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 観光・レクレーション目的の国内宿泊旅行に関する旅行者全体並びにその年代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 tourists overall and by tourists’ age for domestic accommodation travel 
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To support the understanding of tourist needs, this paper examines the characteristics of tourists’ consumptions by age and consumption items. 

The main results are as follows: (1) For total consumption, ages 40s to 60s consume more than the other age groups. However, if we view each of 

the consumption items, it was found that 30s and 50s spend more on food/ beverage and entrance fee/attraction costs than the other age groups. (2) 

Total consumption per capita is higher for 60s and above. Though there were differences depending on the consumption item such as the 

consumption per capita for accommodation costs and souvenir/shopping costs being lower as the age groups became younger. (3) Differences in the 

share of consumption of each item was also found amongst the age groups with teenagers and 60s and above showing a preference of spending on 

participation costs. These results may support tourism sites and transportation organisations with their strategies to develop tourism in the future. 
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1. はじめに 

観光は 物販、外食、宿泊、文化、自然、交通等の様々な分野を

通じて、大きな経済波及効果と雇用創出効果を地域にもたらしえ

ると共に、消費活動や余暇活動を通じて旅行者の効用を増進する

役割をも果たし得る（観光庁, 2015；Sinclair and Stabler, 1997；

安村等, 2011）。 

そのように重要な役割を果たし得る観光は、観光立国の推進、余

暇の増加、情報化の進展やインフラ整備の充実など（観光庁,2017; 

黒田,2012; 総務省, 2015; 日本旅行業協会, 2016）の影響から、将

来においても人々の生活の中でより盛んに行われることが考えら

れる。その結果、旅行先地域や交通機関等の間においても旅行客

を巡って、競争がより激しくなることが予想される。 

それゆえに、旅行先である地域や交通機関等が持続してゆくため

には、旅行客のニーズを適切に把握することは不可欠であると言

えよう。 

そこで、本稿では、観光庁(2016)による 2016年の旅行・観光消費

動向調査の横断面データを基に、観光・レクレーション目的の国

内宿泊旅行に焦点を当てることにする。その分野に充てる理由と

しては、2016 年時点で 16 兆円超といった巨額な市場規模を有し

ており、その中でも観光・レクレーション目的が最も割合が高く

（観光庁, 2016）、それゆえ経済・社会等に与える影響は大きいと

考えられるからである。このような国内宿泊観光旅行において、

その基礎データ分析に焦点をあてた先行文献として、観光庁

(2009)における研究があり、そこでは国内宿泊観光旅行を若者層、

家族層、団塊層に分類し旅行回数等における分析を行っている。

また、伊藤（2016）においては、国内宿泊観光旅行に関して、男

女別、年齢別の行動者数や行動率の推移状況等を調査している。

一方、日本旅行業協会(2016)では、日本の旅行業の実態やツーリ

ズム産業の状況、旅行者の動向・消費者保護の状況、旅行の実態、

世界における国際観光の状況について、それらの概要を検証して

おり、その中で、国内宿泊観光旅行に関連した分析では、旅行者

全体の同旅行への回数の推移や目的、同伴者等の実態について言

及している。更に尾高・日比野・森地（2009）では、同分野にお

ける活動別の参加状況を時系列に分析している。そこで、本稿で

は、それら従来の研究を補うべく、年代別と消費項目別をクロス

させた分析を遂行する。具体的には、観光・レクレーションを目

的とした国内宿泊旅行において、旅行者全体及びその各年代が消

費全体並びに消費項目ごとにどのような特徴を有するのか、その

基本的な概要を把握するための検証を行うことにする。ここで、

消費項目別に検証を行うことは、旅行者がどの消費項目にどれだ

け支出しているのか、その傾向を把握し、観光の更なる発展に繋

げる意味でも重要であると言える。なお、本稿での考査に当たり、

市場規模を見るための消費額、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

つの観点から分析を進めることにする。 

 

2. 国内宿泊旅行の観光・レクレーション目的の分野に関する旅

行者全体並びにその年代別における消費全体及び消費項目

別の状況 

2-1 国内宿泊旅行の観光・レクレーション目的の分野における
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 旅行者の年代別、消費全体及び消費項目別の消費額 

