低限の表示、マナー、受け入れ態勢を整備しようと始めたのが｢サクラクオリティー｣なの

です。 
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インバウンドでプロモーションの前にやるべきこと 
 雪国観光圏プロジェクトを始めた時、観光庁も含めて皆さんがおっしゃったのが、「まず

インバウンドだ」と。そして、「だからプロモーションが必要だ」となるのですが、これま

でのプロモーションはと言えば、結局、現地の旅行会社さんと一緒に飲んで旅行商品もな

いのに乾杯して仲良くなったり、案内するところもないのにマスコミを誘致して視察を実

施するといったパターンばかりやっているわけです。私は、プロモーションを否定はしま

せん。しかし、「宣伝するならば最低限きちんと商品をそろえてからにしましょう。プロモ

ーションという戦略を打つ前に、まずはお客さまを最低限受け入れられる仕組みをつくり

ましょう」と観光圏発足当初から言い続けています。そこには当然、例えば交通機関の案

内看板や 2 次交通などさまざまな課題があります。が、最初にできることでまずしなけれ

ばならないことがあります。それは、宿泊施設の基準を海外のそれに準じさせることです。 
 
シンクタンクの協力を得て宿の品質認証実証実験がスタート 
外国のお客さまは、旅館と民宿の違いがよく分かりません。そうしたことも含めて、ま

ず海外の宿泊施設のカテゴリー分類、星による格付けについて調べました。その結果、後

述しますが、ニュージーランドの「クォールマーク」が非常に進んでいることがわかりま

した。そこで、自費でニュージーランドに行きリサーチしてきました。帰国後、リポート

を書かなければならず、インターネットで調べていたら、中部圏社会経済研究所（以下、

中部社研）という名古屋のシンクタンクの調査事業のリポートを見つけました。そこが、

2008 年から、ニュージーランドのクォールマークをモデルにした旅館の品質認証の実証実

験をしていたのです。2009 年に観光品質基準の策定を行い、2010 年にはその策定した基準

をベースに飛騨、高山、伊勢などの 7 施設に対して非公開ですが実証実験をしていました。

しかし、旅館、ホテル、経済界のいずれにも興味を持ってもらえず半ばこの調査研究をあ

きらめかけていたところでした。私たちはすぐに名古屋まで相談に行きました。そうして、

中部社研さんの予算で、雪国観光圏を実証実験先として旅館編の観光品質基準の見直しを

行い、アクティビティー編の策定をしてもらいました。引き続き 2010 年から民宿・ペンシ

ョン編の策定、それからアクティビティー編の実証実験、そして 2013 年にはホテル編の策

定を行いました。 
 
サクラクオリティー導入のメリットと期待される効果 
 サクラクオリティーを導入すると第一に、地域全体でお客さまの満足度が向上します。

きちんと課題を見せることで受け入れ態勢が整いますので、地域のレベルが上がります。

次に、事業者のプロモーションへの負担軽減ができます。こうした品質認証を雪国観光圏

で一本化することにより、この事業に参加してお金を出せば、あとはある程度地域で応援

してくれるという仕組みにしているからです。最近、旅館が困っているのが口コミ問題で

す。口コミを否定はしませんが、口コミがすべて正しいわけでもありません。ある意味、
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第三者的な見解を示さないと、「食べログ」の問題のように口コミの書き込みをビジネスに

