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１０１

発刊にあたって

『皆様を私どもでしか出来ないお迎えを致します。それは日本語でたった一言で表現出来
ます。
「おもてなし」それは訪れる人を心から慈しみお迎えするという深い意味があります。
』
『先祖代々受け継がれて来ました。＜中略＞一例を挙げてみましょう。皆様が何か落し物
をしてもきっと戻ってきます。お金の入った財布でも、昨年一年間だけでも、3000 万ドル
以上も現金が落し物として警察に届けられました。＜以下略＞』
『広辞苑』にも『持て成し』
『持て成す』についての記述があり、言葉として周知はされ
ていましたが「おもてなし」という言葉が、急に世界に広まったのは、上記に記載した東京
五輪招致大使の滝川クリステルさんの素晴らしいプレゼンテーションからではないで
しょうか。
ここ京都は、多くの寺院・神社や茶道・華道・香道・書道・能楽・舞踊・和装等の家元・
作庭家及び伝統ある旅館ホテル・料亭・老舗店舗や花街があり、それぞれの「しきたり」に
よる「きょうとのおもてなし」が、古くから存在します。
また、仏典の一つである『雑宝蔵教（ぞうほうぞうきょう）』の中にある「無財の七施」
、
裏千家の「茶道のこころ」である『和敬清寂』や『利休七則』『一期一会』、華道における
『いけばなの伝書』等々から京都流の国際儀礼（プロトコール）を学んできた人も多いこと
と思います。
このたび、
「日本おもてなし学会」の会員が色々な立場から、『学会誌・第 1 巻』を発刊
することになりました。
本書について読者諸賢のご高見をお寄せくださるようお願い致します。
一般社団法人 日本おもてなし学会
会長 山岡 景一郎
2018 年 7 月
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学会設立準備から 2017 年度までの活動概要

平安女学院大学文化創造センターは

日本の各界で活躍しておられる当代一流の茶道

家・華道家・学者・企業家・画家・作家・囲碁棋士などを客員教授として招聘しています。
この多士済済の文化を内外に発信する仕組みとして、2013 年 3 月「おもてなし」に関する
組織を発案し、その発足に向けた取り組みをスタートいたしました。時を同じくして、2013
年 9 月 IOC 総会で、滝川クリステルさんが 2020 年東京オリンピツク招致のプレゼンテーシ
ョン「オ・モ・テ・ナ・シ」のスピーチが話題になり、それ以降、「おもてなし」という言
葉が年間流行語大賞を受賞し、一躍ブームとなりました。このような経過のもとに、この度、
日本が世界に誇る文化、
「おもてなしのこころ」の概念を基盤とし、
「おもてなし」に関する
学術研究、芸術、文化、観光、医療、介護など、あらゆる関連分野との連携を図りながら、
世界におもてなし文化の向上と啓蒙、その推進発展を目的として、ここ京都の地から、「日
本おもてなし学会」
（Japan Society of OMOTENASHI）を設立することになりました。

一般社団法人 日本おもてなし学会
副会長 谷口 吉弘
２０１８年７月

【設立発起人】
山岡景一郎（学校法人平安女学院 理事長・大学学長）
、谷口吉弘（平安女学院大学 副学長）
、
光山誠（医療法人敬英会 理事長）、三好秀和（立命館大学大学院 経営管理研究科 教授）、
川北英隆（京都大学大学院 経営管理研究科 教授）、原口恭彦（広島大学大学院 社会科学
研究科 准教授）
、斎藤清一（滋慶医療科学大学大学院 客員教授）※身分は設立当時

【経過概要】
（※は掲載）
2013 年 3 月 17 日 第 1 回準備会
2014 年 3 月 25 日 第 12 回準備会
2014 年 3 月 29 日 ※設立発起人大会
2015 年 12 月 5 日 ※特別対談 瓢亭十四代当主 髙橋英一

柊家六代目女将 西村明美

2016 年 7 月 16 日 ※読売新聞『顔』
「日本おもてなし学会」の会長 山岡景一郎
2016 年 11 月 19 日 ※基調講演 茶道裏千家 千玄室 大宗匠
2017 年 12 月 9 日 おもてなしインタビュー「華道のおもてなし」
会長 山岡景一郎

華道「未生流笹岡」家元 笹岡隆甫
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日本おもてなし学会設立趣旨

世界的に類のない少子高齢化による人口減少社会を迎える日本が、21 世紀において持続
可能な社会の実現を図るためには、従来の物質文明に代表される表面的な豊かさ以上に、見
えないところに目を向けた人間の優しいこころと温もりのある社会の実現に努力すること
が何よりも大切です。

日本の京都には、歴史的に家元制度を基軸とした茶道および華道があり、伝統的な「道」
として世界に普及し、今日に至っています。茶道の心得で大切にしている言葉に「一期一会」
があります。出会いは一生に一度限りであるとの思いから、その機会を大切にして心のこも
ったおもてなしをしようとの意味です。京都を起源とし、日本が世界に誇る「おもてなし」
のこころは、グローバル社会の到来とともに、世界に広く受け入れられ、観光を初めとして、
各種産業はもとより、芸術・文化、医療・介護、教育、行政など社会のあらゆる分野へ拡大
しています。

日本おもてなし学会（Japan Society of OMOTENASHI）は、
「おもてなし」のこころを探究
し、各分野における「おもてなし」の役割を明らかにするとともに、その実践を通して、21
世紀の豊かな人間関係を築き、活力ある社会の実現を目指します。

今、日本は長年のデフレから脱却して、新たな世界経済をけん引する成長戦略を打ち出し
ています。その中心的な柱の一つに、クールジャパンやライフイノベーションがあり、これ
らの振興にはまさに京都由来の「おもてなし」のこころなくしては考えられないものです。

世界の人々が盛んに行きかう大交流時代、「おもてなし」のこころは日本が世界に誇りう
るものであり、各分野で日本の将来を担うべく大きな役割を果たすことになるのではない
でしょうか。よって、この京都の地から「日本おもてなし学会」の設立を発起するものです。

平成２６年３月吉日
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設立発起人大会

2014 年 3 月 29 日

京都が世界に誇る「おもてなし」の英知が
平安女学院に集結
～日本おもてなし学会設立発起人大会を開催～

（
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安
女
学
院
広
報
誌
ア
グ
ネ
ス

vol.70
か
ら
）
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2015 年 12 月 5 日
瓢亭十四代当主

髙橋英一氏

×

（
月
刊
京
都
２
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１
６
年
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月
号
か
ら
）
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特別対談
柊家六代目女将

西村明美氏

基調講演
千 玄室 大宗匠

2016 年 11 月 19 日

茶道裏千家

日本おもてなし学会にて千 玄室大宗匠が
「もてなしでないもてなし」と題して基調講演

写真：広報チーム
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読売新聞

茶道とおもてなし
The Japanese Way of Tea and Omotenashi

平安女学院大学
Heian Jogakuin (St.Agnes’) University
関根秀治
Sekine Hideji
キーワード
茶道 清 敬 侘 禮

１．はじめに
2020 年の東京オリンピック・パラリンピックが決定した IOC 総会最終投票直前に行われた東京のプレ
ゼンテーションでの滝川クリステルのスピーチによって、「お・も・て・な・し」という言葉は一躍話題
になり、2013 年の「新語・流行語大賞」にも選ばれて、海外でも日本の Omotenashi はすばらしいと言
われるようになってきた。「おもてなし」は物的側面と心的側面を持ち合わせている。実は茶道はまさに
物心両面がバランス良く整ったおもてなし文化である。2020 年の東京オリンピックの成功裏の開催と日
本の国際的なイメージアップのために、内側への督促と外側へのアピールを兼ねて、
「茶道とおもてなし」
についても、最近盛んに論じられるようになってきた。しかも茶道での亭主が客をもてなす作法がホテル
や旅館、料亭、レストランなどの応対、パーティーでの応対、接待に応用できるという視点から行われた
議論がほとんどで、茶道の点前作法等の茶道人の行為などの表面的なものばかりを捉えているようにも見
受けられる。実はもてなす対象によって、茶道でいう「おもてなし」は、およそ茶道の心得のない他者に
対するおもてなし、茶道人同士の互酬的関係としてのおもてなし、茶道人自身に対するおもてなしという
三つに分けて考えられる。本稿では茶道関連文献に基づき、それについて私見を申し上げたい。

２．茶道の心得のない他者に対するおもてなし

滝川クリステルのスピーチにもあるように、「おもてなし」とは、先祖代々受け継がれながら、現代の
日本の文化にも深く根付いている見返りを求めないホスピタリティの精神である。日本人なら、たとえ茶
道修行の経験はなくても、ある程度ホスピタリティの精神に関する心得を持っていると思われるが、ただ
まったく茶道の心得のない他者をもてなす場合、亭主も客も比較的おもてなしの物的な面や表面的な作法
に捉われ、亭主の一方的な奉仕になりがちである。茶道人の客をもてなす作法がホテルや旅館、料亭、レ
ストランなどの応対、特に外国人への接待などに応用される際、同じ様な現象がみられる。茶道の心得の
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ない他者つまり客は日本文化のおもてなし精神に共感をするとともに、物的な豊かさに満足している場合
が多いようである。近年の来日観光客は年ごとに増えてきている。2020 年の東京オリンピックの際、もっ
と数多くの外国人が日本に訪れるであろう。国土交通省観光庁から公表された最新の訪日外国人消費動向
調査結果及び分析報告書によれば、日本の「おもてなし」文化は相当な力を発揮していることがうかがえ
る。
図表 1 訪日旅行全体の満足度 （国籍･地域別）
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例えば、来日観光客の訪日旅行全体の満足度は「大変満足」 53.4％、「満足」 40.4％である。国籍･地
域別では、フィリピンや英国、ドイツ、ロシア、米国、 カナダ、 オーストラリアで「大変満足」の割合
が 8 割超と高い（図表 1）。(国土交通省観光庁、2016）
図表 2 日本への再訪意向 （国籍･地域別）
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それから日本への再訪意向では、「必ず来たい」が 59.8％、「来たい」 が 33.5％である。国籍･地域
別では、 台湾や香港、タイ、フィリピン、英国、ロシア、米国、オーストラリアで「必ず来たい」の割合
が 7 割超と高い（図表 2）。（国土交通省観光、2016）
政府の観光立国戦略が実行に移され、素晴らしい効果を収めている。しかし、茶道修行者の一人として
危惧することがある。それは、現代の国内外で喧伝されている日本人または日本文化の「おもてなし」と
茶道で言う「おもてなし」の乖離による茶道への誤解である。茶道聖典の『南方録』「覚書」に

わびの茶の湯、たいてい初終の仕廻、二時に過べからず。二時を過れば、朝会ハ昼の刻にさハり、昼
会ハ夜会にさハる也。其上、此わび小座敷に、平ぶるまひ、遊興のもてなしのやうに便々と居る作法
にてなし、後のうすちやすむ時分、水をうたすべし、わびてい主こひ茶のミか、うすちやまで仕廻て、
又何事をかいたすべき、客も長物がたりやめて被帰事尤也（千、1997a）（1）

とあるように、茶道では「遊興のもてなし」を戒めて、もてなしの物的側面も重要視しながらも修道を経
た高い精神性をより重要視している。今多く議論されている日本のおもてなし文化は「遊興のもてなし」
の類に近いものが多い。茶道とのかかわりという視点から日本のもてなし文化を取り上げた以上、やはり
茶道本来求めようとしている「おもてなし」のありようをより正確に理解する必要があろう。
「郷に入れば郷に従え」と強要するのはよくないが、「遊興のもてなし」ばかりに走れば、必ずしも主
客「カナフハヨシ、カナイタガルハアシヽ」という茶道が本来求めようとしている「おもてなし」のあり
ようと日本のおもてなし文化の神髄理解にもつながらない恐れがある。「遊興のもてなし」ばかりに走る
ことは、人間同士が理解し合おうとする気持ちを無視することにもなる。外国人には日本文化に対する理
解は到底不可能という先入観を前提に、一方的奉仕でもって喜ばせようとしているとも言える。グローバ
ル化が進行し、インターネットを通じていとも簡単に国境を越えて交流のできる今日ではあるが、国際交
流が困難を極めた十六世紀頃にも日本文化の真の姿の理解と心得を持つようになった外国人も現れてい
た。
ここで茶道心得のない外国人が眼前で捉えた茶の湯のおもてなしの具体例を一つあげよう。十六世紀に
キリスト教の布教のため来日したロドリゲスが編集した『日本教会史』とヴァリニャーノが日本宣教のた
めに作成した「規則書」は、日本文化を初めて見聞する中での「茶の湯のおもてなし」について、その詳
細を記述している。スムットニー祐美氏の研究によると、ヴァリニャーノの理想とするもてなしは、食事
の接待は軽食であり、その軽食は茶の湯の懐石料理である一汁二菜又は三菜でもてなすことを是としてい
る。スムットニー祐美著『茶の湯とイエズス会宣教師』に掲載された「客ならびに身分ある人のもてなし
方、贈物などについて」の一文を次にご紹介したい。
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第一規則は清潔である。さまざまな食物が清潔であることだけでなく、テーブル、食器、箸について
も同様である。なぜならば多くの場合、食事が立派に調理されていても、調理道具や食事の場が清潔
でないならば、お客様に対して失礼になる。
第二の規則はいただく食物は、この国の作法にしたがって、また食べ物の種類に応じて、それに釣り
合った食器で振舞わなければならない。このことは、こうした習慣が身に付いた知的なお客様を招待
する場合には一層重要である。
第三規則は時をたがえず食器を運び、正しい順序で食事をお出ししなさい。この点についてはいかな
る落ち度があってもならない。それはすぐさま日本人のお客様の気を悪くさせるであろう。

この史料は接待環境に関した規則である。ヴァリニャーノは食物や食器、食事場所を清潔に整えるこ
とを命じた。さらに彼は、日本では季節や食事の趣向に応じて器を使い分けることも認識していた。
以下の史料からも、ヴァリニャーノのもてなしに対する徹底した命令が示されている。

「客のもてなし方規則」第十二項目
茶の湯の座敷と庭が塵ひとつなく清潔に保つよう注意しなさい。台所の隅々にいたるまで、収納庫や
お客様がお使いになる道具についても同様である。ワインと肴は味良く適切で、最もよい時間に順序
よくお出ししなさい。そのために充分な人数の使用人が確保されなければならず、彼らに修道院内に
おいてはほかの仕事をさせてはならない。

史料には、座敷と茶室、露地は汚れがないよう清潔にせよとのヴァリニャーノの命令が明記されてい
る。これは客人を座敷に招き、酒と肴で接待し、のちには露地を通って茶室に移り、一服の茶の湯を
もてなすための完璧な準備である。ロドリゲスも日本人が清潔を重んじ、常に生活環境を整えている
と報告している。（スムットニー、2016a）（2）

