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In these days, tourism promotions are focused as the countermeasures to prevent the lowering the qualities of public 
services, specific in rural areas, triggered by the longevity and the declining population and birth rate. The earthquake 
disaster at March.2011 brought great problems to Tohoku. The traveling demands to the Tohoku areas aren’t restored 
to the level before the earthquake. Therefore, the efforts of restoring and enhancing the demands of traveling are being 
done. 
In this study, we focused on the repeat-visit-intention to the Tohoku areas. The subjects are the people who went to 
Tohoku areas in 5 years around 2011. We divided the samples, before the disaster and after the disaster visiting, and 
composed Ordered probit models which explain the repeat-visit-intention. Then, we found out the changes of attractions 
before and after the disaster. In addition, we tried to measure the effects of environmental improvements. 
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1. はじめに  

我が国は近年，特に地方都市において人口減少，少子高齢化等

による行政サービスの低下が懸念され，その対策として観光振興

が注目されている．観光産業は，広い経済波及効果と雇用創出を

もたらし，地域活性化に寄与する． 

2011年3月に発生した東日本大震災では，被災地に対し大きな

経済損失等の打撃を与えた．福島第一原子力発電所での事故に起

因する放射能汚染に関する風評被害から，東北地域各地で第一次

産業の衰退を引き起こした． 

観光産業においても，観光目的の宿泊需要は震災前水準に戻っ

ておらず，上昇傾向にはあるが，とりわけ韓国等の風評被害の根

強い国を始めとした外国人観光客の回復は遅れている 1)．そのた

め，各主体により，東北地方の観光面での早期回復・拡大に向け

た取り組みが推進されている． 

本研究では，2011年を中心とする5年間に東北地方東部への観

光を行った人々の東北地方東部への再来訪意向に着目する． 

震災前後において，津波による沿岸部の都市や自然の破壊，原

発事故による風評被害による第一次産業の衰退など，東北地方の

状況が大きく変化したことを踏まえ，観光客が観光地において魅

力を感じるものの変化を捉え，環境改善による再来訪意向の上昇

を定量的に把握する． 

 

2. 既存研究と本研究の位置づけ 

環境と観光の関連について，石内ら 2)は，茨城県の袋田の滝を

事例に，気象の変化と滝の凍結度，観光客数，観光客の満足度の

関係を分析した．しかし，環境改善による観光客の来訪意向の変

化に関する分析はされていない． 

震災と観光の関連については，西村ら3) 4)が，既往災害（東日本

大震災は含まず）における観光入り込み客数への影響に関する研

究や，東日本大震災による宿泊需要の減少に関する研究を行って

いる．前者は，大規模な阪神淡路大震災クラスの災害でも，観光

入り込み客数に長期的な構造変化はなく，1 年以内に元のトレン

ドに復元する特性を示し，また，土砂災害の危険性がある状態が

続いた地域では，直接被害の規模は小さいが観光需要が減少する

期間が比較的長くなる傾向を報告している．後者は，岩手，宮城，

福島の沿岸部において，観光需要は回復しておらず，周辺の被害

を大きく受けていない地域でも風評被害などの要因で長期の需

要減少が推計されている．しかし，いずれも，旅行者側の意識に

着目した分析は行われていない． 

また，関谷5)は，風評被害の事例の整理と，発生メカニズムに関

して論じている． 

再来訪要因に関する研究は少ないが，佐藤ら 6)は，観光地への

リピート行動を行う層とそうでない層の要因の分析，行動特性の

比較などを行った．リピーターとなる要因として，旅行の習慣性

が最も重要であることを示し，旅行目的や自動車免許保有も要因

となることを示した．しかし，パス解析から，景観が美しかった

ことなどが再来訪意向を低下させる結果を得たことが，課題であ

る．また，震災前後のリピート行動の意識の相違を把握すること

はできない． 

本研究では，震災前後の旅行者の再来訪意向に着目する．また，

再来訪に寄与する魅力の把握や環境改善，特に自然景観の修復・

改善による再来訪意向の変化を定量的に分析する． 

 