するような人も現れてしまいます。氾濫する口コミサイトからの被害抑制として、品質認

証が一つの見解になるのではないか。これが 3 番目。 そして、4 番目は、私がニュージー

ランドでヒヤリングをしてつくづく感じたことです。品質認証制度が、ホテル、旅館経営

における品質改善の指標になっているということです。たとえば、4 つ星グレードになるた

めに最低限必要なこと、あるいはしなくていいことが非常に明確になってきます。旅館経

営における 1 つのベ

ンチマーキングにな

るし、無駄なものに

お金をかけずにもっ

と効率良く品質改善

ができるということ

です。5 番目は、全国

初ですから、非常に

パブリッシングの効

果もあるのではない

か。これらが導入し

ようと思った理由で

す。 
 
顧客満足度に対する観光品質の重要性 
 商売をしていると、いかにして見込み客をリピーターにするかが一番の鍵だと痛感しま

す。これを地域全体でどうやってマネジメントするか。たとえば、雪国に行きたいという

潜在的なニーズを持った外国のお客さまが、具体的に越後湯沢温泉に泊まってみようとい

うニーズを持ったとします。そのお客さまは当然予約する前にある一定の期待をします。

そして、期待通りであれば当然満足します。満足すればリピーターになりますし、それが

加速すればロイヤルカスタマーになります。逆に、その期待値と実際のパフォーマンスが

違ってしまったら、日本なんて行かない方がいいよとなってしまうわけです。どうやって

この期待値と満足度のベクトルを合わせるか、それが観光産業の難しいところです。その

ためには満足度を上げていくのはもちろんですが、もっと大事なことがあります。たとえ

ば湯治宿に求めるニーズと大型温泉旅館に求めるニーズは違います。つまり、お客さまに

事前に、できるサービス・できないサービスを明確に見せて、お客さまの選択を助けるこ

とが、大きな分かれ目になるのではないか。せっかく来てくれたお客さまが宝物になるか、

爆弾になるかの境目ですから、ここは、地域にしっかりとマネジメントする仕組みがなけ

ればいけません。私の旅館も、お客さまに過度な期待をさせないような経営を一番心掛け

ています。 



 第 8 回研究会－7 
 

ニュージーランドのクォールマーク・システム 
 ニュージーランドの観光局は、2001 年にこの観光戦略の会議を設けてクォールマークニ

ュージーランドリミテッドを設立しました。これは国が 60％、ニュージーランド自動車協

会が 40％出資をしてできた会社です。マークは今 2 種類あり、品質認証をする「クォール

マーク」と、環境に配慮した事業所に対して認証される「クォールマークグリーン」です。 

事業者がマークを取得するメリットは、やはり、国も出資する第三者機関による公平な評

価でお客さまからの信頼度も高いことです。政府観光局はクォールマーク取得事業者を中

心に誘客プロモーションを展開していましたし、宿経営におけるベンチマーキングにもな

りますし、社員教育や品質管理をしていく 1 つの指標にもなっているというのが実情です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 クォールマークの一番の特徴が、現在約 11 種類ある宿泊施設のカテゴリーです。各カテ

ゴリーの中で 1 つ星から 5 つ星がありますから、たとえばバックパッカーホテルの 5 つ星

もあれば、モーテルの 2 つ星、3 つ星もあるということです。要するに、多様な旅行形態に

合わせてさまざまなカテゴリーがあり、それが星 1 つから 5 つにきちんと評価をされてい

るわけです。これを日本に置き換えてみます。日本では、たとえば修善寺の「あさば」さ

んや能登の「加賀屋」さんみたいなところも、スキー場の民宿さんみたいなところも皆「旅

館」と呼んでいます。これでは外国人は分かりません。日本の旅館やホテルも、ある程度

カテゴライズしていけば、もしかするときちんとした需要が取り込めるのではないか。む

しろ私は、これまで外国のお客さまが情報のアクセスにハードルがあった民宿さんのよう

な施設にこそ、実はこうしたカテゴライズする意味があるのではないかなと感じています。 
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 もう 1 つ、ニュージーランドの場合は、交通機関、アクティビティー、ビジターサービ

