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観光における食の課題に関する一考察
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A Study on the Problem of the Meal in Tourism
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ABSTRACT
Washoku is registered with a UNESCO Intangible Cultural Heritage, and gathers attention in the world. 

This is a good opportunity of increasing foreign tourists who visit Japan. Ryokan is the facility where for-
eign tourists can experience both Japanese culture and food, washoku, which they are interested in. How-
ever, ryokan has not been yet well known to them, and in the present time, there are few people staying 
there. I will clarify the problem causing this condition and intend to consider the possibility of the meal in 
tourism.

研究ノート

１．はじめに
平成₂₅年₁₂月に，アゼルバイジャンのバクーで開
催されたユネスコ無形文化遺産保護条約の第８回政
府間委員会において，「和食；日本人の伝統的な食文
化」のユネスコ無形文化遺産への登録が決定された。
食の分野では，「フランスの美食術」，「スペイン・イ
タリア・ギリシャ・モロッコ４か国の地中海料理」，
「メキシコの伝統料理」，「トルコのケシケキ料理」と
いった食文化が登録されており，日本の「和食」が
世界で５番目の登録となった。この「和食；日本人
の伝統的な食文化」の特徴については，「多様で新鮮
な食材とその持ち味の尊重」，「健康的な食生活を支
える栄養バランス」，「自然の美しさや季節の移ろい
の表現」，「正月などの年中行事と密接な関わり」の
４つが挙げられている１）が，文言にある「食材」や
「健康」，また「自然」や「年中行事」などは観光行
動の目的そのものであり，今回の登録が観光振興の，
特にインバウンド（訪日外国人旅行）の誘致に資す
る出来事になるであろうことは想像に難くない。ち
なみに，インバウンド振興を推進するわが国の観光
政策の中で，長い道のりを経て平成₂₅年に初めて訪
日外国人旅行者数が₁，₀₀₀万人を超え，翌平成₂₆年に
は₁，3₀₀万人を達成したが，これらの動きも相乗効果

で「和食」への理解や食体験の追い風になると期待
されるところである。
一方，和食のみならず日本の伝統文化を総合的に
提供することが可能な旅館の訪日外国人による利用
は，国内観光が停滞している現状を考えるとき，と
りわけ大きな意味を持つものと言える。観光庁の訪
日外国人消費動向調査（平成₂₆年）によると，「訪日
前に期待していたこと（複数回答）」のトップは，「日
本食を食べること」（₇₆．₂％）であった。以下「ショッ
ピング」（₅₆．₆％），「自然・景勝地観光」（₄₆．8％），
「繁華街の街歩き」（₄₀．₀％），「温泉入浴」（33．₄％），
「旅館に宿泊」（₂₄．₄％）と続いた。これらは，今後
の旅館のインバウンド受入れが非常に有望であり，
またインバウンド振興に欠かせないキーワードにな
ることを示唆している。
しかしながら現状では，例えば「１泊２食付宿泊
料金で部屋代・料理代の内訳が示されていないこと」，
「極めて選択肢の少ない料理の提供の仕方」，「格付け
がないことによる施設選択時の困惑」，「今後増加す
ると期待されるイスラム圏からの旅行者への食事対
応」２）等々，特にインバウンド誘致を推進する上で筆
者が見直しや改善が必要と考える課題も多い。その
ような意味で，今回は「和食」の中でも特に今後観
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光におけるインバウンド誘致に影響するであろう「旅
館」の「食」と「その周辺」に係る課題と可能性に
ついて論述することとする。

２．旅館の食の現状と課題
筆者が，旅館をテーマに選んだ理由は，前述した
ように訪日外国人旅行者が日本旅行で期待するもの
の多くを持つ文化施設としての面を持っていること
にある。図１の「訪日前に期待していたこと」（複数
回答）にあるように，「日本食を食べること」（₇₆．₂％），
「温泉入浴」（33．₄％），「旅館に宿泊」（₂₅．₂％），「日本
の歴史・伝統文化体験」（₂₂．8％）は，いずれも日本
観光への期待の上位を占めるものであり，全部とは
言わないが，旅館はその多くを体験できる内容を備
えている。

