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《研究ノート》

ホノルルマラソンの実践から見出す
持続的価値の重要性
― 日本におけるスポーツツーリズム成功への課題 ―
ふ た

き
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まこと

真

日本航空株式会社

Tokyo chosen to host the 2020 Olympic Games, there has been an increasing interest in sports tourism as a source for
generating new demand in overall tourism to Japan. However, currently we have not seen what we could call an exemplary
model for success domestically thus far. What is the important factor to succeed in sports tourism? Based on the research and
analysis of the success of Honolulu Marathon, which has been annually drawn over 10,000 Japanese participants for 45 years, we
hope to contribute to the development of sports tourism in Japan by finding a core competency that will produce sustainable
value in this field.
キーワード：スポーツツーリズム、ホノルルマラソン、ホスピタリティ、持続的価値
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１．はじめに
1－1

研究の背景

1－2

研究の目的

スポーツツーリズムを推進してゆくに

分析することから得られる知見・示唆は
十分役立つと思われる。
本研究によって、

あたっての成功の秘訣は何か。どうすれ

スポーツとツーリズムの融合、顧客満足

ツツーリズム推進基本方針の策定、翌年

ば一過性のスポーツイベントではなく、

醸成による持続的な需要創出、大会運営

の日本スポーツツーリズム推進機構

ツーリズムとして持続的な旅行需要を創

にあたっての協業体制とビジネスモデ

（JSTA）設立、そして2020年の東京オリ

出し、定着させてゆくことができるのか。

ル、そして模倣困難性による差別化につ

ンピック・パラリンピック開催決定を受

本研究では、これからのスポーツツーリ

いて解明し、今後の日本におけるスポー

けてスポーツツーリズムへの注目が高ま

ズム発展に向けたベストプラクティスと

ツツーリズム成功の一助としたい。

っている。

して、ホノルルマラソンに注目し、その

2008年の観光庁創設、2011年のスポー

観光立国化に向けた取り組みの一つと

発展の歴史を概観しつつ、参加者の特性

２．スポーツツーリズムとは

して、スポーツとツーリズムの融合によ

やインサイトを検証し、リピーターとし

2－1

る新たな需要創出が期待されている。こ

て定着化させる要因を分析する。また、

れまでも野球やサッカーなどプロスポー

大会継続の要素としてのステークホル

めて公式の場で使われたのは、1987年の

ツ競技の観戦ツアーやマラソンなどス

ダーの連携、そのビジネスモデルについ

イスラエルで開催された学会とされる

ポーツイベントへの参加ツアー、クラブ

ても検証を試みる。そのうえで、国内で

が、本格的に認知されたのは、2001年に

合宿などスポーツに付帯する様々な旅行

も数多くのマラソン大会があるなかで、

スペインで開催された世界観光機関

需要は存在してきた。一方で、旅行需要

なぜ遠いハワイで実施される大会に毎年

（UNWTO）と国際オリンピック委員会

創出を目的としたスポーツとの協業モデ

１万人を超える日本人が参加し続けるの

（IOC）によるスポーツとツーリズムの国

ルで、かつ持続的な成功モデルと言える

かについて、ホノルルマラソンの独自の

際会議からと言われている。代表的な定

