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日本における「DMO」という用語の
使用に関する研究
― 五大全国紙の分析から ―
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Destination management（or marketing）organizations（DMOs）have a long history, especially in the West. In Japan, however,
anecdotal observation suggests that the term DMO was not part of the vocabulary of tourism practitioners or policy makers
until the Japanese government adopted the concept in 2015 as a cornerstone of its new tourism policy. Since supporting evidence
for this claim is limited, we quantify how the term DMO has proliferated in Japan through a content analysis of major Japanese
newspapers, a common approach for studying the diffusion of novel concepts. Empirical results confirmed that the term began
commonly appearing in newspaper articles in 2015. Coverage of Japanese DMOs has steadily increased since then, with the term
DMO appearing prominently in the headlines quite frequently. The study demonstrates how a Western concept in tourism gains
currency in contemporary Japan via the popular press. Future research agendas for this recent phenomena are also discussed.
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１．はじめに

学術界では頻繁に目にする用語となっ

遷に関する研究で長年使用されてきた新

て い る（石 黒，2017）。一 方、英 語 の

聞記事を分析対象とし（橋本，2007；樋

は対前年比19.3％増の2,869万人となり、5

Destination Management
（又はMarketing）

口，2014）
、DMOという用語がいつから

年連続で過去最高を更新した（観光庁，

Organizationの略語であり、外来語
（アル

使用され、どの程度頻繁に使用されるよ

2018c）
。日本経済における観光の存在感

ファベット略語）
でもあるDMOという用

うになってきているのか、またどのよう

が高まるなか、政府は2020年に4,000万

語については、これまで観光行政や実務

な文脈で使用されているのかを探索し、

人、2030年には6,000万人まで外国人旅行

の現場では一般的に使われておらず、新

日本における DMO に関する議論の更な

者を増加させる目標を掲げている（観光

たに登場したこの用語の理解をめぐり、

る活性化に貢献することを目的とする。

庁，2016b）。このように、日本では観光

一部の現場ではある種の混乱が生じてい

が新たな基幹産業へと成長することが期

るということが報告されている
（Nagai,

待されており、施策の一つとして2015年

Doering, & Yashima，2018）
。DMOの設

に日本版 DMO 候補法人登録制度が創設

立や取り組みを伝える新聞記事の増加、

された（観光庁，2016b）。登録法人数は

また DMO をテーマに取り上げたシンポ

人口減少や少子高齢化が進む日本にお

堅調に推移しており、2018年7月末時点で

ジウムやフォーラムなどの増加の現状を

いて、観光による地域の活性化は地方創

日本版DMO候補法人には122法人、そし

踏まえると、DMOという用語は近年、特

生の方策の一つとして期待されている。

て86法人が日本版 DMO として登録され

に日本版 DMO 登録制度の創設以降、急

この取組みを進める施策の一つとして、

ている（観光庁，2018b）。

激に日本社会で使用されるようになって

2015年6月に閣議決定された「まち・ひ

日 本 版 DMO に つ い て は、行 政、経

きたと推測される。しかし、これを裏付

と・しごと創生基本方針2015」では、欧

済界、学術界など幅広い分野から関心が

ける定量的なエビデンスは乏しい。そこ

米の先進事例も踏まえ、地域の観光振興

寄せられており、特に観光分野の実務や

で、本研究では社会での用語の使用や変

を戦略的に推進する専門的な組織として

2017年に日本を訪れた外国人旅行者数

－41－

２．日本における DMO の現状及び先行
研究レビュー
2－1

日本版 DMO の制度と現状
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日本版 DMO を確立することが盛り込ま

