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概要：近年の情報通信技術の発展に伴い，多くの人々にとってソーシャルメディアは身近なものとなっ

た．特に SNSはビジネスにおけるマーケティングツールとしても期待されている．また，SNSは観光に

おいても観光客側，観光客誘致者側の双方から注目されている．しかし，観光客誘致者の多くは小規模な

組織であり，人材不足，資金不足といった問題を抱えていることから，観光客誘致において SNSを十分

に活用できていないことが考えられる．そこで本研究では，観光協会による SNSの利用の有無やファン

数について調査を行い，SNSの活用状況を整理する．さらに，SNSの活用が観光客誘致に与えた影響に

ついて分析し，分析結果をもとに今後の観光におけるSNSを活用したマーケティングについて考察する． 
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1. はじめに 

2000年代以降，インターネットを利用して手軽

に情報を発信し，相互のやりとりができる双方向

のメディアであるソーシャルメディアが世界的に

普及し，特に SNS（Social Networking Service）

の利用者が増加している[1]．SNS利用者は日本国

内においても増加傾向にあり，株式会社 ICT総研

の調査[2]によると，2014年時点での SNS利用者

は 6,023万人とインターネット利用人口（9,941万

人）の 60.6%を占めており，2015 年以降も SNS

利用者は増加し続けることが予測されている．ま

た，総務省の調査[1]によると，SNSを利用して積

極的に情報発信を行っている者は SNS 利用者全

体の 11.8%であり，その他の多くの利用者は他人

によって発信された情報を閲覧するために SNS

を利用している．つまり，近年の日本において

SNS は一般的で身近な情報収集のツールとなっ

ていると言える． 

また，個人同士での利用だけではなく，ビジネ

スでも SNSは活用され始めている．現在 SNSの

利用率はホームページほどではないにせよ，情報

通信業及び製造業を中心に取組が進んでいる[3]．

ビジネスでの SNS活用の最大の用途は，大量の人

に情報を発信するプロモーションツールとしての

利用である．また，SNSでは情報を発信するだけ

でなく，ファン（Facebookならいいね！を押した

人，Twitterならフォロワー）の属性（性別，年齢

など）や，ファンがどのようなことに関心を持っ

ているかなどの情報を収集することができる．こ

のように SNS はマーケティングにおいて活用可

能であり，国民の SNS 利用者数の増加とともに，

今後も多くの企業が SNS を活用していくと考え

られる．これは観光分野においても同様であると

考えられ，実際に観光客の多くは SNSを利用して

情報を収集し発信している．また，それに対して

観光客誘致者も SNS によって情報を発信するな

ど，観光マーケティングでの活用が進んでいる． 

多くの観光客誘致者が SNS を利用し始める一

方で，その多くは人材不足や資金不足といった問

題を抱えている[4]．つまり，観光客誘致者の多く

は，SNSを利用しているが，マーケティングツー

ルとしては有効に活用できていない可能性が考え

られる． 

そこで本研究では，まず観光客誘致者による

SNSの利用状況を調査し整理することで，その現

状を把握する．そして，観光客誘致者が SNSを利

用することで観光客誘致活動にどのような影響を

与えたのかを分析し，観光客誘致者による SNSを
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活用したマーケティング戦略について考察する． 

 

2. 先行研究 

Haysaら[5]は世界各国のNTO（National 

Tourism Organization）によって運営される

Facebookページと Twitterアカウントを分析

し，マーケティングツールとしてのソーシャルメ

ディアは，まだ比較的新しく未知なものであり，

重要度が低いことから，効果的に活用されていな

いと指摘している．しかし，この研究では調査対

象組織が 10と少なく，全体の傾向を網羅的に把

握しているとは言えない． 

上野ら[6]は，全国の地方自治体へソーシャル

メディアの活用実態に関する調査を行い，地方自

治体の Twitter活用状況を整理している．この研

究は全国の組織を幅広く調査しているが，各自治

体の Twitterの運営体制や利用目的，利用課題な

ど，Twitterを活用する組織内部に関する調査に

主眼が置かれており，Twitterを活用したことに

よる外部への影響については言及されていない． 

 