事例は多くはない。そのような中で、今

強みを解明することとしたい。

義としては、Hinch and Highman（2001）

スポーツツーリズムの定義

スポーツツーリズムという言葉が、初

の「限定された期間で生活圏を離れス

年（2017年）45回記念大会を迎える「ホ

日本におけるスポーツツーリズム推進

ノルルマラソン」は稀有な成功事例と言

の主な目的は、国内でのスポーツイベン

ポーツをベースとした旅行をすること１」

える。その成功要因を分析することが、

ト開催による日本人および海外からのイ

や、原田（2011）による「事前に情報を

日本におけるスポーツツーリズム発展に

ンバウンド需要創出にある。ホノルルマ

得ていた目的地に移動し、ガイドブック

示唆をもたらすことができるのではない

ラソンは日本人のアウトバウンド旅行需

の中身を確認する「予定調和性」と、出

かというのが本研究の起点である。

要創出の成功事例だが、その成功要因を

発地から目的地へ、そして目的地から出
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する。

発地に戻る「回帰性」というツーリズム

ちろん、採算性の確保、インフラ整備、

の基本的特徴をもつ時間消費型レジャー

警備体制などの安全対策、スポンサー企

であり、スポーツ・運動、食、自然体験

業の誘致、地元自治体や住民との連携、

体のホノルルマラソン日本事務局と大会

などを組み合わせた楽しい観光体験を実

集客へのプロモーションなど多岐にわた

スポンサーである日本航空株式会社が共

践する仕組みや考え 」などがある。

る。それらを実現するには、崇高な理念

同で実施したホノルルマラソン参加者

日本では2010年の観光立国推進基本計

と強い推進力をもったリーダーとノウハ

（主に2014年～2016年開催の第42回～44

画の一領域として「スポーツ観光」が加

ウを持った人材による強固な組織体制が

回大会）
へのアンケート調査７及び毎年蓄

えられたことを契機にさまざまな議論が

必須となる。工藤（2009）は、長期的視

積している大会参加者のデータベースを

本格化し、2011年観光庁は「スポーツツー

点でのスポーツツーリズム推進のために

活用することとした。

リズム推進基本方針」のなかで、
「スポー

は、
「スポーツによる地域経済活性化のた

ツ資源とツーリズムとの融合を図ってい

めの「触媒」となるような民間の非営利

く取り組みであり、スポーツを「観る」

組織 」としてスポーツコミッションの必

２

「する」ための旅行そのものや周辺地域観

６

要性を指摘している。

光に加え、スポーツを「支える」人々と
の交流、あるいは生涯スポーツの観点か

なお、分析根拠としては、大会運営主

3－2

大会概要と運営主体

ホノルルマラソンは、日本の市民ラン
ナーたちの中で「一生で一度は走ってみ
たい」
大会に挙げられている８。第１回大

2－3

仮説設定

会は、1973年12月、心臓病の医師である

らビジネスなどの多目的での旅行者に対

スポーツツーリズムの成功には何が必

J. スキャッフ氏の提唱の下、162名が参加

し、旅行先の地域でも主体的にスポーツ

要なのか。筆者は長年ホノルルマラソン

して開催された。スキャッフ医師は、
「長

に親しむことのできる環境の整備、そし

に関わるなかで、大会を支える運営組織

距離をゆっくり走る事は、心臓病の予防

て MICE３ 推進の要となる国際競技大会

（大会事務局）
と地元ボランティアをはじ

と治療に非常に効果的である」という医

の招致・開催、合宿の招致も包含した、

めとする地域の協力、さらにはステーク

学的な観点から、マラソン大会の開催を

複合的でこれまでにない「豊かな旅行ス

ホルダーである協力企業の連携などの要

提唱。以降、毎年12月の第二日曜日に開

タイルの創造」を目指すもの 」と定義し

素が融合し、全体の一体感を醸成してい

催されるようになった。健康維持、増進

ている。

ることを実感している。また、大会のな

のために日常生活の中にランニングを取

かで繰り広げられる多くのランナーたち

り入れ、最終的には自分のペースでフル

の感動シーンから、大会参加者の中に高

マラソンを完走するという大会の精神

課題

い満足度を生んでいるのではないかと感

は、制限時間を設定しない大会として今