はじめに、観光・レクレーション目的の国内宿泊旅行に関して、

年代別における消費全体並びに各消費先の市場規模の大きさを把

握するため、消費総額及び各分野に費やされる消費額の大きさに

ついて年代の視点を加えて検証を行うこととする。その際、2016

年旅行・観光消費動向調査の国内宿泊旅行（観光・レクレーショ

ン）における消費額を基に分析を行うことにする。 

 

表 1より、消費総額については、60代が最も多く、次いで 50代、

40代の順で多い。更に消費項目別に検証すると、消費項目によっ

て消費額の順位に年代のばらつぎが若干見受けられることがわか

る。参加費においては、60代が最も多く、次いで 70代、10代の

順で多い。交通費への支出では、50 代が最も多く、60 代、40 代

と続いている。また、宿泊費への支出については、40代が最も多

く、次いで、60 代、50 代が多い。飲食費への支出に関しても、

40 代が最も多いことがわかるが、次は、50 代、30 代の順となっ

ている。一方、土産・買物代への支出においては、60代が最も多

く、次いで 50 代、70 代が多い。最後に、入場料・娯楽費・その

他への支出では、40 代が最も多く、次に、50 代、30 代が続いて

いる。 

2-2 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

旅行者の年代別、消費全体及び消費項目別の 1 人当たりの消費

額 

次に、それぞれの年代における 1 人当たりがどれくらい観光・レ

クレーション目的である国内宿泊旅行の各消費項目に総額として

支出しているのか、そして、同旅行の各消費項目に対して、各年

代の 1 人当たりの消費額はいくらになるのかについて検証を行う

ことにする。この検証を行う理由は、どの年代に対してどれくら

いの消費単価の商品やサービスを旅行先地域や交通機関等にて提

供すればよいのか、消費単価の視点から効率的に旅行関連収入を

増加させるためにはどの年代を主体に戦略・戦術を練るのが効果

的なのかについて、その概要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宿泊旅行（観光・レクレーション）におけ

る消費額を同調査の国内宿泊旅行（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分析している。 

表 2 より、観光・レクレーションにおける 1 人当たりの消費総額

については、80代以上、70代、60代の順で多い。 

 

ここで、1 人当たりの消費総額を更に消費項目別に分類し検証を

加えると、参加費の分野では、40代が最も多く、次いで、50代、

60 代の順で多い。また、交通費の領域では、50 代が最も多く、

60 代、40 代が続いている。一方、宿泊費の項目に関しては、80

代以上が最も多く、次いで、70代、60代の順で多く、基本的に年

齢が下がるに従い消費単価が低くなる傾向が伺える。土産・買物

代の分野においては、60 代、70 代、80 代以上、50 代、30 代の

順で多いことが伺える。また、飲食費の領域では、50 代が多く、

次いで、40代、30代が多い。最後に、入場料・娯楽費・その他へ

の項目に関しては、40代が最も多く、50代、30代と続いている。 

2-3 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

旅行者全体及びその年代別の各消費項目割合 

次に、旅行者全体及びその年代ごとの全体に占める各消費項目割

合についてその特徴を検証する。 

その際、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、年代ごとに

各消費項目費用を総額で除した結果を分析している。 

 