以上であるが、スムットニー祐美氏の引用文や論文を要約すると客の接待の有り様は、万事に簡素・質素・
清潔・整理・整頓・清掃を怠らず、「家族的な親しみ」をおもてなしとしている。また「客人に向かい…
中略…手ずから食台を運んで来て、客人の前に据える」と述べ（スムットニー、2016b）(3)、同様におもて
なしをする要諦を亭主自らが実際に給仕することとしている。茶道の原則は、亭主が他の人手を借りずに
亭主自らが清掃、調理とその接待、一碗のお茶も自らが点て客に呈することである。この亭主自らの茶道
全般に亘る行為がおもてなしである。料亭やレストランでの饗応や応分以上の贈答を行うことではない。
あくまでも簡素、質素、清潔で「家族的な親しみ」がおもてなしである。ヴァリニャーノは茶道とその精
神を十分に理解していたと考えられる。『南方録』「滅後」に

サテ又侘ノ本位ハ、清浄無垢ノ佛世界ヲ表シテ、コノ露地・草庵二至テハ、塵芥ヲ拂却シ、主客トモ
ニ直心ノ交ナレバ、規矩寸尺、式法等、アナガチニ不可云、（千、1977b）（4）
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とあり、ロドリゲスとヴァリニャーノのおもてなしは茶道の四規である「和・敬・清・寂」の「清」が根
底にあり、茶道の最高の理念である「侘び」を背骨としている。
ここで、この茶道の最高の理念である侘とおもてなしの関係についても述べておきたい。
茶道を大成した千利休の師匠筋にあたる武野紹鴎は『紹鴎侘の文』に、

侘と云ふこと葉は、故人も色々に歌にも詠じけれ共、ちかくには、正直に慎しみ深くおごらぬさまを
侘と云ふ（桑田、1956）

とある。今まで述べてきた亭主のおもてなしの行為の背景になる三つのキーワードを挙げることが出来る。
一つは「正直」である。曲がったこと、ものを正しくまっすぐ（直）にすることである。このことが、
茶人のおもてなしである整理、整頓、清掃、清潔の源である。
二つ目は、「慎しみ深く」である。中国の古典を通じて慎しむは「敬」の漢字をあてる。また、倹や謹、
恭の字義に通ずる。茶道の四規の和、敬、清、寂の敬は内向的には慎しみ、この内向的な慎しむが外向的
には尊敬するという二面を持つ。紹鴎の侘はまず亭主自らが慎しむことが前提であり、亭主のすべての行
為の底流となっている。おもてなしに不可分な他者を敬うや豪華絢爛対峙する質素・簡素もこの侘の慎し
むに因る。
三つ目は、「おごる」（奢る）である。これは贅沢すること、飲食を振舞うことや饗応を意味すると同
時に他者に対して傲慢になることである。「おごらぬさま」は、仏教や儒教の戒めである吾唯知足・少欲
知足という生活慣習の実践と他者に対する慎しみを意味する。
上記の侘の三つのキーワードは、ロドリゲスやヴァリニャーノの捉えた日本人のおもてなしの内容が、
茶道の最高の理念である侘を背骨としていることがわかる。
又、当時の日本で知識階層に深く浸透していた茶道精神とその行為が、禅や儒教、神道を源としている
にもかかわらず、異教であり、時には禅や儒教、神道と対立的存在であったキリスト教が受容するほど、
茶の湯のおもてなしが一般社会に生活習慣となっていたことを物語っている。言うまでもなく、ロドリゲ
スとヴァリニャーノはもともと茶道の心得のない外国人である。しかし、その「茶の湯のおもてなし」理
解からも窺えるように、茶の湯には国境や民族、また言語を超えるものがある。
勿論、茶道の心得のない他者とはイコール外国人ではないが、以上は現在盛んに議論されている日本の
「おもてなし」文化の現状を踏まえながら外国人から見たおもてなしと茶道の高い精神性について私見を
述べた。

３．茶道仲間の互酬としてのおもてなし

茶事・茶会においては、客の喜びを自分の喜びにできる事から、もてなされる客よりも、もてなす亭主
の方が楽しみのバリエーションがより豊富だという意で使われる「亭主七分に客三分の楽しみ」という言
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葉があるが、茶道先賢の修行論から考えると、茶道修行の到達位階の違いによって、自ずとその茶の湯風
体も異なってくるし、おもてなしのありようも当然異なってくる。『山上宗二記』に、

十五ヨリ三十マテ萬事ヲ師ニマカスル也、三十ヨリ四十マテハ我分別ヲ出ス、習骨法、普法度、数奇
雑談ハ心次第ナリ、但、十ノモノ五我ヲ出スヘシ、四十ヨリ五十マテ十年ノ間ハ師ト西ヲ東ト違テス
ル也、其内我流ヲ出シテ上手ノ名ヲトル也、茶湯ヲワカクスル也、又、五十ヨリ六十マテ十年ノ間ハ
師ノコトク一器ノ水一器ニ移スヨウニスル也、名人ノ所作ヲ萬手本ニスル也、七十而テ宗易ノ今ノ茶
ノ湯ノ風体、名人ノ外ハ無用也（千、1977c）(5)

とあり、修行の開始時期や修行者個人の知性などがそれぞれ異なるので、実際一概に年齢によって茶道修
行位階に区別をつけるのは困難であるが、『山上宗二記』の茶道修行位階論を大雑把に「守・破・離」と
いう三つの位階に分類することができよう。したがって、茶道人仲間の互酬としてのおもてなしについて
も、少なくとも「守・破・離」という三段階に分けて考えられる。
「守」の段階は即ち「萬事ヲ師ニマカスル」段階ともいえよう。わかりやすく言えば教科書などの教え
通り茶道修行に励む段階である。「破」の段階は「我分別ヲ出ス」、「師ト西ヲ東ト違テスル」段階とも
いえよう。「離」の段階は「茶湯ヲワカクスル」ことができるようになった段階であろう。『山上宗二記』
の修行位階論はやや抽象的なものとなっているが、さらに『南方録』「覚書」の記述を借りれば理解しや
すい。

客亭主、互ノ心モチ、イカヤウニ得心シテシカルベキヤト問。易ノ云、イカニモ互ノ心ニカナフガヨ
シ。シカレドモカナイタガルハアシヽ。得道ノ客亭主ナレバ、ヲノヅカラコヽロヨキモノ也。未煉ノ
人互ニ心ニカナハウトノミスレバ、一方道ニチガヘバトモドモニアヤマチスル也。サレバコソ、カナ
フハヨシ、カナイタガルハアシヽ (千、1977d)（6）
とあるように、茶道修行者同士である亭主と客のおもてなしは「叶いたがる」のではなく、極自然に心通
うものであり、更につまるところ「守・破・離」という三段階を経て目指そうとしている茶道の境界は、
感応道交となりつつある亭主と客によって構築された「賓主歴然、賓主一如」「主客不二」の世界といえ
よう。しかし、このような次元の高い精神世界は『南方録』「滅後」に、

或ハ、客ハ主ノアヤマチヲウカゞヒソシリ、主ハ客ノアヤマチヲアザケル類ニ成ヌ。此仔細熟得了悟
スル人ヲ待ニ時ナシ。趙州ヲ亭主ニシ、祖大師ヲ客ニシテ、休居士トコノ坊ガ露地ノ塵ヲ拾フホドナ
ラバ、一会ハトヽノフベキカ。大笑々々。（千、1977e）（7）

とあるように、趙州和尚を亭主にして、祖大師を客にして、千利休居士とその愛弟子南坊宗啓が露地掃除
担当すると言う悟道の三人で、やっと「一会ハトヽノフベキカ」というほどである。普通の茶人では容易
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に到達できない境地であり、客の粗相は亭主の粗相、亭主の粗相は客の粗相と言う亭主と客相互の究極の
おもてなしがある。この境地に到達するために茶人の修業要目が『南方録』「覚書」に述べられている。

或人、炉ト風爐、夏・冬茶湯ノ心持、極意ヲ承タキト宗易ニ問レシニ、易コタヘニ、夏ハイカニモ涼
シキヤウニ、冬ハイカニモアタゝカナルヤウニ、炭ハ湯ノワクヤウニ、茶ハ服ノヨキヤウニ、コレニ
テ秘事ハスミ候由申サレシニ、問人不興シテ、ソレハ誰モ合点ノ前ニテ候トイハレケレバ、又易ノ云、
サアラハ、右ノ心ニカナフヤウニシテ御覧セヨ、宗易客ニマイリ御弟子ニナルベシト被申ケル、同座
ニ笑嶺和尚御座アリシガ、宗易ノ被申ヤウ至極セリ、カノ諸惡莫作・諸(衆)善奉行ト鳥窠ノコタヘラ
レタル同然ゾトノ玉ヒシ也 (千、1977f)（8）

この茶道の修行要目は、成立年代は不明確であるが、南方録の記述より付加されて七要目として現代に伝
えられている。

茶は服のよきように点て。 炭は湯の湧くように置き。 夏は涼しく冬は暖かに。
花は野にあるように。 刻限は早目に。降らずとも雨の用意。相客に心せよ。

である。
夏冬の心得、湯や炭、花、時間や気象、また客同士の心遣いなど茶人だけではなくすべての人間の日常
生活でおもてなしに通ずる要目である。このことは「諸悪莫作・諸善奉行」（善きことをせよ、悪しきこ
とをするな）と同様で、利休はこれらが実践をなし得る者には、その者の弟子になろうと言わしめるほど
成し難いものである。しかし、その実践目標を具現化することが修業であり、その修行の結果として高次
元の精神性が生じ、それがまた一段高い実践内容に繋がって行く。こうした往還過程が実践と精神を一層
相互に高みへと進化させる。この高い精神が真のおもてなしを成立させることになる。
このように日本文化におけるおもてなしの真髄は茶道に凝縮されているといえよう。しかしそれを具現
化するには、それぞれ茶道修行者の力量や知性にかかっている。「茶道とおもてなし」を論じる場合、や
はり上記のことを念頭に置くことが肝要なことであろう。

４．茶道修行者の自分自身に対するおもてなし

おもてなしという場合、一般的に専ら他者を対象にしているが、茶道でいう「おもてなし」は他者を対
象にしているものばかりではなく、『南方録』「覚書」に、

宗易ある時、集雲庵にて茶湯物語ありしに、茶湯は台子を根本とすることなれども、心の至る所は、
草の小座敷にしくことなしと、常常の給ふハ、いか様の子細か候と申、宗易の云、小座敷の茶の湯は、
第一佛法を以て修行得道する事也、家居の結構、食事の珍味を楽とするは俗世の事也、家ハもらぬほ
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ど、食事ハ飢ぬほどにてたる事也、是佛の教、茶の湯の本意也、水を運び、薪をとり、湯をわかし、
茶をたてゝ、佛にそなへ、人にもほどこし、吾ものむ、花をたて香をたく、みなみな佛祖の行ひのあ
とを学ぶ也（千、1977g）(9)

とあるように、茶道修行者は「佛祖の行ひのあとを学ぶ」一環として自分自身をも対象にしているのであ
る。
茶道修行者は自分で自分をいかにもてなすかについて、江戸末期の政局多難な時代の幕府の大老であっ
た井伊直弼がその著『茶湯一会集』で語った「独座観念」は最も有名である。その項に、

主客とも余情残心を催し、退出の挨拶終れハ、客も露地を出るに高声に咄さす、静ニあと見かへり出
行は、亭主ハ猶更のこと、客の見へさるまでも見送る也、扨、中潜り・猿戸、その外戸障子など、早々
〆立なといたすハ、不興千萬、一日の饗応も無になる事なれハ、決而客の帰路見えすとも、取かた付
急くへからす、いかにも心静ニ茶席ニ立もとり、此時にしり上りより這入、炉前ニ独座して、今暫く
御咄も有へきニ、もはや何方まで可被参哉、今日一期一会済て、ふたゝひかへらさる事を観念シ、或
は独服をもいたす事、是一会極意の習なり。此時寂莫として、打語ふものとてハ、釜一口のみニシて、
外ニ物なし、誠ニ自得せされはいたりかたき境界なり（千、1977h）（10）

とあり、亭主が客を見送ってからの独座観念、独服は一期一会の極意の習とまで言っている。今日茶道界
以外でも広く知られている「一期一会」という熟語の初見も、実はこの文献である。
いうまでもなく茶道修行者は自分で自分をもてなすというのは、単なる自分にお茶を点てて、それを喫
すると言うような容易ものではない。
「茶道ハ我朝世教の一路にして尤儒釈に功有といふべき物也」、(千、
1977i)（11）「此道を以て心の師友とし、身を修、道を行ふのたすけとせは、真の茶人、茶の徳共申べき物
也」(千、1977j)（12）。茶道を己の師とし、終生の友とするほどの人生にとって大事であると言う。また、
裏千家十五世鵬雲斎大宗匠は、「茶を喫するという極めて日常茶飯の行為を通して、他界的な世界への超
脱を意図するという特有の文化を形成したのが茶道であった」。「茶を飲むという日常茶飯の行為も、実
は、他界的なる世界への超脱の手段だったのである。修行得道といい、仏道修行というのも、現実を世俗
とみて、これからの離脱を求めての実践であって、一碗の茶を喫するという行為は、この究極の理想実現
のための手段だったのである」(千、1983)(13)とし、茶人を高い境涯にまで達せせしめることになると指摘
している。ここで言う「もてなす自分」、「もてなされている自分」は常に茶道修行によって真実の自己
に迫りつつある自分である。そういう真実の自己により創り出されていく茶道のおもてなしの世界こそ最
高のおもてなしであろう。

５．禮とおもてなし

古来より「茶道は禮に始まり禮に終わる」と言われるほどに禮を重んじる。
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現代社会では禮はとかく堅苦しく且つ形式が先行する単なる儀礼であると捉えられがちである。その上、
人間間の交誼にはかえって邪魔な存在と思われがちである。しかし、禮の本来的意義は、より良い人間関
係構築のための潤滑油である。人間は他者無くしては生存できない。特に現代は多種多様な価値観と様式
が輻輳する国際社会と無関係に人は存在することができない。この時こそ、人間間の潤滑油である禮の再
認識が肝要であろう。
『論語』「泰伯第八」に

子曰、恭而無禮則労。慎而無禮則葸。勇而無禮則乱。直而無禮則絞。（吉田、1960a）(14)