ス（ギフトショップなど）、ビジターインフォメーションセンター、ツアーオペレーターの

5 つの分野に関してはクォールマークの認証だけで、レイティング（星付け）はありません。

こうした形で、ニュージーランドは、国を挙げてきちんと海外からのお客さまに品質認証

を行ってお迎えできる態勢になっています。また、i－SITE という公式観光案内の HP もあ

り、非常に進んだ、まさにこれぞ観光立国だと思う仕組みになっています。 
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我々は世界と、ニュージーランドと戦おう、という話をしているわけですから、クォール

マークを含めたニュージーランドのような仕組みと受け入れ態勢を目指していくべきでは

ないかなとすごく思っているのです。 
 
雪国観光圏におけるサクラクオリティーの運用例 
 では、実際に雪国観光圏でどのように具体的に運用しているのか。品質認証を進める上

で最も重要事なのは、「啓蒙→品質認証→プロモーション」の順序だと思っています。 
インバウンドというと、とかく、

外国人が来たら困るから啓蒙

しよう、たとえば英語をレッス

ンするとかハラールのセミナ

ーをするなどしますが、それよ

りも、まずしっかり地域の方々

が「自主的に」お迎えする姿勢

を持つことです。「外国のお客

さまをお迎えするためにきち

っと整備をしたい。ついては、

自らお金を出して汗を流して

評価を受けるからぜひ品質認

証してください」と。次に、品質認証したところに対して「よく頑張ってくれました。で

は一緒に宣伝しましょう」。この順序を間違えてしまうと、なぜおれの施設を勝手におまえ

が評価をするのだという話になってしまうわけです。ですから、まずはしっかりと地域の

方々に理解していただき、その上で自主的にサクラクオリティーへの参加を促す。決して

強制はしません。そしてその結果、同志たちが一緒にプロモーションをしようという形に

することです。 
 サクラクオリティーの参加条件は、民宿さん 2 万 5,000 円、中規模旅館 3 万 6,000 円、

大型旅館約 5 万円で、それらを年会費として徴収しています。初年度、2 年目はそれぞれ事

業者さんに負担していただいたものの、調査自体は中部社研さんの研究事業の一環でかな

り格安でやっていただきました。したがって、会費にはほとんど手を付けずに済み、これ

を原資にプロモーションに力を入れることができました。事業者さんとしてはプロモーシ

ョン参加金として負担しているようなイメージです。自治体のお金は一切入れず、すべて

自分たちの負担金プラス観光庁からの補助金です。ただ、実際にこの金額で品質認証の調

査を含む運用するのはなかなか難しいのが実情です。 
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調査員は、2 名 1 組で 1 日に 2 施設ぐらい回ります。外国人の視点を確保するために、で