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）

年代 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

　９歳以下 427,031 55,271 117,717 119,506 58,970 38,129 37,438

　１０代 646,642 276,731 112,907 100,554 61,812 61,054 33,584

　２０代 955,663 157,846 263,411 202,983 139,231 124,996 67,195

　３０代 1,023,091 147,108 260,746 252,888 151,863 139,969 70,519

　４０代 1,264,412 210,853 308,924 302,014 188,115 157,489 97,017

　５０代 1,271,668 213,934 339,146 281,518 177,690 179,643 79,736

　６０代 1,432,440 383,854 316,239 297,003 146,414 222,077 66,853

　７０代 1,012,038 328,602 190,670 203,621 84,978 158,841 45,328

　８０代以上 364,509 113,080 72,342 84,825 28,474 52,934 12,855

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：観光・レクレーション（単位：円/人）

年代 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 93,212 41,642 13,891 18,362 8,221 7,982 5,388
　９歳以下 31,757 31,051 10,210 13,917 5,798 3,803 4,256
　１０代 105,471 38,736 11,835 15,458 6,908 5,157 4,976
　２０代 79,999 39,590 13,772 14,801 8,063 7,282 5,309
　３０代 65,432 41,697 13,658 17,571 8,681 7,919 5,506
　４０代 100,782 45,828 14,262 18,621 9,449 7,766 6,442
　５０代 102,711 44,840 15,981 19,324 9,578 9,004 5,914
　６０代 130,234 43,271 15,029 21,263 7,914 9,768 4,945
　７０代 192,696 41,178 13,337 22,283 7,437 9,527 5,131
　８０代以上 208,053 42,511 13,971 25,089 7,225 9,022 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年代別・消費項目別の消費割合：観光・レクレーション

年代 参加費割合 交通費割合 宿泊費割合 飲食費割合
土産・買物
代割合

入場料・娯
楽費・その
他割合

旅行者全体 22.5% 23.6% 22.0% 12.4% 13.5% 6.1%
　９歳以下 12.9% 27.6% 28.0% 13.8% 8.9% 8.8%
　１０代 42.8% 17.5% 15.6% 9.6% 9.4% 5.2%
　２０代 16.5% 27.6% 21.2% 14.6% 13.1% 7.0%
　３０代 14.4% 25.5% 24.7% 14.8% 13.7% 6.9%
　４０代 16.7% 24.4% 23.9% 14.9% 12.5% 7.7%
　５０代 16.8% 26.7% 22.1% 14.0% 14.1% 6.3%
　６０代 26.8% 22.1% 20.7% 10.2% 15.5% 4.7%
　７０代 32.5% 18.8% 20.1% 8.4% 15.7% 4.5%
　８０代以上 31.0% 19.8% 23.3% 7.8% 14.5% 3.5%
観光庁(2016)を基に筆者により作成
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 はじめに、観光・レクレーションにおいて、旅行者の年代全体に

ついて、その消費割合を見てみると、表 3 より、交通費への消費

割合は、23.6％と最も多く、次いで、参加費（22.5％）、宿泊費（22％）

への消費割合が多い。更に、旅行者年代ごとに消費項目別の消費

割合について言及すると、20代、30代、40代、50代においては、

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

多い。一方で、10 代と 60 代以降の高年層は参加費への消費割合

が最も多い。10代においては、参加費への消費割合が 42.8％にも

達しており、非常に高いウェートを占めていることになる。10代、

60 代においては、次に交通費、宿泊費への消費割合が続き、70

代、80代以上においては、最も多い参加費の次に宿泊費、交通費

への消費割合の順となっている。また、9 歳以下、20 代、30 代、

40代、50代において、いずれの年代も、飲食費への消費割合にお

いては、概ね 14％前後を示している一方で、10代と 60代以降の

高年層においては、概ね 8％から 10％と低い数値を示している。

また、どの年代においても、入場料・娯楽費・その他においては、

最も消費割合が低く、とりわけ 60代以降の高年層で低い傾向が見

受けられる。 

2-4 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

各消費項目に対する年代間消費割合の比較 

この節では、観光・レクレーションについて、各々の消費項目に

対して年代間の消費割合を比較し、その結果を記述することにす

る。表 3 より、はじめに、参加費の項目では、10 代が最も多く、

60代以降の高年層にも多い特徴が見受けられる。交通費の分野に

ついては、顕著な特徴は全体的に見られにくいが、9 歳以下と 20

代が多く、次いで、50代が多い。逆に 10代は最も少なく、60代

以降も他の年代と比べ少ない傾向を示している。宿泊費の項目に

関しても、全体的に顕著な特徴は見受けられにくいが、9 歳以下

が最も多く、その反面、10 代が最も少なく、60 代、70 代におい

ても他の年代の比較からはやや少ない傾向が示されている。飲食

費の領域においては、40 代が最も多く、次いで、30 代、20 代が

多い。逆に 60代以降の高年層は少ない傾向を示している。一方で、

土産・買物代の項目では、60代以降の高年層が多く、逆に若年層

が少ない特徴がある。最後に、入場料・娯楽費・その他に関して

は、9 歳以下が最も多く、20 代から 40 代においても多いが、60

代以降の高年層は少ない傾向を示している。 

 