外国人にもすでにおなじみの刺身や天ぷらといっ
た料理が含まれる旅館の会席料理は，味はもちろん，
その供し方や見せ方も含め「和食」を体験するには
最適な料理である。また，「和」を演出する設備が旅
館には揃っている。畳，障子，襖，床の間，掛け軸，
縁側，土塀，日本庭園といったものから，女将や仲
居が着用する和服，香や琴の音色なども「和」を楽
しんでもらうことができる重要な装置となっている。
そのような環境の中で食する「和食」と街中のレス
トランで食するそれとでは，おのずと印象が変わる
ことは想像に難くない。
つまり，旅館は日本の伝統文化や和食また温泉ま
でも体験できてしまう，訪日外国人旅行者にとって
はとても便利で都合の良い施設と思われるのだが，
図２「外国人の国内宿泊のうち旅館の占める割合の
推移」の数字からはそれが十分に活かされていない
現状が見えてくる。

ホテルなどと比べ，旅館への宿泊率が低いままに
とどまっていると考えられる理由をいくつか考えて
みる。まずは，１泊２食付が基本となっている宿泊
料金設定である。世界の宿泊施設のスタンダードと
なっているホテルの場合，基本は室料で，例えばツ
インルームにひとりで泊まろうがふたりで泊まろう
が室料は変わらない。食事は付帯されていないので，
ホテルのレストランに行くか，外部のレストランに
出かけるか，または部屋にルームサービスで運ばせ
ることになるが，ホテルのレストランで摂った場合
チェックアウト時の請求明細には，室料いくら，レ
ストランでの食事代いくらと，それぞれの内容がわ
かりやすく記載され問題が起きることはまず考えら
れない。しかし，旅館の１泊２食付き料金の明細書
に室料及び夕食，朝食の内訳が示されていることは
まずない。それについては，もう₂₀年ほども前にな
るが，観光業界関係者から聞いたこのような例があ
る。ある外国人グループが旅館に予約をしたが，そ
の中のひとりが仕事でチェックインが遅くなること
になったため，旅館に電話をして夕食をキャンセル
したい，ついては自分の宿泊料金はいくらになるの
かと尋ねたところ，旅館の従業員が返事に窮してし
まったというものである。そもそも室料がいくらで，
夕食・朝食がそれぞれいくらという積み上げ式で明
確な料金設定がないために，外国人旅行者に不信感
を与えてしまうことになったのである。しかし，現
在旅館のホームページからその宿泊料金に関するペー
ジを見ても室料と食事代の内訳が明確に示されてい
ない旅館が多く，この問題が改善されたとは言えな
い３）。
次に，外国人旅行者を困惑させていると考えられ
るもののひとつに，旅館のグレードを表す基準（格
付け）がないということがある。例えばホテルでは，

図１ 訪日前に期待していたこと
（全国籍・地域、複数回答）

注： 観光庁「訪日外国人の消費動向　平成₂₆年年次報告書」
による

図２ 外国人の国内宿泊のうち旅館の占める割合の推移
注： 国土交通省　観光庁の「宿泊旅行統計調査報告」平成₂₀
年～₂₅年のデータを抽出し筆者が作成
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ロンドン観光庁やフランス政府観光庁が格付けを行
なっていたり，また企業のミシュランが星で表す格
付けが知られているが，不案内な旅行先で宿泊施設
を選ぶ場合の判断材料として一定の役割を果たして
いる。これら格付けの判断基準は，その国の文化や
価値観によってさまざまであり，統一された絶対的
なものではないが，利用する側はそのあたりを承知
しながらも参考にしている。実は過去に日本の旅館
にも格付けをという議論があったが，規模や設備も
さまざまで，ましてやおもてなしのような形のない
ものをどのように数値化するのかという旅館側の主
張があり実現に至っていない４）。
筆者が考える食に関する課題のひとつは，旅館は
１泊２食付きが基本で，食事に関しては宿泊者の意
志とは関係なく一方的に出され，多くの場合料理を
選択できないという点である。しかも，現地でその
料理が出されるまでどんな料理が出てくるのかわか
らないのである。ホテル宿泊者が，ホテルのまたは
外部のレストランに行って食べたいものを選択し注
文して食べるのとはまったく次元の違う話である。
次に，今後インバウンドでの観光振興を継続する
中で避けて通れないムスリム（イスラム教徒）に対
する食の提供の問題がある。よく知られているよう
に，ムスリムには宗教上の戒律により食物に関して
厳格な規制があり，これがムスリムのインバウンド
誘致の大きなハードルになっている。しかしながら
世界のムスリム数がやがて₂₀億人になると言われ，
世界の人口の４分の１を数えるまでになっている今，
東南アジアから中東・アフリカにまたがる地域のム
スリム獲得の成否は，日本のインバウンド振興にとっ
て重要な試金石となるであろう。