きれば地元にいる外国人などを 1 名入れて調査します。まず、調査項目を事前に施設に送

り自己評価していただきます。それを基に調査員が実際に現地に行き、調査員の調査結果

と擦り合わせて最終評価を確定します。雪国観光圏の場合は中部社研さんが星付けを行い、

雪国観光圏が認証します。日本旅館編 326 項目、民宿・ペンション編 209 項目、ホテル編

240 項目がありますが、真剣にやっていくと約 30 分で終わります。そんなに難しい項目も

ありませんので、普通に経営している 1 万円ぐらいの旅館であれば 3 つ星か 3 つ星半ぐら

いは確実に取れます。 
ただ、調査項目が、消火器の有無や施設が伝統的な建物に準じているかどうかなど、設

備に偏ってしまっています。サービス評価をこうした指標でやるのはなかなか難しく、そ

こには、ある程度プロフェッショナルの方々が施設へ赴き、覆面調査形式での評価が必要

になるかもしれません。ただそのために調査員を 1 人派遣して試泊してもらうとなると、

莫大なコストが掛かります。したがって、雪国観光圏の場合は、サービスに関してはきち

んとサービスマニュアルが整備されているかとか、法令順守に基づいて経営をしているか

といった項目に落とし込んでいます。その代わり備考欄に特徴を書き込んで補足をしてい

ます。いきなり 100％完成型はまず無理ですから、とりあえず進むために、割り切ってやっ

ていこうということです。 
この調査の重要なポイントは、ちゃんと事前に調査のレクチャーを受けて査定項目や内

容が分かっていれば、事前に改善ができることです。つまり、啓蒙が必要なのです。実は

にし阿波観光圏での実験では、私が行ってセミナーでちょっとお話しをしたものの細かな

レクチャーをせずにいきなり調査に入ってしまい、けっこう評価が厳しく出てしまいまし

た。これは私の反省点です。調査を受ける前にある程度直せるところは直していきましょ

うと啓蒙した上で品質認証をすれば、もっとお客さまにとっても事業者にとってもハッピ

ーな結果になったのだろうと思います。 
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雪国観光圏では、プロモーションとして参加した施設に関しては、パンフレットに載せ

て一覧にしました。「サクラクオリティー」の表示がしてあるサービス・ないサービス、当

然星付けだけではカバーしきれない項目もたくさんありますので、それらはアイコンやコ

メントで説明しています。また、外国人向けの旅行会社の雪国観光圏オフィシャル・外国

人用旅行予約サイト「HOP STEP JAPAN.com」には参画商品として掲載されています。

初年度は JTB の外国人用旅行サイト「JAPANiCAN」さんにも取り上げていただき、モニ

ターツアーもやりました。 
平成 25 年度の国別の集客実績では、シンガポール、香港、オーストリアが大きな割合を

占めました。最近はタイが伸びています。送客実績は地元の旅行会社「町ベルエージェン

ト」を経由した予約のみ―町ベルエージェントはサクラクオリティーを全面に打ち出して

おり、ここを経由して申し込む人はサクラクオリティーを評価して見ているだろうと推測

しての―数字ですが、初年度は加盟事業者が約 50 社、1 年後はちょっと減って 37 社だっ

たのですが利用者数は約 2.5 倍に増えました。減った理由は、施設当たりの初年度平均利用

者数が 7 人しかおらず、これでは会費が高いと止めた施設が出たからです。取扱金額も 1
千 12 万 5 千円から 2 千 66 万 2 千円に増え、2 年目は 24 人になりましたので、今年はもっ

と伸びているのではないかと思います。 
  
サクラクオリティーが直面する評価システムの課題 
ここからは、私たちが今直面している問題、またはサクラクオリティーの課題について

お話しします。1 つは、「格付け」と「品質認証」と「情報開示」の違いです。私はホテル

の評価システムと呼ばれるものは大きく分けるとこの 3 種類だと思っています。たとえば、

「格付け」は第三機関が調査の対象施設を自ら選定し非公開の調査項目において調査しま

す。「品質認証」は、私の定義付けですが、施設の希望により調査を要望し公開された審査

項目に基づいて第三者機関が認証するもの。「情報開示」は、施設自ら調査項目に記入し集

約機関に情報を提供するだけ。ミシュランとかランキングは格付けの位置付けでしょうし、

品質認証はいわゆる ISO とかサクラクオリティー。情報開示は単に集計して出すだけのフ

ァクトシートや宿泊タリフ（料金表）のようなものでしょうか。調査項目においては、格

付けは原則非公開です。しかし、品質認証と情報開示は公開しています。格付けの一番良

いところは明示性、非常に分かりやすいですよね。「ミシュラン 3 つ星」と言われれば、そ

れだけでいいところだろうなと思いますから。品質認証はそのあたりは少し劣ります。お

客さまに対して格付けほどインパクトがありません。よく行政機関がやるファクトシート

のようなもの（情報開示）は、しっかり読み込まないとなかなか分かりません。 
客観的根拠に関しても、格付けの方が担保されやすい。品質認証の場合、認定を受ける

事業者の意見によって評価が分かれてしまうことがあります。事業者さんが調査員とけん

かになってしまう可能性があるという意味では、ここも品質保証の弱点です。情報開示の

レベルになると、まったく客観的根拠がありません。嘘をつくところはないかもしれませ
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んが、いかようにも書けてしまうところがありますので。運用コストは格付けの方にデメ