3. 観光客誘致者による SNS活用状況の調査 

調査対象組織：観光産業には多くのステークホル

ダが存在するため，様々な組織によって観光客誘

致が行われている．その中で本研究では観光客誘

致者の代表例として観光協会を対象とした調査を

行う．さらに，観光協会は所属するエリアに応じ

て①全国組織，②複数の都道府県にまたがる組織，

③都道府県単位の組織，④複数の市町村にまたが

る組織，⑤市町村単位の組織，⑥観光地単位の組

織の 6つのタイプに分類することができる[7]．本

研究では①から⑥の中でも最も数が多く，典型的

な形態である⑤市町村ごとの観光協会による

SNSの活用状況を調査する． 

調査対象地域：本研究では SNSの活用が観光客誘

致へ与える影響の分析を目的としていることに加

え，市町村単位の観光協会を調査対象としたこと

から，市町村ごとに観光入込客数のデータが公表

されている都道府県を調査の対象地域とする．具

体的には，北海道，青森県，岩手県，宮城県，秋田

県，茨城県，群馬県，千葉県，神奈川県，新潟県，

山梨県，岐阜県，静岡県，三重県，滋賀県，和歌山

県，島根県，広島県，山口県，長崎県，宮崎県の 1

道 20県の 798市町村を対象とする． 

調査対象メディア：総務省の調査[1]によると，最

近 1 年以内に利用したユーザーが最も多い SNS

は LINE，次いで Facebook，Twitter という順に

なっている．しかし，同調査によると LINE は他

のメディアに比べて年代ごとの利用率の差が大き

いとされており，さらに LINE は，SNSとしてで

はなく個人間でのメッセージングアプリとして広

く普及したメディアであるため，本研究において

は調査対象外とする．したがって本研究では，

Facebookと Twitterを対象とした調査を行う． 

調査内容：上記の調査対象地域にある各市町村の

観光協会について，Facebookページの利用の有無，

Facebookページへのいいね！数，Twitterの利用

の有無，Twitterのフォロワー数を調査する．基本

的にはアカウント名と組織名とが一致するものを

観光協会によって運営されている SNS とみなす

が，例外としてアカウント名が「～観光情報」や

「～観光なび」，「ゆるキャラ名」などでも，SNS

内に記載される情報の中で観光協会が運営してい

ることが明記されている場合は，これらの SNSも

調査の対象とする． 

 

4. 観光協会による SNS利用の現状 

前述の調査方法で観光協会による SNS 利用率

を調査した．しかし，ホームページを持たず活動

の実態が見えない組織などがあり，観光協会の総

数が不明であるため，本研究では，SNS利用率算

出の際の母数として市町村数を用いる． 

次に，所属市町村の人口ごとに SNS利用状況を

整理した（図 1）．その際に総務省による地方公共

団体の区分を参考にした[8]．この区分では，市町

村を区分する際に，人口 5万人未満，5万人以上，

20 万人以上，50 万人以上という基準を設けてい

る．しかし，この基準をそのまま採用した場合，人

口 5万人未満の市町村数が膨大になり，50万人以

上の市町村数がごく僅かになってしまう．そこで

本研究では，人口 5 万人未満の市町村を 1 万人以

下と1万人以上 5万人未満という 2つに細分化し，

50 万人以上という区分を 20 万人以上の区分に統

合した新たな区分を作成し結果を整理した． 

 

 