3. 研究方法 

本研究では，インターネットアンケートにより，サンプルを得

た．調査期間は2013年3月4日から3月8日である．対象は，

関東地方に在住する 20歳以上の男女で，過去 5 年間に高速道路

利用，鉄道利用，空路利用のいずれかの交通手段により東北地方

東部（岩手県，宮城県，福島県）の観光をしたことがある人とし，

6,000人から回答を得た．また，本研究では，東日本大震災の影響
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に着目するため，直近の旅行が 2011年 2 月以前と回答したサン

プル（2,039サンプル)と，2011年 4 月以降と回答したサンプル

（3,932サンプル)で比較を行う．なお，震災前後の判定ができな

い 2011年 3 月を直近の旅行と答えたサンプルは，分析から除外

した． 

調査内容は，性別や年齢などの一般的な個人属性や，直近の東

北地方東部への観光旅行の時期や交通手段，満足度，訪問地域，

各地域で魅力と感じた項目，再来訪の促進に関わる出来事や印象

などである． 

ここで，本研究で用いた設問の詳細と回答の数量化について説

明する． 

回答者には直近の観光目的で訪れた観光地に対し，魅力を感じ

たものをそれぞれ回答させた．観光地は，東北地方東部3県の代

表的な場所 22か所を選択肢として設定し，東北地方東部 3 県以

外の観光地も周遊した場合は，「岩手県・宮城県・福島県以外」の

観光地とした．魅力には，「食事・料理」，「温泉」，「歴史・文化」，

「イベント」，「自然景観」，「地域の人々」，「その他」の7項目を

設定した．チェックがある項目は 1，チェックがないものは 0と

して扱う．複数の観光地を周遊している回答者は，それぞれの観

光地ごとに回答するため，観光地ごとに各項目の評価が異なる可

能性がある．そこで，観光地ごとの各魅力の評価を周遊した全て

の観光地で平均し，魅力ごとのスコアとした．たとえば，A とB

の2か所を周遊し，A では温泉に魅力を感じ，Bでは温泉に魅力

を感じなかった場合，(1+0)/2=0.5となり，この回答者の温泉の魅

力のスコアは0.5と算定される． 

再来訪意向（今後5年間に再び東北地方東部を旅行したいか），

直近の旅行の満足度（旅行全体を通じて満足できたか）に関する

設問では，「どちらでもない」を中位とする7段階評価による回答

を得た．しかしながら，いずれの質問においても，下位(消極的な)