リットがあります。調査員の質を担保するのは非常に難しく、そのための教育や調査にか

かわる運用コストなどが掛かります。品質認証は、設計費用はそれなりに掛かりますが、

調査を細かくマニュアル化していけばそれほど質を担保しなくても調査員はボランティア

レベルでもできます。情報開示はまったくといっていいほどコストは掛かりません。 
 最後に事業者負担。格付けの場合は、もしかしたら、たとえばミシュランが負担してや

ってくれるわけですから、事業者さんには負担がありません。しかし、品質認証は事業者

さんがある程度払わなければいけない。情報開示は負担がありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
サクラクオリティーについては、どうしてもこの「格付け」、「品質認証」、「情報開示」

がごっちゃに議論されることが多いのです。結論から言えば、これがベストだというもの

はないと思っています。当然、全施設を網羅しようと思えば格付けも品質認証も難しく、

情報開示になるでしょう。しかし、ある程度意識を持ったトップ 5％とか 10％のホテルは

品質認証ぐらい受ける。さらに、日本の顔となるようなブランドホテルや宿泊施設は、格

付けして売っていくというように、富士山にたとえると 3 段階ぐらいを組み合わせて考え

ていかないと難しいと考えています。 
 中部社研さんの定義によれば、世界の宿泊施設の評価システムには英米系と大陸系があ

り、主にイギリス、オーストラリア、ニュージーランドというのは事業者の実質的な品質

向上の仕組みをベースに公的機関が品質を担保し、品質ランクを公表しています。サクラ

クオリティーはこの英米系です。一方で国が主導して、すべての宿泊施設を対象とした一
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律の基準でざっと格付けをする大陸系は、フランス、イタリア、中国、韓国などです。 
 どちらかといえば、大陸系はホテルの部屋数など施設に焦点を置くため、1 回ランクを設

定すると施設を改修しない限り変わりません。一方の英米系の考え方のベースには、経営

の品質管理といった側面があるためどんどん改善していくことでレベルアップが可能です。 
 
国全体で観光品質をマネジメントする共通のプラットフォームの必要性 
 先ほどのニュージーランドのクォールマークは 6 分野あり、宿泊施設は 11 分類、アクテ

ィビティー、交通機関、観光案内所、ツアーオペレーター、ガイド・物産展まで外国人が

立ち寄りそうなところはある程度網羅しています。これに対して現在のサクラクオリティ

ーの取り組みは日本旅館編がバージョン 2 までアップデートされており、民宿・ペンショ

ン編もバージョン 1 があります。ホテル編も一応策定をしました。ここに漏れた、ホテル

でも旅館でもない、リゾート施設のようなものをどちらで評価するかという課題はありま

す。また、外国人観光案内所の認定制度は JNTO さんや観光庁さんがやっているものがあ

りますので、カバーできているのかなと思っています。一昨年、JATA さんでツアーオペレ

ーター品質認証制度をつくっていただきました。これも本来 JATA さん独自の基準、名前

でやっていこうという議論もあったのですが、せっかくだからサクラクオリティーでやろ

うと、このマークを使って連携して行いました。他に、金融機関からの受託で調査をして

いる「ホテル格付研究所」があります。不動産鑑定士の方々がホテルをハードのみならず

サービスやメンテナンスまでを見てホテルの資産価値を評価しています。既に国内で 50 カ

所のホテルの格付けを完了しているそうです。 
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他の地域から、「うちでも、インバウンドに取り組みたいので品質認証調査をやってみた

い」というお話を受けることがあります。ただこうしたことはやはり 1 エリアとか 1 つの

県でやってもインパクトはありません。ニュージーランドの例で見たように、国全体で品

質を担保していくことをしていかないと、商品力にはならないと思います。やはり日本の

中での共通のプラットフォームの整備が急がれるのではないかと考えています。 
 もう 1 つの動きとして、全国 10 観光圏で来年度共通事業をしようと話をしています。そ