３．課題解決に向けての考察
和食に関して旅館との関係で述べようとした理由
は，和食はモノとして空腹を満たすだけの単なる食
物というだけでなく，人の五感で味わうものであり，
それが心の満足をも与えられる存在であると思うか
らである。旅館が持つ「和」のテイストと共に，食
材の良さを生かした「和食」が与えるインパクトを
旅館経営者やインバウンド推進者はもっと発信して
いくことが重要である。長谷が観光における「食」
について，「『食』は『味』だけでなく，『地域の文化
と情緒』，『店舗のムード，照明，レイアウト，BGM
などによる雰囲気』，『食器や食事の提供の仕方』，『食
べさせ方などの演出力』，『店員による接客態度やサー
ビスの度合いなどのホスピタリティ』など，『味』を

中心として様々な要素が相互に効果を上げながら，
トータルとしての『食』の商品価値を決定して行
く」５）と述べているが，「店員」を「客室係」と読み
替えれば，旅館の食に関する言葉そのものと言える
のである。
また長谷は，「宿泊料の表示は，内訳が明確であれ

ば「１泊２食付き」でよい。たとえば，旅館が１泊
２食付きの料金設定を始めた昭和₂₀年代に，その内
訳の基本は「６：３：１」，つまり室料₆₀％，夕食
3₀％，朝食₁₀％であった」６）と述べている。室料の部
分は，１室に宿泊する人数によって異なるが，夕食
と朝食の料金は変わらない。現在もこの基準が生き
ているとすれば，料金の内訳明示は容易であり，訪
日外国人旅行者のみならず日本人旅行者に対しても
このことを広報すべきであろう。このような料金の
透明性を保つことが，旅館への信頼を確保すること
につながる筈である。
旅館の格付けについては，十数室しかない小規模
な和風旅館でも素晴らしいロケーションを持ち，ま
た第一級のホスピタリティを提供するところがあり，
施設規模の大きさや先進的設備の有無だけで量れな
い難しさは確かにある。そこに，歴史的文化的側面
も加味するとなればたちまち立ち往生してしまう懸
念がある。そこで，先の宿泊料金によるカテゴリー
を設けるというのはどうだろう。本来の格付けとは
一線を画した宿泊料金のみのカテゴリーである。外
国人にしても日本人にしても，旅行者はあらかじめ
予算を持って旅行計画を進めるものであるから，自
分の予算に見合うカテゴリーの中からいくつかの旅
館をピックアップし，料理や施設等の付帯情報を吟
味しながら選択するのである。
筆者が₂₀₀8年３月に伊豆の旅館のひとつの集合体
である「伊豆かかりつけ湯」に加盟する₅₂の旅館（若
干のホテルも含む）に行なったアンケート７）がある。
この中でインバウンドや食についての質問も行って
いるのでここに紹介したい。
伊豆かかりつけ湯８）は，伊豆の豊富な観光資源で
ある温泉を中心に，このところ低迷している伊豆観
光をウエルネス（心と体の健康）というキーワード
で再活性化させる意図で作られた団体である。この
団体に加入するときには審査が必要になるが，そこ
で吟味されるのは絶対条件である「良質な温泉」と，
「温泉を使った健康プログラム」，「健康に配慮した食
事」，「さまざまな癒しの提供」，「リーズナブルな価格
設定」の４つの特徴のうちひとつ以上を提供できる
施設ということになっている。これらの条件は，国
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内の健康志向を意識して作られたものであるが，同
時に外国人旅行者にも必要な条件である。このよう
な取り組みに参加する施設というのは当然のことな
がら意識の高い施設であることは言うまでもない。
₂₀₀8年２月当時の加盟施設は₅₂施設で，そのうち
アンケートに回答した施設は3₇施設であった。施設
の規模は下記の通りである。（表１参照）