原田（2015）は日本におけるスポーツ

じている。

日まで継続している。また、だれでも参

４

2－2

スポーツツーリズム推進における

ツーリズム推進の課題として「スポーツ

それらの経験・気づきを起点に、ホノ

加可能（７歳以上）な大会で、プロラン

ツーリズムという考え方を地域活性化や

ルルマラソンがもつ持続的優位を生み出

ナーから子供、年輩者まで幅広く参加す

まちづくりに導入さえすればうまくいく

す要因として、参加者の満足度醸成とリ

る市民マラソンである。

のではないか、という思い込みである。

ピート化、ステークホルダー間の連携に

大会を主催しているホノルルマラソン

スポーツ参加者の特性をよく理解し、継

よる強固な運営体制、ハワイならではの

協会は、非営利団体（NPO）で多くのボ

続的な地域への訪問やスポーツイベント

独自のホスピタリティなどがフィットし

ランティアの支援を得ながら今日まで大

はリピーター化を促し、スポーツツーリ

た好循環な仕組みがあるのではないかと

会を運営してきた。現在は、協会会長の

ストとしての訪問や再訪につなげるため

の仮説設定に至った。

医師バラハル氏をはじめ、協会役員７名
が中心になり大会を企画・運営している

の長期的な戦略に基づく都市経営や地域
経営を目指す必要がある 」として、地域

３．ホノルルマラソンの検証

が、役員も全員ボランティアで営利目的

活性化のために安易にスポーツツーリズ

3－1

ではない９。
そのため年間でのべ１万人近

５

検証方法

本研究では、スポーツツーリズムの成

くのボランティアが集まり、
大会の準備・

る。
単にスポーツイベントを誘致しても、

功事例としてホノルルマラソンに着目

運営を支援している。島外から訪れる人

それは一過性の興業に陥るリスクが大き

し、その成功要因を分析することで、ス

を友愛の心で歓待する「アロハスピリッ

く、マネジメント視点での中長期的な戦

ポーツツーリズム振興への示唆を見出す

ツ」という精神がハワイには根付いてい

略がなくてはツーリズムには成長しな

こととする。分析にあたっては、大会参

るが、ホノルルマラソンはまさにこのア

い。

加者（顧客）
の満足度とステークホルダー

ロハスピリッツの精神に基づいて運営さ

スポーツツーリズムにおけるマネジメ

に対する効果および企業間の連携、継続

れている大会といえる。

ントの範囲は、大会・イベント運営はも

した集客モデルに着眼し検証するものと

ムを活用することの問題を指摘してい
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3－3

日本人参加者

図１

大会参加者数と日本人比率の推移

日本人の参加に関しては、第４回大会
に１名の参加が記録され、1985年に日本
航空が協賛を開始したことで、メディア
にも注目され、徐々に認知・理解される
ようになった。また、同時期に日本から
のホノルルマラソン参加を目的とする旅
行商品が各旅行会社から発売され、それ
をきっかけに日本からの参加ランナーが
一 挙 に 増 加、1995 年 に は 過 去 最 大 の
21,727名が参加した。その後も１万名～
２万名の日本人参加者を獲得すると同時
にアメリカ本土をはじめ日本人以外の参
加も年々増加し、ほぼ３万名を超える大

（ホノルルマラソン協会資料をもとに筆者作成）

図２

大会参加者の年代別・性別分布

規模大会に成長し、2017年には第45回記
念大会を迎える。2007年に東京マラソン
が開催されるまでは、日本人ランナーの
参加数が最も多い大会は、ホノルルマラ
ソンであった。
3－4

顧客分析

顧客分析にあたり、第44回大会（2016
年 開 催）に お け る 大 会 参 加 者 デ ー タ
（図２）を検証したい。性別では、男性が
5669名、女性が5101名と若干男性が多い

（筆者作成）

図３

大会参加者のリピーター比率

が、これは60歳以上の高齢者に顕著で、
その他の年代ではほぼ拮抗している。ま
た、年 代 別 で は 20 代 が 16％、30 代 が
17.8％、40代が19.6％、50代が20.2％、60
代以上が21.2％とかなり幅広くかつ偏り
なく分布しているのがわかる。加えて50
代以上が全体の41.4％を占めることもフ
ルマラソン大会としては特筆すべきであ
ろう。国内の大会では、一般的に30代～
50代男性の参加者が中心となっている。