の中でやはり品質認証が大きなテーマにもなっており、今年度にし阿波観光圏で取り組ん

でいただきました。また八ヶ岳観光圏や富良野観光圏でも検討に向けて動き出しています。 
 サクラクオリティーを 1 つの旅館さんで「取ってみたい」という話はけっこうたくさん

あります。ただ実際には、調査員の派遣にかかるコストを考えると現実的ではありません

し、中部社研さんもそうした部分のノウハウは難しいところもあり、少し様子を見ながら

でといった感じです。まずは、先進的な 10 の観光圏でやっていただく。そこで地域の受け

入れ品質を上げることによってどれだけ集客に結び付くのか。この品質認証事業の大事な

ポイントは事前の啓蒙（地域の方々の理解）ですから、プロモーションをする前に、まず

は宿泊施設の外国受け入れ態勢の整備、そのセミナーや講習をもう少ししっかりやってい

くことが前提になります。 
  
観光産業自体を「PDCA サイクル」で回す仕組みに 
日本のゴールデンルートに変わる別のルートをつくろうと考えると、今後は観光圏同士

の連携が必要になってきます。1 つの観光圏から別の観光圏への移動や宿泊を求めるお客さ

まが快適・安心・安全にご旅行いただくためには、やはり何らかの統一基準が必要になっ

てきますし、宿泊や旅行商品の手配のインフラも整備しなければなりません。ニュージー

ランドをお手本に、国全体でのプラットフォームの整備が必要なのではないでしょうか。 
 私は、一昨年、観光庁の観光産業検討会議に出席しました。その大きなテーマが、世界

レベルの観光を目指すというものでした。会議で私は、日本の観光産業を世界レベルまで

に持っていくには、まず観光産業自体を PDCA のサイクルで回すという仕組みをつくれる

かどうかだと何度も提案をさせていただきました。「PLAN（プラン）」では、施設への品質

認証業務や宿泊施設の格付け、宿泊施設のカテゴライズ、情報開示などをしっかりやって

いくことから始めるべきだと思います。「DO（ドゥー）」は事業者の役割です。カテゴライ

ズができれば、旅館事業者やアクティビティー事業者はターゲットを絞り込むことができ、

それがお客さま満足度の向上につながっていきます。 
 そうなると、経営の高度化、もっと効率良く経営ができるようになり収益性も確保しや

すくなります。当然生産性も上がるので労働分配率も上がり、人材の育成費用にも充てら

れるようになります。このサイクルをまずつくることです。大事なことは、やった結果ど

うそれをフィードバックするのか、です（「CHECK（チェック）」）。そのためには顧客アン

ケート調査の役割も重要だと思います。 
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「ACT（アクション）」のレベルで、お客さまの声を品質基準にフィードバックするため