3. 結論 

本稿では、国内宿泊旅行の観光・レクレーション目的の分野に関

して、旅行者全体及びその年代別の消費全体並びに消費項目別の

傾向について検証を行った。その結果、以下の洞察を行うことが

できる。 

第 1 に、観光・レクレーションが目的の国内宿泊旅行における消

費額の場合では、総額的には 60代、50代、40代の順にて、中高

年層がメインターゲットとなり得ることが伺える。消費項目別に

みると、交通費、宿泊費の分野では、40 代から 60 代にかけて消

費額が多い。また、参加費、土産・買物代においては、消費を示

す年代層が更に高くなる傾向、つまり、50 代から 70 代の嗜好を

考慮に入れる必要性がある。その一方で、飲食費や入場料・娯楽

費・その他の分野では、40代を中心とした 30代、50代といった

壮・中年層が多い特徴が伺える。ゆえに、旅行関係者が市場規模

を意識する場合は、各消費項目において消費額の規模が大きい年

代を主なターゲットとして戦略・戦術を考える必要があるだろう。 

第 2 に、観光・レクレーションを目的とした国内宿泊旅行におけ

る 1人当たりの消費額について、総額としては、60代以降の高年

層が相対的に大きく、一部の年代（例えば 10代）を除いて基本的

には年代が下がるにつれ消費単価も下がる傾向にあることが伺え

る。次に、消費項目別に言及を加えると、宿泊費の分野において

は、高年層の 1 人当たりの消費額が相対的に大きいことが伺え、

更に、同分野では 10代を除いて年代の低下に伴い消費単価も低下

する傾向が見受けられる。つまり、宿泊に関しては、高年代ほど

単価の高い宿泊を選好する傾向が強く、年代の低下に伴い単価の

より安い宿泊を嗜好する特徴がある。それゆえに宿泊関連事業者

は効率的に収入増加を図りたい場合は高年代層を主なターゲット

に据えつつ、各年代の消費単価の水準に見合った内装・設備・備

品・サービス・PR活動等を含めた戦略・戦術を立てる必要がある

だろう。また、土産・買物代においては、30 代と 60 代の 2 つの

ピークを示しており、60 代のピークの方がより高く、また 50 代

以降の 1人当たりの消費額は 30代より高い特徴を有している。つ

まり、基本的に 60 代を中心とした中高年代は単価のより高い土

産・買物を選好する一方で 30代を除いて 50代から下の年代は年

齢が下がるにつれ単価の安い土産・買物を行う傾向を示している

ことになる。ゆえに土産等関連事業者においても効率的に収入増

加を見込みたい場合は 50 代以降の中高年代層を主要な顧客対象

とした上で各年代の消費単価の水準に合わせた品揃え・ディスプ

レイ・店内レイアウト・PR活動等の実施を図る必要があるだろう。

また、参加費や交通費の領域においては、40 代から 60 代の中高

年層の 1 人当たり消費額が大きいことが伺える。参加費に関して

は、40代をピークに 60代までの中高年層および 80代以上がより

高い志向を示しており、それゆえより高価な旅行パッケージ等を
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 選好していることが示唆されている。したがって、旅行業者は効