（筆者作成）

これは、制限時間がなく、参加者が自ら
のペースで無理なく走れることも要因で

重要な意味を持っている。
様々な障害
（金

が行動に反映していないことから、海外

あると考えられる。

銭的・時間的・体力的など）がある中で、

スポーツイベントは繰り返し参加する大

ホノルルマラソンの特長といえるのが

絶対数で毎年4000名～6000名のリピー

会にはなり難い10」と論じていたが、大会

リピーター参加率の高さである。毎年の

ターが参加していることは、まさしくホ

が回を重ねることに加え、海外旅行の一

大会でのリピーター率を示した図３をみ

ノルルマラソンのもつ独自の魅力・価値

般化と参加者の年齢上昇（可処分所得と

ると分かる通り、2007年が最高で38.1％、

が参加者に支持されていることを意味し

余暇時間の増加）等がリピーター化を促

その他の年も概ね30％程度がリピーター

ている。

す要因となった可能性がある。一方で、

で占められている。これは、大会がハワ

野川（1992）は第16回～第18回の大会

初参加者も毎年6000名～10000名いるこ

イという地理的環境にあり、多額の旅行

参加者に対する調査の結果、リピーター

とも、将来的なリピーター潜在層として

費用がかかる環境下においては、極めて

が約15％しか存在せず「再来意向の強さ

期待されると共に、大会への関心度が持
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続的に維持され、新規需要を創造してい

図４

大会参加者の同行者数

ることを意味していることを指摘してお
きたい。
次に参加形態と同行者を示した図４に
よると、海外大会にもかかわらず単独参
加者が全体の23.5％存在している。まさ
に、ホノルルマラソンへの参加自体が旅
行目的という層と考えられる。さらに同
行者との関係を示す図５から、最も多い
のは家族や親族との参加で全体の55％を
占め、続いて友人・知人となっている。

（筆者作成）

図５

大会参加者の同行者との関係

また、会社関係やスポーツクラブの仲間
など、小グループでの参加も一定度で存
在しているが、概ね少人数の参加が多い
ことから、能動的参加者が多いことが推
察される。
3－5

顧客満足

ホノルルマラソン参加者の参加動機に
ついての調査結果が図６である。第一に
は、ハワイ自体への旅行欲求が挙げられ
る。合わせて海外で走ってみたい、マラ
ソンに挑戦したいなど海外でのマラソン
欲求が高い。つまり、旅行先として魅力
度（ビーチ・リゾート・ショッピング・

（筆者作成）

図６

大会参加者の参加動機

食べ歩きなど）が高いハワイと海外での
マラソン体験というニーズが融合してい
ることがわかる。さらには、制限時間が
ない、エントリーのしやすさ、日本企業
の協賛などのホノルルマラソン独自の大
会特性や安心感といった機能的価値も参
加動機となっていることが分かる。特に
全体の58％が制限時間がないことを参加
理由として挙げていることは、競技とし
てではなくマイペースでマラソンを楽し
むことがニーズとなっていることを示し
ている。

（筆者作成）

図７

大会参加者の満足度

さらに注目したいのが、大会参加者の
マラソン終了後の満足度調査の結果であ
る。過去３年間の結果として、毎年90％
を超える参加者が満足としている。さら
に、40％以上の参加者が大変満足と回答
していることは注目に値する。大変満足
と答えた参加者の割合と、参加動機とし
て現地の人とのコミュニケーションをあ
げた人の割合（26.2％）、さらにはリピー

N＝865（Y14）、583（Y15）、1455（Y16）
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ター参加者の割合が近い数値であること