の官民共同のコンソーシアムのような組織も必要になってきますし、それをサポートする

ようなコンサルタントも要るでしょう。全体の観光産業の 1 つの品質基準をつくってベン

チマークできるような経営をやっていかないと、なかなかサービス産業の生産性の向上に

はつながりません。そうした意味でのコンサルティングには役割があり、ビジネスとして

発生してくるのではないかと感じています。 
 サクラクオリティーの導入をきっかけに、事業者さんがきちんと収益性を確保できて、

お客さまの声をフィードバックすることでまたそれをサクラクオリティーの品質改善につ

なげていくという流れをつくりたいと思っています。観光圏推進協議会でも、さまざまな

アンケート調査もなるべく 10観光圏共同のフォーマットのものをやっていこうとしていま

す。個人的には、まずは各施設独自でやるものをなるべく統一していきたい。それは将来

的にはお客さまの受け入れ態勢の品質改善に至るということなのです。 
ニュージーランドが素晴らしいのは、どんどんお客さまの声を拾い上げて、今 11 のカテ

ゴリーも、調査項目も、常に変化していることです。たとえば、昨今の IT 環境の普及によ

り、日本旅館編の Ver3.ではインターネット接続、Wi-Fi 対応の調査項目を取り入れ、改良

したことが挙げられます。評価はお客さまのニーズで変わりますから、当然調査項目も改

良していかなければいけません。ただそのためには、やはり国全体でそのマネジメントの

仕組みをつくっていく必要を感じている次第です。観光庁も、経済産業省も同じような問

題意識を持っています。格付けの機関も、調査項目もいろいろあり、プラットフォームや
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デファクトスタンダードが乱立しているような状況です。そうした中で誰かが声を挙げて 1
つの基準に統合していかないと、デファクトスタンダード（事実上の標準）の取り合いの

ようなことになってしまいます。本当に日本がしっかり地に足をつけて世界レベルの観光

産業を目指そうと思うのであれば、その辺りからの連携や戦略的に各自が持つネットワー

クを共有化していくようなことを少しでも形にしていくことを今やっていかないといけな

いのかなと思っています。 
 
＜質疑応答＞ 
 
A：品質認証制度を日本に導入する際に問題になるのはおそらくカテゴリー分けだと思う。

日本では 1 つの旅館が複数のグレードを持ってしまっており、大型の旅館ほどそれが顕著

であり、そうしたホテルが当たり前にある。一方、北米では事業者がカテゴリーを意識し

て施設をつくっているのでさほどギャップが生じない。また、課題になるのが、再生旅館

の扱いだろう。再生旅館は、建物のハードウエアは非常にグレードが高いがオペレーショ

ンは最低、という仕組みの中でビジネスを回しているので、ハードウエアとソフトウエア

（オペレーション）が実はマッチしてない施設も相当数ある。その辺りのカテゴリーをど

う考えていくか。裏を返せば、各事業者のターゲティングやそもそもターゲティングして

いるのかという問題が出てくる。最初の啓蒙の段階では、マーケティングやターゲティン

グの必要性から入らないと難しいか。品質認証は優劣ではなく、カテゴリーの中での自分

の施設の水準を示しており、だから集客にもつながり、星を多くもらわないと集客できな

いのではないということを理解してもらう背景が、やはりマーケティングの重要性だろう。 
 
井口：おっしゃる通りだと思う。サクラクオリティーの研究会の中でも同じような議論が

出ている。本来は、日本人顧客を対象に公開すべきものだと思う。が、それを止めている

のは日本人顧客を対象とした場合、今各施設が行っているブランディングがもっと目茶苦

茶になる恐れがあるからだ。まずは外国人、特に FIT を意識した切り口から始めればパイ

も小さく、それほど影響がなくやれるという理由で進めている。 
 また、先述の話と矛盾しているが、私はハード評価よりもサービスの評価の方がいいと

思っており、サクラクオリティーで今の旅館が全て評価できるとはまったく思ってない。

ただ、5％でも 10％からでもいいからスタートしていかないといつまでたっても始まらない。

雪国観光圏も、やる気のある旅館だけでトライアルした。また、気心の知れた 10 観光圏で

少しずつ実験しているのが現状。まだまだ手探りの状態だ。 
 
B：観光圏では既存の観光協会との役割分担はどのように？ また、品質認証のアクティビ

ティーの評価について教えてほしい。 
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井口：完全なすみ分けは難しいと思っている。私は湯沢町観光協会の検討会メンバーでも

