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Ⅲ 観光 MBA サポート事業（一橋大学）  

１ 一橋ホスピタリティ・マネジメント・プログラムの概要 

１－１ 事業概要 

一橋ホスピタリティ・マネジメント・プログラム（以下、本事業）は、一橋大学大学院

商学研究科の既存の教育課程と研究組織を基盤として、ホスピタリティ・マネジメントに

関連した教育ならびに研究活動を展開し、当該分野における高度経営人材を育成すること

を目的とする。 

本事業の中心となるのは、本学が有する高度経営者人材育成のノウハウに基づく、ホス

ピタリティ・マネジメント分野における教育プログラムの体系的な開発である。そのため

に、諸外国における先進的なホスピタリティ教育の徹底的なベンチマーキングと、国内外

の企業による先進的な事例の調査研究を進めるとともに、ホスピタリティ・マネジメント

分野に関する討議用ケースをはじめとする教材を開発する。 

これらの教材開発と研究成果を基盤として開設されるのが、経営管理者育成のための２

つの教育プログラムである。その一つが、経営学、マーケティング、ビジネス・エコノミ

クス、会計学、金融論、イノベーション・マネジメントの各領域の教育と、ホスピタリテ

ィ・マネジメント分野の教育を総合した、経営学修士(MBA)レベルの教育プログラム「MBA

ホスピタリティ・マネジメント・プログラム（以下、HM-MBA）」である。さらに、本事

業では、MBA レベルのみならず、現在の経営層を対象とするエグゼクティブ・レベルの教

育プログラムも開発し、ホスピタリティ産業の急速な発展を人材育成面で支援していく。 

このホスピタリティに関連した調査・研究に裏打ちされた２つの教育プログラムを、経

営の高度人材を育成する既存の本学のプログラムを有機的に連結することで、ホスピタリ

ティ・マネジメントの高度な経営管理者を育成していく（表 1-1、図 1-1）。 

 

表 1-1：ホスピタリティ・マネジメント教育プログラムの概要 

 

1. ホスピタリティ・マネジメント・シニア・エグゼクティブ・プログラム（HM-SEP：仮
称）：平成31年度に開設予定

• ホスピタリティ関連企業の経営層を主たるターゲットとする、半年程度の非学位プログラム

• 現役の経営層に対する高度なマネジメント能力の育成を通じて、我が国のホスピタリティ
産業の経営者育成を行なう

• 定員：15～20名程度

• 大手企業を対象とする一橋シニア・エグゼクティブプログラム(HSEP)で培ってきた、エグゼ
クティブ教育のノウハウをもとに、一般社団法人一橋大学知識共創機構(HICKS)と共同で
実施

• ホスピタリティ・マネジメント・エグゼクティブ・プログラムでの事業収益をもとに、将来的に
は本事業の自立的拡充を目指す

2. MBAホスピタリティ・マネジメント・プログラム：平成30年度に開設予定

• ホスピタリティ産業を担う経営管理者層をターゲットとする

• 将来（10-20年後）の高度経営管理者・経営者を育成するための修士課程のプログラム

• 定員：10名程度

• 本学の強みである総合的なマネジメント（経営戦略、会計、ファイナンス等）と、ホスピタリ
ティ・マネジメント高度人材開発センターの生み出す知見（海外の有力なホスピタリティ・マ
ネジメントMBAプログラムを徹底的にベンチマーク）を組み合わせ、高質なプログラムを構
築

• 平成30年度に千代田区一ツ橋に開設されるMBAコース経営管理プログラムと密接に連携
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図 1-1：2 つのホスピタリティ・マネジメント教育プログラムのイメージ 

 

 

１－２ MBAホスピタリティ・マネジメント・プログラムの概要 

MBA ホスピタリティ・マネジメント・プログラムは、千代田キャンパスで、平日夜間・

土曜日に開講される、日本語での講義を中心とする経営学修士（MBA）プログラムである。

同プログラムは、同じく千代田キャンパスで開講される経営管理プログラムのサブプログ

ラムという位置づけである（図 1-2）。 

主たる対象者は、出願時に実務経験通算 3 年以上で、ホスピタリティ関連業界に勤務し

ている若手・中堅幹部候補者、ホスピタリティ関連業界で高度経営専門職として活躍を目

指す実務経験者である。 

 

図 1-2：ホスピタリティ・マネジメント・プログラムの位置付け 

 

 

同プログラムは、世界トップレベルのホスピタリティ・マネジメント・スクールと同様

の構成をとっている（図 1-3）。まず、経営学、マーケティング、会計、ファイナンスの領

図２：２つのホスピタリティ・マネジメント
教育プログラムのイメージ

経営者育成の基盤
①経営哲学・経営理念
②組織文化マネジメント
③コーポレート・ガバナンス
④M&A戦略およびPMI

（ポスト・マージャー・インテグレーション：買収後の統合管理）

⑤経営改革
等々

高度マネジメント人材育成の基盤
①経営学
②マーケティング
③ビジネス・エコノミクス
④会計学
⑤金融論
⑥イノベーション・マネジメント

等々

①HM経営戦略・組織
②HMマーケティング戦略
③HM人材マネジメント
④HM M&Aマネジメント
⑤HMファイナンス

等々

①自分自身の経営哲学の深掘り・体系化。
経営ビジョンづくり

②ホスピタリティ企業の経営イノベーション
の構想

③グローバルな視野での経営の総合判断
等々

MBAレベル(HM-MBA) シニア・エグゼクティブ・レベル(HM-SEP)
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域を中心として、体系的なマネジメント知識の基盤を構築する。その上で、ホスピタリテ

ィ・マネジメントに的を絞った専用科目を学び、ホスピタリティ産業固有の問題やトピッ

クを掘り下げる。経営管理系統の科目を「経営管理プログラム」と共有しつつ、ホスピタ

リティ産業に焦点を当てた関連科目を提供することで、ホスピタリティ関連業界における

マネジメントの高度化に貢献する。 

同プログラムの主な教育コンセプトは、①理論と現実の往復運動、②フレームワークの

体系的な学習、③高度な分析能力とそれに基づく高度な経営判断能力、④少人数教育の徹

底の 4 つである。とりわけ、中核的なコンセプトである「理論と現実の往復運動」につい

ては、独自のケース教材の開発や実務家の招聘等、ワークショップでの濃密な議論等を通

して実現することを目指すカリキュラムとした（図 1-4）。 

 

図 1-3 カリキュラムの概要 

 

図 1-4  教育コンセプト「理論と現実の往復運動」 
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１－３ 事業を推進する組織体制 

本事業での機能強化に向けた取組みとして、商学研究科（平成 30 年度からは経営管理研

究科）に、ホスピタリティ・マネジメントに関する教育研究の高度化を推進することを目

的に、「ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センター」を平成 29 年度に新設した。 

ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センターは、商学研究科におけるマネジメ

ント教育に熟練した教員をセンター長と副センター長として配置し、その下で全体的な教

材・教育プログラム開発の体制を整える。本センターは、既存の商学研究科の教育・研究

資源からのサポートを受けつつ、同時に新規に必要なプログラムの開発を行なう調整を担

うことになる。 

ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センターの主要な教育・研究領域としては、

①HM 経営戦略・組織、②HM マーケティング戦略、③HM 人材マネジメント、④HM-M&A

マネジメント、⑤HM ファイナンスを設定する。この 5 つの基幹領域それぞれに専任教員

を配置して、その専任教員を中心として、本事業期間の 5 年間で加速度的に教材開発、調

査研究、国際比較研究を進め、その後の基盤を形成する。 

ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センターでは、ホスピタリティ・マネジメ

ントに関する教育研究の中核として、関連する活動を積極的に展開する（図 1-5）。具体的

な活動の一つは、諸外国のホスピタリティ・マネジメント・プログラムの徹底したベンチ

マーキングや、内外のホスピタリティ・マネジメントに関するベストプラクティスの研究

などを展開し、その研究成果を基盤として、ホスピタリティ・マネジメント・プログラム

の改善を図る点にある。また、テキストやケースなどのホスピタリティ・マネジメントに

関する教材開発についても、積極的に取り組んでいく。 

ホスピタリティ・マネジメントの領域では、高度なマネジメント教育プログラムは我が

国では確立されておらず、そのようなプログラムに適した教材も限られていることから、

このような本センターでの活動は、我が国のホスピタリティ産業におけるマネジメントの

高度化に重要な意味を持つ。 

 なお、一橋大学では、平成 30 年４月に、商学研究科と国際企業戦略研究科を廃止して、

新たに「経営管理研究科」を、マネジメント関連の教育研究を担う部局として発足する予

定である。本事業においても、経営管理研究科の発足時に、ホスピタリティ・マネジメン

ト高度人材開発センターを商学研究科から経営管理研究科に移管する予定である。 
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図 1-5：HM 高度人材開発センターを中心とする本プログラムの実施体制 

   

 

 

２ 平成 29年度の事業概要 

平成 29 年度の本事業では、一橋ホスピタリティ・マネジメント・プログラムの開設に向

けて、以下の 4 点を中心に事業を実施した。 

(1) ホスピタリティ・マネジメント・プログラムを担当する教員の採用 

(2) ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センターの開設・運営 

(3) ホスピタリティ・マネジメント教育・研究に関する調査活動と教育プログラムの策定 

(4) ホスピタリティ・マネジメントに関するテキスト・ケース開発に向けた活動の継続 

 

２－１ ホスピタリティ・マネジメント・プログラムを担当する教員の採用活動 

 平成 28 年度には、ホスピタリティ・マネジメント・プログラムの中核となる 5 名（うち

観光庁に関連する予算から 3 名、文部科学省による予算から 2 名）の常勤教員の採用に向

けて、適合する人材の探索、採用プロセスを遂行した。その結果、平成 29 年 4 月に 4 名の

教員を採用した。採用したのは、HM ファイナンス（准教授、本事業）、HM M&A マネジ

メント（教授、本事業）、ホスピタリティ・マネジメント（HM）経営戦略・組織（准教授、

文部科学省予算）、HM マーケティング戦略（准教授、文部科学省予算）の 4 名である。着

任した 4 名の教員は、平成 29 年度は、ホスピタリティ・マネジメントの教育・研究の調査

活動、ホスピタリティ・マネジメント・プログラム開設の準備にあたっている。 

また、採用に至らなかった HM 人材マネジメントの担当常勤教員については、本事業の

HM関連
研究の強化

経営層の派遣

ホスピタリティ・マネジメント（HM）
高度人材開発センター

ホスピタリティ関連産業・企業

HM関連
テキスト開発
ケース開発

研究活動

平成30年度
千代田区一ツ橋に

開設

一橋大学大学院商学研究科
（平成30年度から経営管理研究科に再編予定）

一般社団法人
一橋大学
知識共創機構

HM-SEP エグゼクティブ・プログラム（仮称）

平成31年度開始予定

ホスピタリティ・マネジメント・
プログラム（MBA）

平成30年度開始

HM高度経営人材育成に特化し た
２ つの教育プログラ ム

教育活動

本事業の拡充に
向けた財源提供

研究成果 の提供 独自教材 の供給

将来の経営層派遣

寄附講義の提供

MBA
経営管理
プログラム

連携・共通科目
提供

平成29年度開設

連携

連携

業界ト ッ プ・ 経営者による特別講演等
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予算を前提として、平成 30 年度の採用に向けて平成 29 年度中に採用活動を行い、現在採

用プロセスの途中にある。 

 

２－２ ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センターの開設・運営 

 平成 29 年度は、ホスピタリティ・マネジメント・プログラム開講に向けた準備を本格化

した。まず平成 29 年 4 月には、ホスピタリティ・マネジメント（HM）高度人材開発セン

ターを開設した。センター長、副センター長、平成 29 年度に採用した 4 名の教員、本事業

の実施をサポートする事務職員（契約職員）を配置している。 

また、同年度には、平成 30 年度の経営管理研究科発足およびホスピタリティ・マネジメ

ント・プログラム開講に向けて、パンフレットの作成・印刷、ホームページの新設を行っ

た。また、後述するシンポジウムを 2 回開催し、本事業の広報、運営を実施した。さらに、

千代田キャンパスにおいて、OA 機器、備品等を整備して、平成 30 年度に開講するホスピ

タリティ・マネジメント・プログラムの準備を進めた。 

 

２－３ ホスピタリティ・マネジメント教育・研究に関する調査活動と教育プログラムの策

定 

 平成 29 年度は、平成 28 年度の調査活動を基に下記の通り調査を行い、平成 30 年度開始

予定の HM-MBA 教育プログラムの策定を検討した。なお、策定にあたっては、経営管理

プログラムの内容に基づき検討を進めた。 

ホスピタリティ・マネジメント教育・研究に関する調査活動として、主に①教員の海外

派遣、②米国大学の教員の招聘、③シンポジウムの開催を行った。①教員の海外派遣は、3

名を派遣した。1 名は、米国セントラルフロリダ大学（以下 UCF）とデンマークのコペン

ハーゲン・ビジネススクール（以下 CBS）にそれぞれ 3 週間派遣した。ほか 2 名は、CBS

にそれぞれ 1 ヵ月、5 カ月派遣した。いずれも、UCF、CBS においてホスピタリティ・マ

ネジメント教育や研究について調査し、本学のプログラムに対する知見を得た。 

②米国大学の教員の招聘は、UCF の Rosen College of Hospitality Management 准教授

である原忠之氏を特任教授として 1 ヶ月招聘した。招聘期間中、シンポジウムでの基調講

演およびパネリストのほか、本学教員向けの研究会、大学院生向けの研究会を開催し、講

師を務めた。HM プログラムの周知に尽力いただくとともに、本学教員にホスピタリティ・

マネジメント教育や研究に関する知見を提示いただいた。 

③本研究科主催のシンポジウムは 6 月と 10 月に開催した。いずれも約 200 名の参加者が

あり、本プログラムに対する関心の高さが窺えた。また、9 月には観光庁主催のシンポジウ

ムに参加し、本学の HM-MBA、HM-SEP について内容を説明する機会を得た。このほか、

観光庁による観光MBA ワーキンググループにおいて、HM-MBA の説明、模擬講義を行い、

アドバイザリーメンバーから意見や要望を伺った。 
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２－４ ホスピタリティ・マネジメントに関するテキスト・ケース開発に向けた活動の継続 

 平成 29 年度は平成 28 年度に引き続き、米国において広く用いられているホスピタリテ

ィ領域に関するテキストの翻訳作業を進めた。また、HM-MBA で使用するホスピタリティ

産業のケース教材を作成している。 

米国テキストの翻訳は、平成 28 年度に、ホスピタリティ産業の知識を組み込んだ経営学

テキストを用意することを目的として、ホスピタリティ・マネジメントの領域で定評があ

る米国のテキストを、日本語に翻訳するプロジェクトを開始した。2 ヵ月に 1 回程度の翻訳

研究会を開催し、翻訳プロジェクトを進めている。現時点では、平成 30 年度中に翻訳を完

了し、出版を目指している。 

また、HM-MBA で使用するホスピタリティ産業のケース教材については、平成 29 年度

は諸外国で使用されているケースを収集するとともに、HM 高度人材開発センターに配置

された教員が日本のケースを作成している。ケース執筆にあたり、国内を中心にホスピタ

リティ産業を対象としたインタビュー、現地調査を実施している。調査は、HM 高度人材

開発センターに配置された教員を中心に行っている。 

 