の3段階分の回答は少数にとどまっている．魅力の項目のスコア

は，先に説明した通りであるが，魅力を感じた項目の回答を求め

る際，訪れた各観光地について，最低でも1項目は魅力を感じた

ものを選択させる形式を取っている．これは，回答者に周遊先を

よく思い出してもらうことを意図したものであったが，そのため，

観光地にて魅力をほぼ感じられなかったケースであっても，いず

れかの項目に魅力を感じたという回答を行っている．旅行に満足

していない回答者や再来訪意向を持たない回答者の場合に，この

ような回答が生じやすいと推測される．ただし，それぞれの項目

にて，魅力を感じていないという情報も重要であるため，このよ

うなサンプルを一律に無効票とすることが適切であるとは言い

難い．また，満足度や再来訪意向を大きく損ねるようなネガティ

ヴな事象についての情報を得ていないため，下位の評価になる少

数のサンプルが分析の精度を大きく損ねる恐れがある．そこで，

再来訪意向，直近の旅行の満足度については，下位の3段階分の

回答を「どちらでもない」と合わせ，計4段階の評価のデータと

して取り扱うこととし，下位の評価を詳細に説明することを避け，

上位の評価を説明するための分析を目指した．高い意向及び高い

満足度から3，2，1，0の数値を適用する． 

直近の観光全体に対し，再来訪を促進する上であてはまる出来

事に対して，3つまで選択する設問を用意した．出来事は，「他の

地域にない魅力を発見できた」，「その地域への関心が高まった」，

「その地域の風土が好きになった」，「その地域の人々に良い印象

を持った」，「その地域ならではの体験があった」，「その地域のこ

とを友人に勧めたい気持ちになった」，「リフレッシュできた」，

「隣接するほかの観光地にも行ってみたい気持ちになった」，「事

前に期待していた以上の楽しみがあった」の9項目とした．該当

するものを1，該当しないものは0として分析を行った． 

本研究では，直近の観光が震災前，震災後のサンプルで分け，

分析を行う．震災前後の性別，年齢層，訪れた観光地の集計結果

では，震災前後で大きな差はなく，本研究の分析に適用可能なデ

ータが得られたと考えられる． 

 

4. 観光地再来訪モデルの構築 

4-1. 震災前後の人々の意識の変化 

震災前後の観光を比較した結果，人々が魅力を感じた項目には，

違いが見られた． 

表-1は，前章で説明した各回答者が感じた魅力の各項目のスコ

アを，震災の前後での全回答者で平均値を取ったものである． 

震災後の観光では，食事・料理に魅力を感じた人は，震災前に

観光した人と比較して減少している．この傾向は，福島県のみの

観光だけでなく，東北地方東部への観光全体で見られた．福島第

一原子力発電所の事故の風評被害が東北全体に広がっているこ

とと関連すると考えられる． 

自然景観に対する評価は，福島県では向上がみられるが，沿岸

地域や東北全体では低下していることから，沿岸部の津波の景観

破壊等の影響が考えられる． 

一方，地域の人々に対して魅力を感じた人は大きく増加してお

り，震災後の厳しい状況に向き合う人々に対する感銘や敬意，被

災地域の人々へ絆の意識，支援や共感の思いを持つ人が増えたの

ではないかと推察される． 

4-2. 順序プロビット・モデル 

震順序選択モデルは，選択肢に順序がついており，多くの人々

がその順序に応じて選択決定している場合を扱う．本研究におい

ては，強い再来訪意向，中間程度の再来訪意向，弱い再来訪意向，

再来訪意向はない，といった順序付けに対して，順序プロビット

モデルを適用し，再来訪意向を説明するモデルの作成を試みる． 

本研究では，再来訪意向（高い意向から3，2，1，0の4段階）

に寄与する要因として，回答者の観光に対する満足度（高い評価

から3，2，1，0の4段階），魅力を感じた項目のスコア（0～1の

スコア），再来訪を促すと考えられた出来事（該当するものを 1，

そうでないものは0）を設定した(表-2)． 
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表-1 魅力を感じた項目の震災前後のスコア比較 

 

 

表-2 観光地再来訪意向モデルの変数 

 

 

4-3. 震災前と震災後の観光地再来訪意向モデル 

順序プロビット・モデルによる，震災前（2011年2月以前）に

観光した場合と震災後（2011年4月以降）に観光した場合の観光

地再来訪意向モデルのパラメータ推定結果を表-3に示す． 

震災前，後のいずれについても，地域の人々の魅力が再来訪意

向を高めることに大きく寄与している．観光地のホスピタリティ

の高さは，リピーターの増加に最も重要であるといえる．これは，

既存研究 6)においても，旅行先での人々の交流が再来訪を促すこ

とが明らかにされている． 

また，震災後では，震災前にはみられなかった魅力が再来訪意

向に影響を与えている．震災によって大きな被害を受けた東北地

方では，被災したことが，改めて東北地方の良さを確認する契機

となっている可能性がある． 

震災後では，食事・料理に魅力を感じた人が再来訪したいと答

える傾向がある．東北地方の「食」については，放射線汚染の風

評被害に関して，発生メカニズムの1つである，人々の「危険視」

による「忌避」する消費行動5)が発現していると考えられるが， 

 