孔子は言った。丁寧なだけで禮が無いと徒労に終わる。控えめなだけで禮が無いともの思いに耽るだけだ。
勇敢なだけで禮が無いと乱暴になってしまう。率直なだけで禮が無いと図々辛辣になるだけだ。
この他に論語では、人間間に生じるすべての事柄に禮の必要性を説いている。その禮とは何か。
『論語』
「顔淵第十二」に

顔淵問仁。子曰、克己復禮為仁。(吉田、1960b)(15)

孔子は我欲私欲に打ち克つことによって禮に立ち戻り、儒教の最高の徳目の仁を得ると述べている。この
ように禮は先述したように、おもてなしの要目としての我を優先するのではなく、内向的な慎しむが我欲
私欲を抑制し、少欲知足・吾唯知足の大事を教えている。
茶道は、この禮の最も小さな儀礼として論語にある洒掃、應對、進退を修行する。
「洒掃」とは、客を迎えるための清掃と水撒きである。茶道人にとってこの洒掃は単なる清掃と水撒き
の実際的行為に止まらず、「心ノ内ヨリ綺麗数奇」と言われるように洒掃を茶道人の内面や精神まで昇華
させる大切な行為である。
「應對」とは、茶道稽古の初期に行うものであり、より良い人間関係構築のための亭主と客、客同士の
應對（会話）のことであり、侘の言葉にある「正直に慎しみ深く奢らぬ」ものであり、しかも最も簡潔な
会話の有り様を修行する。
「進退」とは、立居振る舞いのことである。茶室内の茶道人の一挙手一投足も相手に無禮にならないよ
うにする。これもより良い人間関係を構築するための禮である。この進退としての辞儀は、茶道では真、
行、草の三様態のみであり、その場その時の茶道人の心の表象として、真、行、草の区別を超え、守、破、
離の如く自然に自由自在な辞儀となる。すべての應對も進退も修行過程での固定的な形を強要されるので
はなく、自由自在の実践がある。このような洒掃、應對、進退は茶道修行上の修行上に禮の一例である。
應對と進退は論語の「巧言令色 鮮矣仁」（吉田、1960c）(16)口先が上手くて、愛想のいい顔つきをする
人には、愛情の真実心は少ないものだとあるように、おもてなしの重要な要目である。日本と日本人には
この禮が茶道始め他の藝道や武道に脈々と継承され、日本と日本人への評価になっている。
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６．むすびに

どの民族文化にもそれに合った「おもてなし」文化は存在するであろう。「朋あり遠方より来る、また
楽しからずや」という孔子の言葉があるように、2020 年の東京オリンピックの成功裏の開催のため、あり
とあらゆる面から備えて日本のおもてなし文化のすばらしさをアピールすることは結構なことであるが、
一方「カナフハヨシ、カナイタガルハアシヽ」という千利休居士の言葉にあるように、訪日客に対して、
いくら「おもてなし」といっても、過剰のサービス提供＋接待を行い「カナイタガル」ことは必ずしも日
本文化の正しい理解につながるとは限らないのである。十六世紀に渡来したキリシタンが日本国民の「も
てなしの心」を具現化したように、四規の「清」や「敬」を実戦し、「和」を体現することが肝要なこと
である。中国では、「敬」は「慎む」と読む。すべての日本国民が慎む＝敬即ち自ら慎むことによって内
にむかっては謙虚に、外に向かっては自ずと他者を尊敬する精神を再確認することが大切である。利休道
歌に「稽古とは一より習い十を知り 十よりかえるもとのその一」とあり、また太閤秀吉の歌に「底ゐな
き心の内を汲てこそ お茶の湯者とハしられたりけり」（千、1977k）(17)とある。茶道のおもてなしの奥
義さえ体得することができれば、いかなる場合でも自他の心を汲み、一期一会の時空を楽しみながら粗相
のないおもてなしができよう。

【注】
(1)千宗室編（1977a）『茶道古典全集』淡交社,第4 巻,6.
(4)千宗室編（1977b）『茶道古典全集』淡交社,第4 巻,264．
(5)千宗室編（1977c）『茶道古典全集』淡交社,第6 巻,95．
(6)千宗室編（1977d）『茶道古典全集』淡交社,第4 巻,5．
(7)千宗室編（1977e）『茶道古典全集』淡交社,第4 巻,264-265
(8)千宗室編（1977f）『茶道古典全集』淡交社,第4 巻,8.
(9)千宗室編（1977g）『茶道古典全集』淡交社,第4 巻,3．
(10)千宗室編（1977h）『茶道古典全集』淡交社,第10 巻,414-415．
(11)千宗室編（1977i）『茶道古典全集』淡交社,第3 巻,455．
(12)千宗室編（1977j）『茶道古典全集』淡交社,第3 巻,451.
(13)千宗室（1983）『「茶経」と我が国茶道の歴史的意義』淡交社,10-11.
(17)千宗室編（1977k）『茶道古典全集』淡交社,第4 巻,42．
(2)スムットニー祐実（2016a）『茶の湯とイエズス会宣教師』思文閣出版,94-95.
(3)スムットニー祐実（2016b）『茶の湯とイエズス会宣教師』思文閣出版,85.
(14)吉田賢抗（1960a）『新釈漢文大系1』「論語」明治書院,180．
(15)吉田賢抗（1960b）『新釈漢文大系1』「論語」明治書院,258.
(16)吉田賢抗（1960c）『新釈漢文大系1』「論語」明治書院，19．392．

18

【参考文献】
桑田忠親編（1956）『新修茶道全集』「文献篇上」春秋社，第8 巻，17.
国土交通省観光庁（2016）「訪日外国人の消費動向：訪日外国人消費動向調査結果及び分析10-12 月期報告書」20.

19

邦文要旨
「おもてなし」については、東京オリンピック招致のプレゼンテーションで使用されて以来、国内外で
大きな反響を呼んでいる。
このおもてなしについて、海外は勿論のことであるが、日本国内においても単なる饗応や贈答による亭
主から客人への接待と捉えがちである。
しかし、歴史的にも日本文化に深く根付いたおもてなしの本来的な意味とその形は茶道の高い精神性を
背骨としている。この小論では茶道の最高の理念である侘、和・敬・清・寂そして禮などの茶道思想が表
象として形にあらわれたおもてなしであることを文献を通して再考したい。
このようなおもてなしは、日本人が先祖代々より無意識的に受け継いで来たものであるが、オリンピッ
ク東京開催を前に過度の接待ではなく、日常的且つ家族愛に溢れ見返りを求めないホスピタリティである
との認識を深めたい。
Key word
The Japanese Way of Tea Purity Respect Wabi Etiquette
ABSTRACT
The term “omotenashi” was used in Japan’s bid to host the 2020 Olympics, and has since come into the
spotlight.
People commonly interpret it as treating guests to food and drink and/or gifts. Even historically,
however, the highly developed spiritual quality of chadō, the Japanese “way of tea,” has constituted the
backbone of the sense and mode of omotenashi deeply rooted in Japanese culture.
In this essay, I examine documentary records and reconsider the theory that omotenashi took form as
a representation of wabi (the simple, subdued esthetic), the highest principle of chadō, together with
such chadō concepts as wakeiseijaku (harmony, respect, purity, tranquility) and rei (propriety).
With the Tokyo Olympics soon ahead, I want to deepen people’s awareness that it is hospitality that
seeks no repayment and is an everyday custom brimming with familial love, not some extravagant
reception.
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「おもてなし」と「ホスピタリティ」に関するホテルマンの人材育成の研究
－人事担当マネージャーへのインタビュー調査より－
Study on Human Resource Development of Hotel man about the Omotenashi and
Hospitality
-Interview survey to the HR Manager大阪学院大学短期大学部
Osaka Gakuin Junior College
香坂千佳子
Kousaka Chikako
キーワード
ホテルマン 人材育成 ホテル・サービス おもてなし ホスピタリティ
１．研究の背景と目的
日本の観光を取り巻く環境は、大きく変化している。例えば、東京オリンピックの開催
決定後、ビジットジャパンなどの政策により、訪日外国人が増加している(1)。その中でも、
日本の観光産業を支えるホテル業の役割はより重要になっている。外資系ホテルの進出、
新規ホテル開業など、ホテル数の増加は著しい。ホテルの経営形態は、独立、電鉄、航空、
ディベロッパー系など多様化し、日系と外資系とに二分化されている。ホテル業態の区分
は要人や財界の顧客が宿泊できるラグジュアリーホテルから格安ホテル、さらに、ウエデ
ィング、国際会議の開催に応じた宴会場、高級レストラン、バー、ラウンジなどが完備さ
れたアップスケールホテル、それとは対照的に価格と利便性を優先し、ミニマム・サービ
スを提供する宿泊特化型ホテルもある。また、ホテル業は労働集約型産業であり人的関与
の要素が高い。顧客は、滞在空間だけではなく、ホテル従業員（以下、ホテルマン）の接
客行動により実現されるおもてなしやホスピタリティといった、それぞれのホテルが提供
する価値によってホテルを選ぶ。ホテルが顧客満足を高めるためには、ホテルマンの役割
は極めて大きい。
本研究では、ホテル業においておもてなし、ホスピタリティとサービスはどのように位
置づけられるのか、また、顧客と接するホテルマンの育成について、代表的なホテルのケ
ース分析を通じて明らかにする。
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２．先行研究
ホテル業の研究に関しては、主にマネジメント、マーケティングなど経営の観点から取
り組まれることが多い。ホテルマンへの権限移譲とサービスに関する研究（Ford &
LeBrunto, 1995; Lashley, 1995; Nebel, Lee, & Vidakovic,1995）やサービス品質の維持・
向 上が接客 の現場 でいか に行われ ている のかに ついての 研究（ Verma,Plaschka, &
Louviere,2002; Chapman & Lovell, 2006; Testa & Sipe, 2006）、また、サービスと顧客
満足度との関係に関する研究（Pizam & Ellis,1999; Bowen & Chen,2001; Dube, Le Bel,
& Sears, 2003）、こうしたサービスの提供がいかにホテルの競争優位性につながるのかと
いった研究（Jones & Lockwood,1995; Southern,1999; Gilmore & Pine,2002; Harrison,
2003）がなされてきた。
日本のホテルに関しても、サービスや人材育成といった面から、多くの事例研究が行わ
れてきた（谷本,2013；中藤,2005 ；平山,2004,2008）。特に、人材育成についての研究で
は、人的資源管理に焦点をあてた研究（上野山,2002；金,2004）
、キャリアパスに焦点をあ
てた研究（飯嶋,2011）
、ホテル総支配人の人材育成（村瀬,2010）など、様々な観点からの
研究成果がある。ホスピタリティ産業における人材育成は、競争力を高める経営戦略の一
環として位置づけられている。これは、日本企業の強みの源泉であり、長期雇用システム
における企業の生産性を高める手段でもある（権・金・牧野,2012）
。また、ホテルの経営
形態の差異による、教育訓練参加への影響要因に関する研究も行われてきた（呉,1997）。
ホテルでの接客業務は、一瞬一瞬の顧客とのやりとりをスムーズに進める必要があり、ま
た専門的な知識やサービスのノウハウをその場で習得するため、人材育成方法はOJTが有
効であるとされてきた（上野山,2002; Go & Pine,1995)。
日本のホテルでは、ホスピタリティだけではなく、おもてなしといった概念もサービス
として要求される。それでは、おもてなしとホスピタリティは、どのように解釈されてい
るのであろうか。ホテルマンは、現場でのホテル・サービスの技能・知識だけではなく、
顧客に対するもてなし、歓待の精神性も必要となってくる。こうしたホスピタリティに関
しては、多くの研究が存在する。例えば、Cassee & Reuland（1983）は「『ホスピタリテ
ィ』とは有形、無形の混合されたものであり、食べ物や料飲、施設や物理的環境と人々の
行動や態度が調和し、融合をしている状態である」とし、Lovelock & Wright（1999)は、
「顧客をゲストとして対応し、相互作用の中で顧客が求めていることに対して、きめ細や
かな行き届いた快適さを提供すること」と表現している。つまり、
「ホスピタリティ」とは、
物質的・精神的な要素を通して、ホストとゲストの関係性を高次元で築く行為である。
一方、おもてなしに関する研究事例は多くはない。寺坂・稲葉(2014)は、ホスピタリテ
ィとおもてなしの比較を行い「価値を付け加える」仕組みがホスピタリティマネジメント
であり、自らが設定した高いサービス水準から「価値を減らさない」仕組みづくりがおも
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てなしであるとした。さらにおもてなしを心理的、情緒的、精神性のプロセス、人と人の
触れ合う行為、
関係性を築く行為として捉えるなど、
その研究視点には様々なものがある。
（古閑,2003；中崎,2006；山本,2006; 乾・松笠,2015）。
おもてなしの考え方の原点は、茶道の精神性から捉えられることが多く、日本の伝統文
化の中で、脈絡と受け継がれている。もてなしの心遣い「利休七則(2)」では、人に対してだ
けがもてなしではなく、道具、自然にも配慮することを示している。また、
「和敬清寂」、
「一期一会」
、
「一座建立」(3)といった基本的な考えは、人と人との関係性の重視、もてなす
側と、もてなされる側の相互関係を保つことの大切さを表現している。千（2016）による
と、
「相手がどんな人でも、客は、何者にも代えがたい尊い人であり、誠心誠意、歓待する」
と、述べているように、他者への思いやりを重んじることが、おもてなしの基本的な精神
と言える。
以上、ホテル業に関する既存研究、おもてなし、ホスピタリティに関して概観した。
しかし、ホテルにおけるホスピタリティに関する研究は多いが、おもてなしに関しては、
日本における特有の精神性としての解釈の研究が多く、サービス、経営、人材育成といっ
た側面からの研究はなされていない。本研究では、ホテル業におけるおもてなしとホスピ
タリティの担い手となる人材育成に関する概念を構築する。
３．調査対象と調査方法
本研究では、ホテルにおけるおもてなしとホスピタリティというサービス概念について
分析を行う。本研究の目的は、既成概念からおもてなしとホスピタリティを定義するので
はなく、実際に行われているサービスから新たな解釈を導くものである。
表1 調査対象ホテルのサービス内容一覧
サービスの有無