堅調に推移し、2017年8月までに157の候

最初の DMO といわれており、1896年に

れた
（首相官邸，2016）。その後、2015年

補 法 人 が 登 録 さ れ た（観 光 庁，2016a，

はアメリカのデトロイトで DMO として

11月には日本版 DMO 候補法人登録制度

2017c）。2017年11月には、候補法人とし

の機能を持つコンベンション＆ビジター

が創設されることとなり、日本版 DMO

て登録されていた41法人の事業が日本版

ズ・ビューロー
（Detroit Convention and

は観光振興施策の重要な柱として位置付

DMOに求められる役割・機能を有し、登

Businessmen’s League）
が設立されてい

けられている（観光庁，2017a）。観光庁

録要件を満たしていると認められたた

る
（Laesser，1999；Pike，2008）
。国レベ

（2017a）は日本版DMOを「観光地経営の

め、日本版 DMO として正式に登録され

ルの DMO としてはニュージーランド

視点に立った観光地域づくりの舵取り役

るに至った
（観 光 庁，2017b）
。日 本 版

が 1901 年 に Department of Tourist and

として、関係者と協同しながら、明確な

DMO への登録は、マーケティングやマ

Health Resorts を設置。州レベルでは、

コンセプトに基づいた観光地域づくりを

ネジメントの対象エリアの広さに応じ

アメリカのハワイ州
（当時準州）
が1903年

実施するための戦略を策定するととも

て、複数の都道府県に跨がる区域を対象

に Hawaii Visitors Bureau を設立してい

に、戦略を着実に実施するための調整機

とした「広域連携DMO」
、複数の地方公

る。第二次世界大戦以降、世界的な観光

能を備えた法人（p.8）」であると定義して

共団体に跨がる区域を対象とした「地域

需要の拡大に伴い、国、州・県、そして

いる。その主な役割・機能として以下の

連携DMO」
、そして原則として基礎自治

地域レベルなど様々な規模の DMO が設

3つが挙げられている：（1）多様な関係者

体である単独市町村の区域を対象とした

立され、観光地の諸問題への解決や発展

の合意形成、
（2）各種データ等の継続的な

「地域 DMO」の3つに区分されている。

にとって重要な役割を担う組織として長

収集・分析、コンセプトに基づいた戦略

2018年7月末時点で、日本版DMOは86法

年認識されてきた
（Hall & Veer，2016；

の策定、KPI の設定、PDCA サイクルの

人、候補法人は122法人が登録されてお

Pike & Page，2014）
。

確立、
（3）観光関連事業と戦略の整合性に

り、その内訳は広域連携DMOが10件
（候

各国や地域により DMO の活動は多様で

関する調整・仕組み作り、プロモーショ

補法人2件、登録法人8件）
、地域連携DMO

あるが、共通する主な役割としては、観光

ン。日本版 DMO の役割・機能を担おう

が89件（候補法人41件、登録法人48件）
、

地としてのブランド・ポジショニングのコー

とする法人（設立予定を含む）は「日本版

地域 DMO が109件（候補法人79件、登録

ディネート機能及び観光地の競争力の維

DMO 形成・確立計画」を観光庁に提出

法人30件）
となっている
（観光庁，
2018a）
。

持が挙げられる
（Pike & Page，2014）
。一

し、審査に通過した法人は日本版 DMO

図－1に登録法人数の推移と内訳を示して

方、ソーシャルメディアの発展やローコス

候補法人として登録される。候補法人は

いる。

トキャリア
（LCC）
に代表されるような移動
手段の多様化、そしてマーケットの変化が

関係省庁連携支援チームからDMO形成・
確立に係る支援を受けられ、内閣府の地

2－2

DMO 関連研究について

激しい現代社会において、今まで DMO に

欧米諸国での DMO の歴史は古く、19

期待されてきた地域内でのコーディネーシ

世紀後半まで遡ることができる（Pike，

ョン機能は限定されるという声もあり、

2016年2月に第一弾登録として24の候

2004，2008）
。1864年にスイスのサンモリ

DMO のあり方について産学双方からの活

補法人が登録されて以降、登録法人数は

ッツに設立されたツーリズム・ボードが

発な議論が展開されている
（e.g., Dredge,

方創生推進交付金による支援の対象にも
なりうる（観光庁，2017a）。

2016；European Cities Marketing, 2017；
図－1

Hall & Veer, 2016；Munar, 2016；Pearce,

日本版 DMO 候補法人・登録法人数の推移

2015；Pike, 2016；Reinhold, Laesser, &
Beritelli, 2015）
。欧米の先進 DMO と比べ
ると、専門人材の不足、また安定的な運営
資金の確保やデータに基づく戦略の策定
などに課題があると指摘されているが
（観
光庁，2017a）
、日本各地で長年観光振興を
担ってきた観光協会や観光連盟などの多
くは、地域の観光振興を担うという組織の
ミッションを考えると、欧米諸国で捉えら
れてきた広い意味での DMO としての要素
を有する組織であると理解することができ
る
（Hsu, Killion, Brown, Gross, & Huang,
2008；Pike，2008）
。