算額であり、正確な経済効果とは言えな

などが創発的に生み出され、リピートに

から、満足度の高さがリピート化に寄与

いが、大会エントリーフィー以外に大き

つながる好循環を形成していることが強

していることがわかる。当初はハワイの

な観光消費を創出していることは間違い

みとなっている。つまり、大会自体が潜

魅力、そこで走りたいという目的がきっ

ない。つまり、ホノルルマラソンはまさ

在的なニーズを発掘し、長年の継続的な

かけとなり参加した人々が、大会への参

にマラソンというスポーツイベントがハ

実践のなかで、そのニーズを高いレベル

加を通じ、ボランティアの人々のホスピ

ワイへの観光需要を創出、経済効果を生

で充足させているといえるのではないだ

タリティや自分への挑戦とその達成感な

み出しているスポーツツーリズムの成功

ろうか。

どホノルルマラソンでしか体験すること

事例と言える。
4－2

のできない価値を感じ、極めて高い満足
４．ホノルルマラソン成功の要因

を得ていることが推測される。

4－1
3－6

経済効果

消費者ニーズの創出

企業ニーズとの合致

1973年にスタートしたホノルルマラソ
ンは、
元は現地のローカル大会であった。

ホノルルマラソンは営利目的で生まれ

日本人の初めての参加は第４回大会

ホノルルマラソンが生み出す経済効果

たスポーツイベントではない。ホノルル

（1979年）だが、大会規模が飛躍的に拡

については、2010年に発表されたハワイ

マラソンは、元々大会自体が地元住民の

大・定着し、日本人参加者が１万名規模

パシフィック大学によるリポート を

健康促進を目的としたローカル大会とし

を超える契機となったのは、第12回大会

ベースとしたホノルルマラソン協会によ

て存在し、その参加者の経験から自然発

（1984年）
の日本航空の大会協賛開始によ

る試算（2013年大会参加者数をベースに、

生的に生まれた価値を様々な面から拡張

る日本での本格的プロモーションによる

１日平均消費額、平均滞在日数等のデー

してきたに過ぎない。顕在化した消費者

ものといえる。以来、日本航空は現在ま

タを元）によるとハワイ現地で約90億円

ニーズの充足であれば、東京マラソンを

で冠スポンサーを継続し、大会の正式名

相当の効果が見込まれるとされている。

はじめとする国内大会との競争となり、

称も「JAL ホノルルマラソン」となって

また、ツーリズム産業に対する経済効

ホノルルマラソンは旅行代金、必要日数

いる。

果については、ホノルルマラソン関連の

などの劣位から、すでに淘汰されていた

では、なぜ日本航空は小規模なローカ

旅行商品を販売する主要３社のツアー価

かもしれない。まさに主催者と運営スタ

ル大会に過ぎなかったホノルルマラソン

格及び個人向け航空運賃額と日本人大会

ッフ、協賛企業、地域そして参加者がと

に協賛を始めたのか。ハワイ路線のプレ

参加者のマラソンエントリー形態（個人・

もに創り上げてきた大会だからこその価

ゼンス強化、ハワイ観光の象徴的イベン

団体）をベースに試算した。結果として、

値、即ち「自分自身の限界への挑戦」
「ハ

トの開発など複合的な要素はあるが、最

図８のとおり約24億円相当が想定され

ワイならではの空気感と心地よさ」
「ボラ

大の理由は閑散期における需要創出であ

る。無論、いずれの数値もあくまでも試

ンティアのホスピタリティと笑顔の力」

った。当時、ホノルル路線の閑散期は４

11

月と12月であった。大会参加者の約50％
図８

以上が利用する日本航空における、至近

旅行消費額試算

５年間（12月）のホノルル路線の搭乗率
は85％を上回っている。大会協賛以前は
60％～70％程度の搭乗率であったことか
ら、需要喚起効果は非常に大きいといえ
る。この時期に毎年実施され、冠協賛企
業を持たなかったイベントがホノルルマ
ラソンであり、まさに日本航空の企業
ニーズと合致したのである。
協賛当初は、閑散期のハワイ需要創出
が企業ニーズそのものであったが、その
後ホノルルマラソンの日本人参加者は、
順調に増加し恒常的に１万名超の安定需
要を獲得するに至っている。近年では機
材の小型化など供給座席数が減少し、結
果として単価向上という副次的効果も生
み出し、単なる需要創出による搭乗率向