図 1 所属地域の人口ごとの SNS利用率 



まず，調査対象地域全体としては，SNSを利用

している観光協会が 52%，利用していない観光協

会が 48%と，観光協会の約半数が SNS を利用し

ていることがわかった．また，SNSの利用状況の

内訳としては，Facebookのみを利用している観光

協会の割合が最も高く，次に Facebookと Twitter

の併用，最後に Twitter のみという順になってい

る（図 1）． 

次に，人口ごとの SNS利用率は，人口 1万人未

満の市町村の観光協会が最も低いという結果とな

った．これは SNSだけでなく，観光協会のホーム

ページも持たない非常に小規模な観光協会が多い

ことが要因であると考えられる．また利用状況の

内訳は，人口 1 万人以上の市町村の観光協会は，

Facebook のみを利用している割合と，Facebook

と Twitter を併用している割合が近いのに対し，

人口 1 万人以下の市町村の観光協会では，両メデ

ィアを併用している割合が Facebook のみの半分

程度となっている． 

他方で，都道府県ごとに SNS利用率を比較した

場合，島根県，静岡県，広島県，新潟県，滋賀県が

高く，千葉県，青森県，山梨県，群馬県，神奈川県

が低いという結果になり，都心から離れた地域の

方が SNS の利用率が高いという傾向が見られた． 

次に，各観光協会の SNSのファン数の調査を行

い，所属市町村の人口ごとに整理した（表 1）．な

お，ファン数は 2015年 7月 16日時点の数値を使

用している． 

人口ごとにファン数の平均値を比較すると，全

体的に Facebook のいいね！数よりも Twitter の

フォロワー数が多くなっている．また，平均値の

場合，横浜観光コンベンション・ビューローのい

いね！数 39,741 人，フォロワー数 11,020 人のよ

うな例外的に多いファン数に影響を受けるため，

中央値を用いた比較も行った．その結果，平均値

に対して数値は小さくなるが，いいね！数とフォ

ロワー数の関係においては平均値と同様の傾向が

見られた． 

 

表 1 所属地域の人口ごとの SNSファン数 

人口 
いいね！数 フォロワー数 

平均値 中央値 平均値 中央値 

~9,999 725  538  1,489  1,041  

10,000~ 

49,999 

4 

 

1,232  575  1,225  796  

50,000~ 

199,999 

916  578  1,870  1,206  

200,000 2,504  555  3,333  1,221  

全体 848  555  1,288  862  

以上のことから，利用率は Facebook の方が高

いのに対し，ファン数は Facebook の方が少ない

という状況であることがわかり，情報の発信者側

と受信者側でギャップが生まれているのではない

かと考えられる． 

 