出所：観光庁（2018a）
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これまで DMO に関する研究は国外で

用語が制度の正式名称の一部として使わ

DMO の機能を的確に表しているかが重要

発表された欧文論文が多かったが、2015

れていることである。欧米の先進事例も

であると述べている。実際に、ヨーロッパ

年に日本版 DMO 登録制度が創設されて

踏まえて制度設計されたという経緯から

各国の多くの DMO がメンバーとして加盟

以降、国内でも DMO や観光地経営に関

考えると、この用語の採用については一

している European Cities Marketing は、

する研究が活発に行われている。日本版

定の理解ができる。また、日本は以前か

2017年の総会にて、近年の観光を取り巻く

DMOの制度や課題と展望（石黒，2017；

ら多くの外来語を受け入れてきていると

社会の変化を踏まえ、DMO
（Destination

大野，2017）、DMOのビジネスモデルや

いう背景があり
（Daulton，2011；橋本，

Marketing

Organization）
は DDMMO

収入 構 造（泉 山，2015；並 木，2018；八

2007）、必ずしも驚くことではない。しか

（Destination Development, Management

島・永井・ドーリング，2018）、近年の海

し、一部実務の現場では、この外来語の

and Marketing Organization）
へと機能の

外でのDMOの議論に基づく日本のDMO

登場とその理解についてある種の混乱が

変 化 が 求 められ ると主 張し て いる

の現状分析（Nagai et al., 2018）など様々

生じていることが報告されている

（European Cities Marketing，2017）
。その

。
な視点から研究が行われている。また、 （Nagai et al., 2018）

他にも、DMO の実際の役割を的確に表す

DMO や関連する概念の議論も活発に行

DMO先進国として観光庁
（2017a）
の資

用語として、Destination Communication

われている（藤田，2017；菅野，2017；菅

料に取り上げられているアメリカやイギ

Organizationという名称を提唱する研究者

野・吉谷地・山田，2018）。菅野他（2018）

リス、オーストラリアなどでは、DMO

などもいる
（Reinhold et al., 2015）
。ま た

は日本での観光地経営に関連する概念を

という用語は実務及び学術界で長年使わ

Weaver & Lawton
（2014）
は観光マネジメ

整理し、海外における類似概念との比較

れており（Morrison，2013；Pike，2004）
、

ン ト の 教 科 書 で、Destination Tourism

を行った。この中で、多くの日本版DMO

大学の観光学プログラムで使用される基

Organization
（DTO）
という用語を使用して

法人は主たる活動資金を補助金や交付金

礎的な教科書にも DMO の用語の解説な

いる。このように、DMO先進国とされてい

に依存し、行政との一体性が高いと指摘。

どが載っている
（e.g., Cooper, 2012；

る欧米諸国でも、DMO という用語の使用

日本版 DMO は行政が展開する総合的な

Goeldner & Ritchie, 2009）
。このように、

については必ずしも合意形成がなされてい

観光地経営施策の一部を担う実行部隊と

DMO という用語は欧米諸国での実務・

るわけではない。DMO の役割や機能の変

して捉えた方が適切であるという見解を

学術界で長年使われてきた略語ではある