３ 各事業項目についての実施報告 

 ここでは、平成 29 年度に実施した事業活動のうち、「ホスピタリティ・マネジメント・

プログラムの設計・開設に向けた調査活動と教育プログラムの策定」のため活動した 3 項

目について、得られた知見などを具体的に示す。 

 

３－１ 教員の海外派遣 

平成 29年度は、海外におけるホスピタリティ教育・研究について調査することを目的に、

次のとおり、HM センター所属の常勤教員 3 名（鎌田裕美准教授、青木康晴准教授、福地

宏之准教授）を派遣した。 

鎌田准教授については、平成 29 年 7 月 15 日～8 月 29 日まで、米国セントラルフロリダ

大学（以下 UCF）とデンマークのコペンハーゲン・ビジネススクール（以下 CBS）にそれ

ぞれ 3 週間派遣した。UCF では、学部を含めたホスピタリティ分野の教育内容について情

報を得るため、授業見学、大学院科目であるサービスマネジメント担当教員との意見交換

を行った。また、現地の DMO である Visit Orlando に訪問し、組織、制度、調査研究など

についてインタビューする機会も得た。上記以外にも、所属教員との話や日本人留学生へ

のインタビューをする機会を得た。CBS では、ツーリズム関連のプロジェクトである

「UMAMI プロジェクト」のメンバーとの情報交換、Department of Marketing の教員と

の意見交換、派遣した教員の研究に関する意見交換を行った。UMAMI プロジェクトのメ

ンバーとの意見交換では、プロジェクトの研究内容のほか、実際に担当している授業の状

況についても、聴取することができた。Department of Marketing の教員との意見交換で

は、カリキュラム内容や見直しの頻度、ケース教材の情報等を得ることができた。 
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青木准教授については、平成 29 年 8 月 4 日～30 日まで CBS に派遣した。鎌田准教授と

ともに、Department of Marketing の教員との意見を交換するとともに、専門分野である

マネジメント・コントロールを中心に、CBS の教員と情報交換を行った。具体的には、授

業内容や形式（グループディスカッションやプレゼンなど）、使用しているテキストやケー

ス教材に関する情報を得ることができた。また、研究課題についても議論する機会を持っ

た。なお、ホスピタリティ教育におけるマネジメント・コントロール等についてさらに人

脈を広げ、情報を得るため、当該教員を平成 30 年度に半年程度 CBS に派遣予定である。 

福地准教授については、平成 29 年 10 月 16 日～平成 30 年 3 月 16 日まで、CBS に派遣

した。上記 2 名よりも長い期間滞在することによって、意見や情報交換はもちろん、実際

の授業の見学、研究会への参加、CBS や周辺国で開催される学会への参加をし、人脈の構

築を行っている。まず、欧米の大学の講義期間中である９月から４月の期間に滞在したこ

とから、海外ビジネススクールの実際の講義を視察することができた。また、11 月に CBS

で開催された国際学会 EAMSA（Euro-Asia Management Studies Association）や CBS 内

での小規模の研究会に参加することによって、欧米の研究者とのホスピタリティ・マネジ

メントに関する様々な意見交換ができるとともに、幅広いネットワークを構築することが

できた。 

短期、長期の派遣を通じて得た情報、本プログラムに見込まれる成果は、主に次の点で

ある。第一に、ホスピタリティ分野を中心とした研究者と交流、ネットワークを構築でき

たことである。講義はもちろん、ホスピタリティや各自の専門分野における最新の研究動

向を知り、将来的な共同研究プロジェクトを検討することもできた。第一線の研究を行う

ことは、質の高い教育に欠かせないことである。第二に、海外の大学はシラバスを公開し

ておらず、科目の内容の詳細を知ることはできない。今回の派遣を通じて、各自が専門分

野に関連する研究者と交流し、シラバスやケース教材を閲覧できたほか、講義運営につい

ても意見交換をすることができた。また、福地准教授は滞在期間中が授業期間中であった

ため、実際に講義に参加することができた。講義のコンテンツや構成、学生の反応などは

実際の講義を見なければ得られない情報である。 

上記の派遣以外に、平成29年12月にUCFで開催された4th World Research Summit for 

Tourism and Hospitality に常勤教員 2 名（福地宏之准教授、鎌田裕美准教授）が出席し、

鎌田准教授が研究報告をした。学会出席を通じて、ホスピタリティ分野の研究報告を聞い

てこの分野の研究の潮流や情報を得るほか、海外研究者との交流を図った。 

 

３－２ 米国大学の教員の招聘 

米国セントラルフロリダ大学UCFのRosen College of Hospitality Management 准教授

である原忠之氏を、商学研究科特任教授として招聘した。期間は、平成 29 年 5 月 6 日～6

月 4 日である。招聘期間中は、シンポジウムでの基調講演、パネリストのほか、商学研究

科の教員を対象とした学内セミナーを 2 回、大学院生を対象にした研究会を 2 回、それぞ
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れ開催した（表 3-1）。ここでは、学内セミナー、研究会について報告を記す。シンポジウ

ムでの基調講演およびパネリストについては、3-3 で述べる。 

 

表 3-1 招聘期間中に開催したセミナー等 

 開催日 テーマ・内容 対象者 

学内セミナー 5 月 24 日 ホスピタリティ経営の教育と工夫 研究科教員 

 5 月 31 日 HM プログラムへの助言（質疑応答） 研究科教員 

研究会 5 月 19 日 マーケティング国際ワークショップ 

“Marketing in Hospitality Industry, 

including DMOs” 

研究科教員、 

博士課程学生 

 5 月 27 日 “Marketing in Hospitality Industry, 

including DMOs” 

研究科教員、

MBA 学生 

シンポジウム 6 月 2 日 基調講演およびパネリスト 一般公開 

 

商学研究科の教員を対象にした学内セミナーは、計 2 回開催した。第 1 回目は、「ホスピ

タリティ経営の教育と工夫」というテーマで原特任教授に講演いただいた上で、議論を行

った。講演内容に関する質問のほか、参加教員それぞれの研究分野とホスピタリティ産業

との関わりや共通点など質問や議論が活発に行われた。参加した教員からは、ホスピタリ

ティ産業への関心が高まったという評価を得た。 

第 2 回目は、センター所属の常勤教員を中心に、HM プログラムにおける MBA 教育につ

いて、授業内容や方法、課題の出し方まで米国における事例を中心として、原特任教授か

ら助言を得た。 

大学院生を対象にした研究会は、計 2 回実施した（図 3-1）。博士課程の学生を対象にし

た研究会は「マーケティング国際ワークショップ」として開催し、“Marketing in Hospitality 

Industry, including DMOs”というテーマで原特任教授に講演いただいた。そこでは、ホ

スピタリティ産業や観光地におけるマーケティングの課題を中心にしてお話しいただき、

参加学生、教員から、多くの質問があり、ホスピタリティ産業に関する研究について議論

が展開された。 

MBA の学生を対象にした研究会も開催した。講演テーマは博士課程の学生を対象にした

ワークショップと同じ“Marketing in Hospitality Industry, including DMOs”であるも

のの、DMO の実務により焦点を置いた内容であった。現役の MBA 学生（企業派遣生含む）

のほか、修了生も参加し、それぞれの仕事に関わることについて、活発な議論が展開され

た。 
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図 3-1 研究会の様子 

  

 

３－３ シンポジウムの開催 

シンポジウムは、平成 29 年 6 月 2 日と 10 月 26 日の計 2 回開催した。いずれも、本学

の HM プログラムについて広く周知を図ることを目的としている。 

 

（１）第 1 回シンポジウム（平成 29 年 6 月 2 日 SMBC ホールにて開催） 

 第１回一橋大学ホスピタリティ・マネジメント・プログラム講演会・パネルディスカッ

ションは、平成 29 年 6 月 2 日に、東京都千代田区丸の内の SMBC ホールで開催し、ホス

ピタリティ関連産業を中心とした方々にご参加いただいた。プログラム概要は、表 3-2 のと

おりである。 

蜂谷豊彦商学研究科長の開会挨拶後、田村明比古観光庁長官にご臨席を賜り、来賓ご挨

拶をいただいた。 

 基調講演は、原忠之氏（セントラルフロリダ大学准教授、本学商学研究科特任教授）に

「ホスピタリティ高度人材育成の重要性」をテーマにお話しいただいた。米国フロリダ州

オーランドの事例、今後のわが国におけるホスピタリティ産業での高度人材育成の必要性、

そのための高等教育機関としての大学の役割についての内容であり、ホスピタリティ産業

の高度人材育成が重要かつ喫緊の課題であることを認識するよい機会となった。 

パネルディスカッションでは、パネリストに黒須卓氏（観光庁参事官）、西尾忠男氏（日

本航空株式会社常務執行役員）、花坂隆之氏（株式会社ジェイティービー執行役員人事部長）、

原忠之氏（セントラルフロリダ大学准教授・本学商学研究科特任教授）を迎え、山内弘隆

商学研究科教授（ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センター長）のコーディネ

ートにより行った（所属は開催当時）。このパネルディスカッションは 2 部構成とし、第 1

部は、黒須氏より「観光産業における人材育成の取組」についてご説明をいただいた後、

山内教授より本学ホスピタリティ・マネジメント・プログラムの概要を説明した。第 2 部

では、産業界の考えについて、花坂氏、西尾氏からそれぞれご意見をいただいた。また基

調講演を踏まえ、原氏に総括していただいた。高度人材とはどのような人材なのか、高度



65 

 

 

人材育成により国や企業はどう変わるのか、大学の顧客は学生ではなく産業界であるとい

った点を中心として、活発な議論が展開された。基調講演に続き、このパネルディスカッ

ションにおいても、ホスピタリティ産業において高度経営人材の育成が喫緊の課題である

ことが、明確になった。  

 来場者にアンケートを実施したところ、本プログラムに期待することについて「ホスピ

タリティ産業を牽引する高度人材の育成」、「産学連携の強化」といった意見が寄せられた。

また、今後のシンポジウムに対する期待については、「ホスピタリティ・マネジメントの実

践例」、「ホスピタリティ産業以外の事例」、「研究報告」などがあげられた。 

 

表 3-２ 6 月 2 日シンポジウム プログラム概要（所属は開催当時） 

開会挨拶 商学研究科長 蜂谷豊彦 

来賓挨拶 観光庁長官 田村明比古氏 

基調講演 セントラルフロリダ大学 准教授 

一橋大学大学院商学研究科 特任教授 原忠之氏 

「ホスピタリティ高度人材育成の重要性」 

パネルディス

カッション 

パネリスト 

黒須 卓氏（観光庁参事官）  

西尾忠男氏（日本航空株式会社 常務執行役員） 

花坂隆之氏（株式会社ジェイティービー 執行役員人事部長） 

原 忠之氏（セントラルフロリダ大学准教授、一橋大学大学院商学研

究科特任教授） 

コーディネーター 

山内弘隆（一橋大学大学院商学研究科教授、ホスピタリティ・マネジ

メント高度人材開発センター長） 

閉会挨拶 ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センター長 

商学研究科 教授 山内弘隆 
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図 3-３ シンポジウムの様子（平成 29 年 6 月 2 日 SMBC ホール） 

  

 

 

（２）第 2 回シンポジウム（平成 29 年 10 月 26 日サピアタワーにて開催） 

 第 2 回一橋大学ホスピタリティ・マネジメント・プログラム シンポジウムは、平成 29

年 10 月 26 日に、東京都千代田区丸の内のサピアタワーで開催した。プログラム概要は、

表 3-3 のとおりである（なお、以下に示す参加者の所属は開催当時のものである。）。 

第 1 部は、山内弘隆商学研究科教授（ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発セン

ター長）の開会挨拶に続いて、ゲストスピーチとして Denis Morisset 氏（Essec Business 

School 教授）に “Luxury hotel brand management in the digital age”というテーマで英語

による模擬講義をしていただいた。Morisset 氏からは、ラグジュアリーホテルにおけるユ

ニークネスの重要性とデジタル活用について、豊富な事例に基づいて説明があった。その

後、櫻井詩織氏（STR ビジネスディベロップメントマネージャー日本地区）から、STR 社

が収集したデータに基づき、日本のホテル市場が高い成長性を有することについてお話し

いただいた。 
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第 2 部は、蜂谷豊彦商学研究科長による開会挨拶に続いて、田村明比古観光庁長官より

ご来賓を代表してご挨拶を頂戴した。基調講演は、デービッド・アトキンソン氏（株式会

社小西美術工藝社 代表取締役社長）に「日本の観光業のこれからの課題」をテーマに講演

いただいた。著書である『新・観光立国論』、『世界一訪れたい日本のつくりかた』などで

も示されたデータ等をもとに、日本の観光業が抱える課題について提示があった。アトキ

ンソン氏からは、日本が類まれなる観光資源を有する国であること、インバウンドはさら

に伸びる可能性があること、しかし日本の観光業には課題が多くあることを鋭く指摘され

た。ホスピタリティ産業の高度人材には、「低次元の課題（設備が不足、言語の問題等）を

賢く解決する」能力が求められるという指摘もあった。 

パネルディスカッションは、パネリストにデービッド・アトキンソン氏（株式会社小西

美術工藝社 代表取締役社長）、澤田竜次氏（PwC コンサルティング合同会社 Real Estate & 

Hospitality パートナー）、伊達美和子氏（森トラスト株式会社 代表取締役社長、森トラス

ト・ホテル＆リゾーツ株式会社 代表取締役社長）、原忠之氏（セントラルフロリダ大学准

教授、一橋大学大学院商学研究科特任教授）をお迎えし、山内弘隆商学研究科教授（ホス

ピタリティ・マネジメント高度人材開発センター長）のコーディネートにより進められた。 

パネルディスカッションでは、山内教授が本学ホスピタリティ・マネジメント・プログ

ラムの概要を説明した後で、ホスピタリティ産業界における見方として、澤田氏、伊達氏

からそれぞれご意見をいただいた。また基調講演を踏まえ、アトキンソン氏に総括してい

ただいた。原氏からは、米国の事例を基に MBA で求められる教育について意見をいただい

た。これらのご意見をいただいた上で、ホテル業界を代表とするホスピタリティ産業の高

度人材に求められることはどのようなことか、高度人材育成に何を期待するか、日本のホ

スピタリティ市場の潜在性と成長性など、活発な議論が展開された。 

このようなパネルティスカッションでの議論からは、基調講演に続き、ホスピタリティ

産業において高度人材の育成が喫緊の課題であるという認識が改めて共有されるとともに、

ホスピタリティ産業の高度人材に求められる具体的な能力を検討する上で重要な論点が、

明らかになった。 
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表３-３ 10 月 26 日シンポジウム プログラム概要（所属は開催当時） 