宴
会

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン

ベ
ル
ボ
ー
イ

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ェ

有り

有り

有り

有り

有り

有り

有り

有り

有り

有り

有り

約580名

有り

有り

有り

有り

有り

有り

約960室

約2000名

有り

有り

有り

有り

有り

有り

約400室

約260名

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

未対応

インタビュー
（年月日）

ホテル名

ホテルの
タイプ
（価格別）
（サービス内容）

2011年
2月4日

ポートピア
ホテル

ミッドプライス
フルサービス

約745室

約1100名

有り

2011年
3月15日

リーガロイヤル
ホテル

アップスケール
フルサービス

約973室

約1200名

2011年
3月18日

帝国ホテル大阪

ラグジュアリー
フルサービス

約380室

2011年
3月10日

大阪新阪急
ホテル

ミッドプライス
フルサービス

2011年
4月1日

スーパーホテル

バジェット
リミテッドサービス

ホテルの規模
（客室数）

従業
員数

レ
ス
ト
ラ
ン

ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ

注：これらの調査は、帝国ホテル以外は本社で行った。出所）筆者作成
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具体的には、調査対象となるホテルが提供するサービス内容、それに伴う人材育成の方
法を比較し、おもてなしとホスピタリティの概念の違いを明確にする。調査対象ホテルは、
J.D.パワー社(4)による日本ホテル宿泊客満足度調査の高評価のホテルから選択した。調査は
それぞれのホテルを訪問し、人事担当マネージャーへのインタビューを実施した。ガイド
ラインとして、質問事項を事前に用意し、さらに、被インタビュー者の語りに合わせて聞
き取りを行う半構造的インタビュー形式で行った。質問事項は、ホテルの成り立ち、ビジ
ョン、提供するサービスの特徴、育成したいホテルマン像、現状の問題点であり、さらに、
それぞれの質問事項の参考になる資料を提供いただいた。その際に聞き取ったホテルのタ
イプ、部屋数、従業員数、サービス内容について表１にまとめた。
４．調査結果
表 1 からも分かるように、調査対象ホテルは異なったタイプに分類される。それぞれ、
客室数は同規模であるが従業員数が大きく異なることから、そのサービス内容には相違が
ある可能性がある。本章では、それぞれのホテルの目指すサービスや人材育成方法を調査した
結果を、以下にまとめる。
４．１ 神戸ポートピアホテル
神戸ポートピアホテルは、中内力氏が、1981 年（昭和 56 年）、兵庫県神戸市中央区ポー
トアイランドに開業した。当時、大阪、京都には、500 室を超える大型ホテルはあったが、
神戸には 100 室から 200 室の小規模ホテルしかなかった。国際都市に相応しい本格的なシ
ティホテルが必要という認識から、コンベンションセンター（神戸国際会議場、神戸国際
展示場ホール）と直結している日本発の多目的型シティホテルである。神戸コンベンショ
ンコンプレックス（５）の中核施設として、会場の調整、助成金制度、会議運営などのノウハ
ウと、ホテルならではのサービスでコンベンションのサポートを行っている。2012 年から
4 年連続 JNTO(日本政府観光局)調査において、国際会議開催件数ホテル部門全国第１位
に選ばれている。営業本部内に会議、コンベンションに特化する部署としてコンベンショ
ン部を設け、経営ビジョンに、
「私たちは、ホスピタリティとメディカルコンベンションで
アジアのリーディングホテルを目指します」を掲げている。
４．１．１ 神戸ポートピアホテルのサービス
神戸ポートピアホテルは、オープン当時、500 室あった客室は、8 年後には南館が増築
され、現在では 745 室と神戸最大の客室数を保有するようになった。他にホテル内には大
小 36 の宴会場があり、最大 3,000 名収容可能な大宴会場「大輪田」や最大 1,200 名収容
可能な「偕楽」
、最先端の音響設備が整えられている 1702 名収容可能な「ポートピアホー
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ル」では、コンベンションやコンサート、ショーなどが開催できる。他にブライダルチャ
ペル、12 のレストラン・バー、フィットネスクラブとスパなどがあり、様々なイベントや
サービスに対応している。
開業当時から料飲部門に力を入れ、世界で唯一、フランスで最高峰とされる仏料理店「ア
ラン・シャペル」と 31 年間という長期の提携を結んだ。さらに、2012 年 5 月よりフラン
ス・リヨンにある二つ星レストラン「ラ・メール・ブラジィエ」と提携し「トランテアン」
をオープンさせている。
他に、学会参加者に対して、独自に「おもてなしアプリ」の企画・提供を行い、リアル
タイムの情報提供サービスを行っている。このように、神戸ポートピアホテルは、個人宿
泊客だけではなく、コンベンション等、大人数のイベントにも対応できるホテル・サービ
スを特徴としている。
４．１．２ 神戸ポートピアホテルの人材育成
神戸ポートピアホテルの従業員の年令層は 19 歳～60 歳、
平均年齢は 30 代前半である。
開業当時は、神戸オリエンタルホテル、リーガロイヤルホテルといった関西の老舗ホテル
で働いた経験のあるホテルマンを採用しており、現在でも、開業時から勤続 30 年以上の
従業員が 40 名ほど残っている。長期にわたり、そのホテルで働いているホテルマンが多
く存在する場合、ベテラン・ホテルマンが新人ホテルマンを OJT によって育て、ホテル独
自のサービスを浸透させることが可能になる。OJT で仕事を教えながらマインドを注入し
ていくやり方である。重要な接客業務をベテランに丸投げするのではなく、若手も含めた
グループ全体に「マインド」を浸透させていくことが、人材育成の要諦となる。例えば、
料飲部門では、レストランでの接客コンテストを実施し、自発的に接客サービスのマイン
ドを高めていく機会を設けている。ベルキャプテン、ドアマンなどはイベントに備え、車
番を覚える努力をしている。以前の老舗ホテルでは、かなり高齢な従業員が受け持ち、情
報を独占していたが、現在では、グループ全員で情報共有をしている。例えば、ドアマン
はできるだけ運転手と話をし、車番をメモし、お客様の顔と特徴、名前を認識できるよう
に事務所に写真を張るなどしてグループで工夫に努めている。それは、来客時、氏名を呼
ぶためだけの目的である。こうしたグループ全体による成果は業績として賞与に反映され
る。また、学会やコンベンションを円滑に運営するために、専門知識向上のための勉強会、
外部講師による MICE 研修、社内資格コンベンションサポートスタッフ認定試験などを行
うなどして人材の育成に努めている。
４．２ リーガロイヤルホテル
リーガロイヤルホテルは、株式会社ロイヤルを母体とし、1935 年（昭和 10 年）
、大阪市
北区中之島に、
賓客を迎えるためのホテルが関西にも必要という政財界からの要望により、
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「新大阪ホテル」として開業した。宿泊だけではなく、料飲、ブライダル施設も併設され
ている。料飲部門は、海外一流ホテルや三つ星レストランで経験を積んだシェフが働き、
「食のロイヤル」と評判になるほど充実している。1990 年（平成 2 年）、名称を「リーガ
ロイヤルホテルグループ」に改称し、グループとしてのホテル事業に力をいれている。老
舗ホテルとして『Pride of OSAKA-大阪が誇れるホテルであり続けること-』というスロー
ガンのもと、ホテルスタッフの一人一人に、ロイヤルホテルで働く姿勢、職業威信を持た
せ、顧客に支持されるホテルを目指している。
４．２．１ リーガロイヤルホテルのサービス
リーガロイヤルホテルは、ビジネス対応のシングルルームから諸外国の賓客が宿泊可能
なスウィートルームまで用意されている。顧客層ごとの客室フロアーの設置、多様な宿泊
料金プランの設定、顧客の要望に応じた客室の広さ、パーソナルサービスなど、特別なサ
ービスを提供できるフロアーの設置など、多様な顧客の集客に努めている。関西での財界
のエクゼクティブを受け入れるため、ドアマンも社用車のナンバー、車種などすべて記憶
するなど、プロフェッショナル度の高いスキルを有している。また、宿泊施設だけではな
く、料飲施設、関西最大級を誇るチャペルなど、ホテルで結婚式を挙げるための施設を設
置することで、ブライダル市場においても集客強化を図っている。
料飲部門に関しては、海外一流ホテルや三つ星レストランなどで経験を積んだ約 80 名
のシェフが働き、レストラン店舗数でも全国規模を誇っており、
「食のロイヤル」と評判に
なるほど充実している。ソムリエ、バーテンダーなど資格取得や大会・コンクールへの参
加が奨励されており、実際に、世界大会で優勝したバーテンダーも接客している。また、
広いホテルを利用して、高級ブランドを中心にしたショッピングギャラリーの併設や、隣
接する大阪国際会議場のイベント客の対応など、多種多様なサービスの対応ができる。
４．２．２ リーガロイヤルホテルの人材育成
リーガロイヤルホテルは、多くのサービス部門があり、サービスに熟知した人材の育成
は最も重要な課題となる。大学卒では、総合職とサービス運営職、ホテル専門学校卒は、
ホテル・サービス職（レストラン、フロント、客室係、ブライダルなど）スペシャリスト
専門職として入社し、工業高校卒は、技術、施設保全を受け持つ機械系と営繕系、調理専
門学校卒は、フランス料理、イタリア料理、中華料理、日本料理、ベーカリー・菓子系、
の５つの系統のどれかに配属されていく。よって、それぞれの職種に対応できるように、
マネジメント研修、スキルアップ研修、海外研修を設計し人材育成に力を入れている。
例えば、マネジメント研修では、経営幹部養成講座、自己変革研修、課長昇格者研修・
課長昇格前研修、次期中核人材開発プログラム、一般職階層別・職能別マネジメント研修、
早期育成研修・モラルアップ研修など、職位ごとに必要なマネジメント能力の向上を目指
した研修がある。スキルアップ研修として、語学研修、シャンボール大学院、サービスコ
ンテスト、ソムリエ・ワインエキスパート研修、カクテル講座、メリッサ店頭販売者研修
などが用意されており、高い接客能力とサービスを目指す人材育成が行われている。海外
研修では、ホテル内の有望な人材を対象に、海外視察研修、フランス調理習得研修、ウェ
ーターフランス研修、ソムリエフランス研修などがある。研修の中でもユニークな取り組
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みとして、OJT ルーム(6)を設置して行う研修である。そこでは、ホテルマン専門講師によ
る実践訓練が行われている。また、入社 3 年から 5 年の間に、毎年キャリア面談を実施し、
若いホテルマンへのフォローのためのメンタリングなども行っている。それと同時に、入
社 3 年目からメンター研修やコーチング研修なども組み入れ、若いホテルマン育成を積極
的に行っている。ホテルマンは、常に企業理念、行動指針が記載されている「RIHGA
ROYAL Vision」のカードを携帯している。
４．３ 帝国ホテル
帝国ホテルは 1890 年（明治 23 年）11 月、日本で最初の本格的洋風ホテルとして開業
した。ホテル建設に関して鹿鳴館を推進した明治政府の元老、井上馨が、当時の財閥であ
った渋沢栄一（第一国立銀行頭取）
、大倉喜八郎（大倉財閥の創設者）らを誘い、宮内省が
筆頭株主となり、国策として迎賓館の役割を果たすホテルを建設し、1907 年、株式会社帝
国ホテルとなった。帝国ホテル開業前は、外国貴賓に対する接遇、宿泊を提供できる本格
的な都市型ホテルが存在しなかったため、帝国ホテルの構想は「グランドホテル(7)」とし
てのホスピタリティ精神を取り入れ、海外諸国に対して、誇れるホテルを作るという壮大
なものであった。
現在は、株式会社帝国ホテルの直営として帝国ホテル東京、帝国ホテル大阪、帝国ホテ
ル上高地の 3 拠点でホテル事業を展開している。東京、大阪はラグジュアリーホテルであ
り、上高地は 4 月～11 月までの期間限定のリゾートホテルである。各国の賓客が宿泊する
ホテルとして日本を代表するホテルであり、日本のホテル業の基礎を作った。
４．３．１ 帝国ホテルのサービス
帝国ホテルの基本的な考え方は、1890 年からの歴史、
「日本の迎賓館」としての役割か
ら成り立っている。
「伝統は、常に革新とともにある」というスローガンで、
「伝統」と「革
新」という対極の軸を持ち、常に新しいスタイルを先駆け、その時代のニーズを取り入れ
たサービスを行っている。
「伝統」は帝国ホテルの重要な部分であり、
「帝国ホテルのおも
てなし」の基礎となる。1986 年にはザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールド(8)へ
の加盟が承認され、我が国のホテル・サービスの先陣を切っている。

帝国ホテルが開始したホテル・サービスを表 2 に示している。中でも、ブライダル事業
は 1892 年に結婚披露宴を開催したことに始まる。1923 年の関東大震災によって結婚式会
場、神宮、神社などが焼失、倒壊したため、ライト館にあるバンケットホールが結婚式、
披露宴会場として使用され、
「ホテルでの結婚式」という風潮が高まり、現代のホテル結婚
式の原型ができた。表 2 からも明らかなように、現在、日本で行われている多くのホテル・
サービスは、帝国ホテルが生み出したものである。次々と、時代にあったサービスを創り
出し、変えるべきものは変えて、変えてはいけないものは守り続けるという姿勢を取りな
がら、常に時代を意識したサービスを創造している。
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表 2 帝国ホテルが始めたホテル・サービス
年