実際に東北地方に訪れ，食事に魅力を感じるとともに，食の正

しい情報と安全性を確認することが，リピーターを増加させるこ

とにつながるといえる． 

同じく，震災後の観光では震災前と異なり，自然景観に魅力を

感じた人の再来訪意向が強まっている．東北地方では震災によっ

て，大きく自然や景観が破壊された地域が多い中，震災後も自然

景観が保全されている地域や，修復されている地域で魅力を感じ

ることは，人々の再来訪を促すと考えられる． 

また，温泉が魅力であったと答えた人の再来訪意向が高い結果

となっているが，これは，既存研究4)の結果とも合致する． 

再来訪意向を向上させた観光地での出来事に関しては，震災前

後では，魅力を発見できたこと，関心が高まったこと，が共通で

あるが，震災後では，風土が好きになったこと，人の印象が良か

ったこと，が加わる．これは，先述した，自然景観や地域の人々

に魅力を感じることが再来訪意向を高めることと同様に考察す

ることができる． 

 

5. 観光地の環境改善による観光地再来訪意向の向上効果 

4-1で述べたように，食事・料理，自然景観に対する評価は震災

を境に下がっているが，表-3に示した通り，これらは震災後では

再来訪を有意に高める要素となっている．そこで，再来訪意向モ

デルの推定結果を用いて，食事・料理に対する評価や自然景観を

震災前の水準まで回復させたとき，人々の観光地への再来訪意向

がどの程度向上するのかを定量的に把握する． 

震災後の観光に対する全サンプルで平均をとった再来訪意向

は，順序プロビット・モデルの結果から，「強い再来訪」を選択す

食事・料理 自然景観 地域の人々
震災前（全体） 0.518 0.464 0.076
震災後（全体） 0.508 0.418 0.124

震災前（福島県） 0.473 0.448 0.072
震災後（福島県） 0.468 0.477 0.123

震災前（沿岸地域） 0.638 0.409 0.088
震災後（沿岸地域） 0.607 0.317 0.143

被説明変数
再来訪意向（0,1,2,3）

説明変数
旅行全体の満足度（0,1,2,3）
食事・料理（0～1）
温泉（0～1）
歴史・文化（0～1）
イベント（0～1）
自然景観（0～1）
地域の人々（0～1）
その他（0～1）
魅力を発見した（0か1）
関心が高まった（0か1）
風土が好きになった（0か1）
人の印象が良かった（0か1）
その地域ならではの体験があった（0か1）
友人に勧めたくなった（0か1）
リフレッシュできた（0か1）
隣接する他の地域に行きたい（0か1）
事前の期待以上だった（0か1）

魅
力
を
感
じ
た
も
の

再
来
訪
を
促
す
出
来
事

表-3 順序プロビット・モデルによる推定結果 

 

被説明変数：再来訪意向
震災前 震災後

旅行全体の満足度 0.556*** 0.597***

食事・料理 0.062 0.225***

温泉 0.081 0.099**

歴史・文化 0.084 0.046
イベント 0.163 0.057

自然景観 0.074 0.090*

地域の人々 0.371*** 0.326***

その他 -0.082 0.051

魅力を発見した 0.183*** 0.174***

関心が高まった 0.165*** 0.109**

風土が好きになった 0.070 0.153***

人の印象が良かった 0.002 0.081*

その地域ならではの体験があった 0.288* 0.163

友人に勧めたくなった 0.083 0.050
リフレッシュできた -0.027 0.053
隣接する他の地域に行きたい 0.083 -0.089
事前の期待以上だった -0.194 0.196
閾値1 1.025 0.630
閾値2 1.060 0.644
閾値3 1.875 1.626
サンプル数 2039 3932

Pseudo R2 0.125 0.167
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10

パラメータ（係数）
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る確率は 56.83%，「中間程度の再来訪意向」は 25.20%，「弱い再