第 1 部  

開会挨拶 ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センター長 

商学研究科 教授 山内弘隆 

ゲストスピーチ

（英語） 

Denis Morisset 氏 Essec Business School 教授 

“Luxury hotel brand management in the digital age” 

ホテル市場概況 櫻井詩織 STR ビジネスディベロップメントマネージャー日本地区 

「グローバル、アジア、日本国内のホテル市場最新動向」 

第 2 部  

開会挨拶 商学研究科長 蜂谷豊彦 

来賓挨拶 観光庁長官 田村明比古氏 

基調講演 デービッド・アトキンソン氏  

株式会社小西美術工藝社 代表取締役社長 

「日本の観光業のこれからの課題」 

パネルディスカ

ッション 

パネリスト 

デービッド・アトキンソン氏（株式会社小西美術工藝社  

代表取締役社長） 

澤田竜次氏（PwC コンサルティング合同会社  

Real Estate & Hospitality パートナー） 

伊達美和子氏（森トラスト株式会社 代表取締役社長、 

森トラスト・ホテル＆リゾーツ株式会社 代表取締役社長） 

原 忠之氏（セントラルフロリダ大学准教授、一橋大学大学院商学

研究科特任教授） 

コーディネーター 

山内弘隆（一橋大学大学院商学研究科教授、ホスピタリティ・マネ

ジメント高度人材開発センター長） 

閉会挨拶 ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センター長 

商学研究科 教授 山内弘隆 
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図 3-4 シンポジウムの様子（平成 29 年 10 月 26 日サピアタワー） 
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３－４ 教育プログラムの策定  

 「教員の海外派遣」、「米国大学の教員の招聘」、「シンポジウムの開催」を通じて、標準

的な経営学の知識を習得することはもちろんであるが、それを踏まえたうえで、教育プロ

グラムにもっとも重要な点は、第一線で活躍する実務家とのつながりであることが明らか

になった。1-2 で述べたように、本プログラムの中核的なコンセプトである「理論と現実の

往復運動」について、独自のケース教材の開発や実務家の招聘、ワークショップでの濃密

な議論等を通して実現することを目指すカリキュラムとした。例示すると、開講科目に「特

別講義」を設け、ホテル投資関連業務に従事する実務家に講義を依頼し、ホテル投資に関

する調査分析を教授いただくことになった。また、独自のケース教材開発にあたり、ホス

ピタリティ産業の企業にインタビューしたほか、科目の内容についても議論し、一部の企

業からはゲストスピーカー、学生が取り組む課題の提供等、本プログラムへの前向きな協

力の意思が示された。来年度以降に、具体的な進め方を検討する。さらに、教員の海外派

遣を通じて、海外では教員、学生、実務家が議論をする場として研究会が活発に行われて

いたことから、本プログラムにおいて実務家を招聘して小規模の研究会を検討し、来年度

に実施することとなった。 

 本プログラムについて、共同通信社、アルク Plus の 2 社から取材申込があり、対応した。

2社とも、ホスピタリティ産業の高度経営人材育成のためのMBA教育に関心を寄せており、

社会からの関心が高いことが窺えた。なお、来年度に記事になる予定とのことである。 

 

４ 平成 29年度の事業総括と次年度へのつなぎ 

平成 30 年度の本事業では、以下の平成 28 年度および平成 29 年度の事業に基づいて、一

橋ホスピタリティ・マネジメント・プログラムの開設、運用を行う。 

 

４－１ 平成 28 年度、29 年度の事業 

平成 28 年度、29 年度は、一橋ホスピタリティ・マネジメント・プログラムの開設に向け

ての準備作業を行った。 

平成 28年度の主な事業項目は、以下の 5 点である。各事業で取り組んだ内容については、

平成 28 年度事業報告書に記したとおりである。 

(1) ホスピタリティ・マネジメント・プログラムを担当する教員の採用 

(2) ホスピタリティ・マネジメント・プログラムを担当する事務職員の採用 

(3) ホスピタリティ・マネジメント・プログラムの設計・開設に向けた調査活動 

(4) ホスピタリティ・マネジメントに関するテキスト・ケース開発に向けた活動の開始 

(5) ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センター（仮称）の開設に向けた準備 

平成 29 年度の主な事業項目は、平成 28 年度の事業項目を受けて以下の 5 点を設定し、

取り組んだ。各事業の詳細については、平成 29 年度事業報告書に記す。 

(1) ホスピタリティ・マネジメント・プログラムを担当する教員の採用 
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(2) ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センターの開設・運営 

(3) ホスピタリティ・マネジメント教育・研究に関する調査活動と教育プログラムの策定 

(4) ホスピタリティ・マネジメントに関するテキスト・ケース開発に向けた活動の継続 

なお、ホスピタリティ・マネジメント・プログラムの入試を実施した。今年度は 33 名の

応募があり、定員 10 名の枠で 10 名の合格者を決定した。 

 

４－２ 平成 30 年度 

平成 30 年度の主な事業項目は、以下の 5 点である。 

(1) ホスピタリティ・マネジメント・プログラムを担当する教員の採用 

(2) ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センターの運営 

(3) ホスピタリティ・マネジメント・プログラムの教育プログラムの実施 

(4) ホスピタリティ・マネジメント教育・研究に関する調査活動 

(5) ホスピタリティ・マネジメントに関するテキスト・ケース開発に向けた活動の継続 

 

（１）ホスピタリティ・マネジメント・プログラムを担当する教員の採用 

 平成 29 年度に採用に至らなかった HM 人材マネジメントの担当常勤教員については、本

事業の予算を前提として、平成 30 年度の採用に向けて平成 29 年度中に採用活動を行い、

現在採用プロセスの途中にある。採用後は、HM 人材マネジメント担当常勤教員として、

ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センターに配置、運営業務にあたる。 

 

（２）ホスピタリティ・マネジメント高度人材開発センターの運営 

平成 29 年 4 月に、ホスピタリティ・マネジメント（HM）高度人材開発センターを開設

した。センター長、副センター長、平成 29 年度に採用した 4 名の教員、本事業の実施をサ

ポートする事務職員（契約職員）を配置している。平成 30 年度は、上記(1)に記した新規採

用予定教員を配置する予定である。 

平成 30 年度は、ホームページやパンフレットの更新のほか、後述する研究会の運営、ケ

ース教材の開発にかかる業務を中心に運営する。 

 

（３）ホスピタリティ・マネジメント・プログラムの教育プログラムの実施 

HM-MBA を開設し、教育プログラムを実施する。ホスピタリティ・マネジメント・プロ

グラムの専門科目（ホスピタリティ・マネジメント、ホスピタリティ・マーケティング）

では、開発したケース教材を使用する予定である。また、平成 31 年度から開始予定のシニ

ア・エグゼクティブ・プログラム（HM-SEP）についても、これまでの蓄積および調査を

基に設計し、募集の準備を始める。 

 

（４）ホスピタリティ・マネジメント教育・研究に関する調査活動 
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 ホスピタリティ・マネジメント教育・研究に関する調査活動として、①教員の海外派遣、

②米国大学の教員の招聘、③研究会の開催を行う予定である。 

まず、海外派遣に関しては、HM 高度人材開発センターに配置された教員のうち 1 名を

欧米の大学に派遣する予定である。派遣期間は春・夏学期の間の最長 6 ヶ月とする。今回

派遣する教員は、HM-MBA においてコア科目のひとつである「マネジメント・コントロー

ル」（秋・冬学期）を担当予定である。ホスピタリティ産業におけるマネジメント・コント

ロールやその周辺分野について、知見を広めることを目的とする。とくに、派遣先でのカ

リキュラム、授業内容、テキスト、ケース等について調査する。ホスピタリティ専門科目

の担当者以外にも、コア科目の担当者がホスピタリティ産業に関する知見を得ることは、

本プログラムの教育の質の向上に重要である。例えば、ホスピタリティ産業の重要課題の

ひとつに生産性の向上があるが、ホスピタリティ専門科目のみで取り上げるのではなく、

マネジメント・コントロールなどの標準的な経営学の科目でも扱うことで、学生が経営学

の基礎知識を使ってホスピタリティ産業について考える機会となる。このことは、本プロ

グラムの教育コンセプトのひとつである「高度な分析能力とそれに基づく高度な経営判断

能力」の醸成につながる。科目間の連携や特定産業の取り上げ方など、海外での事例を収

集し、本プログラムに役立てる。また、海外の研究者との交流を重ね、今後、共同研究や

共同プロジェクトを行うことを目指す。海外大学の研究者との人脈を築き、共同研究等を

行うことは本学の研究の質の向上に寄与することである。なお、HM-SEP 準備期間になるた

め、海外派遣を通じて欧米の事例を収集、本学の HM-SEPのプログラム構築や内容に役立て

る。 

 次に、米国大学の教員招聘については、平成 29 年度に招聘した原忠之氏（セントラルフ

ロリダ大学准教授）を引き続き招聘する。招聘中、ホスピタリティ・マネジメント・プロ

グラムの特別講義（ホスピタリティ・ファイナンス）（仮称、1 単位を予定）を集中講義で

担当するほか、平成 29 年度同様に学内セミナー、研究会を行う予定である。平成 29 年度

に招聘した際は、シンポジウムでの基調講演、パネリストのほか、商学研究科の教員を対

象とした学内セミナーを 2 回、大学院生を対象にした研究会を 2 回、それぞれ開催した。

いずれも参加者から高評を得た。また、HM 高度人材開発センターに配置された教員を対

象に、本事業に対する助言を受けた。これらのうち、教員を対象とした学内セミナーや本

事業に対する助言は、とくに継続的に行う必要がある。 

 また、ゲストスピーカーを招聘した研究会を年 8 回程度開催する予定である。この研究

会は、ホスピタリティ・マネジメント・プログラムの学生や入学希望者を主な対象者とし、

観光庁やホスピタリティ産業の実務家をゲストスピーカーとして招聘、講演することを想

定している。ゲストスピーカーには、観光政策やホスピタリティ事業に関する戦略等、実

務に基づく経験や課題をお話いただきたいと考えている。また、単なる講演会ではなく、

参加者からの質問や全体での議論を活発に行うことを重視する。そのため、参加者の人数

は最大 30 名程度とし、小規模の研究会を想定している。研究会を通じて、学生の知見や人
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脈を広げるとともに、次年度以降の入学希望者への広報活動や、ホスピタリティ産業を中

心とした企業等への本事業の周知に役立てる予定である。 

 

（５）ホスピタリティ・マネジメントに関するテキスト・ケース開発に向けた活動の継続 

 平成 30 年度は、平成 29 年度に引き続き、米国テキストの翻訳と、HM-MBA で使用する

ホスピタリティ産業のケース教材の作成を行う。 

米国テキストの翻訳は、平成 28 年度に、ホスピタリティ産業の知識を組み込んだ経営学

テキストを用意することを目的として、ホスピタリティ・マネジメントの領域で定評があ

る米国のテキストを、日本語に翻訳するプロジェクトを開始した。平成 30 年度は平成 29

年度に引き続き 2 ヵ月に 1 回程度の翻訳研究会を開催し、翻訳プロジェクトを進める。翻

訳の完成後、書籍としての出版を目指す。 

また、HM-MBA で使用するホスピタリティ産業のケース教材については、平成 29 年度

は諸外国で使用されているケースを収集するとともに、HM 高度人材開発センターに配置

された教員が日本のケースの執筆をした。平成 30 年度は引き続きケース開発を行い、さら

に対象を広げてケースを執筆する。平成 30 年度において、新たに 5～6 本程度のケースを

作成することを目標とする。ケース執筆にあたり、国内を中心にホスピタリティ産業を対

象としたインタビュー、現地調査を実施する。調査は、HM 高度人材開発センターに配置

された教員を中心に行う。 
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Ⅳ 観光 MBA サポート事業（京都大学）  

１ 事業概要 

１－１ 観光経営高度化の課題 

 平成 28 年（2016 年）に訪日外国人旅行者数が 2403 万人を超えて、過去最大になるとと

もに、今後もその拡大が期待される。宿泊産業に限っても、平成 27年でみても、日本国内

での宿泊旅行者数は、延べ 5 億人を超えて、その 1 割以上を外国人が占めており、観光産

業では成長とともにインバウンドによる国際化の影響が進んでいる。だが、日本の観光産

業を含めて、サービス産業全体でみると、製造業に比べても、生産性の向上が進んでおら

ず、経営の高度化だけではなく、国際競争力の伸長が求められている。特に、経営を行う

人材についてみると、高度なマネジメント教育の普及が進んでおらず、経営高度化の妨げ

になっている面はある。そのために、観光庁が平成 28年度に策定した『観光ビジョン実現

プログラム 2016』の中で重要項目である「産業界ニーズを踏まえた観光経営人材の育成・

強化」の「観光経営を担う人材育成」において、観光トップレベルを担う経営人材の育成

拠点として、ＭＢＡ教育を行う大学院に、観光分野に向けたコースの開設を求めている。 

京都大学経営管理大学院では、日本の観光立国という重要課題を認識するだけではなく、

世界的観光都市京都に位置する国際的な研究大学として、観光分野における経営人材の高

度なマネジメントの研究教育の意義を改めて認識した。そして観光分野でのＭＢＡ教育プ

ログラム開発に取り組むこととした。近年、国際的にも大学院レベルでの専門職的な経営

学分野での教育でも、観光やホスピタリティに関わる産業に向けたＭＢＡ及び実践的な修

士学位の教育プログラムは急成長している。コーネル大学、セントラルフロリダ大学、香

港理工大学、ＩＩＨなどが例である。 

 