サービス内容

現在のサービス

1892 年（明治 25 年） 結婚披露宴

ブライダル・サービス

1910 年（明治 43 年） ホテル内郵便局

郵便窓口サービス

1911 年（明治 44 年） ホテル構内に自営の洗濯場の設置

ランドリー・サービス

1922 年（大正 11 年） アーケードの設置

ショッピング・アーケード

1923 年（大正 12 年） 挙式・披露宴一体化の結婚式

ホテルブライダル

1929 年（昭和 4 年）

ケータリング・サービス

飛行船・ツェッペリン号内での機内食

1937 年（昭和 12 年） 顧客の要望に合わせたステーキ

シャリアピン・ステーキ

1946 年（昭和 21 年） ノーチップ制導入

ノーチップ制

1958 年（昭和 33 年） インペリアルバイキング営業開始

バイキング・バッフェ

1964 年（昭和 39 年） インペリアルファミリープラン

クリスマス・お正月・受験生プラン

1966 年（昭和 41 年） レストランでのショー

ディナーショー

出所）筆者作成
４．３．２ 帝国ホテルの人材育成
現在の帝国ホテルの人材育成に対する考え方は、1923 年（大正 12 年）当時の支配人犬
丸徹三氏がホテルマンを育てる必要性を感じ、東京内のホテルに従事している若いホテル
マンを集め、彼らを中心に教育を施したことが基盤となっている。現在は、熟練したホテ
ルマンの育成のために人材育成部を設置し、キャリアに応じた能力開発、語学研修、接遇
研修、階層別研修などの集合研修を充実させている。また、海外留学奨励制度などがあり、
ホテルの中核を担う人材育成のための仕組みをつくり、優秀な人材を輩出すように努めて
いる。
帝国ホテル大阪を開業する際、現地採用者と新卒採用者を開業 2 年前から東京で勤務さ
せ、開業から 2 年間は、帝国ホテル東京から役員、管理職が陣頭指揮を取り、宿泊部門、
レストラン部門、広報部門、宴会部門、ブライダル部門の立ち上げも東京のホテルマンた
ちが行った。このように、帝国ホテルの伝統的なホテル・サービスに対しての考え方、方
法を徹底させるためには、
「理念」
、
「行動指針」が重要な役割を果たす。特に、行動指針に
示されている「帝国ホテル十則(9)」は、接遇に対する従業員への指針であり、犬丸徹三氏が
「経営のよりどころ」として作成したものである。それが、今もなお、受け継がれ実践さ
れている。その結果、顧客から「さすが帝国」との誉め言葉が、ホテルマンの誇り、励み
となり、彼らの自発的な行動が、長きに渡り、顧客への信頼へと繋がっている。
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４．４ 大阪新阪急ホテル
大阪新阪急ホテルは、阪急阪神ホールディングス株式会社を親会社とする企業グループ
株式会社阪急阪神ホテルズの直営ホテルである。1964 年に駅に直結したターミナルホテ
ルとして開業した。開業当時のホテル業界は、特権階級向けの高価なホテルが一般的であ
ったが、大阪新阪急ホテルは上質の設備やサービスを提供しつつ、客室をコンパクトに設
計し、宿泊料を抑えた「大衆化」というコンセプトを打ち出したホテルである。
株式会社阪急阪神ホテルズグループは、現在、首都圏に 7 ホテル、近畿圏に 9 ホテル、
他 1 ホテルの 17 ホテルを直営し、他にチェーンホテル 31 の合計 48 のホテル、総客室数
9,000 を超えるホテルグループである。また、1938 年（昭和 13 年）に開業した日本初の
ビジネスホテルは、創業者の小林一三氏が海外視察の際考え出し、東京新橋に東洋一の客
室数 626 室を有する革新的なホテル「第一ホテル」として具現化したものである。
４．４．１ 大阪新阪急ホテルのサービス
鉄道会社が母体である電鉄系ホテルは、利便性を考慮しながら必要なエリアに必要なカ
テゴリーのホテルを展開する。阪急阪神第１ホテルグループは、こうした電鉄系ホテルの
強みを生かし、特徴あるサービスを打ち出している。外国人宿泊者への利便性の提供と宿
泊者への心地よい睡眠の提供である。大阪新阪急ホテルでは、この 10 年で、外国人宿泊者
の比率が約 25％から 40％台にまで増加した。関西を訪れる外国人旅行者の快適な旅のお
手伝いをするため、阪急梅田駅に阪急ツーリストセンター大阪・梅田を開設した。その大
型ディスプレイやセンター内に設置されたモニターには京阪神の観光情報映像が流れ、多
言語のエリアマップや観光パンフレットなどを置き、宿泊客を中心に阪急・阪神電車を利
用する外国人宿泊客に情報を提供している。さらに、SNS などを活用した沿線を中心とす
る京阪神の旬な情報を多言語で発信している。こうした電鉄系ホテル独自のコンシェルジ
ェ・サービスは、京都新阪急ホテルとも連携されており、特に、季節によって変動する京
都の観光情報をリアルタイムで入手し、フロント全体で共有し、寺社仏閣の拝観時間や交
通状況、イベント情報などを正しく的確に伝えることを徹底している。また、仮眠の要求
に応える「デイユース」として、客室を新たに提供する新サービスや宝塚歌劇観劇宿泊プ
ランなどを設け、グループの強みを活かして独自サービスを提供している。
４．４．２ 大阪新阪急ホテルの人材育成
大阪新阪急ホテルの新入社員採用は、阪急阪神第一グループが行っている。大学卒は、
ホテルオペレーション、ホテルマネジメントという名目で総合職として採用される。入社
後、現場で経験を積み、その後、オペレーションかマネジメント部門の適性が考慮され配
属される。大学卒は総合職を目指すことになるが、
「ホテル経営のプロになる」というより
は、阪急阪神第一グループ一員という視点から人材育成がされる。さらに、総合職に就き
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昇格するにつれて、阪急阪神第一グループとして階層別研修を行い、マネジメントの知識
を学ばせている。専門性が重要視される部門には専門学校卒の社員が配属される。専門学
校卒は、スペシャリストとして、オペレーションの最前線で活躍する部門へ配属される。
しかし、電鉄系ホテルという特殊性から、「サービスのプロ」というよりは、
「阪急グルー
プ」の社員という意識が強い傾向にある。総合職、専門職ともに、この点が他のホテルと
人材育成面で異なる。
大阪新阪急ホテルでは、
2013 年度の外国人宿泊者数は約 32,000 人と、前年度の約 21,000
人に比べ、1.5 倍に増加している。ホテルマンは、旅行者からアドバイスを求められるケー
スも多く、単なる道案内や観光案内だけでなく、旅行プランナーのような提案力が必要と
なる。そのために、ホテルマンは駅員を育成する運輸部門の人材育成センターで教育を受
けるだけでなく、京都の街中でのフィールドワークや、同じく多言語での観光案内などを
行う「阪急京都観光案内所」のスタッフとの意見交換などを通じて、スキルアップに努め
ることになる。同様に、日本語、英語、中国語、韓国語の 4 カ国語の語学研修も阪急阪神
グループで行っている。このように、大阪新阪急ホテルは、電鉄系グループの一員として、
ホテルマネジメントとサービスオペレーションという両面から人材育成を行っている。ま
た、通信教育などを通じて資格取得ができ、幹部候補の人材をビジネススクールへ派遣す
る制度も有している。
４．５ スーパーホテル
スーパーホテルは、1970 年に大阪で設立したシングルルーム・マンションの経営会社か
らスタートし、その運営ノウハウを生かして 1990 年に、熊本県水俣市にレストランと会
議室を併設したビジネスホテルを開業した。1996 年に、創業者である山本梁介氏が、睡
眠・天然温泉・低価格にこだわり、
「安全・清潔・ぐっすり眠れる」をコンセプトにした日
本初の本格的宿泊特化型ホテルを博多にオープンした。IT を積極的に導入し、徹底的に無
駄を省き、効率化を追求したホテルは、現在では、他ビジネスホテルチェーンもこの方法
を取り入れている。また、いち早く環境マネジメント国際規格 ISO14001 を取得し、顧客
に環境を意識させる「エコ泊」を推進し、
「人の健康と環境に配慮した LOHAS なホテル」
のコンセプトを打ち出すなど環境を意識した取り組みをしている。
ホテル運営方法は直営、業務委託形式、フランチャイズの 3 形態で展開している。その
中でも業務委託形式ホテルでは、スーパーホテル独自の「ベンチャー支配人制度(10)」が設
定されている。
４．５．１ スーパーホテルのサービス
スーパーホテルは、J.D.パワー アジア・パシフィックホテル宿泊客満足度 No.1、日本
経営品質賞などを受賞している。その提供するサービスは、多くの斬新な仕組みから構成
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されている。例えば、会議室や宴会施設を排除することにより客室数を最大化し、客室に
は電話や冷蔵庫などを設置しない。チェックインは自動化することによりフロント業務を
効率化し、少人数によりホテル運営を可能にしている。宿泊者に対してキーの代わりに暗
証番号をプリントして渡し、安全確保、深夜のフロント業務の軽減をはかっている。さら
に、IT 予約率を向上させることにより、入力業務の大幅削減や電話応対時間の削減を行っ
ており、自社開発会計システム、グループウエアシステムを開発することで本社・店舗間
における情報発信・共有をスムーズに行っている。
スーパーホテルチェーンの一部のホテルでは、天然温泉が設置され、さらに、全ホテル
では、元気に一日を過ごすため、素材や鮮度にこだわった健康朝食やオリジナルマットレ
スや 8 種類の選べる枕を用意し、快適な睡眠の提供を行っている。また、
「お客様相談室」
を開設し、顧客の苦情・要望をサービスに反映するなどして、次々と斬新なサービスを生
み出している。
４．５．２ スーパーホテルの人材育成
スーパーホテルでは、
「自律と感動という基本的な態度」
「振り返りと対話」
「謙虚な態度
と協働」を基に、
『自律型感動人間』としての人材を育成するように構築されている。直営
ホテルは、
研修センターの役割を果たし、
そこでの研修は、
「ブランドイメージと経営理念」
「一貫したオペレーション」を、浸透させるための徹底した教育を行っている。
育成方法は、ベンチャー支配人と株式会社スーパーホテルに直接採用された人材に分け
られている。ベンチャー支配人の育成には、研修センターで 45 日間の接客サービス、接客
マナーなどの実践と座学の二側面で行われる。この期間内に、店舗を一人で切り盛りする
「独自運営日」も設定されている。研修後はベンチャー支配人自身の店舗に戻り、ホテル
経営・運営をスタートさせる。店舗スタッフの教育には、
「フェイス(11)」と名付けられている
名刺サイズの経営指針書を中心に、支配人自らが従業員教育を行う。
直接採用された人材に対しては、ホテルサービススタッフではなく、スーパーホテル全
般に関する企画・運営・営業などの職務へ従事してもらうための総合職として教育してい
く。研修の内容は、階層別研修、接客業務スキルアップ研修、目的別研修など大きく 3 種
類の研修を受けることになる。職種別研修では、各知識部門、フロント業務の技能部分研
修、経営品質部署主導研修など多様な研修を用意している。さらに、対話による上司と部
下の相互関係による能力開発も行われ、社員一人一人に対して、目標管理スケジュールノ
ート（チャレンジシート）を渡し、業務の目標管理を日々徹底している。また、コミュニ
ケーションを円滑にするために「話し込み」という一時間以上話し合う機会を設け、上司
と部下の人間関係の構築強化に努めている。スーパーホテルでは、
「無駄を省く」という発
想が基本となっているため、
一般的なシティホテルのサービスを提供していない。
加えて、
ベンチャー支配人制度が導入されていることもあり、支配人/総支配人、サービス専門職と
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いうポジションは設定されていない。しかし、ホテル・サービスの仕事を希望している人
材に対しては、フロント職としての能力要件を明示した職位を設けるようにして、コーチ
ィング・エルダー制度を導入して育成する。
５．結果の考察
前章では、5 ホテルの人事担当マネージャーへのインタビュー内容を基に、ホテルの特
徴、サービス、人材育成についてまとめた。その結果を表 3 にまとめている。本章では、
表 3 の内容から、本研究の目的であるホテル業におけるおもてなしとホスピタリティとは
何か、サービスとどのような関係があるのか、また、どのように継承されているのか、さ
らには、こうしたサービスを提供するホテルマンの育成について考察する。

表 3 調査対象ホテルのサービス・人材育成の比較
ホテル名

インタビュー結果まとめ
ホテルの特徴

サービスの特徴

人材育成・教育

神戸ポートピア
ホテル

・コンベンションセンターと直結した国内では少
ない、イベントに対応できるホテル
・レストラン、36のボールルーム、宿泊施設を
併設した多目的型ホテルの機能を有している

・提携フランス最高級レストランなど、12のレス
トランによる飲食サービスの提供
・36ものボールルームを備え、最大3000名を
受け入れることができる大規模イベントへの
対応・エクゼクティブへの対応が可能

リーガロイヤル
ホテル

・老舗ホテルのブランド力
・関西では数少ない賓客を迎えれるホテル
・飲食部門の充実
・無借金経営

・ビジネスマンから賓客まで多様な客室の提供
・著名なソムリエ、バーテンダーによる接客
・賓客を受け入れる優秀なドアマン
・ショッピング・ギャラリー

・OJTルームによる人材育成
・企業内大学院
・選抜海外研修制度
・総合職、接客職それぞれの研修体系

帝国ホテル大阪

・国策として迎賓館の役割を果たすホテル
・「グランドホテル」としてのホスピタリティの精神
を取り入れた諸外国に対して誇れるホテル
・時代のニーズに合わせた多様なサービスを
先駆けて行うホテル

・日本を代表する総料理長による飲食サービス
・優秀な客室係、ホテルマンによる接客
・あらゆる接客時に、「さすが帝国」と呼ばれる、
サービスが受けられる安心感

・「帝国ホテル十則」による人材育成指針
・上司、先輩から学ぶホテルのDNAの継承の仕組み
・顧客からの褒め言葉、叱りによる自発的行動がで
きるような人材育成システム
・顧客から賞賛された従業員への表彰制度

・国内最初の民間鉄道系ホテルチェーン
・ビジネスから観光まで多様な目的に応じた
チェーン展開

・駅と直結したアクセスの良さ
・外国人宿泊客への電鉄系ホテル独自の
コンシェルジェ・サービス
・快適な睡眠のためのアメニティ、空間の提供

・グループ企業としての研修メニューの活用
・多言語に対する語学研修
・グループ内の電鉄部門と共同で行うコンシェルジェ
人材の育成

・環境を融合させた宿泊特化型ホテル
・ビジネスマンを対象とした全国チェーン展開
・ワンルームマンション経営からスタートした
企業であり、管理・企画を社員全員で目指す
独特のホテル経営システムが生まれた

・宿泊客全員への健康朝食の提供
・迅速なチェックイン、チェックアウトの仕組み
・常に最新の設備が提供される
・ITを用いた顧客情報管理によるサービス

・直営ホテルを研修センターとして使用
・経営理念とブランドイメージを中心に人材育成
・ベンチャー支配人の育成
・コーチング・エルダー制度
・「セルフマネジメント」「問題解決」「コーチング・コ
ミュニケーション力」の３つの柱で研修教育

大阪新阪急
ホテル

スーパーホテル

・長期勤続従業員の育成（30年従業員が40名）。
・OJTによる「マインド」浸透の育成システム
・公募システムによる個人能力評価
・個人・チームの業績を賞与に反映
・レストラン接客コンテスト