5. 観光協会による SNS活用の分析 

現状把握の後，SNS利用状況が入込観光客数へ

与える影響について分析した．分析には，SNS導

入前から導入後への入込観光客数の増加率を用い

ている．簡単のため，SNS導入前を，観光入込客

統計に関する共通基準導入以降であり，Facebook

や Twitterが一般的に普及する以前 1である 2010

年入込観光客数，SNS 導入後を，最新のデータ 2

である 2013年入込観光客数と一律に定めた． 

以上の条件で SNS の利用の有無が入込観光客

数へ与える影響を分析した（表 2）．SNS 利用状

況ごとに平均増加率を比較すると，SNSを利用し

ていない観光協会の地域の平均増加率が，

Facebookのみ，もしくは Twitterのみを利用して

いる観光協会の地域を上回るという結果になった．

一方で，Facebookと Twitterを併用している観光

協会の地域は，他の地域に比べて平均増加率が高

く，Facebookと Twitterを併せて利用することが

観光客数増加に繋がる可能性も考えられる． 

しかし，Facebookや Twitterを利用している観

光協会の中には，ファン数が 100にも満たない，

実質的には機能していないと言える SNS を持つ

組織も約 10%含まれており，これらの組織は SNS

を利用しているが，十分に活用しているとは言え

ない．そこで本研究では，前述のファン数の現状 

をもとに，ファン数 1,000人以上の SNSを持つ観

光協会を，『SNS を活用している観光協会』と考

え，観光協会を 5つに分類した（表 3）． 

新たに定義した分類を用いて，改めて SNSの活

用状況が入込観光客数へ与える影響を分析した．

その結果，SNSを利用していない観光協会の地域

の平均増加率が，Facebookのみ，もしくは Twitter

のみファン数 1,000 人以上の観光協会の地域を上

回るという，SNS利用の有無での分類時と同様の

傾向がみられた．また，Facebookと Twitter双方

を活用している観光協会の地域が，他の地域に比

べて平均増加率が最も高いというのも同様であり，

観光客数を増加させるには，Facebookと Twitter

を併用することが望ましいと考えられる．つまり，

今後観光協会は，単に Facebook や Twitter を利

用するだけではなく，両メディアを併用し，マー

ケティング戦略をより発展させていくことが重要

であると考える． 



表 2 SNS利用状況ごとの観光客数平均増加率 

利用状況 増加率 

利用なし 5.46% 

Facebookのみ利用 -2.15% 

Twitterのみ利用 0.73% 

併用 8.71% 

全体 4.23% 

 

表 3 ファン数ごとの観光客数平均増加率 

ファン数 増加率 

利用なし 5.46% 

両方 1,000未満 0.81% 

Facebookのみ 1,000以上 -4.21% 

Twitterのみ 1,000以上 3.60% 

両方 1,000以上 17.27% 

全体 4.23% 

 

ただし，人材や資金の不足といった問題を抱え

る観光協会が，効果的な活用法として，新たな情

報発信や情報収集，情報分析の方法論を独自で導

き出すことは今後も困難であると考えられる．し

たがって，今後観光協会が SNSを効果的に活用す

るには，企業や研究者による新たな方法論の確立

や分析ツールの開発といった外部の協力が必要で

ある．また，改めて組織ごとに SNSを活用するた

めの人的，経済的な資源管理を行い，費用対効果

を検討する必要があると考える．そのうえで，場

合によっては SNS を利用しないという戦略をと

り，SNSの管理・運用に利用されている人的・経

済的資源を他の戦略に活用する方が観光客の誘致

に繋がる可能性も考えられる． 

あるいは，SNSを継続して活用する場合，観光

客へのプロモーションやニーズの把握といった従

来のマーケティングへの活用だけではなく，地域

の組織や住民との連携，情報交換といったインタ

ーナル・マーケティングへの活用など，新たな活

用方法を模索するべきかも知れない． 

 

6. おわりに 

本研究では，SNS利用率が高まる中で，観光分

野でも SNS が利用され始めている現状に着目し，

観光協会による SNS活用状況を調査した．その結

果，調査対象の約半数の観光協会が SNSを利用し

ていることに加え，Twitterに対し Facebookの利

用率が高い一方で，Twitterよりも Facebookのフ

ァン数が少ないという現状も明らかになった． 

また，ファン数 1,000人以上の SNSを持つ観光

協会を『SNSを活用している観光協会』とし，SNS

を活用している観光協会の地域とその他の地域の

観光客数増加率を比較することで，Facebook と

Twitter を併用することが観光客誘致へ繋がる可

能性があると考えた．そのうえで，観光協会は

Facebookと Twitterを併用し，より発展的なマー

ケティング戦略を行う必要があると考えた．しか

し，多くの観光協会がそれぞれ問題を抱えている

ことから，現在の SNSを活用したマーケティング

戦略を発展させることが困難な場合の戦略として，

SNSの利用停止による人的・経済的資源の転用や，

インターナル・マーケティングという新たな方面

のマーケティングでの SNS 活用といった代替案

についても考察した． 
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1 情報通信白書において，2010年以前は，ユーザー数が多く一般的な SNSとしてmixiや GREEが取り上げられており，Facebook

や Twitterが普及し注目され始めたのは 2011年以降である． 

2 本稿執筆時点では，多くの市町村が 2014年の入込観光客数を発表していないため，2013年のデータを最新のものとしている． 

 