化をめぐり議論されるなかで、用語も変化

示している。その他、せとうち DMO や

が、近年活発に行われている DMO の在

に応じて変えるべきかが、新たな焦点とし

田辺市熊野ツーリズムビューローなど国

り方に関連する議論と平行して、DMO

て浮上している。

内の DMO 候補法人や登録法人、また海

という用語を使うことの妥当性について

外 の DMO の 事 例 研 究 も 増 え て い る

も活発に議論されている。

３．研究方法
3－1

分析対象データ

（Progano，2018；北村，2017；清水・橋

日本版DMOでは、
「M」は「Marketing/

爪，2018；田代，2017）。研究論文以外に

Management」と両方提示されているが、

も、DMO に関する書籍も出版されてい

国外ではこの「M」をめぐる議論もされて

日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経

る
（日本政策投資銀行地域企画部，2017；

い る。Pike & Page
（2014）
は Destination

新聞）
の記事を分析対象とした。
これら全

高橋，2017）。

Marketing Organization の 略 語 と し て

国紙は、多くの地方紙と比べてデータ

DMOを使用しており、多くのDMOの主な

ベースの整備が進んでおり、検索機能を

増加と歩調をあわせ、国内の学術界での

役割はマーケティングに限定されるため、

用いて過去の記事を検索することが可能

DMO への注目が高まり、議論が活発化

Destination Management Organization と

である。また、日本 ABC 協会
（2016）に

している。しかし、DMO の概念や機能

表記するのは不適切であると述べてい

よると、
全国紙5紙の朝刊発行部数の合計

について論じる論文はあるが、その用語

る。一 方、Morrison
（2013）
な ど DMO を

は約2,300万部と多く、これは日本国内で

の日本社会での普及と定着についての議

Destination Management Organization の

発行されている一般紙の発行部数の半数

論はあまりされていないのが現状であ

略として使用している研究者も多い。
Wang

以 上 を 占 め て い る（日 本 新 聞 協 会，

る。

& Pizam
（2011）
は Destination Marketing

2018a）
。新聞記事
（特に全国紙）
は、長年

Organization の略として DMO を使用して

人文・社会科学の領域で社会での用語の

いるが、社会の変化に応じた DMO 機能の

使用や頻度、変遷を紐解く上で有効な分

変 化 に つ い て も 言 及 し て お り、

析対象と見なされており、様々な分野の

筆 す べ き こ と の 一 つ に、英 語 の

Management も追加した DMMO という捉

研究で頻繁に利用されている（e.g., 樋口，

Destination Management
（又はMarketing）

え方を提唱している。Pearce
（2015）
は単に

2014；神田・辻・米原，2014；二宮・小

Organization の略語である DMO という

用語の意味だけの論争ではなく、実際の

野・高橋・野田，2016；辻・上地，2014）。

このように、日本版 DMO の登録法人

2－3

DMO という用語について

日 本 版 DMO 登 録 制 度 に 関 し て 特

－43－

本研究では、全国紙5紙
（読売新聞、朝
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また、外来語の使用頻度や通時的推移の