出所）筆者作成
ホテルのサービスは、おもてなし、ホスピタリティという概念により説明されることが
ある。Lovelock & Wright（1999）は、ホテルのホスピタリティを、
「顧客をゲストとして
対応し、相互作用の中で顧客が求めていることに対して、きめ細やかな行き届いた快適さ
を提供すること」と定義した。つまり、ホスピタリティとは、ホテルが顧客を手厚くもて
なすことであり、ホテル経営にとって欠かすことのできない、どのホテルでも心得るべき
基本的な考え方、
すなわち顧客が期待通りにサービスを受けることができる様式と言える。
これは、国・地域・文化にかかわらず認識できるサービス形式（フォーマット）である
と考えることができる（向山・ドーソン, 2015）。例えば、吟味された食材、熟練シェフに
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よる料理、調度品をそろえた客室、客の好みへの対応、吟味された空間の提供など、顧客
の期待に違わない心得を指す（Cassee & Reuland,1983）。今回、調査した各ホテルのホス
ピタリティを考えてみよう。神戸ポートピアホテル、リーガロイヤルホテル、帝国ホテル
のような独立系ホテルでは、宿泊だけではなく、食事やイベントを目的にホテルを訪れる
顧客も多く、一流レストランを備える必要がある。それに伴い、シェフ、ソムリエ、バー
テンダーといったスペシャリストの育成が必要になる。力を発揮する逸材の創出は一流ホ
テルの証と成り得る。逸材というのは、一般的な研修や OJT では取得できないレベルのサ
ービスを提供できる人材である。これは、欧米から来たホテル・サービスの形式（フォー
マット）に沿っている。一方、大阪新阪急ホテルは、ターミナルホテルとして、近年の外
国人観光客の増加からコンシェルジェ・サービスを充実させている。スーパーホテルはシ
ングルマンション経営から参入したため、設備やサービスは合理性を基に設計されており、
ビジネスマンに支持されるようになった。そのため、仕事に行く前に食べる健康朝食や迅
速なチェックイン、チェックアウトの仕組みが生み出された。大阪新阪急ホテルとスーパ
ーホテルは全国でチェーン展開しており、さらに大阪新阪急ホテルは、鉄道、デパートと
いった他業態からなるグループ企業の一員であり、全国、どのホテルに宿泊しても均一の
サービスが要求される。この点が、独立系のホテルとは異なっている。つまり、日本にし
か存在しないタイプのホテルであり、世界のホテルのフォーマットには準じていない。
以上、今回の 5 ホテルでは、成り立ちやホテルの歴史、明確な顧客ニーズに沿ったサー
ビスが提供されているが、顧客が求めていることに対して、きめ細やかな行き届いた快適
さを提供するホスピタリティについては、
独立系ホテルとチェーン展開を行うホテルでは、
取り組みに相違が認められる。
おもてなしは、顧客に対する心の在り方を示す日本固有の精神性として捉えることで、
顧客に期待以上のサービス、感動を与える処方(フォーミュラ)と考えることができる（向
山・ドーソン, 2015）
。それは、各ホテルしかできない顧客への配慮やその精神性が感じ取
れるものであり、その場でしか提供できない貴重な食事、リアルタイムで提供されるロー
カル情報、本人だけが感じ取れる配慮、そこでしか経験できない空間などが提供されるこ
とにより、顧客はそのホテルのおもてなしの精神を感じることができる。例えば、帝国ホ
テルは顧客が乗ったタクシーの番号はドアマンが全て記憶しており、忘れ物があってもす
ぐに対応してくれる。これは「さすが帝国」と呼ばれる期待以上のサービスである。リー
ガロイヤルホテルのバーテンダーによるオリジナルカクテルなどもここでしか味わえない。
このように、特定のホテルだけが提供するフォーミュラがホテル特有のオリジナリティ
のあるサービスに通じる。Kotler（2003）はサービス産業の特性を無形性、不可分性、変
動性、消滅性から説明している。おもてなしは、特に不可分性で説明される。不可分性は
同時性でもあり、
サービスと顧客は切り離すことが不可能であることを意味する。
しかし、
ホテルでは、どのサービスも提供される品質はホテルマンによって差異が生じる。これら
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のことが、ホテル間でのサービスの品質の差であり、おもてなしの優劣となって顧客の心
に刻まれる。そして、ホテル評価につながる。したがって、ホテル業ではおもてなしへの
取り組みが重要視されるのである。
次に、ホテルが提供するサービスと人材育成の仕組みの関係について考察しよう。神戸
ポートピアホテルでは、1981 年の開業以来、30 年以上の経験を持つ従業員が 40 名存在す
る。リーガロイヤルホテルは、ドアマン、ソムリエ、バーテンダーなど高いサービスが要
求されるホテルマンに対し、世界に通用するスペシャリストとなることを奨励しており、
企業内に大学院を設立し、海外研修制度を設けている。このように、スペシャリストの育
成には、OJT 以上に、Off-JT による人材育成が欠かせない。帝国ホテルは「帝国ホテル十
則」による人材育成指針が細目まで決められており、上司、先輩から学ぶホテルの DNA の
継承の仕組みが出来上がっている。このように、この 3 ホテルは、仕事を通じて学ぶ OJT
だけではなく、様々な研修制度など、Off-JT によるより高いレベルのサービスを継承して
いく人材育成の仕組みが機能している。一方、大阪新阪急ホテルは、阪急阪神グループ企
業の一員として、グループ内の他部門、例えば電鉄部門と共同の人材育成プログラムや、
外国人観光客比率が高まるにつれ必要となっている語学研修などを行っている。スーパー
ホテルは、ビジネスマンを対象とし、少人数でのホテル運営を行うため、迅速なチェック
イン、チェックアウトの仕組みや、IT を用いた顧客情報管理によるサービスをチェーン展
開している。一人ひとりのホテルマンがホテル運営に直接関わるために、経営理念とブラ
ンドイメージを中心に、企業経営が分かるゼネラリストになる人材育成が行われている。
こうしたゼネラリストの育成には、日々の業務を通じた先輩、上司からの指導、つまり OJT
が欠かせない。
今回調査した独立系ホテルでは、企業内大学院、
「さすが帝国」、海外研修、資格取得と
いった制度を設け、世界トップレベルの逸材を育成している。グループ展開をする大阪新
阪急ホテル、スーパーホテルでは、サービスの一貫性を目指すため、Off-JT より OJT が
重要視されている。いずれにせよ、ホテルマンのパフォーマンスは、その企業全体のイメ
ージに繋がることから、グループを支える人材の育成が不可欠となるのである。
以上、上記の考察は、以下のようにまとめることができる：
・ホテルにおける接客では、サービス、ホスピタリティ、おもてなしは、形式的な対応
の有無、期待以上の感動を与える処方の有無などによって区別されるが、それぞれの
境界は明確ではない。
・ホテルの歴史と伝統、明確な顧客ニーズにより、特徴あるサービスが提供されている。
・人材育成の仕組みは、サービス内容と関係しており、ホテル毎に異なっている。
・独立系ホテルはスペシャリストとして、チェーン展開のホテルでは、ゼネラリストと
して人材を育成する傾向が強い。
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・ホテルにおいてスペシャリストの育成には Off-JT が重要視されている。
このことから、各ホテルが高い水準を維持するためにも、ホテルマンのサービススキル
の向上だけにとどまらず、そのホテルが培った歴史や伝統及び独自のサービスを徹底的に
習得することによって、そのホテルのホテルマンとしての精神性が養われ、顧客が期待す
る以上のサービスを提供できるのである。
5.

まとめと今後の課題
調査対象 5 ホテルの調査結果を基に、
図 1 にホテルにおけるサービスとホスピタリティ、

おもてなしの関係をまとめたものである。図中、サービスとホスピタリティ、おもてなし
はその順に重なっている。それぞれを、ホテルが提供する無形の商品という見方をすると
同じカテゴリーであり、顧客に対する心使いという観点からすると同義を意味する。図で
は明確に分かれているが、実際には、定量的に計測できるものではなく、その境界は明確
に示すことはできない。ホテル経営の視点から見ると、おもてなしやホスピタリティは顧
客満足を感じてもらう精神であり、それがサービスとして提供されることになる。ホテル
マン育成の困難さ、顧客に対する心使い、顧客満足度といった点で、サービス、ホスピタ
リティ、おもてなしの順に高くなるという意味で、ヒエラルキー構造としてイメージでき
るのではないかと考える。このようにとらえると、サービスは、顧客がホテルを利用する
ための基本的なものととらえることができる。図にあるように、部屋、建物、居心地、ア
クセス、人的サービス、飲食・プランなどの提供である。次にホスピタリティは、ホテル
が、成り立ちや歴史をふまえ顧客を手厚くもてなすことであり、ホテル経営にとって欠か
すことのできない、どのホテルでも心得るべき基本的な考え方と定義した。ホスピタリテ
ィを実践するには、国籍、文化を超えてホテル・サービスに精通する必要がある。おもて
なしは、そのホテルしかできない配慮、精神を意味し、ホテルマンは、実践での顧客との
関係性や仕事から取得する多様な知識や経験から習得できる。
ホスピタリティやおもてなしは、ホテルを利用するときに様々な形で提供されるもので
あり、サービスとして具現化されるため、世界的なホテルチェーンでは、できる限り形式
化したいと考えている。そのために、ホテル業に携わる人材を数多く輩出するスイスのロ
ーザンヌホテル学校、グリオン大学、レ・ロッシュ大学、アメリカのコーネル大学などで
ホテル経営を学んだ卒業生を採用するケースが多い。これは、グローバル展開されている
ホテルにおいて、サービスを生み出す「文法」を正しく伝える「フォーマット」を維持・
発展させるために、
一定のカリキュラムを習得した人材が採用できるからである。
つまり、
ホスピタリティとは、ホテル経営の根幹をなす守るべき「フォーマット」であり、ホテル
とはこうあるべきという絶対的なものである。したがって、人材育成の観点から、ホスピ

35

タリティの取得には、部門内での OJT だけではなく、研修や留学など、Off-JT による人
材育成が必要なのである。一方で、独自のサービスを創造し、育んでいくおもてなしの心
は、そのホテルのおもてなしの精神を持ったホテルマンが、宿泊客に感動を与えるサービ
スを処方できる。こうした処方は、ホテル学校で学ぶものではなく、ホテル独自に受け継
がれるものである。そのホテルの現場経験を通してからしか処方できないサービスを意味
する。
今回調査対象となった 5 ホテルは、独自の人材育成システムを有している。欲しいと
きに期待されるサービスが、期待したレベル以上で提供されることは、当たり前ではある
が簡単ではない。今後、日本において、ホテル需要がさらに増大することが予想される。
外資系ホテルの進出も増加するであろう。その際、おもてなしの精神を有したサービスを
提供するのは、ホテルマンである。調査を行ったホテルでは、それ以上に特徴あるサービ
スが提供されている。今後、こうした人材育成の仕組みが機能し、定着させていくことが
ホテル経営の課題となると思われる。
図 1 ホテルにおけるサービス・ホスピタリティ・おもてなしの関係
おもてなし
高い

そのホテルしかできない配慮、精神

実践での顧客との関係性
や仕事から取得する多様
な知識や経験
（ホテルのフォーミュラ）

C

・そこでしか提供できない貴重な食事
・リアルタイムで提供されるローカルな情報
・顧客、本人にしか成されない配慮
・そこでしか経験できない空間の提供
・ホテルの精神性を熟知したホテルマンと
顧客の関係性

ホスピタリティ
ホテルサービスの
形式の導入

ホテルが成り立ちや歴史をふまえ顧客を手厚くもてなすことであり、ホ
テル経営にとって欠かすことのできない、どのホテルでも心得るべき
基本的な考え方

C

（ホテルのフォーマット）
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・吟味された食材、熟練シェフによる料理
・よく整備された調度品をそろえた客室
・客の好みへの対応
・吟味された空間の提供

サービス
顧客がホテルを利用するための基本的サービスの提供
・客室
客室、ベッド、アメニティ、備品、浴室
・建物
景色、設備

・居心地
ラグジュアリー感、内装、雰囲気、空間
・アクセス
移動の利便性、シャトルサービス、立地

・人的サービス
フロント、ホテルマン
・飲食・プラン
プラン、飲食、ラウンジ

出所）筆者作成
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【注】
(1) 2016 年 7 月に発表された、日本政府観光局資料によると、2,296,451 人が訪日した。
(2) 千利休が残した、茶道で守るべき基本的な精神と作法の七つの心得を説いたものである。
一則 茶は服のよきように点て、二則 炭は湯の沸くように置き、三則 花は野にあるように、四則 夏は涼しく冬は
暖かに、五則 刻限は早めに、六則 降らずとも傘の用意、七則 相客に心せよ
(3) 「和敬清寂」は、主人と賓客がお互いの心を和らげて謹み敬い、茶室の備品や茶会の雰囲気を清浄にすると
いう意味である。「一期一会」は、その機会は二度とこない一生に一度の出会いであることを心得、互いに誠意を
尽くす心構えである。「一座建立」は、客を招く際には、できる限りのことをしようと工夫するが、 簡単なようで難し
い。こうした気持ちが、招いた者と招かれた客の心を通わせ、 気持ちのよい状態を生むことを表す。
(4)JD パワーは、1968 年、アメリカ・カリフォルニア州に設立された市場調査及びコンサルティング企業。毎年、国
内外においてホテル宿泊客満足度調査を行い、その結果を公表している。
(5)1981 年にオープンした兵庫県神戸市中央区のポートアイランドにある国内最大のコンベンションゾーンの総称。
(6)本物そっくりに備品を配置し、宴会、客室、フロント、レストランなど疑似設定し、その部屋で研修が行われる。
(7) 欧米において社交界のパーティーの為の荘厳な建物が、19 世紀に上流階級の洗練された生活様式を基礎
とし、豪華な施設とサービスを提供し、王侯貴族の生活様式を商業化したホテル。グランドホテル（パリ、1850）、ホ
テル・ド・ルーブル（パリ、1855 年）、ボーリヴァージュパレスホテル（ローザンヌ、1861）、グランドホテルナショナル
（ルツェルン、1870）、ホテルインペリアル（ウィーン、1873）、フランクフルターホーフ（フランクフルト、1876）、ザ・
サヴォイ（ロンドン、1889）。
(8)1928 年、ニューヨークに設立されたマーケティングやパブリック・リレーションズを目的とした世界的なホテル協
会。顧客組織「リーダーズクラブ」の運営、国際規模のホテルの予約や加盟ホテルの選定を行う企業である。
(9)帝国ホテルの行動指針の中の一つに「ホテル業が、人を原点とすることを正しく理解し、規範たるホテル十則の
導く行動に徹する。」と示されている。この「帝国ホテル 10 則」は、帝国ホテル・サービスの基本的精神である。1.
親切、丁寧、迅速 2.協同 3.礼儀 4.保健 5.清潔 6.節約 7.研究 8.記憶 9.敬愼 10.感謝
『帝国のホテル 120 年』 帝国ホテル（2010）p.117
(10)ベンチャー支配人制度とは、独立開業を目指す、経営者マインドの高い人材にホテルの運営管理を 4 年間
委託する制度。その後、スーパーホテル経営を続けるか、または他業種に転向しても構わない。実際、飲食店経
営を行っている元ベンチャー支配人も数多く存在している。
(11) 「Faith(フェイス)」は、名刺サイズの「経営指針書」で、従業員は常に携帯している。仕事と経営理念を結び
つけ、スーパーホテルの価値硯や原則の共有を図るためのものである。
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邦文要旨
日本の観光を取り巻く環境は、大きく変化している。観光産業を支えるホテル業の役割
はより重要になっている。外資系ホテルの進出、新規ホテル開業など、ホテル数の増加は
著しい。本研究の目的は、ホテル業において、サービス、ホスピタリティ、おもてなしが
どのように位置づけられるのか、また、ホテルマンはどのように育成されているのかにつ
いて明らかにすることである。そのために、日本を代表する 5 つのホテルの人事担当マネ
ージャーへ、人材育成、ホテルの成り立ち、ビジョン、サービスの特徴についてインタビ
ュー調査を行った。その結果、サービス、ホスピタリティ、おもてなしは、形式的な対応
の有無、期待以上の感動を与える処方の有無などによって区別されるが、それぞれの境界
は明確ではないことが明らかになった。サービスを提供するホテルマンの育成には、部門
内での OJT だけではなく、研修や留学などの Off-JT による人材育成が広く行われている
ことが分かった。
Key word
Hotelman