（ホノルルマラソン協会）
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上に留まらず、路線利益向上にも大きく

消費者の潜在ニーズを顕在化させ、参加

グメントされたターゲットへのコミュニ

貢献している。

者を地域全体でサポートすることで満足

ケーションが重視されるようになった。

度を向上させている。結果として、参加

当初からホノルルマラソンのプロモー

者をリピーター化（ファン化）させると

ションについては、大会独自での実施は

ハワイへの旅行、健康や思い出づくり

共に、口コミを通じてホノルルマラソン

ほとんど実施せず、常に航空会社や旅行

といった消費者ニーズ、そして閑散期の

の魅力の発信者として周辺需要を新たに

会社との協業で行ってきたことが成功の

需要創出などの企業（航空会社や旅行会

創出する好循環を生み出している。近江

鍵となっている。協業することで、広告

社）ニーズに加えて大会の持続的成長を

商人がいう「売り手よし、買い手よし、

費を効率的に運用すると同時に、各社の

支えるのが開催地ホノルルの地域ニーズ

世間よし」の「三方よし」の実現こそが

顧客への認知獲得が図られ、認知から購

である。12月が閑散期であることは、現

大会の成長の源泉となっており、ホノル

買へのシームレスな流れが構築できたこ

地ホノルルのホテル、飲食、土産、観光

ルマラソンは「三方よし」のトライアン

とが極めて重要であった。至近において

施設などツーリズム関連産業全体の課題

グル効果の好例といえよう。

は、リピーターを中心とするコミュニ

4－3

地域ニーズの充足

ケーションに特化することで、大規模な

であり、ホノルルマラソンが創出した需
要は現地に大きな消費を生み出してい

4－4

プロモーション連携

宣伝をすることなく、一定の参加者を確

る。大会実施が地域ニーズと合致してい

日本航空が協賛を始めた1984年当初

保出来ていることは、まさに大会の成熟

ることから、ランナーへの様々なサービ

は、大会の認知も低く、同社のハワイプ

度を示す模範事例といえるのではないだ

ス（ホテルでの早朝の朝食サービスやス

ロモーションの一環としてマスメディア

ろうか。

タート地点までの輸送など）が実現し、

を活用した広告も積極的に実施された。

満足度向上に貢献している。

また、「JAL Sports& Smile キャンペー

マネジメントの方向性として、顧客との関

また、ホノルルマラソンは毎年持続的

ン」など旅行会社を巻き込んでの大規模

係強化の重要性を挙げ「企業はパラダイ

な需要創出をすることで、地域にとって

な販促企画も同時に実施されたことで広

ムをマス・マーケティング時代から変更

安定的な経済効果を生み出している。コ

告宣伝と販促が連動したプロモーション

し、消費者のニーズに応じて商品・サービ

ンサートイベントなどは一時的な集客効

が展開された。これらのプロモーション

スを提供する戦略・仕組みに作り変えてい

果は大きいものの、恒常的に定着するも

は、ジャンボジェット機の導入に代表さ

くことが急務になっている。