１－２ 事業の概要 

 現在の観光経営に関する教育ニーズを鑑み、京都大学においても、国際的な水準での観

光分野でのＭＢＡ教育プログラムの必要性を受けて、平成 30（2018）年より，観光産業に

在籍するか、今後参画したい社会人を対象にした観光経営科学コース（略称観光ＭＢＡコ

ース）を「サービス価値創造プログラム（平成 30年よりサービス＆ホスピタリティプログ

ラムへ改称予定）」の中に開設することとした。本年度は、その開設のために①コース開設

の準備、②カリキュラムの開発、③それに関連した観光経営学の教育動向の研究を行った。

次年度以降も、その発展と実践を進めたいと考えている。ことに、経営能力の高度化、生

産性の向上、顧客経験の質の高度化、国際競争力の拡大などの課題に対応できる高度専門

経営人材の育成を図れるプログラムが重要であると考えている。こうした研究の成果が、

他の専門職大学院や大学院の教育プログラムにも、観光産業の高度専門教育の重要性とそ

の方向性に一定の知見を与え、日本の主要産業である観光産業の経営水準の高度化を進む

と考える。 
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１－３ 本コースの目的 

 現在、日本は、国際的に成長する旅客需要を背景にして観光立国を進めることが、新た

な経済成長課題となっている。だが、観光産業は、生産性向上とサービス革新に関して、

また観光地域は、地域経営と文化発信に、それぞれに大きな経営課題を持っている。京都

大学経営管理大学院は、こうした社会的課題に対応するために、観光経営に関わる文理融

合の研究成果を活かしたカリキュラムを持つ新たな「観光経営科学コース」（観光ＭＢＡコ

ース：2年制）を経営学修士（専門職），いわゆるＭＢＡ教育プログラム内に設置する。 

本観光経営科学コースは、観光分野に関わる企業、行政機関、文化機関及び非営利組織

特に、ＤＭＯ（Destination Management Organization）等)の経営高度化に有用な経営管

理についての高度な知識と応用力を持つ人材の育成をめざして開設される。本コースの教

育目的は、日本のおもてなし文化を基盤にした観光分野での経営とサービスのイノベーシ

ョンを進める経営能力と、観光地域の文化と魅力を分析、創造、発信して集客を進める経

営能力の開発とする。 

 

１－４ 観光経営科学コースのめざす経営能力 

 次の 3 つの経営能力の開発をめざすカリキュラムを開発する。これを、①観光に関わる

産業に関わる企業、非営利組織、関連の行政機関、文化機関にいる次世代の経営者や管理

職や、②他産業分野に属しながら、将来観光分野に進出し、経営革新と事業開発を進める

意欲を持つ人材に対して提供することを考える。 

 

①日本のホスピタリティに関する科学的成果を活用し経営やサービスを革新する能力 

②観光分野に関してＩＴや他分野のノウハウを活用して事業開発をリードする能力 

③観光地域のマーケティング分析を行い、その魅力や文化を創造・発信し集客を進める能

力 

 

１－５ 事業構想の要点 

 そのために 4 年間の事業を通じて、次のことに取り組み、観光経営高度化に資する能力

を持つＭＢＡを開発する特別のカリキュラムの開発と実施を行う。 

①観光経営高度化に資する新規科目の開発及び既存サービス経営学科目の改善 

②高度職業専門人材向け観光経営学教育に資するカリキュラム及び教材、教育方法の開発 

③観光経営実務教育に資する教育体制の整備 

④観光経営学教育手法高度化に資する国内・海外の機関・団体とのネットワーク、学会参

加 

⑤開発した観光経営学の科目、教材、教育方法の実証実験と対外的な広報活動 

⑥カリキュラム高度化に向けた産官学連携体制の構築と展開 
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２ 観光 MBAプログラム概要(コース概要) 

２－１ コースの概要 

（１）本コースのミッション 

 日本が、観光立国をすすめて、観光産業が基幹産業となるには、収益力が高く、高品質

で革新的なサービスを提供するものとなる必要がある。そして、観光地は，自らの観光資

源と文化を活用しつつ、国際的集客を行い、地域経済の活性化を進められることが求めら

れている。「観光経営科学コース」（観光ＭＢＡコース：2年制）は、国際標準のＭＢＡ教育

プログラム（経営学修士（専門職）課程）の経営管理に関する実践的および学術的な知識

や技能、そして同業種や異業種のビジネス・ソリューションを学習して、観光産業および

観光地経営を高度化する高度経営人材の育成をすること目指す。主な対象となる人材は、

観光分野に関わる企業、行政機関、文化機関及び非営利組織(特に、ＤＭＯ（Destination 

Management Organization）等)の現在および次世代の経営人材である。本コースは、大き

く 3 つのミッションを持つ。第一に、おもてなしに関する文理融合の科学研究成果を用い

た日本のサービスの収益力向上や革新を考える経営能力のあり方を考える。第二に、観光

や他のサービス分野の優れたビジネスモデルを分析し、観光経営の高度化を行う経営能力

のあり方を考える。そして、第三に、地域独自の集客マーケティング戦略を立案し、内外

の適切な消費者層にアプローチし、その地域のサービスや文化を発信し観光経済を活性化

できる経営能力のあり方を考える。 

 

（２）理念と基本方針 

観光経営科学コースは、京都大学経営管理大学院のアドミッションポリシーに則る。す

なわち、本大学院は，先端的なマネジメント研究と高度に専門的な実務との架け橋となる

教育体系を開発し，幅広い分野で指導的な役割を果たす個性ある人材を養成することで，

地球社会の多様かつ調和の取れた発展に貢献することを理念とする。 

 

（３）観光経営科学コースのめざす経営能力 

 次の 3つの経営能力の開発をめざすカリキュラムを開発する。 

１．日本のホスピタリティに関する科学的成果を活用し経営やサービスを革新する能力 

２．観光分野に関してＩＴや他分野のビジネスモデルを活用して新事業開発を行う能力 

３．観光地域のマーケティング分析を行い、その魅力や文化を創造・発信して集客を進め

る能力 

 

（４）募集対象とする人材 

１．観光に関わる産業（交通、運輸、宿泊、旅行、小売、外食、コンファレンス、ＭＩＣ

Ｅ（Meeting Incentive, Convention, Exhibition），ＤＭＯ，関連コンサルティング等に

関わる企業、行政機関、文化機関、非営利組織に属して、その経営、サービスと事業を革
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新しようとする次世代の経営者や管理職。 

２．他産業分野に属しながら、将来観光分野に進出し、経営革新と事業開発を進める意欲

を持つ人材 

 

（５）学位 

 経営学修士（専門職） （MBA：Master of Business Administration） 

 （国際認証資格・ＡＢＥＳＴ２１取得） 

 

（６）募集する対象、定員及び修業年限 

１．対象 

①学士に相当する学位を持ち、観光分野に関わる産業に 3年以上の実務経験を有する者 

②学士に相当する学位を持ち、他分野から観光分野に有用な 3 年以上の実務経験を持ち、

参入する意欲を持つ者 

２．定員 5名程度 （特別選抜全体の社会人定員の中で調整する） 

３．修業年限 2年（長期履修制度対象としない、他プログラムへの移動は原則不可） 

４．修了必要単位：４２単位 （ワークショップ４単位履修で修了資格獲得） 

 

（７）出願と試験 

 経営管理大学院特別選抜と同じ方式で行い、観光業界もしくは関連する業界での３年以

上の職務経験を有する社会人を対象にして、学修計画書などと共に出願してもらい、その

書類審査を踏まえて、面接、審査を行う。出願は毎年、11 月中旬、合格発表は１月中旬を

予定している。 

 

（８）教育カリキュラムの概要 

 本コースは、「サービス価値創造プログラム」（平成 30年度より「サービス＆ホスピタリ

ティプログラム」）の内部に、観光関連業分野の社会人向けの２年制昼間教育コースとして

設置する。４つの科目群から構成されているカリキュラムを体系的に学修する。ただし、

いくつかの選択必修科目を専門科目に設定する。 

 

（９）修了後のキャリア 

 観光産業及び観光開発を支援する行政、非営利団体（特にＤＭＯなど）の経営者、管理

職、中堅人材となるキャリアを目標とする。特に観光に関するマーケティングや事業開発、

経営改革をする職能を開発する。 

 

（１０）平成 30年度の募集 

 本年度は、５名を予定して、平成 29年 11月に募集を行い、合計 34名の応募を得た。主
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には、観光産業、自治体、流通業の在職者であった。厳正な入試の結果、観光業界を中心

に合計８名が合格した。合格者の出身産業は、観光産業や自治体（観光業務）、ＤＭＯなど

であった。 

 

２－２ 履修段階と科目群の概要 

 本経営科学コースは、京都大学経営管理大学院の経営学修士（専門職）過程と同じ、履

修段階となっている。基本的には、基礎科目、専門科目、実務科目、発展科目の４段階か

ら構成されている。特に専門科目、実務科目、発展科目において、観光経営高度化に必要

な科目や教育内容の開発及び既存科目の改善がなされている。以下、４つの科目群の説明

を行う。 

 

（１）基礎科目（６科目以上選択） 

経営戦略、組織行動、マーケティング、会計学、統計分析（以上必修） 

その他、ファイナンス、マクロ経済、ミクロ経済、プロジェクトマネジメント、情報シ

ステムオペレーションなどがある。 

 

（２）専門科目・実務科目（１３科目以上） 

 これについては、基礎科目を踏まえて、観光経営高度化についての能力を開発する科目

である。それには、①観光経営高度化に焦点を当てた科目、②サービス経営に関わる科目、

③それ以外の経営管理大学院の科目群がある。 

 

（３）発展科目：前期と後期のワークショップ（研究指導） ２科目 

 修了研究（卒業研究に当たる）での研究テーマは、観光経営高度化に関わる次のテーマ

から選ぶこととなる。  

 

① 観光経営イノベーション研究(Tourism Innovation)  

② 観光地域マネジメント研究（Destination Management） 
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表２－１ 観光分野での専門、実務科目の設置や改善 

大区分 中区分 専門科目（9科目以上） 実務科目（4科目以上） 

① 

観光 

経営 

観光経営系 観光事業戦略(3) 

サービスビジネスモデル論(3)  

ツーリズム産業論(4) 

MICE総論(3) 

英語科目 Global Tourism & Hospitality 

Management Ⅰ(1) 

Global Tourism & Hospitality 

Management Ⅱ(3) 

海外インターンシップ事業 

-Global Tourism Internship (3) 

地域開発系 デスティネーション・マネジメント

論*2 

デスティネーション・マネジメント

実務(3) 

歴史文化系 観光と老舗(4) 京都観光・文化論(1) 

② 

サ ー ビ

ス経営 

関連のサー

ビス＆ホス

ピタリティ

関連科目群 

①関連事業での開発 

サービス・ファイナンス論(1) 

②その他 

サービス経営論(4)、 

サービスモデル活用論、 

サービス創出方法論、 

 

①関連事業での開発 

おもてなし経営論(1) 

②その他の既存科目 

まちづくりとまち経営、 

サービス新規事業開発(3)、 

グローバル・ロジスティックスと

貿易、 

ビジネスコンサルティング実務
(３)など 

③ 

その他 

 ②その他の経営管理科目 

③公共政策大学院 

行政システム、公共管理論 

②その他の経営管理科目 

（注） (1)は平成 28 度設置科目、(2)は平成 29 年度設置科目、(3)平成 30 年度以降に開

講予定科目、(4)は、既存で内容改善をした科目 

 

２－３ 開発科目の概要 

 平成 29年度の事業では下記の科目を対象にして、観光経営の高度化に資する科目と教育

の内容の開発に努めた。 

 

（１）新規科目の開発 （３にて詳述） 

１）観光事業戦略（平成 30年度に新設予定）の開発 

２）デスティネーション・マネジメント論 

３）国内・海外インターンシップの開発(平成 30年度予定） 

 

（２）昨年度開設科目の開発事業（３にて詳述） 

１）Global Tourism & Hospitality Management Ⅰ（2016年度設置） 

２）京都観光・文化論（平成 28年度設置） 

３）おもてなし経営論（平成 28年度設置） 

 

（３）既存科目の改善（３にて一部詳述） 
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１）サービスビジネスモデル分析（平成 30年度に改組予定） 

 ２）ツーリズム産業論（平成 27年度以前に開講） 

３）観光と老舗（平成 27年度以前に開講） 

４）サービス・ファイナンス論（平成 28年度に加わった科目） 

 

（４）現在開発構想中の科目 

１）デスティネーション・マネジメント実務（平成 30年度に開講予定） 

２）MICE総論（平成 30年度以降に開講予定） 

３）サービス人的資源開発論（平成 30年度以降に開講予定） 

 

３．平成２９年度事業 

３－１ 実施体制について 

 本事業は、京都大学経営管理大学院が受託した。主にサービス経営学領域を専攻として

いる「サービス価値創造プログラム」内部に、「観光経営科学ＭＢＡプログラム研究開発プ

ロジェクト」チーム（主査：若林直樹(教授)、メンバー：若林靖永(院長／教授)、前川佳

一(特定准教授)、増田央(特定講師)、事務局：佐野、市川、青木、杉貴、川村など）を設

置して開発を行った。同時に、サービス価値創造プログラムに所属する教員等とも密接な

連携も行った。また、このプロジェクトは、観光関連の企業や団体、自治体の実務家との

産官学連携を行う観光経営科学コース運営協議会を設置し、そこの実務家の指導や助言を

受けながら展開している。主な参画企業、団体は、東海旅客鉄道株式会社、京阪ホールデ

ィングス株式会社、スカイマーク株式会社、日本旅館協会、学校法人大和学園、日本観光

振興協会、エクスペディアホールディングス株式会社、京都市などである。 

 

３－２ 事業のスケジュール 

平成 29年度は、次の表(図表３－１)のように、観光経営科学コースの開設、募集の準備、

実施を中心としながら、科目、教材、Ｅラーニングの開発、実証などを行っている。 
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３－３ 活動の内容 

 今期の活動の内容は、観光分野のＭＢＡコースの設置の準備を進めると共に、そうした

ＭＢＡ教育にふさわしい科目、教育内容、教材、教育手法、実務教育の体制、教育基盤な

どを整備してきた。これに関連して、主に下記の６つを中心に行った。 

 

（１）観光経営科学コースの開設と産官学連携によるカリキュラムの高度化 

 観光経営科学コースの開設を進めた。具体的には、平成 29年６月の京都大学経営管理大

学院教授会でのコース設置の了承を得て、平成 30年度の入学希望者の募集要項の決定、募

集の告知、７，１０月の入試説明会、１１月の募集を行い、申込倍率７倍弱の多数の応募

を得て、１月の入試を経て最初の合格者を発表した。その際に、シンポジウム、ウェブサ

イト、外部メディアを通じて広告を展開した。 

また、観光経営科学コース運営協議会や、客員の教授、研究員の指導を受けつつ、産官

学でのカリキュラムや教育基盤の整備を進めた。 

 