Human resource development Hotel service

Omotenashi

Hospitality.
ABSTRACT
The environment surrounding Japanese tourism is greatly changing. The role of the
hotel industry in supporting tourism is becoming more essential. The number of foreign
and domestic newly opening hotels is significantly expanding.
The purpose of this study is to define in what way “Services”, “Hospitality”, and
“Omotenashi” are placed within the hotel industry, and to also clarify the way in which
hotel employees are trained.
An interview investigation to HR managers representing 5 Japanese hotels is
performed about human resources development and the feature a hotel consisted and
the vision and the distinctive services.
As a result, it is distinguished whether “Service”, “Hospitality”, “Omotenashi” could
make an impression with more than of formal correspondence or expectation, but it is
revealed that each border is not clear. In addition, training of hotel manners offering
services is found to be widely conducted not only within OJT within the division but
also human resource development by Off-JT such as overseas training and study abroad
are widely held.
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介護人材の育成における「おもてなし」概念の応用に関する検討
―社会人と学生の「働くこと」および「おもてなし」概念の比較―
A Study on Application of "OMOTENASHI" Concept in Human Resources Development
for Nursing Care Workers: Comparison of the Concepts of "Working" and
"OMOTENASHI" as Workers and Students
立教大学
Rikkyo University
藤澤広美
Fujisawa Hiromi
キーワード
介護人材 おもてなし 人材育成 教育 キャリア形成支援

１．はじめに
厚生労働省
（2015）
は 2025 年に我が国の後期高齢者が 2000 万人を突破することを示し、
医療的ニーズの高まりや介護ニーズの高度化・多様化に対応しうる介護人材の質的向上を
図る必要性を指摘した。つまり、我が国の介護人材にはこれまで以上に質の高いサービス提
供が求められていると言える。我が国の介護サービスは、2000（平成 12）年に施行された
介護保険制度により、従来の措置制度に対してサービスを選択できる契約制度となり、「自
己実現」や「自立支援」を根幹とした個別ケアが主流となった（髙野・堀内・田島・峯本,
2014）
。社会福祉法第 3 条（福祉サービスの基本的理念）では、
「福祉サービスは、個人の
尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、
又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとし
て、良質かつ適切なものでなければならない」としている。したがって、我が国では多様な
医療・介護ニーズに対応できるだけでなく、利用者の尊厳や自己実現、自立支援などを重視
した質の高いサービス提供ができる介護人材の育成が求められていると言える。このよう
な介護人材の育成を実現するためには、将来介護人材になりうる学生の質的向上に有効な
教育やキャリア形成支援について模索していく必要があろう。
近年、介護人材の質的向上を検討するにあたり“おもてなし”や“ホスピタリティ”という言
葉が注目を集めている。ホスピタリティとは「客人・旅人・患者を手厚くもてなすための行
為と精神的な関係性（relationship）
」を含み「手厚くおもてなしするための形・心の関係性
（山上, 2012：15）
」と定義され、これまでビジネスや観光業界等における顧客対応の場面
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で多く用いられてきた。介護分野の先行研究においてもホスピタリティに関する概念の検
討がなされ、応用可能であることが明らかにされつつある（山岸・豊増, 2010；星野, 2013；
田島, 2014）
。数は少ないが、介護分野を学ぶ学生を対象にホスピタリティを意識した実習
指導の報告もなされている（沼野, 2007；堀内・髙野, 2016）。一方、田口・関谷・土川・鷹
野（2008）は、介護分野においてホスピタリティを一般的なサービスのような認識で取り
組むことは利用者の自立を阻む要因になりうることを指摘した。その後、田口・関谷・ 土
川（2009）は介護分野を学ぶ多くの学生からホスピタリティは「心のこもったおもてなし」
であると回答を得て、具体的な場面を捉えきれていないことを指摘した。これらの先行研究
から介護分野におけるホスピタリティは、一般的な介護事業以外の産業における認識と異
なるだけなく、介護分野を学ぶ学生においてもどのように応用すべきか具体的な理解まで
進んでいないことが伺える。これまでの議論を整理すると、介護分野の教育やキャリア形成
支援におもてなしやホスピタリティを応用するためには、介護分野特有のおもてなしやホ
スピタリティについて明らかにする必要があると言える。また、効果的なプログラムを設計
するためには、介護分野に従事する社会人と介護分野を学ぶ学生の認識の違いを明らかに
する必要があろう。しかしながら、介護分野におけるホスピタリティに関する研究は進めら
れているが、介護分野におけるおもてなしに関する研究はほとんどなされておらず、社会人
と学生のそれらの認識について比較検討した研究もなされていない。
国内においてホスピタリティに関する研究が蓄積されるにつれて、おもてなしとホスピ
タリティに関する定義や構成要因の共通点や相違点について議論がなされている（長尾・梅
室, 2012；寺坂・稲葉, 2014）
。長尾・梅室（2012）はおもてなしとホスピタリティは客人を
歓待するという共通した意味がある一方、おもてなしには「信頼関係」や「対等性」など独
特な要因があることを示した。さらに、寺坂・稲葉（2014）は、おもてなしは伝統的文化を
基礎とした道徳的な意味あいを含むことを明らかにし、日本のサービスやおもてなしには
ある一定の距離が存在することを指摘した。利用者の尊厳や自己実現、自立支援などを重視
した質の高い介護サービス提供するためには、直接的な支援だけでなく、間接的な支援を要
すると考えられる。すなわち、そのような質の高い介護サービスを実現するためには、日本
の伝統的文化を基礎とする一定の距離感が応用できると考える。したがって、本稿では介護
人材の質的向上を検討するにあたり、ホスピタリティと共通した意味を含むが、日本の伝統
的文化を基礎とした“おもてなし”という概念を用いて研究を進める。
よって、本稿では介護事業所に従事する社会人と福祉分野を専攻する大学生を対象に、介
護分野における「働くこと」および「おもてなし」についてインタビュー調査を行う。そし
て、インタビュー調査から介護分野における「働くこと」および「おもてなし」の概念につ
いて社会人と学生を比較検討する。そこから導き出された共通点と相違点から、介護人材の
質的向上を図るために有効な教育やキャリア形成支援について検討することを目的とする。
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２．先行研究の検討

２．１ 「おもてなし」と「ホスピタリティ」の定義
一般的に“おもてなし”の英語訳が“ホスピタリティ”であると解釈されていることが多い
のではないだろうか。まず、おもてなしおよびホスピタリティの定義について整理しておく。
おもてなしは、名詞が「もてなし」
、動詞が「もてなす」である。その語意は、教養・性格
などによって培われたふるまいや身のこなし方のことであり、人に対する態度、待遇などの
ことである（山上, 2008）
。長尾・梅室（2012）は、おもてなしの構成要因の体系化と評価
ツールを開発するうえで、おもてなしを「相手を喜ばせ、満足してもらうために相手の立場
に立ち、相手の目的・状況・ニーズに合わせて心配りし、それに基づいておこなう直接的ま
たは間接的な行為（長尾・梅室, 2012：129）
」であると定義した。また、宮下（2011）は日
本型ビジネスモデルの形成を検討するなかで、おもてなしについて「日本の伝統的文化の中
にあって機能する客への奉仕の行動」であり、
「その行動は『気働き』によって説明され」
、
「客の“して欲しい”という希望、あるいは、“内心にもっている思い”を先回りして読みとっ
て、標準的な奉仕の領域を超えて『個客』対応で提供するサービスである（宮下, 2011：46）
」
と説明した。これらの先行研究から、おもてなしとは相手の立場に立って要望や想いを先読
みし、喜びや満足を提供するための直接的または間接的な行為であると言える。それに加え
て、おもてなしには間接的な行為が含まれていることから、日本の伝統的文化を基礎とする
一定の距離感を大切にする精神的な部分が含まれていることがわかる。
一方、ホスピタリティの語源はラテン語のホスペスであり、原義の「客人の保護者」から
病院、ホスピス、看護人という意味に派生し、医療・看護分野ともつながりが深い（服部,
2004）
。服部（2006）は、ホスピタリティの狭義を「ホストとゲストが対等となるにふさわ
しい相関関係を築くための人倫（服部, 2006：117）
」とし、広義を「人類が生命の尊厳を前
提とした、個々の共同体もしくは国家の枠を超えた広い社会における、相互性の原理と多元
的共創の原理からなる社会倫理（服部, 2006：117）
」と定義した。佐々木・徳江（2009）は
ホスピタリティを「人間同士の関係性において、より高次元の関係性を築くべく『相互』に
持つ『精神』や『心構え』であり、それに伴って応用的に行われる『行為』も含む（佐々木・
徳江, 2009：5）
」と定義づけた。その後、山上（2012）はホスピタリティを「客人・旅人・
患者を手厚くもてなすための行為と精神的な関係性（relationship）
」を含み「手厚くおもて
なしするための形・心の関係性（山上, 2012：15）
」と定義し、ホスピタリティはおもてな
しの先行要因であることを示唆した。さらに、田口・関谷・ 土川（2009）は介護分野を学
ぶ多くの学生がおもてなしはホスピタリティの特殊な形態（心がこもった形態）と解釈した
ことを示唆した。これらの先行研究では「おもてなし」と「ホスピタリティ」のどちらか一
方を選択することは行っていない。しかしながら、これまでの先行研究を整理すると、ホス
ピタリティとは、客人・旅人・患者を手厚くもてなす高次元での人間関係を築くための精神
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や心構え、それに伴う行為であり、おもてなしの先行要因であると言える。
これまで介護サービスの質的向上を検討するにあたり、ホスピタリティの応用について
いくつかの検討がなされてきた（山岸・豊増, 2010；星野, 2013；田島, 2014）。しかしなが
ら、上述したように近年、我が国の介護サービスは「自己実現」や「自立支援」を根幹とし
た個別ケアが主流となりつつある（髙野・堀内・田島・峯本, 2014）
。それに伴い、これから
の介護人材には利用者ひとりひとりの要望や想いを先読みし、喜びや満足を提供するため
の直接的だけでなく、間接的な関わりが求められると言える。つまり、介護人材の質的向上
を図るためには、利用者の尊厳や自己実現、自立支援などを重視した質の高いサービス提供
できるように学生の段階から「おもてなし」を重視した教育やキャリア形成支援を行うこと
が有効であると言えよう。そのため、本稿では介護人材の質的向上を検討するにあたり、“お
もてなし”という概念に着目することとした。

２．２ 「おもてなし」と「ホスピタリティ」に関するレビュー
近年、おもてなしとホスピタリティの違いをより詳細に分析した研究がなされている。長
尾・梅室（2012）は、関連の文献調査と専門家とユーザーへのインタビュー調査から、おも
てなしの構成要因として「相手に合わせる（相手のニーズ・状況・目的に合わせることがも
てなされる側の『快適さ』につながること）」
「奥ゆかしさ・さりげなさ（もてなす側の態度
がもてなし全体の適度な緊張感につながること）」
「もてなしの様式（おもてなし独特の非日
常感を生むこと）
」
「ぬくもり（その土地の産物や季節の旬のものを活かして心づくしをする
こと）
」
「向かい合う（もてなす側がもてなされる側と個人として向かい合うこと）」の 5 因
子を示した。さらに、おもてなしにはホスピタリティと共通した意味がある一方、「信頼関
係」
「対等性」
「一期一会」
「役割交換」「もてなされる側の感受性・教養」「空気を読む」な
ど独特の要因があることを示唆した。また、寺坂・稲葉（2014）は異文化で育った人々へイ
ンタビュー調査を実施し、日本のおもてなしの特徴や構成要因の解明を行った。その結果、
おもてなしとホスピタリティには「安心・安全/保安」
「物質性」
「ぬくもり/人的要素」
「演出
/創造」という共通点があることを示した。その一方で、
「奥ゆかしさ」
「さりげなさ」
「型・
連携」といったおもてなし特有の構成要因があることを明らかにした。これらの先行研究か
ら、介護事業以外の産業におけるおもてなしとホスピタリティの特徴や構成要因について
共通点や相違点が示されつつある。しかし、これらの結果は介護事業以外の産業におけるお
もてなしの特徴や構成要因である。介護分野のホスピタリティは、一般的なサービスの認識
とは異なることが指摘されており（田口・関谷・土川・鷹野, 2008）、介護分野におけるお
もてなしについても改めて検討する必要があろう。しかしながら、介護分野におけるおもて
なしを検討した研究はほとんどなされていない。
介護人材を対象に含むホスピタリティ尺度の開発に関する研究が少なからず存在する。
白井・大上・原口（2016）は介護人材におけるホスピタリティ行動の尺度開発を行った。そ
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の結果、
「利用者の生活環境を整備することに関する項目」
「利用者との関わり合いに対する
心構えなどの項目」
「職員間の情報共有や仕事における速やかな対応に関する項目」
「利用者
やその家族との信頼関係に関する項目」
「快適な水分摂取」の 5 つの行動にホスピタリティ
を持たせることが介護人材のホスピタリティ行動になることを示した。この先行研究から、
介護分野におけるホスピタリティ尺度には、上述したホスピタリティの定義のように利用
者を手厚くもてなす高次元での人間関係を築くための精神や心構え、それに伴う行為が含
まれていることが分かる。しかしながら、これらの構成要因から利用者の立場に立ち、要望
や想いを先読みしたり、喜びや満足を提供したりするなどといった行為について読み取る
ことはほとんどできない。そのため、我が国における介護人材の質的向上を図る取り組みを
検討するにあたり“おもてなし”という概念を用いて検討する必要があると考えた。しかしな
がら、介護分野におけるホスピタリティの概念に関する研究は進められているが、介護分野
のおもてなしに関する概念の研究は見当たらない。また、田口・関谷・土川（2009）は介護
分野を学ぶ学生の多くがホスピタリティの特殊形態（心がこもった形態）がおもてなしであ
ると解釈し、概ね言葉の意味は理解していても具体的な場面を捉えきれていないことを指
摘した。この研究報告から、介護分野を学ぶ多くの学生は言葉の意味としては理解している
が、介護現場におけるおもてなしが何にあたるか具体的なイメージを持たず社会人として
現場に足を踏み入れていることが予想できる。即戦力を必要とする介護サービスの現場に
おいて、これらを十分に理解せずに入職すると、よかれと思ってした行為が利用者にとって
は不快と感じるケースも発生するだろう。その行為は、利用者やその家族との信頼関係を構
築するにあたり支障をきたす可能性も大いにある。そのため、介護分野に従事する社会人と
介護分野を学ぶ学生のおもてなしに関する認識の違いを明らかにすることが効果的な教育
やキャリア形成支援のプログラム設計につながるのではないかと考えた。しかしながら、介
護分野の社会人と学生のおもてなしの認識について比較検討した研究はこれまでなされて
いない。よって、本稿では介護分野における「おもてなし」の概念を抽出し、社会人と学生
を比較検討することとした。