「DMO」を含む記事を確認したところ、

クや新聞記事など日本語テキストの分析

研究にも用いられている（橋本，2007；吉

付加的な情報の一部に日本版 DMO 登録

に多く利用されている
（神田他，
2014；二

川，2001）。以上の点から、全国紙の記事

法人名が一度だけ登場する場合など、必

宮他，2016；大久保・室町，2014）。分析

は本研究にとって適当な分析対象である

ずしも全ての記事が DMO に関連する事

の手順としては、まず KH Coder に組み

と考えられる。DMO という用語使用の

項をメインテーマとして扱っているとは

込まれている形態素解析エンジン「茶筅」

変遷を探索するため、分析対象は2010年

言えない記事が多数含まれていた。
一方、

を用いて形態素解析を実施した。形態素

1月1日から2018年9月30日の期間に発行

神尾（1989）
が述べているように、新聞の

解析では、記事の見出しから「設立」、
「登

された新聞に掲載された記事とし、2015

見出しには記事のキーワードが多く含ま

録」
、
「地域」など分析対象となる形態素

年の日本版 DMO 登録制度創設以前の約

れ て い る と さ れ て い る。そ の た め、

（意味を持つ最小単位の語）
を抽出した。

5年間の記事も含めた。

「DMO」を見出しに含む記事の方が、よ

自動的に抽出されなかった語
（
「日本版」、

り DMO に関する記事をメインテーマと

「訪日客」
、
「誘客」
、
「観光協会」など）は

DMO 関連記事件数の把握方法

して扱っていると想定される。また、見

強制的に抽出させた。抽出した語は出現

DMO 関連記事件数の推移及びその用

出しは記事のエッセンスが短い文で表現

回数を集計し、頻出語を明らかにした。

語の使用について分析を行うため、
Hsieh

されている場合が多いとされており（神

その後、共起ネットワーク分析及び対応

& Shannon（2005）の 提 唱 す る サ マ テ ィ

尾，1989）
、報道内容の動向把握を目的と

分析を行い、DMO 関連記事の内容の分

ブ・コンテンツ分析の手法を用いた。一

する研究などでも、見出しが分析対象と

析を試みた。

般的なコンテンツ分析では、定性データ

して用いられている
（神田他，2014）
。本

の分析を通じてキーワードや概念を抽出

研究は、DMO に関する記事の分析を通

４．結果

していくが、サマティブ・コンテンツ分

じて「DMO」という用語の日本社会での

4－1

析では、まず研究目的に応じた用語（キー

普及や定着について理解を深めることを

ワード）を特定し、その用語が分析対象の

目 的 と し た 探 索 的 な 研 究 で あ る た め、

3－2

DMO 関連記事件数の推移

分析対象期間に用語「DMO」を本文に
含んでいた記事は、5紙で計1,078件抽出

データでどの程度頻繁に使用されている

「DMO」を見出しに含む記事の見出しを

さ れ た。そ の 中 で、Debt Management

かを明らかにする。その後、その用語が

分析対象とし、コンテンツ分析を実施し

Office
（英国債務管理庁）
やDMORT（災害

どのような文脈で使用されているのかを

た。なお、
神田他
（2014）
の研究と同様に、

死亡者家族支援チーム）
に関する記事、英

探索する（Hsieh & Shannon，2005）。本

本研究では研究テーマに関する新聞社間

単語や固有名詞の一部にdmoが含まれる

研究では、まず用語「DMO」をキーワー

の報道内容の差異ではなく、全国的な動

ものなど、本研究で扱う DMO とは関係

ド
（検索ワード）に指定し、新聞記事の本

向を探ることを目的としているため、抽

の無い記事が121件含まれていた。これら

文又は見出しに「DMO」を含む全ての記

出された各新聞社の記事はプールして分

の記事を除くと、
分析対象の記事は計957

事をデータベースから抽出した。対象記

析した。

件となった。新聞別では、日本経済新聞
が一番多く403件、続いて読売新聞
（222

事の抽出には各新聞社のデータベース

分析には計量テキスト分析のためのソ

（ヨミダス歴史館、聞蔵Ⅱビジュアル、毎

フトウエアである KH Coder を利用した

件）
、
毎日新聞
（161件）
、
朝日新聞
（157件）、

索、日経テレコン、産経新聞データベー

（樋口，2014）
。KH Coder はガイドブッ

産経新聞
（14件）
となった。これらの多く

ス）を利用した。地域 DMO の活動など、
DMO 関連記事はある特定の地域での活

図－2

本文に「DMO」を含む記事件数の推移

動を紹介した記事も多いと予想されるた
め、本紙だけではなく地方版の記事も検
索対象とした。抽出した記事は本文に
「DMO」を含む記事、見出しに「DMO」
を含 む 記 事 そ れ ぞ れ を 月 別 に 集 計 し、
DMO関連記事数の推移を明らかにした。
3－3

新聞記事の分析方法

各新聞社のデータベースより DMO 関
連記事の抽出及び集計の後、DMO 関連
記事のコンテンツ分析を試みた。データ
ベースより抽出された本文にのみ
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図－3

見出しに「DMO」を含む記事件数の推移

ったといえる。
次に、分析対象期間内に DMO という
用語を見出しに含んでいた記事をデータ
ベースから抽出した。その結果、5紙で計
213件の記事が抽出された。その中で、本
研究で扱う DMO とは関係の無い記事19
件を除くと、
計194件となった。新聞別で
は、こちらも日本経済新聞が一番多く79
件、続いて毎日新聞
（48件）
、読売新聞（36
件）
、
朝日新聞
（31件）
となった。産経新聞
からは抽出されなかった。図－3に、各月
ごとの記事数を示している。
見出しでの最初の使用は、
2015年9月18
日の毎日新聞で確認することができた。
「山陰観光：海外に発信