（２）カリキュラムの開発 

 新規科目の開発、開講を行うと共に、既存関連科目の改善に努めた。 

①新規科目 

１）観光事業戦略（平成 30年度新設予定）の開発 

担当：客員研究員 池尾健 ／ 特定准教授 前川佳一 

 ホスピタリティ産業の事業特性、特定企業の特徴を踏まえた個別経営手法の理解と、そ

れに基づく経営判断の普遍化、パターン研究などを通して、個別企業の抱える経営課題の

抽出、解決提案、具体的施策の実施を目指す。ホテル（外資系/国内）の所有と経営、不動

産投資などをテーマとする。 

２）デスティネーション・マネジメント論（平成 29年度新設予定） 

担当：特定准教授 前川佳一 

 DMO（Destination Management/Marketing Organization）は、行政（地方自治体）、観光

業者（宿泊、交通、施設など）、地域住民らが一体となって（組織横断的に）、観光事業や

まちづくりをする組織のことを指す。現在、観光庁が推進する「日本版 DMO」がその中心に

位置すべきであると考えられる。しかし、「DMO」以前から活動し効果を上げている各地の

事例もある。また、米国における DMO は「日本型」とは実質的に異なっている面もある。

本科目では、官民問わず、より広く観光における集客マーケティング組織の在り方の諸相

を探る。 

３）国内・海外インターンシップのプログラム開発(平成 30年度予定） 

 主として観光高等教育の現場で学ぶインターンシップ事業を追加したい。米国フロリダ

州オーランドのＤＭＯ、香港（香港理工大の研修ホテル）などや関西観光本部を対象とす

る。 
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②昨年度開講科目の開発事業 

１）Global Tourism & Hospitality Management Ⅰ（平成 28年度設置） 

担当：特定准教授 前川佳一 

この科目を通じて受講生が理解するものは以下の３つである。①世界の観光市場、②観

光に及ぼす消費者行動と技術動向の重要性、③世界的視点および日本的視点双方から見た

ホスピタリティ/サービス経営の重要性である。 

２）京都観光・文化論（平成 28年度設置） 

担当：特定准教授 前川 佳一 

 現代の京都の観光地としての魅力や誘因を、長い歴史の脈絡において、かつ幅広い文化

の深みのなかで理解する。そうして得た知見が、次の観光施策立案や別の地域の活性化に

応用できる。 

３）おもてなし経営論（平成 28年度設置） 

担当：教授 原 良憲 

 顧客接点の観点から、観光・サービスマネジメントを統合的視点で理解するインテグレ

イティド・ホスピタリティ教育の一環の授業。「おもてなし」はしばしば日本的なサービス

の価値の源泉として位置づけられる一方で、具体的な認識をすることが難しい。本講義で

はサービスの事例やフレームワークに加え「おもてなし」に関する学問的取組の講義を通

じて、「おもてなし」を単なる概念として認識するだけでなく、事業対象として理解するこ

とを目指す。 

③既存科目の改善 

１）サービスビジネスモデル分析（平成 30年度改組予定） 

担当：教授 若林 直樹 

 産業のサービス化とサービス領域の拡大を前提とし、広義のサービスにおける価値創造

の方法について理解するためのフレームワークと事例を学生に提供することを目的とする。

サービスのビジネスモデルは刻々と進化し、国際的な競争を行っている。国際的な視野を

持ち、サービス先進事例、特におもてなしのあり方に関する情報収集と分析能力を高める

ことが、国際的な競争力や生産性を高める上で必要である。代表的なサービス経営事例に

関して、経営者や現場担当者から講演をしてもらい、ビジネスモデルの特徴と競争力を分

析する。 

 ２）ツーリズム産業論（平成 27年度以前に開講） 

担当：特定准教授 前川 佳一 

 観光について造詣の深い有識者やツーリズム産業界のトップマネジメント（12 人）を講

師として招聘し、理論面とともに実務面からもツーリズム産業の実態を概観することで、

観光による地域活性化やニューツーリズムの可能性など今後のツーリズム産業のあり方を

考察することができる人材育成をねらいとする。 

３）観光と老舗（平成 27年度以前に開講） 
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担当：特定准教授 前川 佳一 

 観光産業は伝統的なサービス産業のひとつの象徴である。一方で老舗は、狭義のサービ

ス業に限らずものづくりを生業としている場合も多いが、地域に根付きながら長年にわた

って価値を創造し続けている存在である。こうした意味で、観光と老舗がともにもつ地域

性と伝統性とに焦点を合わせ、概観することがこの科目の目的である。 

４）サービス・ファイナンス論（平成 28年度に加わった科目） 

担当：教授 砂川 伸幸 

 各業界に共通のコーポレートファイナンスとファイナンシャルマネジメントのツールを

修得することと，それらをホスピタリティ企業やツーリズム産業に応用できるようになる

ことが目標。ホスピタリティ業界への応用は，講義とケーススタディによって行う。 

 

（３）観光経営教育基盤の整備の実施 

 ビジネスケース教材やビデオ教材の開発、Ｅラーニングシステムの開発、観光経営関連

の図書・資料の整備を進めた。 

① ビジネスケース教材やビデオ教材の開発 

 これに関しては、「ツーリズム産業論」、「サービス産業事例分析（平成 30 年度よりサー

ビスビジネスモデル分析）」などを利用して、観光産業や関連するサービス産業の実務家を

招へいしたり、教員や客員研究員などの開発を通じて、図表３－２のケース教材の開発を

実施した。 

② Ｅラーニングシステムの開発と実証実験 

 観光ＭＢＡ e-learning サイト（図表３－３）を構築して上記のビデオやビジネスケース

教材を実装した。そして、京都観光経営学講座と共同しながら、その利用に関する実証実

験を行った。 
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図表３－３ 京都大学経営管理大学院観光ＭＢＡ e-learningサイト（学内利用のみ） 

 

 

 

 

図表３－２ 平成２９年度開発のケース教材 

 
（１）ケースリスト         
番号 ビジネスケース 
1 ジェットスター・ジャパン株式会社 
2 ＳＴＲ（スミストラベルリサーチ） 
3 株式会社グリーンホスピタリティ―マネジメント 
4 楽天株式会社 
5 株式会社トリドールホールディングス 
6 ひらかたパーク（京阪電気鉄道株式会社） 
7 株式会社百戦錬磨 
8 グリコチャネルクリエイト株式会社 
9 綿善旅館 
10 日本航空株式会社 
11 株式会社大丸松坂屋百貨店 
12 スロベニア・アナモントロ劇場 
13 金沢クリエイティブ・ツーリズム 
14 インドの宿泊業の人的資源管理 

 

（２）ビジネスケースのビジネスケース教材例（ジェットスター）
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③関連する図書・資料の購入 

 観光経営に関連する資料・図書・データをＩＣＣＡ，帝国データバンク、オータパブリ

ケーションズなどから購入した。 

 

（４）実務教育体制の高度化 

 まず、高度な観光経営の実践に触れる内外のインターンシップ事業の開発を行った。国

内では、関西全体のＤＭＯである関西観光本部との協力協定を結び、インターンシップ等

の協力関係を確立した。海外で

は、ＩＣＣＡ総会への参加、米

国フロリダ州オーランドＤＭＯ、

タイ観光庁への訪問を通じて国

際観光経営期間へのインターン

シップ事業についての研究を行

った。例えば、平成 29年 8月 2

日に米国 Visit Orlando を訪問

して、米国で最多の訪問客を誇

るオーランドにおける DMO であ

る Visit Orlando の運営内容に

係る調査を、大学院生と共に実

施した。また、平成 29年 11 月

11日（土）～11月 15日（水）には、プラハでの 

第 56 回 ICCA 総会へのインターンシップを行った。この協会は、国際会議やイベントに関

連する主要なサプライヤーから構成されており、世界約 100 ヵ国から 1,000 以上の企業・

団体が会員となっており、海外ＤＭＯへのインターンシップ事業の開拓が出来た。 

 

（５）観光経営学教育に関する国際動向の調査研究 

 国内外の先端的な経営学研究学会に参加し、観光経営学に関する研究動向に関する情報

を収集分析し、観光経営教育の高度化に勤めた。例えば、香港理工大学での The 3rd Global 

Tourism & Hospitality Conference（平成 29 年 6 月 5 日～7 日）に参加報告し、世界の観

光産業を取り巻く変化とトレンドについて、研究者、学生、業界関係者が議論を聴講する

と共に、日本の観光経営の現状を報告して、その日本的特性に関する国際的な知見を数多

く得た。また、米国 Florida の 4th World Research Summit on Tourism and Hospitality

（平成 29年 12月 9日から 11日）にも参加報告し、北米での議論の特性と日本的経営に対

する評価を得た。 

 また、国連世界観光機構総会、ＩＣＣＡ総会、ＡＳＥＳ（米国団体役員協会），香港理工

大学ウィンターセミナー、ＳＴＲトレーニングワークショップなどに派遣し、観光経営学

図表３－４ 海外インターシップ事業研究の例 

（ＩＣＣＡ総会／オーランドＤＭＯ Visit Orland） 
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教育の先端的な手法や課題についての分析も行った。合わせて、それ以外にも、アメリカ

経営学会、国際ビジネス学会（AIB）、欧州経営学会連合（EIASM）等の主要な国際経営学会

や、日本商業学会、日本労務学会、組織学会などの主要な国内経営学会にも参加報告をし、

観光経営に関する研究動向を調査し、教育内容の高度化に努めた。 

 

（６）観光ＭＢＡ教育に関する外部広報活動 

 4にて後述する二つの公開シンポジウムを開き、観光経営学とＭＢＡ教育の重要性につい

ての本事業の成果の一部を公開して、社会からの多くのフィードバックを得た。特に、9月

29 日のシンポジウムに関しては、実際には、300 名を超える聴衆がきたものの、会場の関

係で多くの市民、企業人の参加を断らねばならないほどの反響を得た。 

 原忠之客員准教授やエクスペディア関係者による外部講演会も実施した。また、教育開

発の内容の一部は、京都市との京都観光経営学講座の一部で、社会人受講生を対象に対し

て提供して、その教材の効果や改善に関する実証実験を行った。 

 また、日本経済新聞、産経新聞、読売新聞，京都新聞やＫＢＳテレビ，リクルートなど

からの取材を受けた。 

 

（７）観光経営に関する教育研究の調査 

本年度は図表３－７、３－８といった調査活動を

行い、観光経営科学に関わるその動向の把握・調査、

活動を実施した。出張の主要な目的は、2つある。第

一に、本コースで開発・提供する講義といった教材

に対して、その位置づけや方向性を検証、改善を行

うための情報収集である。また、観光分野における

キーパーソンからの本コースの教育内容のあり方に

対する意見収集や、実務教育に関する国際連携(講義

の提供や海外インターンシップ等)のネットワーク

構築といった側面もある。ここでは、学会(学会、総

会等への参加・調査)、と訪問(組織への訪問、イベ

ント参加、活動紹介による意見徴収等)に分けて出張

報告を記載する（出張内容の詳細については６を参

照のこと）。 

 

図表３－７ 出張報告: 学会(学会、総会等への参加・調査)  

１．The 3rd Global Tourism & Hospitality Conference 

日時：平成 29年 6月 5日～7日 

場所：Hong Kong Polytechnic University (香港理工大学) Hotel ICON 

図表３－６ 観光経営学の 

国際研究動向の分析紹介 

 

（出所）『日本経済新聞』平成 29

年 8月 14日朝刊、12頁。 
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概要：観光者行動や環境問題、地域開発などがテーマであり、観光産業の重要経営課題が網

羅的に展開され、デスティネーション・マネジメント論(ＤＭ論)の講義に活用した。 

２．The Academy of International Business (AIB) 

日時：平成 29年 7月 1日～7月 5日 

場所：ドバイ, アラブ首長国連邦 

概要：本学会での観光関連の研究報告の１つとして、大規模イベントと国家ブランディング

が取り上げられており、東京オリンピックを平成 32 年に控える日本、そして日本の観光産

業にとっても重要な視点を含んだものである。ＤＭ論の講義に活用される。 

３．日本労務学会第 46回全国大会 

日時：平成 29年 7月 15日～7月 16日 

場所：専修大学生田キャンパス（神奈川県川崎市） 

概要：人材の人事管理や人材開発に関する経営学理論が議論され、サービス経営論に活かす

こととした。 

４．The Academy of Management （アメリカ経営学会） 

日時：平成 29年 8月 4日～8日 

場所：Atlanta, Georgia, USA 

概要：ツーリズム産業が、伝統的なＨＲ(Human Resources)に関するテーマだけでなく、地

域コミュニティや顧客との関係などの世界先端理論が示され、サービス経営論に反映した。 

５．7th International Conference on Tourism Management and Related Issues 

日時：平成 29年 9月 28日～29日 

場所：Bocconi University(Milan, Italy) 

概要：インターネット上のレビューが観光産業の経営にどのように影響するのか、また、観

光産業がこれらの情報にどのように対応しているかが、現在注目を集めるトピックであるこ

とがうかがえた。ＤＭ論に反映した。 

６．22nd UNWTO(United Nations World Tourism Organization) General Assembly 

日時：平成 29年 9月 11日～16日 

場所：成都世紀城新国際会展中心(中国成都市) 

概要：国連世界観光機構年次総会に出席し、近年の観光ビジネスの動向の情報を収集した。

ＤＭ論の教育内容に反映した。 

７．組織学会（The Academic Association for Organizational Science） 

日時：平成 29年 11月 11日～12日 

場所：首都大学東京南大沢キャンパス(東京都八王子市) 

概要：主要なセッションでは主にサービス業がテーマとなっており、組織理論は観光産業を

考えるうえでもヒントになる。サービス経営論に反映した。 

８．56th ICCA Congress（第 56回 ICCA総会） 

日時：平成 29年 11月 11日～15日 
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場所：プラハコングレスセンター(チェコ・プラハ) 

概要：国際会議の誘致の効果について、従来の想定してきた経済的効果に加えて、地域の社

会課題解決につながる社会的効果が注目され、マーケティングや事業の持続可能性の維持に

繋げようとする傾向がみられる。ＤＭ論の教育内容に反映した。 

９．Euro-Asia Management Studies Association・欧州アジア経営学会 

日時：平成 29年 11月 16日～19日 

場所：コペンハーゲンビジネススクール(デンマーク・コペンハーゲン) 

概要：デンマークにおいては中国人旅行者に着目し、観光産業での成果を、デンマークの知

名度の向上とデンマーク製品の輸出など他の経済活動に波及させていくことが望ましいと

いう見解であった。ＤＭ論の教育内容に反映した。 

 

図表３－８ 出張報告: 訪問(ヒアリング、イベント参加・開催、海外大学との連携等)  

１．CHE (Certified Hospitality Educator) Workshop 

日時：平成 29 年 6 月 8 日～11 日 

場所：香港理工大学 (Hong Kong Polytechnic University) 

訪問での担当者：Professor Fred Mayo  

概要：観光・ホスピタリティ分野に関する計量分析について体系的に教授法を学ぶことが

でき、次年度の観光事業戦略論の内容に反映した。 

２．平成 29 年度 日本商業学会関西部会 6 月例会(本プログラム研究成果報告) 

日時：平成 29 年 6 月 17 日 

場所：大阪市立大学文化交流センター・大阪駅前第 2 ビル 6 階ホール 

概要：京都大学経営管理大学院が新たに観光 MBA コースを設置するにあたり、これまでの

成果を発表することを目的に開催された。ＤＭ論の内容に反映できた。 

３．American Society of Association Executives (ASAE) 

日時：平成 29 年 7 月 31 日 

場所：American Society of Association Executives(NW, Washington, DC) 

訪問での担当者：Greta Kotler 氏(CAE, Chief Global Development Officer) 