あり、そこで町の観光協会の役割を変えていかなければならないと話している。これまで

の観光協会のミッションは宣伝することだったが、これからは地域づくりのマネジメント。

それを言い続けるしかない。 
 アクティビティーの評価については、実はすごく苦労している。アクティビティー事業

者さんには、自分たちの独自の基準を変えたくない人も多く、1 つの基準に従っていただく

ことがけっこう大変だ。意識のある施設は取得しているが。ただ、ノウハウはやはりアク

ティビティー事業者さんが持っている。そこで、地域のリーダーであるアクティビティー

事業者さんに安全基準、コンプライアンス、外国人のお客さま対応の仕組み、接客レベル

等についてスタンダードをつくってもらう、あるいは有識者に聞きながらやっている。 
 
C：食の品質管理への取り組みについてもう少し詳しく教えてほしい。 
 
井口：A 級グルメ事業は徐々に認知度も上がってきており、実際に集客に結びついている店

も出てきている。参加事業者も増えている。食に関しても、なるべく何軒か集まって一緒

にやっていくことを目指している。 
 また、観光圏とは別だが、「にいがた朝ごはんプロジェクト」を紹介したい。もとは松之

山温泉で始まったプロジェクト。地域の旅館それぞれに出していた郷土料理を、四季で共

通メニューを決めた。「身土不二（しんどふじ）」の発想で、その土地で採れた旬の素材を、

生産者を含めて商品化していく取り組みだ。それを新潟県全域でやったら面白いのではな

いかと、施設を募ってやったところ非常にマスコミ受けして大ヒットした。1 つの旅館が郷

土料理を出しても当たり前だが、1 つの温泉地で地産地消の朝食を出しているといえば少な

くとも地元の新聞社からは声が掛かる。同じような仕組みを新潟県でやれば全国紙やテレ

ビに出る。何軒か集合体になると 1 つのメッセージになる。 
 旅館は調理場や板前任せになっており、生産者と接点を持つことが少ない。共同で仕入

れてみんなで使えば市場に対してもインパクトがあり、農家も観光事業者もハッピーにな

る構造ができる。これを雪国観光圏の中で流通の仕組みをつくってやってみたい。この「に

いがた朝ごはんプロジェクト」の基準をもう少し厳しくしているものが A 級グルメだ。 
 
D：この 10 年宿泊単価が下がり続けている。ネット系エージェントが増えてきており、ブ

ランド訴求というよりは、稼働率を上げるために安く設定するかおまけを付けて販売する

ようなことが主流。そうした現状にあって品質認証によって格が上がらなくても収益を維

持していくような効果は期待できるのか。 
 
井口：まさに雪国 A 級グルメなどがその取り組みの一環だ。食は、お客さまに伝わってい

るようで伝わってない。各旅館で板前さんが一生懸命仕入れて名物の地産の朝食を出して
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も、仲居さんが説明しなければせっかくの価値がゼロになる。A 級グルメや品質認証は 1
つの裏付けの根拠であり、それをどうやって実際にお客さまに告知する、伝えるかが重要。

もっとお客さまとコミュニケーションを取るべきだ。単価が下がっているのは伝えていな

いだけだと思う。 
 
D：品質認証は、現状はハード中心にやらざるを得ないとなると、価値を伝えるにはやはり

接客が必要ということか。 
 
井口：そう思う。品質認証で単価を上げるというロジックならば。お客さまと話して初め

て単価が上がり、その話の裏付けとして品質認証などの地域の取り組みがある。 
 
A：海外のエージェントが他国で宿泊施設を仕入れるのと同様の基準で日本の旅館のグレー

ドが分かるようにすれば、海外エージェントも必要以上にダンピングしないはずだ。現状

では、1 泊 2 食 3 万円と言われてもこの 3 万円が妥当な額なのか、日本人にも分からない。

海外の人はもっと分からないので、違いが答えられなければもっと安くしてくれとなる。

この認証制度を、あまり日本の地方の状況に最適化し過ぎてしまうとむしろ逆効果か。や

はり高品質なもの、高付加価値のものはちゃんと売れる、そのためにこの認証制度を使う

という理解を得られるといいと思う。 