鳥取・島根連携

の記事は地方版に掲載されていた。なお、

関する調査検討業務」の中の検討会にお

DMO設立へ

補正予算案に調査費計上」

産経新聞はデータベースの仕様上、地方

いて、DMO という概念が有識者によっ

という記事で、DMOの設立を翌年4月に

版掲載の記事は一部地域のもののみ抽出

て初めて言及され、翌年3月には『地域の

目指しているということが取り上げられ

されている。他の4紙がそうであるよう

ビジネスとして発展するインバウンド観

ている。しかし、2015年はその他の記事

に、実際には今回抽出された数以上の

光 ― 日本型DMOによる「マーケティン

で DMO が見出しに入っている記事は抽

DMO 関連記事が地方版に掲載されてい

グ」と「観光品質向上」に向けて一』と

出されなかった。DMO という用語が見

る可能性がある。日本経済新聞は最大の

いう調査レポートが日本政策投資銀行と

出しに頻繁に現れるようになったのは

経済紙ということで、経済・産業関係記

日本経済研究所の共同で発行されてお

2016年からであり、
2018年9月までのデー

事に強みがあることから、DMO に関し

り、これらが日本版 DMO の具体施策化

タを見ると、DMO という用語はほぼ全

ても多くの記事が掲載されていると考え

の起点になっているとされる。日本経済

ての月で見出しに登場していることが分

られる。図－2に、各月ごとの記事数を示

新聞に DMO という用語が初めて登場し

かる。

している。

たのが、この調査レポート発行の約一か

以上の結果より、2015年後半まで新聞

DMOという用語は、2013年4月30日の

月後であるということからも分かるよう

の本文中でもほぼ登場することのなかっ

日本経済新聞朝刊に掲載された「観光立

に、日本の新聞紙面で DMO という用語

た DMO という用語は、政府主導の日本

国の成否（2）遅れる海外客誘致 ― 東南ア

が登場するようになったのは、日本版

版 DMO 登録制度創設と共に本文中で頻

の開拓カギ（時事解析）」という見出しの

DMO に関する議論が始まってからであ

繁にみかける用語となり、その後2016年

記事で初めて登場している。この記事の

り、日本版 DMO 登録制度創設以前にお

以降は見出しでも見かける用語となって

中では、観光立国推進のために、
「欧州各

いては、一部業界での使用を除けば、一

きていることがわかる。

地で設立されている観光ビジネス活動体

般的に日本社会で目にする用語ではなか

（DMO）の日本版の開設」を日本政策投資
銀行の主任研究員が提案していることが

図－4

抽出語の頻度分布

紹介されている。その後は2014年8月と10
月に1件ずつ登場しているが、日本経済新
聞以外の新聞では DMO という用語は登
場していない。2015年になると、他の新
聞でも DMO という用語は登場するよう
になる。2015年11月の日本版 DMO 登録
制度開始以降は、月ごとに変動はあるも
のの、2018年9月まで新聞紙面に毎月登場
している。石黒（2017）によると、2012年
に観光庁が実施した「観光地域づくりに
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4－2