来訪意向」は 0.26%，「再来訪意向はない」は 17.69%となってい

る．今回の分析では，「強い再来訪」を選択する確率に着目する．

福島県のみに観光したサンプルに限定すると，「強い再来訪」を選

択する確率は56.40%，沿岸地域のみに観光したサンプルに限定す

ると，54.93%となる． 

食事・料理，自然景観に対する評価の震災前の水準への回復は，

表-1に示した震災後のサンプルの平均スコアが震災前と同等にな

ることを指すものとする．計算の際には，まず，震災後の平均ス

コアを 1.00(つまり全員がすべての観光地にて魅力を感じた状態)

へと改善して試算し，その際の「強い再来訪」となる確率の上昇

幅を基準として，目指すスコアまでの改善での結果を比例換算に

よって算出した．  

まず，食事・料理に対する評価を回復させると，回答者のうち，

強く再来訪したいと答える人の確率は，東北全体の観光地では，

回復前の 56.83%から，56.91%に向上(0.08%増)する．福島県内の

みに限定すると，回復前の56.40%から56.43%に向上(0.03%増)す

る．食事・料理に対する評価の回復は，再来訪モデルの説明変数

である，観光の満足度，魅力を発見した，など項目の向上も期待

できるため，再来訪意向はさらに向上すると考えられる． 

自然景観を震災前の状態に回復させたとき，回答者の強い再来

訪意向は，東北全体では，改善前の 56.83%から 56.96%に向上

(0.13%増)する．沿岸地域のみの観光地に限定すると，改善前の

54.93%から 55.18%(0.25%増)に向上する．また，自然景観の回復

は，再来訪モデルの説明変数である，観光の満足度，風土を好き

になった，リフレッシュできた，などの項目の向上につながるこ

とも考えられるため，観光地への再来訪意向はさらに高まる可能

性がある． 

両者を比較すると，食事・料理に対する評価の回復よりも，津

波で被災した沿岸地域の自然環境やまちの修復の方が，リピータ

ーを増加させる効果が高いと考えられる．  

 

 

 

6. おわりに 

 本研究では，観光地再来訪意向に着目し，順序プロビット・モ

デルにより東日本大震災前と後の人々の再来訪意向モデルを構

築し，どのような魅力が人々の再来訪意向に寄与するかを明らか

にした．その結果，地域のホスピタリティや温泉，自然景観，食

事・料理，風土など，観光の価値に関連する様々な環境質が，再

来訪意向に有意な影響を与えていることが明らかとなった．また，

震災の前後の観光では，再来訪意向と大きく関連する魅力の種類

が異なることも分かった．震災による東北地方の環境の変化が要

因として考えられる．また，震災後の食事・料理や自然景観は，

震災前と比較し魅力が低下しており，構築した再来訪意向モデル

を用いて，それらに対する評価を震災前の状態まで回復させるこ

とによる再来訪意向の向上を定量的に把握した．結果として，両

者とも一定の向上が見られ，食事・料理の評価の回復より，自然

景観の回復が再来訪意向を大きく向上させる可能性が示唆され

た． 

課題として，本研究では震災前後の観光の相違に着目すること

から，個人属性を順序プロビット・モデルの変数として扱わなか

ったが，今後は，年齢別などの属性の違いによっても，魅力を感

じるものは異なることなどを考慮し，きめ細かい観光振興施策等

の検討につながる分析，研究が求められる． 
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表-4 食事・料理への評価の回復による効果 

 

※ 表中数値は強い再来訪意向を持つ確率（％） 

 

表-5 自然景観への評価の回復による効果 

 

※ 表中数値は強い再来訪意向を持つ確率（％） 

 

回復前 回復後
東北全体 56.83 56.91
福島県 56.40 56.43

回復前 回復後

東北全体 56.83 56.96

沿岸地域 54.93 55.18
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