」とし CRM

のは少なく、地域にとっては一過性かつ

れるハワイへの大幅な供給拡大を背景に

（Customer Relationship Management）
の

不安定な需要と言える。その点、ホノル

功を奏し、1990年代の大会参加者の大幅

手法を導入すべきとしている。また、マー

ルマラソンは恒常的かつ地域の受益者も

増を実現した。

池田（2009）13は、これからのスポーツ

ケティングの手法としてもマスの活用な

多く、安定的需要を生み出すことから地

2000年以降は、ホノルルマラソンの認

ど高コストになりがちな「マーケット・シ

域ニーズが高い。ハワイはそれまでもリ

知度も高まるなか、リピーターも増加し

ェア」拡大ではなく、一人の顧客に継続的

ゾートとしての知名度は高く、魅力ある

安定的な参加者を確保できるようにな

な購買を促す「顧客シェア」追求型を志向

観光素材にも恵まれていたが、リピー

り、プロモーションの手法も変化してい

すべきとしているが、ホノルルマラソン

ターを生み出し、観光地としてのブラン

る。インターネットでの情報収集が一般

は、まさにその好例となっている。

ドのさらなる向上策としてスポーツを活

的になり、コミュニケーション手法もマ

用したいというニーズを持っていた。ホ

スからデジタルにシフトしつつある。ま

ノルルマラソンはハワイでの参加型の大

た、2010年前後を境に、ホノルルマラソ

ホノルルマラソンがなぜ持続的な参加

型スポーツイベントの先駆けとして、こ

ンを取り巻く環境も大きく変化してい

規模を維持し、日本人マーケットで高い

のような地域ニーズにも極めて合致した

る。航空各社の路線・便数見直しや機材

ブランド価値を有するに至っているの

と言える。

小型化など、
大幅な供給減12による需給バ

か。国内でも多くのマラソン大会が実施

ホノルルマラソンの持続的成長の背景

ランスの変化により、大会参加者の座席

されるなかで、競争優位を生み出してい

には、消費者（参加者）・企業（スポン

確保が限界に近づき、需要喚起の必要性

る魅力、つまり模倣困難性がどこにある

サー）
・地域（開催地）三者のニーズのマ

が低下したことである。この頃から大会

のか。大会参加者のアンケートからわか

ッチングがあった。ホノルルマラソンは、

のターゲットもリピーターの育成とその

るのは、
マラソン単体のみを目的とせず、

閑散期の需要創出に加え、スポーツでの

周辺需要の開拓（参加経験者の家族・友

ハワイ観光との複数目的による相乗効果

ブランディングという企業と地域の共通

人等）が最重視されるようになった。そ

が挙げられる。
「ハワイで走る」
ことの特

ニーズを繋ぎ、様々なプロモーションに

の結果、参加者による SNS での共有・拡

別感とマラソン前後のハワイ観光の魅力

より、ハワイ観光＆マラソン参加という

散（Share）が重要性を増すとともに、セ

であり、これはハワイならではの「土地
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のチカラ」といえる。
さらにホノルルマラソンには、参加者