概要：国際会議の運営手法の開発を行っており、ＤＭ論の教育内容に反映できた。 

４．Visit Orlando 

日時：平成 29 年 8 月 2 日 

場所：Visit Orlando(Orlando, FL) 

訪問での担当者：S.Naegele(Vice president of Sales Operation)など 

概要：米国で最多の訪問客を誇るオーランドにあるＤＭＯである VisitOrlando のマーケテ

ィング部門の活動をヒアリングし、ＤＭ論に反映した。 

５．Hong Kong PolyU Winter School 2017 

日時：平成 29 年 12 月 6 日～平成 29 年 12 月 7 日 
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場所：香港理工大学(中華人民共和国 香港特別行政区) 

概要：香港理工大学のアジア圏におけるホスピタリティ実務教育についてのセミナーであ

り、サービス経営論の改善資料となった。 

６．Global Tourism Seminar: Cultural and Tourism 

日時：平成 30 年 1 月 9 日～10 日 

場所：チュラロンコン大学（タイ・バンコク）、タイ国政府観光庁 

訪問での担当者：Pasu Decharin 氏(チュラロンコン大学ビジネススクール, Dean)等, 

Runjuan Tongrut 氏(タイ国政府観光庁, 東アジア局長)等 

概要：チュラロンコン大学ビジネススクールとの観光経営科学に関連した共同教育・研究

とタイ国政府観光庁の活動についての情報収集を行った。海外インターンシップの開発資

料となった。 

 

４．シンポジウム・協議会・研究会・講演会・報道記録の概要 

４－１ シンポジウム 

（１）京都大学経営管理大学院・観光経営科学コース開設記念国際シンポジウム  

・テーマ：世界の観光ビジネスにおける日本と京都の魅力 

・開催日：平成 29年 9月 29日（金）13:00-17:30 

・会場：ハイアットリージェンシー京都（ロビーフロア１F ボ

ールルームⅡ） 

・参加人数：250人程度(事前登録 177人)   

・概要： 

平成 30年度より、京都大学経営管理大学院では、観光立国を

推進するために、観光産業の経営革新と観光地振興を進める高

度経営人材を育成する「観光経営科学コース」（観光Ｍ ＢＡコ

ース）を設置する。それを記念する国際シンポジウムを開催し

た。国際的な観光とビジネスにおける日本と京都の魅力につい

て考え、今後の観光立国と観光地域振興のあり方を「観光地域

振興経営（ Destination Management ）」の観点から議論し、内

外の講演者、パネリストからの熱心な議論を得た。そして、国

際的・国内的な観光振興における京都大学観光経営科学コース

（通称、観光ＭＢＡコース）の果たすべき役割の道筋が得られ

た。 

・プログラム: 

① はじめに:京都大学経営管理大学院院長挨拶（若林靖永） 

② 観光庁長官祝辞（田村明比古氏） 

③ 第 1 部:「世界の観光地としての日本とその魅力」 【英語

図表４－１ 開設記念国際 

シンポジウムの様子（１） 

田村明比古氏 

ケイ・チョン

デービッド・アトキンソン
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講演】 

・基調講演１：香港理工大学観光・ホテル学部長 ケイ・チョン氏「アジアのホスピタリテ

ィの特性（“What Makes Asian Hospitality Asian?”）」 

・基調講演２：株式会社 小西美術工藝社 代表取締役社長 デービッド・アトキンソン氏

「日本の観光の可能性と課題」 

・基調講演３：エクスペディアホールディングス株式会社 代表取締役ロッジングパート

ナーサービス 日本・ミクロネシア地区統括本部長 マイケル・ダイクス氏「ビッグ

データに見る日本の魅力と課題」 

④第 2部:パネルディスカッション【日本語講演】 

「日本の観光におけるデスティネーション・マネジメントの革新」  

セントラルフロリダ大学 准教授 原忠之氏 

一般財団法人関西観光本部 理事・事務局長 森健夫 氏 

日本航空株式会社 執行役員 中野 星子氏 

京阪ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 稲地 利彦氏  

文化庁地域文化創生本部 事務局長 松坂 浩史氏 

京都市産業観光局 MICE推進室 MICE戦略推進担当部長 福原 和弥氏 

在日米国商工会議所関西支部 特別顧問 スティーブ・岩村氏 

⑤第 3部:新設コース紹介(京都大学経営管理大学院 若林直樹／前川佳一) 

「京都大学観光経営科学コースのめざすもの」 【日本語】 

⑥おわりに:京都市祝辞（福原和弥氏） 

⑦京都大学経営管理大学院附属 経営管理センター センター長挨拶(小林潔司) 

 

 

 

 

 

図表４－２ 開設記念国際シンポジウムの様子（２） 

 

マイケル・ダイクス氏

氏 

原忠之ＵＣＦ准教授 
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（２）観光を考える定例シンポジウム 

テーマ：観光に DMO は必要か？～観光 MBA人材との関連は？～ 

開催日：平成 29年 10月 1日（日）13:00-17:00 

会場：京都タワーホテル 9F八閣の間 

参加人数：80人 

議題： 

①基調講演： 

・NPO 法人グローバルキャンパス理事長、事業構想大学院大学

客員教授大社充氏 

・醍醐寺執行総務部長 仲田順英氏 

②パネル討論:  

・コーディネーター：京都大学経営管理大学院 特定准教授 

前川佳一 

・パネリスト： 

 ・海の京都ＤＭＯ 事業統括部長 栗山晃司氏 

 ・ニシオサプライズ株式会社 代表取締役 西尾晴雄氏 

 ・S-イノベーション・デザイン株式会社 代表取締役 篠原洋輔氏 

 ・株式会社 KBS創研 代表取締役 小泉壽宏氏 

概要：観光による地方創生の起爆剤として日本版ＤＭＯが注目されている。今年のシンポ

ジウムはこの日本版 DMO をテーマに、果たして DMO が観光による地方創生のけん引役にな

りうるのか、その成功要因は何かについて DMO専門家、DMO運営者をはじめ地域の魅力の発

信に腐心する事業者等を交え、議論した。並行して、来年から京都大学が開設する観光 MBA

（専門職学位課程 観光経営科学コース）から輩出する人材のあり方についても意見を交わ

した。 

 

  

図表４－３ 観光を考える

定例シンポジウム 

講演する醍醐寺・仲田順英氏 
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４－２ 協議会  

（１）第 1回 観光経営科学コース運営協議会 

日時：平成 30年 1月 23日（火）16：30-18：00 

場所：京都大学国際科学イノベーション棟 1階 会議室 1 

 

図表４－４ 参加者 

学内教員 京都大学経営管理大学院 院長／教授など 若林 靖永 

顧問委員 東海旅客鉄道株式会社 相談役 須田 寛 

顧問委員 京阪ホールディングス株式会社 代表取締役社長 CEO兼 COO執

行役員 

加藤 好文 

顧問委員 日本旅館協会 会長／株式会社湯元館 代表取締役会長 針谷 了 

顧問委員 学校法人大和学園 理事長 田中 誠二 

顧問委員 公益社団法人日本観光振興協会 事業推進本部観光アカデミー

推進室担当部長 

浅井 重彦 

顧問委員 エクスペディアホールディングス株式会社 ロッジング・パー

トナーサービス地方創生推進室室長兼関西・北陸地区本部長 

谷口 紀泰 

顧問委員 京都市産業観光局観光 MICE推進室 MICE戦略推進担当部長 福原 和弥 

 

議題： 

①平成 29年度の事業総括事業の概要 

②平成 29年度の開発科目の概要 

③平成 30年度の観光経営科学コースのカリキュラム概要 

④平成 30-31年度予定する科目の概要 

⑤今後の発展計画 

概要：本協議会の開催にあたり、挨拶として、経営管

理大学院 若林靖永院長から、現在の観光に関する状

況と、それに対する平成 30年度観光経営科学コース設

置による観光経営人材育成への期待が述べられた。 

・ 各委員からの提言: 各議題の説明を受け、各委員

から、観光の理念研究など、本事業に対する期待

や要望など幅広い提言がなされた。本協議会での

意見交換により、観光人材育成に対する産官学か

らの各具体的ニーズが共有でき、本学が提供する

観光経営科学コースのプログラム開発・運営への有益なフィードバックを得ることが

できた。また、実務家委員より本プログラムへの産業界の協力などが具体的に提言さ

れた。 

あ図表４－５ 協議会開催の様子 
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４－３ 研究会報告 

本年度は図表４－６のような研究会を行い、観光経営科学に関わる討議を行った（詳細

については附録資料参照のこと）。 

 

図表４－６ 研究会開催一覧 

ａ．第１回研究会 

日時：2017年 6月 15 日（木）10：30～12:30  

場所：総合研究 2号館 小演習室 1 

発表者：Dr. Alfonso Avila-Robinson（京都大学経営管理大学院 観光経営科学 MBAプ

ログラム特定研究員） 

テーマ: 「The Structure and Evolution of the Field of Destination Management and 

Marketing (DMM)」 

ｂ．第２回研究会 

日時：2017年 6月 19 日（月）10：00～12:00  

場所：京都大学国際科学イノベーション棟 5階 会議室 5a 

発表者１：若林直樹  

テーマ１：「京都大学観光経営科学 MBAプログラム（仮称）構想」 

発表者２：前川佳一 

テーマ２：「カリキュラムの概要」 

ｃ．第３回研究会 

日時：2017年 8月 30 日（水）13:00～15:00   

場所：総合研究 2号館 大演習室 1 

発表者：池尾健氏（Flat Collaboration合同会社 取締役） 

テーマ：「ホスピタリティ経営戦略論の授業内容について」 

ｄ．第４回研究会 

日時：2017年 10月 25日（水）13:30～15:00  

場所：総合研究 2号館 小演習室 1 

発表者：池尾健氏（Flat Collaboration合同会社 取締役） 

テーマ：「観光事業戦略論の授業内容について」 

ｅ．第５回研究会 

日時：2017年 11月 29日（水）13:00～15:00  

場所：総合研究 2号館 大演習室 2 

発表者：池尾健氏（Flat Collaboration合同会社 取締役） 

テーマ：「観光事業戦略論の授業内容について」 

ｆ．第６回研究会 

日時：2017年 12月 20日（水）10:30～12:30  
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場所：総合研究 2号館 大演習室 2 

発表者：池尾健氏（Flat Collaboration合同会社 取締役） 

テーマ：「観光事業戦略論の授業内容について」 

 

４－４ 講演会 

（１）第１回講演会 

日時：平成 29年 6月 4日（水）14：45-16：15  

場所：京都大学 総合研究２号館・３階ケースス

タディ演習室 

講演者：エクスぺディアホールディングス株式会

社 京都・滋賀・中四国地区本部長 谷口紀泰氏 

テーマ：「インバウンドを活用した地方創生につ

いて」 

 

（２）第２回講演会 

日時：平成 29年 6月 15日（木）18：30-20：00  

場所：京都大学 総合研究２号館・３階ケーススタディ演習室 

講演者：セントラルフロリダ大学 准教授 原忠之氏 

テーマ：「グローバルツーリズムにおけるデスティネーションマネジメントとホスピタリテ

ィー産業について」 

 

 

 

 

 

 

図表４－７ 第 1回講演会開催の様子 

図表４－８ 第２回講演会開催の様子 
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（３）第３回講演会 

日時：平成 29年 10月 4日（水）13：00-15：

00  

場所：京都大学吉田キャンパス みずほホ

ール（法経東館地下 1階） 

講演者： 澳門城市大学（City University 

of Macau)国際観光経営学部客員教授兼観

光・カジノ研究所副所長 アンソニー・ウ

ォン（IpKin Anthony Wong, PhD）氏 

テーマ：『Time-Variant Travel 

Motivations and Behaviors』（『観光者の

動機と行動の時間変化について』） 

概要：今回の講演では、観光者の旅行動機と行動特性についての 10年以上のパネルデータ

分析を用いて、国や地域の経済状況(economic factors)および個人のライフステージ(age 

difference)が旅行動機や観光行動に明らかな影響を及ぼすことが示され、観光者行動研究

では個人的要因（ミクロ）と経済状況（マクロ）の両面から考察することの重要性が強調

された。 

 

４－５ 報道記録 

下記のような報道で、本プログラムが取り上げられた。 

・「ブラック企業の代名詞「観光産業」を京都大学 MBAが変える」、『Smart Flash』平成 29

年 3月 19日 （https://smart-flash.jp/sociopolitics/17478） 

・「暮らしと京都観光 にぎわいの陰で」、『京都新聞』平成 29年 4月 17 日、1, 3ページ 

・「京大に「観光 MBA」来年 4月、観光科学コース」、『京都新聞』平成 29年 8月 11日朝刊、

25ページ 

・「京大経営管理大学院に観光 MBAコース」、『産経新聞』平成 29年 8月 11日朝刊、22ペー

ジ 

・「観光経営 MBA 京大が来春開設」、『読売新聞』平成 29年 8月 11日朝刊、33ページ 

・「京大大学院に観光コース新設」、『日本経済新聞』平成 29年 8月 11日朝刊、34ページ 

・「観光産業 経営者を育成 京大、MBAに新コース」、『日本経済新聞』平成 29年 8月 11

日朝刊、地方経済面 関西経済 

・「経済教室 観光地経営が問う革新力」、『日本経済新聞』平成 29年 8 月 14日朝刊 

・「観光ビジネス京の魅力伝えるシンポ」、KBS京都テレビ、「京 BizX」、平成 29年 9月 29

日午後 9時。 

・「観光テーマにシンポ」、『京都新聞』平成 29 年 9月 30日朝刊、21ページ 

・「京都大学経営管理大学院と関西観光本部との観光に関する協力協定」 

図表４－９ 第３回講演会開催の様子 

Ａ．ウォン澳門城市大学客員教授 

https://smart-flash.jp/sociopolitics/17478
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『京都新聞』平成 29年 11月 3日朝刊 26頁。 

『神戸新聞』平成 29年 11月 3日朝刊 3頁。 

『日本経済新聞』、平成 29年 11月 3日朝刊、地方経済面関西経済面。 

・「京都経済特集・大学「多様な学部・専攻で進化」」、『日本経済新聞』平成 29年 11月 21

日朝刊 30頁。 

・「日本の国際観光競争力」、『日本経済新聞』2017年 12月 14日夕刊、5頁。 

 

５ 観光経営科学コースに関連する科目の詳細 

５－１ 専門科目 

（１）観光事業戦略（平成 30年度に新設予定） 

客員研究員 池尾健 ／ 特定准教授 前川佳一 

 ホスピタリティ産業の事業特性、特定企業の特徴を踏まえた個別経営手法の理解と、そ

れに基づく経営判断の普遍化、パターン研究などを通して、個別企業の抱える経営課題の

抽出、解決提案、具体的施策の実施を目指す。ホテル（外資系/国内）の所有と経営、不動

産投資など。 

 

（２）サービスビジネスモデル分析（平成 30 年度に改組予定） 

教授 若林 直樹 

 産業のサービス化とサービス領域の拡大を前提とし、広義のサービスにおける価値創造

の方法について理解するためのフレームワークと事例を学生に提供することを目的とする。

サービスのビジネスモデルは刻々と進化し、国際的な競争を行っている。国際的な視野を

持ち、サービス先進事例、特におもてなしのあり方に関する情報収集と分析能力を高める

ことが、国際的な競争力や生産性を高める上で必要である。代表的なサービス経営事例に

関して、経営者や現場担当者から講演をしてもらい、そのビジネスモデルの特徴と競争力

を分析する。 

 

（３）ツーリズム産業論（平成 27年度以前に開講） 

特定准教授 前川 佳一 

 観光について造詣の深い有識者やツーリズム産

業界のトップマネジメント（12人）を講師として招

聘し、理論面とともに実務面からもツーリズム産業

の実態を概観することで、観光による地域活性化や

ニューツーリズムの可能性など今後のツーリズム

産業のあり方を考察することができる人材育成を

ねらいとする。 

 

門川京都市長の授業風景 
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（４）Global Tourism & Hospitality Management Ⅰ（平成 28年度に加わった科目） 

特定准教授 前川 佳一／非常勤講師 David Taylor, PhD, Masako Taylor, PhD 

 Through this intensive course, students will gain a broader understanding of 1) 

the global tourism market, 2) the significance of consumer behavior and technology 

trends, and 3) the importance of hospitality/service management from both a global 

and Japanese perspective. 