DMO 関連記事のコンテンツ分析

結果
各新聞社のデータベースより抽出され

互いに結びついている部分を自動的にグ

た。なお、
2015年は対象記事が1件である

ループ分けした
（樋口，2014）
。

ことから、分析対象からは除いた。図－6

「DMO」を中心に「日本版」
、
「登録」
、

に対応分析の結果を示している。図にプ

た「DMO」を見出しに含む記事194件を

「設立」など日本版DMOへの登録に関連

ロットされる成分は外部変数のカテゴ

分析対象とし、KH Coder を用いて内容

する語が布置され、日本版 DMO 登録制

リー数より1少ない数が求められること

の分析を試みた。まず194件の対象記事の

度への登録に関連したものが一つの大き

から、X 軸に成分1、Y 軸に成分2を割り

見出しから、分析対象となる語（形態素）

なテーマとして浮かび上がっている。ま

当てた。軸ラベル横の括弧内に表示され

を抽出し、頻出語を明らかにした。図－4

た、
「観光協会」と「候補法人」が同じグ

ている百分率は各成分の持っている情報

に頻出語上位25語を示した。

ループを構成している。八島他
（2018）
も

の大きさ
（寄与率）
を示している（牛澤，

指摘しているように、観光行政の一端を

2018）
。

分析対象記事の見出しには必ず

図－6では X 軸方向に外部変数
（発行年）

「DMO」が含まれているため、「DMO」

担ってきた観光協会の多くが日本版

の出現回数は194回となっているが、「観

DMO候補法人へと転換を図っており、分

のカテゴリーが大きく広がっており、発

光」は半数以上の記事の見出しに含まれ

析結果はその実態を表しているとみてと

行年による違いがあることを示してい

ていた。また「日本版」、
「設立」、
「登録」、

れる。その他、
「客」
、
「誘致」
、
「外国人」
、

る。対応分析の結果に表示されている全

「発足」など日本版DMO登録制度への登

「インバウンド」
などで構成する観光客誘

ての語の解釈を試みることは現実的では

録に関連すると思われる語が多く出現し

致に関連したテーマや、
「稼ぐ」を中心に

なく、また分析結果として意味が無い語

ている。その他にも、「戦略」、「連携」、

「民間」、
「力」
、
「担う」など、観光による

が含まれていることも考えられるため

「推進」、「事業」などDMOの取り組みに

地域の稼ぐ力の強化に関連したものもグ

（樋口，2014）
、それぞれの発行年近くに

関連すると思われる語の出現頻度も高

ループを構成している。一方、出現頻度

布置されている特に特徴的な語を用いて

い。

は高くはないが、グループを構成してい

分析結果の解釈を試みた。発行年に対し

るものが他にも複数あることから、DMO

て特徴的な語の抽出には Jaccard の類似

抽出語（最小出現回数は5に設定）間の共

に関連する新聞記事は、DMO の設立や

性測度、
また成分1の寄与率が高いことか

起性の分析を行った。図－5に共起ネット

登録を伝える記事だけではなく、記事の

ら、X 軸上で布置されている箇所も適宜

ワーク分析の結果を示している。この図

内容は多岐にわたっているといえる。

参考にした
（樋口，
2014）
。対応分析では、

次に、共起ネットワーク分析を用いて、

では、出現パターンの似通った語（共起の

最後に、新聞記事の発行年
（2016年、

中心である原点付近（図－6では点線の交

程 度 が 強 い 語）が 線 で 結 ば れ た ネ ッ ト

2017年、2018年）
を外部変数と指定して対

わる付近）に布置されている語は各項目

ワークが表示される。また、サブグラフ

応分析を行い、
記事の発行年と抽出語
（最

に平均的に出現している語とよみとるこ

検出
（modularity）を用い、比較的強くお

小出現回数は5に設定）の関係を検証し

とができる
（二宮他，2016）
。図－6では、
「登録」や「観光」は原点に近く布置され

図－5

ているため、本分析の対象発行年である

抽出語の共起ネットワーク

2016年、2017年、2018年発行の記事に平
均的に出現しているとよみとれる。図－1
で示した通り、
2016年2月の第一弾候補法
人登録以降は、2018年に至るまで継続的
に候補法人及び DMO 法人の登録が発表
されている。そのため、実際にそれらを
報じる記事は多く掲載されている。
一方、関連性の強い語は近く、弱い語
は遠くに布置される
（牛澤，2018）ことか
ら、各発行年の点から近い語はその発行
年に特徴的な頻出語であるとみなせる。
2016年の近くに布置されている語の中
で、特徴的な語としては、
「申請」が挙げ
られる。また、
「設立」も比較的近くに布
置されており、特に2018年と比較すると
2016年に近い。日本版 DMO 登録制度は

－46－

日本国際観光学会論文集（第26号）March,2019

図－6

発行年と抽出語の対応分析

ら、DMO の具体的な活動を報じる記事
へと扱うニュースの範囲が拡大している
様子がうかがえる。
５．まとめと今後の課題
本研究では日本版 DMO 登録制度創設
以来、観光分野の実務・学術界のみなら
ず、幅広い分野から注目されているDMO
という用語に着目し、この用語の日本社
会での使用について、購読者数の多い全
国紙の分析を通じて探索した。
その結果、
DMO という用語は日本版 DMO 登録制
度創設に係る議論が開始される前には新
聞紙面上では目にすることのない用語で
あったことが明らかになった。しかし、
2015年の日本版DMO登録制度創設以降、
DMO という用語は全国紙で頻繁に登場
し、観光分野の実務者だけではなく一般
読者が目にする用語へと約3年間という
短い期間で変化してきたことがわかっ
た。「DMO」を見出しに含む記事のコン
テンツ分析から、DMO に関する記事は
日本版 DMO 法人の設立や登録を報じる