率的な収入の拡充を図るためにはそれら年代にはより高価な旅行

パッケージ等を提示することが有効かもしれない。また、交通費

に関連しては、40代から60代の中高年層は総移動距離が長いか、

もしくはより高価な交通機関を利用しているかについて示唆して

いるのかもしれない。仮に後者の場合、40 代から 60 代に対して

は座席・内装空間・備品・サービス等においてより嗜好性の高い

交通手段の提供が効果的であることが言えるのかもしれない。飲

食費や入場料・娯楽費・その他の項目においては、その 1 人当た

りの消費額はさらに年齢層が下がって 30代から 50代の壮中年層

が高い傾向が示されている。飲食においては、これらの壮中年層

がより高価な飲食を堪能しているか、より多くの量を摂取してい

るか等が考えられる。つまり、観光・レクレーションの旅行先地

域の飲食関連業者が、効果的に収入増加を図りたい場合は 50代を

主体とした 40 代、30 代といった壮中年層に対して、産地や味、

無農薬・減農薬、へのこだわり等、より高価な飲食を提供するか、

若しくは、多品種メニューの充実や注文における相乗効果を生み

出すような食事とドリンクの組み合わせの開発等、より多くの量

の飲食を供給可能にするか、のいずれかを考える必要があるだろ

う。さらに観光・レクレーションの旅行先の飲食関係者は各年代

の消費水準に見合ったメニュー、味・サービス等に関する戦略・

戦術を実施する必要があるだろう。入場料・娯楽費・その他に関

しても、これらの壮中年層がより高価な音楽・美術等の芸術品や

娯楽施設等を嗜好する傾向が示唆されている。ゆえに、観光地や

レクレーション先の娯楽関係者等の場合においても、効果的な収

入を確保するためには、それら壮中年層に対し、より良質で嗜好

性のあるエンタテイメントを提供できるよう戦略・戦術を考える

必要があるのかもしれない。また、それぞれの消費単価の水準に

適した娯楽施設や音楽・美術等の芸術品・サービス等の提供や適

切な PR活動等を試みる必要もあるだろう。 

第 3 に、国内宿泊旅行の観光・レクレーション目的の分野におい

て、年代ごとの全体に占める各消費項目の割合と、各々の消費項

目に対する年代間での比較の結果から、以下の傾向を掴むことが

できる。 

はじめに、9 歳以下と 20 代から 50 代にかけて、消費割合の傾向

は類似していることが伺える。基本的に、参加費の割合が旅行者

全体の平均に比べ少なく、その分、交通費や宿泊費、飲食費、入

場料・娯楽費・その他の割合が旅行者の全体平均より全般的にや

や高くなる傾向がある。ただし、20代のみ宿泊費への割合が旅行

者の全体平均と比較してやや低い結果が見受けられる。以上より、

消費配分といった視点を重視する場合は、これら分野における関

連業者は、その分野に関係する商品やサービス等をそれらの年代

がより満足できるよう企図する必要があるかもしれない。 

一方、60代以降の年代においても年代間で類似した傾向が見受け

られる。つまり、参加費は旅行者の全体の平均より高い割合にな

る一方で、一部例外（80代以上の宿泊費割合は高い）はあるもの

の交通費や宿泊費、飲食費に対する割合は旅行者の全体平均に比

べ低くなる傾向を示している。また、土産・買物代への割合は旅

行者の全体平均を上回る特徴がある一方で入場料・娯楽費・その

他の分野では旅行者全体平均に比較して低い割合になる傾向を示

している。以上より、60代以降の年代は他の年代に比べ、参加費

や土産・買物代に消費を配分する傾向があることから、消費配分

といった視点から考える場合は、同分野の関連業者は、60代以降

のニーズを満たすような参加費及び土産・買物代に含まれる商

品・サービス等の提供を図る必要があるだろう。 

最後に、10代に関しては、消費割合において、他の年代と比べて

も特徴的で、参加費への割合が旅行者の全体平均より突出して高

い。その一方で、それ以外の分野、つまり、交通費、宿泊費、飲

食費、土産・買物代、入場料・娯楽費・その他においてはすべて

その割合が旅行者全体の平均より低い特徴を示している。消費配

分といった視点から見た場合、参加費に対してかなり高い消費を

配分している傾向からも、同分野の関連業者は 10代向けの参加費

の分野に関係した団体旅行等の商品・サービス等を充実させた上

で供給することが求められるであろう。 

観光促進が叫ばれる中、国内宿泊旅行の観光・レクレーション目

的の分野に関する旅行者全体並びにその年代別における消費全体

及び消費項目別の状況について、以上の傾向や特徴を考慮しつつ、

旅行先地域や交通機関等が適切に旅行者への戦略等を行えば、同

旅行分野において、より一層の活性化を促すことができるように

なるであろう。 
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