 

 この科目を通じて受講生が理

解するものは以下。1)世界の観光

市場、2)観光に及ぼす消費者行動

と技術動向の重要性、3)世界的視

点および日本的視点双方から見

たホスピタリティ/サービス経営

の重要性。 

 

 

 

（５）Global Tourism & Hospitality Management Ⅱ（平成 30年度に開講予定） 

客員准教授 原忠之 

 世界の観光産業界の経済分析（Tourism Impact Analysis）。産業連関、経済効果分析、

サステイナビリティ等で世界のケースを学ぶ。定量分析の比重が高い。 

 現在、文化庁からも京都移転に絡んで文化の定量的な測定手法が構想されているが、

UNESCO 向けに講師が提案した国連報告書のコアも、基本的に産業連関を発展させた手法で

あり、これをベースとして講義、演習する。 

 

（６）デスティネーション・マネジメント論（平成 29年度に開講した科目） 

特定准教授 前川 佳一 

  DMO（Destination Management/Marketing Organization）は、行政（地方自治体）、観

光業者（宿泊、交通、施設など）、地域住民らが一体となって（組織横断的に）、観光事業

やまちづくりをする組織のことを指す。現在、

観光庁が推進する「日本版 DMO」がその中心

に位置すべきであると考えられる。しかし、

「DMO」以前から活動し効果を上げている各

地の事例もある。また、米国における DMOは

「日本型」とは実質的に異なっていることも

考えられる。本科目では、官民問わず、より

Professor David Taylor の授業風景 

醍醐寺での実習風景 
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広く観光における集客マーケティング組織の在り方の諸相を探る。 

第 1日（＠醍醐寺）「DMO経営と観光地経営」 

第 2日 日本の DMO政策 

第 3日 日本と世界の DMOの実際 

 

（７）観光と老舗（平成 27年度以前に開講） 

特定准教授 前川 佳一 

 観光産業は伝統的なサービス産業のひとつの象徴である。一方で老舗は、狭義のサービ

ス業に限らずものづくりを生業としている場合も多いが、地域に根付きながら長年にわた

って価値を創造し続けている存在である。こうした意味で、観光と老舗がともにもつ地域

性と伝統性とに焦点を合わせ、概観することがこの科目の目的である。学生の到達目標は

以下のとおり。 

・観光業のサービス業としての側面を理解する 

・老舗のサービス業としての側面を理解する 

・観光と老舗の文化の担い手としての側面を理解する 

・特に京都における観光と老舗の有機的結合について考察できる 

 

（８）ツーリズム・ファイナンス論（平成 28 年度に加わった科目） 

教授 砂川 伸幸 

 各業界に共通のコーポレートファイナンスとファイナンシャルマネジメントのツールを

修得することと，それらをホスピタリティ企業やツーリズム産業に応用できるようになる

ことが目標。ホスピタリティ業界への応用は，講義とケーススタディによって行う。 

 

５－２ 実務科目 

（１）京都観光・文化論（平成 28年度に加わった科目） 

特定准教授 前川 佳一 

 現代の京都の観光地としての魅力や誘因を、長い歴史の脈絡において、かつ幅広い文化

の深みのなかで理解する。そうして得た知見が、次の観光施策立案や別の地域の活性化に

応用できる。 

京都観光経済学・経営学 7コマ、京都の四季・歳時記・しきたり 4 コマ。京町家保存、

禅寺のインバウンド対応、華道の心、各 1コマ 
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（２）おもてなし経営論（平成 28年度に加わった科目） 

教授 原 良憲 

 顧客接点の観点から、観光・サービスマネジメントを統合的視点で理解するインテグレ

イティド・ホスピタリティ教育の一環の授業。「おもてなし」はしばしば日本的なサービス

の価値の源泉として位置づけられる一方で、具体的な認識をすることが難しい。本講義で

はサービスの事例やフレームワークに加え「おもてなし」に関する学問的取組の講義を通

じて、「おもてなし」を単なる概念として認識するだけでなく、事業対象として理解するこ

とを目指す。受講者の到達目標は以下のとおり。 

- サービス/ホスピタリティ/おもてなしを俯瞰的に理解するとともに、関連するモデルや

フレームワークに関する知識を獲得する 

- ホスピタリティ産業を支える、顧客接点における価値共創の共通基盤を理解する 

- 日本型クリエイティブ・サービス（暗黙知に基づく切磋琢磨の価値共創）が有する競争

優位性を学ぶ 

 

（３）海外インターンシップ(平成 30年度に開催予定） 

 主として観光高等教育の現場で学ぶインターンシップ事業を追加したい。候補地は米国

フロリダ州オーランド（セントラルフロリダ大学）、香港（香港理工大）など。 

 

（４）デスティネーション・マネジメント実務（平成 30年度に開講予定） 

教授 若林 直樹 

 主としてオンライントラベルエージェントの立場から、デスティネーション・マネジメ

ントの実務を演習する。現実の事例やデータを豊富に用い、座学と分析演習とを組み合わ

せた科目とする予定。 

 

（５）MICE総論（平成 30年度以降に開講予定） 

特定准教授 前川 佳一 

 観光産業の B2B ビジネスといいうべき、MICE（ミーティング、インセンティブツアー、

京町家での授業風景 「外国人に禅体験」授業の告知 
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コンベンション、イベント）誘致を体系的に学ぶ。ひとつの側面は、地方自治体の取り組

みであり、もうひとつは PCO（Professional Congress Organizers）の取り組みで、それぞ

れ専門家を招く予定。 

 

（６）サービス人的資源開発論（平成 30年度以降に開講予定） 

教授 若林 直樹 

 ホスピタリティ産業を中心に顧客満足度を向上する人材と組織の開発戦略を論じる。 

 

（７）まちづくりとまち経営（平成 27年度以前に開講） 

特定教授 吉田 恭 

 本講義は、政策立案の最前線やまちづくりの現場で実際に問題となっている課題や、近

年創設された制度、現在国・地方公共団体で議論されている解決の方向性、まちづくりの

現場で行われている取り組み・工夫等、最新の生の議論や政策、実例を幅広く伝え、受講

生が自ら課題を意識し、解決策を考える講義とする。具体的には、まちづくりの全般的な

課題と制度を分野別に学び、国又は地方公共団体の実務者による講話を行う。また、まち

づくり現場のフィールドワークとして、まちづくりプロジェクトを担う実務家から話を聞

くとともに、現地調査を行う。 

 

５－３ 他研究科の関連科目 

（１）行政システム （公共政策大学院） 

 ここでは、行政学の基本的な視座や視角、分析の方法について理解する。現代日本の行

政の実態について、基本的な知識を得る。これを通じて、観光地域開発を考える上での、

行政上の問題についての基礎知識を得る。 

 

（２）公共管理論 （公共政策大学院） 

公共組織の経営管理について、その動向と理論について講じる。経営体として公共組織

をみた場合、それを経営管理にはどのような特徴と課題があるのかを考える。公共分野の

組織や管理についての基礎的な内容を講義する。 

 

６ 出張報告 

本年度は以下のような出張を行い、観光経営科学に関わる動向の把握・調査、活動を実

施した。出張の主要な目的は、2つある。第一に、本コースで開発・提供する講義といった

教材に対して、その位置づけや方向性を検証、改善を行うための情報収集である。また、

観光分野におけるキーパーソンからの本コースの教育内容のあり方に対する意見収集や、

実務教育に関する国際連携(講義の提供や海外インターンシップ等)のネットワーク構築と

いった側面もある。ここでは学会(学会、総会等への参加・調査)と訪問(組織への訪問、イ
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ベント参加、活動紹介による意見徴収等)に分けて出張報告を記載する。。 

 

６－１ 学会(学会、総会等への参加・調査) 

（１）The 3rd Global Tourism & Hospitality Conference 

日時: 平成 29年 6月 5日～7日 

場所: Hong Kong Polytechnic University (香港理工大学) Hotel ICON 

概要: 全 136 件の報告のうち、観光産業関連のテーマを厳密に分類することは難しいが、

58 件が観光産業の経営をテーマにしていた。58 件のうち、マーケティング関係が 26 件、

HR（人材育成、組織）17 件、戦略 5 件、CSR4 件、IT(Information Technology)関係 3 件、

流通（サプライチェーン）3件であった。観光者行動や環境問題、地域開発などがテーマで

あっても観光産業が関わっている場合が多く、全体の半数以上が観光産業関連の研究報告

であった。 

 

（２）The Academy of International Business (AIB) 

日時: 平成 29年 7月 1日～7月 5日 

場所: ドバイ, アラブ首長国連邦 

概要: 本学会での観光関連の研究報告１では大規模イベントと国家ブランディングが題材

として取り上げられており、東京オリンピックを 2020年に控える日本、そして日本の観光

産業にとっても重要な視点を含んだものである。また、観光関連の研究報告２は日本と同

じアジア・オセアニア地域に位置するオーストラリアの観光産業を分析対象としており、

中国人観光客の動向が国内観光業に大きく影響する状況も類似している。その意味で、本

事例も日本の観光業にとって有用な知見を与えるものと思われる。 

 

（３）日本労務学会第 46回全国大会 

日時: 平成 29年 7月 15日～7月 16日 

場所: 専修大学生田キャンパス（神奈川県川崎市） 

概要: 日本労務学会は、1970年に設立された、労務問題に関する国内最大級の学会である。

経営学・経済学・社会学・心理学・法学・労働科学などの観点から、雇用・労働・組織・

人事・労使関係に関する議論が展開されている。会員は、研究者・実務家あわせて約 900

名である。観光産業・サービス産業をフィールドとした研究発表はわずかに 2 編であり、

また両発表はいずれも、観光産業・サービス産業に直接の関心を向けた研究ではなかった。

したがって、観光・サービスに関わる人材の人事管理や人材開発に関する学術研究は、日

本労務学会においてはほとんど展開されていない可能性がある。 

 

（４）The Academy of Management 

日時: 平成 29年 8月 4日～8日 
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場所: Atlanta, Georgia, USA 

概要: AOM全体の研究発表の傾向としては、計量分析に限らず質的分析や歴史分析・理論研

究など、幅広い研究方法が採られていた。上に挙げたツーリズム産業に関する研究におい

ても、①質問票、②パネルデータ、③インタビュー、④データベースというように、複数

のデータソースおよび手法で取り組まれていた。これは、ツーリズム産業が、非常に多く

の点で特徴的であることの表れであろう。ツーリズム産業が、伝統的なＨＲに関するテー

マだけでなく、地域コミュニティや顧客との関係など、独自の研究対象となることが期待

できる学会であった。 

 

（５）7th International Conference on Tourism Management and Related Issues 

日時: 平成 29年 9月 28日～29日 

場所: Bocconi University(Milan, Italy) 

概要: 今回の学会出席者のほとんどが、マーケティングや会計、組織論などの研究者（約

50 名）であった。研究方法としては質的・量的研究など実証研究が大半であった。研究対

象として、とくに OTA（オンライントラベルエージェント）や eWOM（インターネット上の

口コミ）が多く、33 件の発表のうち 9 件を占めた。インターネット上のレビューが観光産

業の経営にどのように影響するのか、また、観光産業がこれらの情報にどのように対応し

ているかが、現在注目を集めるトピックであることがうかがえた。発表テーマは多岐にわ

たり、デスティネーションマネジメント（7件）、観光者行動（3件）、会議や祭りがもたら

す社会的・経済的効果の分析（3件）のほか、民泊は観光産業にとって脅威となるか味方と

なるかを論じた発表（2件）や雨天という観光リスクの回避策を論じた研究なども発表され

た。 

 

（６）22nd UNWTO(United Nations World Tourism Organization) General Assembly 

日時: 平成 29年 9月 11日～16日 

場所: 成都世紀城新国際会展中心(中国成都市) 

概要: UNWTO 総会は世界の観光産業における最高レベルの会議として隔年開催。2017 年は

「持続可能な観光国際年」と定められており、一帯一路構想および中国政府のリーダーシ

ップのもと、持続可能な観光産業に向けた国連・UNWTO加盟国の協働体制などが話し合われ

た。観光研究領域トップジャーナル（現在は 2位）Annals of Tourismの founding editor

である Jafar Jahali教授によると、この領域の学会では投稿形式を緩和してでも実務家を

巻き込む動きが出てきているとのこと。 

 

（７）組織学会（The Academic Association for Organizational Science） 

日時: 平成 29年 11月 11日～12日 

場所: 首都大学東京南大沢キャンパス(東京都八王子市) 
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概要: 今回出席した年次大会では、直接観光産業関連の研究発表がなされたわけではない

が、「市場における意味と実践」のセッション、ならびに「現場のナラティブと実践」のセ

ッションでは主にサービス業がテーマとなっており、ここでの議論は観光産業を考えるう

えでもヒントになるといえる。特に、ことばを通じた市場創造という観点、新市場創造プ

ロセスにおけるマーケターの実践知としてのエフェクチュエーションという観点は、観光

産業において市場を創造する際に適用することができると考えた。 

 

（８）56th ICCA Congress（第 56回 ICCA総会） 

日時: 平成 29年 11月 11日～15日 

場所: プラハコングレスセンター(チェコ・プラハ) 