まず外国人旅行者受入れに関して，年間の総宿泊
者数における外国人の割合を尋ねたところ，3₇施設
のうち₂3施設がこの質問に回答し，平均値が₂．₂％と
なった。この調査時期にもっとも近いところで，国
土交通省観光庁の「宿泊旅行統計調査報告」（平成₂₁
年１月～₁₂月）に「宿泊施設タイプ別延べ宿泊者数
と一人当たり平均宿泊数」（平成₂₀年１月～₁₂月）の
報告があり，それを見ると旅館に宿泊した延べ宿泊
者数における外国人の割合は約₂．₆％となっており，
伊豆は若干低いが格段に少ないわけではない。（表２
における平成₂₀年の数値を参照）
食については，ユネスコの無形文化遺産に登録さ
れた「和食」の特徴の中で「多様で新鮮な食材とそ
の持ち味の尊重」，「自然の美しさや季節の移ろいの
表現」，を体現するためにメニューをどのくらいの頻
度で変えているのか質問した。結果は下記のように
なった。（表２参照）

有効回答数33施設のうち，４割近くが四季と同じ
「３か月ごと」と答えたが，それよりも短い周期で変
えている施設も５割余りに上り，特に「１か月ごと」

に変えるという施設は８施設を数え，食に対するよ
り細やかな対応がなされていることが明らかになっ
た。
このような食に対するこだわりを発揮する旅館で
あるが，一方で食べたいものを選んで食べたいとい
う旅行者の権利を行使できないという懸念もあるこ
とは間違いない。これについては，個人経営の施設
が多い中で難題には違いないが，例えば伊豆かかり
つけ湯で研究開発している「健康に資する食事」を
提供することによって，従来の食事と健康食とふた
つの選択肢を用意することにより「選択できる」こ
とが可能となり，それをまず実践してみることが必
要である。同時に，その施設が提供できる「食」に
ついて，特に外国人旅行者に対してそのポリシーや
内容について情報発信することが重要となる。
これだけ外国人旅行者が増えてくれば，もはや「郷

に入ったら郷に従え」的なやり方は通用しない。旅
館もその通りである。日本文化や日本食という異文
化を体験したければ，その旅館のやり方に従えとい
う時代ではない。畳に布団を敷いて寝るということ
が受け入れられない外国人もいるし，大浴場に裸で
入ることに抵抗を感じる外国人もいる。相手の立場
に立った思いやり（おもてなし）の心と行動が必要
なのである。そういった考えや情報を発信すること
ができなければ，外国人が日本の伝統的な旅館で「和
食」を堪能する日は遠いかも知れない。
ムスリムのハラルに関しては，旅館という小規模

な経営体ですぐに解決するのは難しいというのが現
状である。イスラム教で食べることを禁止している
食材を使うことはもちろん，その食材の飼料の中に
も混じっていてはいけないのである。また食するこ
とができる肉にしても，屠殺するのはムスリムでな
ければならず，その時の作法も厳格に決められてい
る。まずは，国のインバウンド政策の中でハラルと
いう課題をどうしたらクリアできるのかという議論
が必要ではないか。ハラルの認証団体との会話も必
要となろう。その中から，たとえばハラル専用のセ
ントラルキッチンを作るというような発想が出てく
るかも知れないし，またムスリム専用の旅館という
施設が生まれる可能性もある。

４．おわりに
旅館は，まだまだ国際的には認知が十分でない宿
泊施設である。しかし，前述したように魅力ある施
設であり，異文化を体験したい外国人旅行者に訴求
する施設であることは間違いない。その外国人旅行

表１　かかりつけ湯施設の規模と軒数

施設の規模 軒数
大旅館（客室数₁₀₀室以上） ２
中旅館（客室数3₀～₉₉室） ₁₇
小旅館（客室数₂₉室以下） ₁8

表２　かかりつけ湯施設のメニュー変更頻度

メニューの変更頻度 軒数
１か月ごと ８
１～２か月ごと １
２か月ごと ３
２～３か月ごと ５
３か月ごと ₁3
それ以上 ３
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者の獲得を考えた場合ますます重要になるのは，観
光マーケティングであり，中でも流通と宣伝が大切
になる。そういう意味では，まだその活用が遅れて
いるGDS（Global Distribution System）９）への登録も
必要となろう。世界の多くの旅行会社で利用されて
いる予約システムに個々の旅館が組み込まれていな
ければ選ばれることはないからである。個人経営の
旅館ではなかなかハードルの高いものであるが，イ
ンバウンド振興を政策として行っているのであれば，
国や観光関連団体がその支援をするべきである。「和
食」をふくめた日本文化を堪能できる旅館を，
「RYOKAN」としてブランディングして行く動き₁₀）

も出てきており，それらを含めた今後に期待したい
と思う。
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