空券や宿泊を予約することで、直前キャ

による拡散が効果的に融合しているこ

ンセルが多発するなどの問題も少なくな

と

のみが実感する現地の人々との交流、マ

い。結果、
メリットが一部に偏ることで、

ラソンを支える現地ボランティアの人々

ステークホルダー間の Win&Win な関係

ダーの協業モデルが確立していること

のホスピタリティの魅力がある。ホノル

が成立せず、長期にわたり持続可能なビ

そして、これらすべての強みを繋ぐコ

ルマラソンのリピーターの多くが、ホス

ジネスモデルが形成されない。ホノルル

アにあるのが、ハワイがもつ魅力そのも

ピタリティを大会の魅力として挙げてい

マラソンの場合、開催の約１年前から旅

のである。ハワイという非日常の空気感

・大会事務局を中心としたステークホル

ることは特異と言える。山崎（2014）は

行会社の商品化、航空座席配分、ホテル

と地元ボランティアの温かいホスピタリ

「イベントの運営では地元住民のボラン

の部屋数確保などが計画的に実施され、

ティを感じながら、自分自身の限界に挑

ティア参加が生まれ、その「支えるスポー

需要動向に応じて臨時便等の設定が行わ

戦しゴールする。その実体験こそが他に

ツ」の側面が住民と訪問者との交流を進

れるなど事務局を中心とした協業体制が

模倣できない絶対無二の価値を生み出

め、そして住民の間で地域への関心や自

確立されていることも成功の一因となっ

し、毎年30％を超えるリピーター化に成

信が強まることにもつながる 」として、

ている。

功している。

14

ホノルルマラソンがもつ模倣できない

ボランティア側の参画意義について指摘
している。

５．結論

コア・コンピタンスとは、ハワイ自体の

また、走行中でのボランティアとの接

JSTA会長の原田は、
「スポーツツーリ

魅力（土地のチカラ）
、現地の人々のホス

点は短時間であるにもかかわらず、ホス

ズムには、スポーツを「観る」
「する」た

ピタリティ（笑顔のチカラ）、大会事務

ピタリティを感じさせるのが、ハワイな

めの旅行やスポーツを「支える」人々と

局・スポンサー企業・ツーリズム関連企

らではのアロハスピリッツ、つまり、
「ア

の交流、スポーツが楽しめる隠れた地域

業の協力体制（協業のチカラ）そして参

ロハスマイルのチカラ」といえる。進藤

資源の発掘と魅力化、そしてスポーツイ

加者にしかわからない体験（感動のチカ

（2011）は、当初ハワイの観光戦略として

ベントの誘致やインバウンド観光の促進

ラ）のバリューチェーンにあるのではな

取り上げられていた「アロハスピリッツ」

など、多様な視点を盛り込んだ「スポー

いだろうか。

が「現在ではホノルルマラソンを最も適

ツによって人が動く仕組みづくり」の構

持続可能な観光需要を創出するスポー

切に象徴するイメージとして定着し、そ

築が必要 」
と論じている。これまで見て

ツツーリズムの実践には、高いレベルの

れがホノルルマラソンの「売り」となっ

きたように、ホノルルマラソンは、まさ

顧客満足の醸成と他では体験できない独

ている 」と指摘しているが、まさに今回

にそれを体現した成功モデルといえるの

自の価値を創出し、すべてのステークホ

の顧客調査からアロハスピリッツを体感

ではないだろうか。小規模な市民マラソ

ルダーが潤う好循環を生み出すビジネス

できる場としての価値が再認識された。

ンとしてスタートした大会が、毎年３万

モデルの確立が求められる。日本国内で

これら無形の価値、つまり情緒的（感情

名を超える参加者を擁する規模に成長

実践されているスポーツツーリズム・ス

的）価値こそが、他大会からの模倣困難

し、20年以上もの間、１万名超の日本人

ポーツ大会においては、参加者（特に外

性を生み出すホノルルマラソン独自のコ

参加者を確保し続け、ハワイへの旅行需

国人）の満足度醸成、持続可能な運営体

ア・コンピタンスと言えよう。

要を創出、地域や企業に大きな経済効果

制およびステークホルダーの連携、そし

をもたらしている。

て地域や住民を巻き込んだホスピタリテ

15

もう一点、アンケート調査からは見出

16

せない要素として指摘しておきたいの

本研究を通じて、参加者のリピーター

ィの体験価値が確立されたものは未だ少

が、大会を支えるツーリズム産業、つま

比率の高さやその要因とも言える高い満

数といわざるを得ない。今回の研究結果

り航空・ホテル・旅行会社と大会事務局

足度、そして大会を支えるステークホル

が、スポーツによる国内外からのツーリ

との強固な連携、協業体制である。ホノ

ダーにより確立された協業モデルを見出

ズム需要の創出、延いては、日本におけ

ルルマラソンは開催日に１万名を超える

すことが出来た。結果、ホノルルマラソ

るスポーツツーリズムの発展に寄与する

参加者を集中的に輸送し、宿泊の受け皿

ンの持続的成功の主な要因は以下のとお

ことを期待したい。

を確保することが求められる。国内外の

り整理できる。

スポーツやエンターテイメントイベント

・企業ニーズ、地域ニーズ、消費者ニー

では、参加者が現地までの「足」や現地

ズがフィットしていること

謝辞
本研究にあたって、ホノルルマラソン

での「宿」を確保できないなど、企画運

・観光（ハワイ）とスポーツ（マラソン）

営側とツーリズム関連企業との連携不足

の複数ニーズが同時に充足されている

日本事務局ならびに株式会社アサツーデ

による問題も散見されている。また、個

こと

ィ・ケイ関係者の皆様には、アンケート

人がイベントの参加資格を得る前に、航

・企業による宣伝と参加者による口コミ
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