概要: ICCA 全体の報告の傾向としては、国際会議の誘致の効果について、従来の想定して

きた経済的効果に加えて、地域の社会課題解決につながる社会的効果が注目され、マーケ

ティングや事業の持続可能性の維持に繋げようとする傾向がみられる。また、国際会議ビ

ジネスの実務関係者のニーズに合わせて、業界トレンドの事例紹介だけでなく、Pitching 

Skillや Networking Skillを習得するためのコースも併せて開講されている。メンバーは、

コンベンションビューローや DMO の職員が中心であり、非常に多様な地域から参加してい

る。メンバー間の交流に対する意欲も強く、Student Scholarship での参加者については、

リクルーティングの場として活用することも期待できる。 

 

（９）Euro-Asia Management Studies Association・欧州アジア経営学会 

日時: 平成 29年 11月 16日～19日 

場所: コペンハーゲンビジネススクール(デンマーク・コペンハーゲン) 

概要: 本学会に参加していたコペンハーゲンビジネススクールの教員などからの情報によ

れば、デンマークでは、とりわけ中国からの観光客の誘致に力を入れているとのことであ

った。それも、ヨーロッパ旅行の途中に１日程度立ち寄るものではなく、デンマーク自体

への滞在が主たる目的となるのが望ましい。観光産業での成果を、デンマークの知名度の

向上とデンマーク製品の輸出など他の経済活動に波及させていくことが望ましいという見

解であった。 
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６－２ 訪問(組織へのヒアリング、イベント参加、海外大学との連携等) 

（１）CHE (Certified Hospitality Educator) Workshop 

日時: 平成 29年 6月 8日～11日 

場所: 香港理工大学 (Hong Kong Polytechnic University) 

訪問での担当者: Professor Fred Mayo  

概要: 受講資格として観光産業での実務経験 5 年以上

あるいはフルタイムの教職経験が要求されていたが、

実際の受講生 13 名のうち 10 名は、香港理工大学の若

い博士後期課程学生であった。しかしながら、観光・

ホスピタリティ分野の授業をどのように双方向授業と

して展開するのかなど、体系的に教授法を学ぶことが

できた。今後どのように実地に応用できるかが課題で

あるが、多くのヒントを得られる有意義なワークショ

ップであった。 

 

（２）2017年度 日本商業学会関西部会 6月例会(本プログラム研究成果報告) 

日時: 平成 29年 6月 17日 

場所: 大阪市立大学文化交流センター・大阪駅前第 2ビル 6階ホール 

概要: 本学会は商業の理論的および実証的研究を行い、かつ関連諸学会ならびに諸機関と

の連絡を図り、商業学の発展を期することをもって目的とする。今回は、京都大学経営管

理大学院が新たに観光 MBA コースを設置するにあたり、これまでの成果を発表することを

目的に開催された。 

 

（３）American Society of Association Executives (ASAE) 

日時: 平成 29年 7月 31日 

場所: American Society of Association Executives(NW, Washington, DC) 

訪問での担当者: Greta Kotler氏(CAE, Chief Global Development Officer) 

概要: アメリカは非営利団体マネジメントの先進国であり、たとえば大規模医学会の経営

は医師ではなく「非営利団体マネジメントに精通したプロフェッショナル」が担う傾向が

ある。同団体は、こうした非営利団体幹部職員の世界最大のネットワークである。ASAE の

日本での活動可能性について意見交換を行った。ASAE では北米以外へのアウトリーチ活動

を進めており、ジュネーブとドバイに設置された「アソシエーション・センター」に講師

を派遣するなど積極関与している。また、アジアパシフィック各国の政府観光局（中国、

香港、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、ニュージーランド、日本）では ASAEがア

ジアで開催するイベントに出展することで、ASAE に加盟する学協会とのコネクション強化

を図っている。 
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（４）Visit Orlando 

日時: 平成 29年 8月 2日 

場所: Visit Orlando(Orlando, FL) 

訪問での担当者: Cheryl Jones(Travel Industry Sales Manager, U.S. and Canada), 

Stephanie Naegele(Vice president of Sales Operation), Deborah Kicklighter 

Henrichs(Vice president of Print and Digital Services)等 

概要: 米国で最多の訪問客を誇るオーランドにおける DMO である Visit Orlando の運営内

容に係る調査を行った。VisitOrlando のマーケティング部門では、地域別に担当者を配置

し、他部門と協力しながら活動を行っている。また、DMOで独自のパブリケーション部門を

設置しており、観光客やミーティング目的の顧客等に対する出版物の作成のほかウェブサ

イトを通じたデジタルマーケティングを行っているほか、リサーチ部門を置き、オーラン

ドの訪問客に関して収集した膨大なデータを活用している。 

 

（５）Hong Kong PolyU Winter School 2017 

日時: 平成 29年 12月 6日～平成 29年 12月 7日 

場所: 香港理工大学(中華人民共和国 香港特別行政区) 

概要: 香港理工大学では毎年、実務家向けのウィンタースクールを開催して、その収益を

学生の教育に充てている。デジタルマーケティングの研修には香港・中国を中心に、ホテ

ル・大学・旅行代理店・カジノ・競馬場などから 21名が参加。アジア圏におけるホスピタ

リティ実務教育について、香港理工大学が中心的な役割を果たしていることが伺えた。 

 

（６）Global Tourism Seminar: Cultural and Tourism 

日時: 平成 30年 1月 9日～10日 

場所: チュラロンコン大学（タイ・バンコク）、タイ

国政府観光庁 

訪問での担当者: Pasu Decharin 氏(チュラロンコン

大学ビジネススクール, Dean)等, Runjuan Tongrut

氏(タイ国政府観光庁, 東アジア局長)等 

概要: チュラロンコン大学ビジネススクールにおい

て Deanの Pasu Decharin 氏、同校で観光系研究を行

う Nuttlapol Assarut氏等と、本学の関連教員で共同

のセミナーを開催し、観光経営科学の観点からの研

究・教育に関する討議を行った。またチュラロンコン

大学ビジネススクールとの観光経営科学に関連した

共同教育・研究の実施に伴い、タイ国政府観光庁を表敬訪問し、その東アジア局長である

Runjuan Tongrut氏に対して、その活動支援に関しての要請を行い、現地企業とのコネクシ

チュラロンコン大学ビジネススクール 

の関係者との集合写真 
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ョン構築等に関する支援の許諾が得られた。タイは日

本より長く観光に注力した経済展開を行っており、日

本からもその実務・学術的な実績に学ぶ点が多い。今

後も引き続き教育・研究双方で交流を行い、観光経営

科学に関する教育研究の深耕・発展を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

７ 研究会報告 

本年度は以下のような研究会を行い、観光経営科学に関わる討議を行った。 

７－１ 研究会 

（１）第１回研究会 

日時：平成 29年 6月 15日（木）10：30～12:30  

場所：総合研究 2号館 小演習室 1 

発表者：Dr. Alfonso Avila-Robinson（京都大学経

営管理大学院 観光経営科学 MBAプログラム特定研

究員） 

テーマ: 「The Structure and Evolution of the 

Field of Destination Management and Marketing 

(DMM)」 

概要：デスティネーション・マネジメント及びマー

ケティング研究の計量書誌学を用いた分析結果が報告された。     

 

（２）第２回研究会 

日時：平成 29年 6月 19日（月）10：00～12:00  

場所：京都大学国際科学イノベーション棟 5階 会議室 5a 

発表者１：若林直樹  

テーマ１：「京都大学観光経営科学 MBAプログラム（仮

称）構想」 

発表者２：前川佳一 

テーマ２：「カリキュラムの概要」 

概要(テーマ１)：新プログラムの目的、理念と基本方

針、養成する能力、募集対象、学位、募集対象、定員

東アジア局長 Tongrut氏との集合写真 
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及び修業年限、出願と試験、教育カリキュラムの概要（詳細は前川が報告）、修了後のキャ

リア。また、現在の経営管理大学院サービス価値創造プログラムにおける新プログラムの

位置づけと、プログラムの目的と養成する能力にカリキュラムが整合的に構成されている

ことが説明された。加えて、募集要項案についても報告された。テイラー氏、矢ケ崎氏か

ら数字の詳細等について質問があった。 

概要(テーマ２)：観光経営科学の学術的立ち位置に

ついて説明された後、2016 年度のカリキュラム実

績報告、2017年度の予定について報告された。2016

年度の「京都観光・文化論」では、京都和食文化セ

ンター所長の宗田好史氏や、醍醐寺総務部長の仲田

氏など、各界を代表する人物からバラエティに富ん

だ講義が提供されたこと、また、参加者についても

社会人から英語履修生まで幅広い層から多く集ま

ったことが報告された。続いて、京都市観光講座、DMO 概論、2016 年 9 月シンポジウムに

ついても好評を博したと、受講生数などをもって示された。2017 年度のカリキュラムは、

これらを継続・改善するとともに、新たに「デスティネーション・マネジメント論」「ホス

ピタリティ産業経営論」等が加えられると説明された。その後、委員による討論が行われ

た。 

 

（３）第３回研究会 

日時：平成 29年 8月 30日（水）13:00～15:00   

場所：総合研究 2号館 大演習室 1 

発表者：池尾健氏（Flat Collaboration合同会社 取締役） 

テーマ：「ホスピタリティ経営戦略論の授業内容について」 

概要：経営戦略やマーケティングの理論を軸に、ハーバードビジネススクールのケースス

タディを用いた授業計画が示された。インターンシップ先企業を通じた問題解決型授業や

カフェおよびコワーキングスペースの収支構造についても取り上げる予定であることが報

告された。他科目との重複を避けるため、経営の一般科目の内容について質問された。 

 

（４）第４回研究会 

日時：平成 29年 10月 25日（水）13:30～15:00  

場所：総合研究 2号館 小演習室 1 

発表者：池尾健氏（Flat Collaboration合同会社 取締役） 

テーマ：「観光事業戦略論の授業内容について」 

概要：授業の目標、計画、内容等の概略が述べられた。ケーススタディの対象企業とし「ワ

シントンホテル株式会社」や「株式会社ロイヤルホテル」が候補として挙げられた。 
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（５）第５回研究会 

日時：平成 29年 11月 29日（水）13:00～15:00  

場所：総合研究 2号館 大演習室 2 

発表者：池尾健氏（Flat Collaboration合同会社 取締役） 

テーマ：「観光事業戦略論の授業内容について」 

概要：授業の目標、計画、内容等について、より具体的な内容が提示された。企業分析を

行うために欠かせない基礎演習（7項目）の内容について説明がなされた。欧米プログラム

の総覧的な演習科目を踏襲するのではなく、日本における産業の歴史的背景、商業慣習を

鑑みた網羅性をもたせる授業であることが強調された。 

 

（６）第６回研究会 

日時：平成 29年 12月 20日（水）10:30～12:30  

場所：総合研究 2号館 大演習室 2 

発表者：池尾健氏（Flat Collaboration合同会社 取締役 

テーマ：「観光事業戦略論の授業内容について」 

概要：前回に引き続き、授業内容等の概要が提示された。基礎演習や事例研究などを含め

た授業の枠組みがほぼ確定した。受講生を事前に知るためにも 2018年初頭にパイロット授

業あるいは実験的なセミナーを行いたいという要望が出された。また、課外学習の機会に

ついて提案され、実施の可否や費用について質問がなされた。 

 

８ 平成２９年度の事業総括と次年度へのつなぎ 

８－１ 平成２９年度の事業概要 

 本年度は、観光経営科学コースの設置・開設を目指して、コース設置準備、科目開発、

教材開発及びそれに関連する教育研究活動を行った。具体的には、次のような事業を行い、

観光経営科学コースの設置を行い、そのコース開発に一定の成果を上げた。特に内外より

初年度 34名の応募を得て、定員 5名程度の枠で、観光産業を中心に 8名の合格者を出した。 

 

ａ．観光経営科学コース運営協議会の開催 

ｂ．観光経営科学コース募集の要領の作成、広報、募集  

ｃ． 新規科目開発 

ｄ．既存科目の改善 

ｅ．ビジネスケースなど教材開発 

ｆ．Eラーニングシステムの開発 

 ・「京都大学経営管理大学院観光ＭＢＡ e-learningサイト」の構築、実証運用、改善 

ｇ．観光ＭＢＡ教育開発のシンポジウム、研究セミナーの実施 
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ｈ．観光庁ＷＧへの参加とプログラム開発 （1回を京都にて開催） 

ｉ．国際的ホスピタリティビジネス教育ネットワークへの参加 

（１）観光経営学国際会議への出席 

（２）経営学国際・国内団体での観光経営学の研究動向の分析 

（３）国際観光関連会議への出席 

ｊ．先進機関視察：先進海外観光機関の研究 

ｋ．海外提携大学研究者との共同研究 

（１）原忠之米国セントラルフロリダ大学准教授とのＤＭに関する共同研究 

（２）A. Wong中国澳門私立大学准教授との旅行者行動の国際研究 

ｌ．基本図書・資料・データの収集事業 

ｍ．社会人講座京都市×京都大学連携プロジェクト「京都観光経営学講座」での実証実験 

 

８－２ 平成３０年度の事業実施予定 

 次年度は、観光経営科学コースの初年度学生を迎え、実際に観光経営学関連の教育の充

実とコース運営の高度化とカリキュラムの開発を次のような６つの事業項目で展開する。 

 

ａ．産官学による観光経営科学コースの開発と運営高度化 

ｂ．観光経営学関連科目の整備 

（１）新規科目開発 

１）「観光事業開発」（開発と実施） 

２）Global Tourism and Hospitality Management II （実施） 

３）サービス新規事業開発論（実施） 

４）サービス人的資源開発（開発） 

５）デスティネーション・マネジメント実践（開発） 

（２）既存科目の改善 

１）京都観光・文化論 

２）Global Tourism and Hospitality Management I  

３）デスティネーション・マネジメント論 

４）サービス産業事例分析 

（３）社会人講座「京都大学サービス MBA入門プログラム」との社会人教育実証実験 

（４）客員研究員等との観光経営教育研究会実施 

（５）デスティネーション・マーケティングの分析手法の研究 

ｃ．観光経営学教育基盤整備  

ビジネスケース教材、ビデオ教材の開発、観光経営教育向けの演習室改善事業、観光経

営に関する図書、資料、データベースの整備事業など 

ｄ．観光経営学実務科目の高度化事業  
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（１）海外デスティネーション・マネジメント先進機関とのインターンシップ事業開発 

（２）国内観光サービス関連企業へのインターンシップ事業開発 

ｅ．観光経営学教育手法に関する観光ビジネス教育団体との交流事業 

（１）先進海外団体・機関との交流事業 

（２）海外提携大学研究者との共同教育開発 

（３）先進ビジネス教育手法の研修事業 

ｆ．観光ＭＢＡ教育手法に関する外部広報研究セミナーの実施  

（１）国際観光経営学公開シンポジウム等 

（２）観光ＭＢＡ教育開発セミナー 

（３）社会人講座事業と連動した観光ビジネス教育の外部広報、啓発事業 

  