2015年11月に創設されているので、多く

登録を伝える記事があるが、
前の2年と比

記事だけではなく、DMO の具体的な活

の地域では2016年から本格的な登録申請

較 し て、「PR」
、
「誘 客」
、
「誘 致」な ど、

動を報じるものなど、掲載されている記

や、申請に向けた新法人の設立などの動

DMO の具体的な活動について報じる記

事のテーマは拡大している事が明らかに

きがみられる。2016年1月19日の毎日新聞

事が多い。例えば、2018年3月6日の朝日

なった。新聞離れは日本でも進んでいる

「日本版DMO候補法人：観光庁に登録申

新聞には「台湾スキー客、いらっしゃ～

ものの、2017年の日本国内での発行部数

い 法人「大雪 DMO」
、アジア観光客誘

は人口が2.5倍の米国の約1.3倍あり、世界

山

致」という記事があり、2018年4月19日の

的には新聞大国であるといえる
（日本新

3年後宿泊16万人目

日本経済新聞には「外国⼈観光客の誘致

聞 協 会，2018a；Pew Research Center，

標」という記事などは日本版 DMO 登録

へセミナー、浜松の DMO など」という

2018）
。そのため、
新聞報道が新しい用語

に向けて動き出した地域の状況を伝える

記事が掲載されている。その他、2018年

の普及と定着にもたらす影響力は依然と

記事の例といえる。

1月27日の読売新聞
（宮崎地方版）
には
「県

して大きい。

請

信州・県観光協会」という記事や2016

年2月21日の読売新聞「来たれ外国人
陰に「DMO」設立

13選の人気写

上述のように、本研究は DMO という

す」
などが特徴的な語として挙げられる。

真 で PR DMO が 訪 日 客 誘 致」と い う

用語の使用に着目したという点で、他の

また、
「設立」は2016年と2017年の間に布

DMO の具体的な誘客に関する取り組み

DMO関連研究とは異なる視点を提供し、

置されており、2016年と同様にこの語を

を報じる記事が掲載されている。

現在日本国内の研究者の間で活発に行わ

2017年では、
「発足」や「準備」、
「目指

南こんなにインスタ映え

含む記事も多い。2017年3月14日の日本経

DMO 候補法人の第一弾登録が発表さ

れている DMO に関する議論の更なる活

済新聞「観光ビジョン、浜松市が骨子、

れたのは2016年2月と比較的最近であり、

性化に貢献するものである。一方、本論

18年度に DMO 発足」や2017年9月9日の

2018年に入ってもまだ多くの DMO 候補

文で紹介したように、DMO という用語

毎日新聞「紀の川市：DMO 設立向け準

法人が設立されている状況ではあるが、

は英語圏を含む欧米諸国でも合意形成が

備委の初会合

来春の発足目指す」など

対応分析の結果から、DMO に関連する

取れた用語というわけではなく、DMO

DMO の発足などを伝える記事が多くみ

新聞報道は日本版 DMO 登録制度創設か

の役割や機能の変化と共に、用語も変化

られた。

ら月日が経過すると共に候補法人の設立

していくものと考えられる。
このように、

や日本版 DMO への申請を報じる記事か

DMO という用語に関する議論が欧米の

2018年も引き続き新しい DMO 法人の
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研究者の間でも活発化している同じ時期

本版DMO政策の評価にもつなげられる。

structuralism）
. Tourism

Recreation

に、日本国内でも DMO という用語の使

最後に、本研究では購読者数の多い全

Research, 41
（3）
, 354-357.

用頻度が急激に高まっている現象は大変

国紙5紙を分析の対象とした。しかし、
70

興味深く、本研究は日本国内での用語や

社以上の地方新聞社が日本新聞協会に加

Three

外来語の使用に関する研究の枠を超え、

盟していることからもわかるように（日

content analysis. Qualitative Health

国際的な DMO に関する議論へ貢献する

本新聞協会，2018b）
、日本には多くの地

Research, 15
（9）
, 1277-1288.

ことが期待される。

方新聞があり、地域に密着した様々な記

・Hsieh, H. -F., & Shannon, S. E.（2005）.
approaches

to

qualitative

・Hsu, C., Killion, L., Brown, G., Gross, M.,

事を配信している。
図－1で示したように、

& Huang, S.（2008）
. Tourism marketing:

あるが、地域の経済発展を目的とした経

現在日本版 DMO 候補法人・登録法人の

An Asia-Pacific perspective. Milton,

営手段の一つととらえることができる。

約半数は地域 DMO である。そのため、

Australia: John Wiley & Sons.

経営学の先行研究によると、経営の理論

地方紙の紙面でも DMO という用語の使

や実務は、大衆メディアが正当化し、社

用頻度は高まっていると推測される。全
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