２．３ 「働くこと」に関するレビュー
加えて、介護分野を学ぶ学生の効果的な教育やキャリア形成支援プログラムを検討する
にあたり、
「働くこと」について社会人と学生を比較検討する必要があると考える。文部科
学省（2011）は「働くこと」について「職業生活以外にも家事や学校での係活動、あるいは、
ボランティア活動などの多様な活動があることなどから、個人がその学校生活、職業生活、
家庭生活、市民生活等の生活の中で経験する様々な立場や役割を遂行する活動として、幅広
くとらえる必要がある（文部科学省, 2011：16）」としている。そこで、本稿において「働
くこと」とは、介護事業所の福祉職として「働くこと」を想定しているため、文部科学省
（2011）が示した「働くこと」に職業生活と限定し、
「職業生活を通じて経験する様々な立
46

場や役割を遂行する活動」と定義する。したがって、本稿において「働くこと」とは、介護
事業所の福祉職として経験する様々な立場や役割を遂行する活動であり、介護事業所の福
祉職としての役割内行動であると言える。
近年、大学キャリア教育において「働くこと」 に焦点を当てた研究（藤原, 2014）や「働
くことの意味」の検討することの重要性についての報告がなされている（小川, 2016）。小
川（2016）は大学生対象に「働くこと」のイメージについて質的調査を行い、入学して間も
ない大学生が「働くこと」にネガティブなイメージを抱いていることを示し、キャリアの初
期教育として否定的な側面だけでなく、肯定的側面や積極的な意味を見出す手法を検討す
る重要性を主張した。福祉分野を専攻している学生の多くは福祉の現場における実習経験
から「働くこと」を疑似体験しているため、実習後「働くこと」に多くのネガティブなイメ
ージを抱えていると考えられる。福祉分野の学生を対象とした先行研究において、上田
（2003）は介護実習によるリアリティショックは学生に「自信喪失」や「適性疑問」を持た
せることを指摘し、伊藤（2007）は介護実習で受けたリアリティショックについて十分に
向き合うことが介護を学ぶ動機付けを高め、就業後も効果が持続する可能性を示唆した。こ
れらの先行研究から、学生が実習で受けたリアリティショックと向き合い、肯定的側面や積
極的な意味を見出すことは、実習後も福祉業界での就職を目指すことや卒業後も福祉分野
でキャリアを形成していくために有効であると言える。それゆえ、社会人と学生の「働くこ
と」を比較することは、介護分野を学ぶ学生の発達の段階に応じた教育やキャリア形成支援
プログラムを検討するにあたり重要であると考えた。さらに、介護分野の「働くこと」を調
査することは、介護事業所に所属する福祉職として様々な立場や役割を遂行する活動につ
いて理解が深まることにつながると考えられる。その理解の深まりが、学生が具体的におも
てなしを捉えられていないという問題を解決するための基盤になると言えよう。これまで
福祉系大学のキャリア教育に「働くこと」から考えることを導入する意義について示されて
きた（藤原, 2014）
。しかしながら、介護分野の社会人と学生の「働くこと」概念について
比較検討された研究はみられない。よって、本稿では介護分野における「おもてなし」の概
念に加えて、
「働くこと」概念ついても社会人と学生の比較検討することとした。

３．分析方法

３．１ 分析の枠組み
本稿では、介護人材の「働くこと」および「おもてなし」の概念について、社会人と学生
ではどのように異なるのかを比較検討するため、質的調査を採用した。そこで、本研究の分
析枠組みとしては、
「働くこと」および「おもてなし」という 2 つの質問項目を軸とし、イ
ンタビュー調査を実施した。
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３．２ 調査対象
介護事業所（介護付有料老人ホーム、介護老人保健施設、通所リハビリテーション、特別
養護老人ホーム、介護複合施設）に従事する社会人 7 名、福祉分野を専攻する大学生 11 名
にインタビュー調査を行った。介護事業所のサービス形態に関しては、介護人材に共通した
概念を抽出したいと考え、サービス形態を問わず調査を行った。
また、本稿における社会人とは、介護事業所での勤務経験が 3 年以上で、現在も介護事業
所に勤務する従業員を対象とした。学生については、福祉分野を専攻する大学 3-４年生を
対象とした。大学１-2 年生については、介護福祉の専門知識が十分でないことや実習経験
の有無にばらつきがあるため調査対象に含めなかった。

図表1

社会人の属性

No.

サービス区分

職種・役割

性別

年代

経験年数

A

介護付有料老人ホーム

一般職

男性

30代後半

3年以上5年未満

B

介護老人保健施設

一般職

女性

20代後半

5年以上10年未満

C

介護老人保健施設

一般職

男性

30代前半

5年以上10年未満

D

通所リハビリテーション

一般職

男性

30代後半

10年以上15年未満

E

特別養護老人ホーム

施設長

男性

40代後半

25年以上30年未満

F

介護複合施設

施設長

女性

50代前半

20年以上25年未満

G

介護付有料老人ホーム

次長

男性

40代後半

15年以上20年未満

n=7

図表2

学生の属性
介護事業所での

No.

性別

学年

年齢

実習経験

a

男性

4年生

20代前半

有り

なし

b

男性

4年生

20代前半

有り

なし

c

女性

3年生

20代前半

有り

なし

d

女性

3年生

20代前半

有り

なし

e

女性

3年生

20代前半

有り

なし

f

女性

4年生

20代前半

有り

なし

g

女性

4年生

20代前半

有り

なし

h

女性

4年生

20代前半

有り

なし

i

女性

4年生

20代前半

有り

有り

j

女性

4年生

20代前半

有り

なし

k

女性

4年生

20代前半

有り

有り

アルバイト経験

n=11

社会人 7 名の属性は、図表 1 のとおりである。内訳は、介護付有料老人ホーム 2 名（一
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般職 1 名、管理者 1 名）
、介護老人保健施設 2 名（一般職 2 名）
、通所リハビリテーション
（一般職 1 名）
、特別養護老人ホーム 1 名（施設長 1 名）
、介護複合施設 1 名（施設長 1 名）
である。階層別には、一般職４名、管理者 1 名、施設長 2 名であった。性別は、男性 5 名、
女性 2 名、年代別には、20 代は１名、30 代は 3 名、40 代は 2 名、50 代は１名であった。
学生 11 名の属性は、図表 2 のとおりである。内訳は、学年は、3 年生は 3 名、４年生は 8
名、性別は、男性 2 名、女性 9 名、年代は 20 代が 11 名であった。

３．３ 調査方法
調査は、2016 年 9 月から 2016 年 10 月にかけて実施した。インタビューは、一人あたり
１時間程度で半構造化面接により実施した。質問項目は図表 3 のとおりである。

３．４ 倫理的配慮
インタビューについては、調査対象者に研究の趣旨を説明し、学術目的で使用することに
許可を得て実施した。その際、①研究協力は任意であること、②IC レコーダーで録音し、
分析に使用すること、③録音記録は研究者が厳重に管理し、学術目的以外に使用しないこと、
④研究結果公表時に個人が特定されないよう十分配慮することを伝えた。また、研究倫理厳
守に関する誓約書に署名を得た。

３．５ 分析方法
インタビューの内容については、すべて IC レコーダーに録音し、逐語録を作成した。逐
語録については、個人が特定されないよう記号で管理を行った。インタビューデータの分析
については、木下（2003）の修正版 M-GTA（Modified Grounded Theory Approach）を参
考に実施した。本研究では介護人材が働くうえで利用者やその家族、職員といった他者との
関わりが必然であるため、社会的相互作用における人間行動の説明予測に有効であり、ヒュ
ーマン・サービス領域での実践的活用を促す理論であるグラウンデッド・セオリー（木下,
2003）が適していると判断した。また、修正版 M-GTA は逐語録を切片化せず、分析を行う
者が問題意識に対して忠実にデータを解釈し、表現されるコンテキストの理解を重視（木下，
2003）できるため採用した。具体的な分析方法については、インタビューデータから類似
した箇所を具体例（ヴァリエーション）として抽出した。その後、分析ワークシートに集約
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し、定義および理論的メモを付け、概念の生成を行い、その概念を包括するカテゴリーを作
成した。また、分析ワークシートを用いることで概念を生成する過程を明確にし、専門家か
らスーパービジョンを受けることで恣意的な分析手続きとならないよう配慮を行った。

４．
「働くこと」および「おもてなし」概念の分析結果

４．１ 概念の生成
本調査の介護分野の「働くこと」および「おもてなし」に関するインタビューデータから
生成された概念およびカテゴリーは、図表 4 のとおりである。社会人と学生すべてのイン
タビューデータを分析した結果、合計 24 概念が生成された。そのうち、概念を包括するカ
テゴリーは 5 つに分けることができた。カテゴリーについては、
《利用者と関わるうえでの
心構え》
《利用者との関わり》
《利用者の理解》
《他者との信頼関係と協働》
《空間づくり》の
5 つである。以下では、概念を包括するカテゴリーについては《

》
、概念については〈

〉

と表記する。

図表４
カテゴリー

利用者と関わる
うえでの心構え

利用者との
関わり

利用者の理解

他者との

カテゴリーおよび概念の一覧

概念

定義

利用者の受容と貢献

利用者の多様性・価値観を受けれ、貢献したいという心を持つこと。

利用者に対する言葉づかい

利用者に敬語で接するなど、基本的な接遇マナーに気を付けること。

利用者とその家族の意思尊重

利用者とその家族の意思を尊重すること。

利用者とその家族の言葉による内省

利用者とその家族からのもらった言葉から自身の行動を振り返ること。

自身の健康管理と利用者の安全

利用者の安全確保と自身の健康管理をすること。

利用者との距離感

利用者と支援者との境界線を意識し、距離感を保つこと。

利用者に対するサービス意識

コーヒー提供や話題提供をするなど、付加価値を意識すること。

感情のコントロール

モチベーションを維持し、不安な気持ちを表に出さないこと。

誠実さ

利用者への対応に責任感や緊張感を持ち、全力を尽くすこと。

利用者に対する能動的な関わり

利用者に親しみのある声かけをするなど意図のある関わりを持つこと。

利用者の個別支援

利用者を個別に支援すること。

利用者への笑いの提供

おどけてみたり、わざと失敗を見せるなど日常に笑いを提供すること。

利用者の自立支援

過度な援助はしない、自立支援の気持ちを持って関わること。

利用者へのユマニチュードケアの実施 声のボリューム、目線を合わす、触れるなどを意識したケアをすること。
利用者への選択肢の提供

意思を察し、想いを予測したうえで、選択肢を与える声かけをすること。

利用者への役割付与

利用者に生活上の役割を与えること。

利用者の状態理解

利用者の状態理解をすること。

利用者の生活史理解

利用者の生活史を知ること。

利用者への傾聴

利用者の話を傾聴すること。

職場での信頼関係と協働

職場で利用者に関する情報共有・相談などしつつ協働すること。

信頼関係と協働 利用者とその家族との信頼関係と協働 利用者とその家族と信頼関係を築き、協働して介護を行うこと。
空間づくり

イベント・レクの企画や実施

イベントやレクリエーションの企画・実施し日常に変化を与えること。

自宅感

自宅のように安心できる空間づくりをすること。

季節感

四季の移ろいが感じられる催しをすること。

50

４．２ 社会人の分析結果
社会人のインタビューデータを分析した結果、合計 18 概念が生成された。
「働くこと」に
ついては計 10 概念、
「おもてなし」については計 13 概念が生成された。そのうち「働くこ
と」と「おもてなし」に共通する概念が計 4 つあった。社会人の詳細な分析結果は以下のと
おりである。
まずは、社会人の「働くこと」について以下のようなカテゴリーおよび概念が生成された。
第一に、
《利用者と関わるうえでの心構え》のカテゴリーについては〈利用者の受容と貢献〉
〈利用者に対する言葉づかい〉
〈利用者とその家族の意思尊重〉
〈利用者とその家族の言葉に
よる内省〉
〈自身の健康管理と利用者の安全〉
〈利用者との距離感〉の 6 概念であった。第二
に、
《利用者との関わり》のカテゴリーについては〈利用者に対する能動的な関わり〉の 1
概念であった。第三に、
《利用者の理解》のカテゴリーについては〈利用者への傾聴〉の 1
概念であった。第四に、
《他者との信頼関係と協働》のカテゴリーについては〈職場での信
頼関係と協働〉
〈利用者とその家族との信頼関係と協働〉の 2 概念であった。

図表５ 社会人の結果
カテゴリー

利用者と関わる
うえでの心構え

概念

働くこと おもてなし

利用者の受容と貢献

〇

〇

利用者に対する言葉づかい

〇

〇

利用者とその家族の意思尊重

〇

〇

利用者とその家族の言葉による内省

〇

自身の健康管理と利用者の安全

〇

利用者との距離感

〇

利用者に対するサービス意識

〇

利用者に対する能動的な関わり
利用者との
関わり

利用者の理解
他者との

〇

〇

利用者の個別支援

〇

利用者への笑いの提供

〇

利用者の自立支援

〇

利用者へのユマニチュードケアの実施

〇

利用者への選択肢の提供

〇

利用者の状態理解

〇

利用者への傾聴

〇

職場での信頼関係と協働

〇

信頼関係と協働 利用者とその家族との信頼関係と協働
空間づくり

〇

イベント・レクの企画や実施

〇
〇

次に、社会人の「おもしてなし」について以下のようなカテゴリーおよび概念が生成され
た。第一に、
《利用者と関わるうえでの心構え》のカテゴリーについては〈利用者の受容と
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貢献〉
〈利用者に対する言葉づかい〉
〈利用者とその家族の意思尊重〉〈利用者との距離感〉
〈利用者に対するサービス意識〉の 5 概念であった。第二に、
《利用者との関わり》のカテ
ゴリーについては〈利用者に対する能動的な関わり〉
〈利用者の個別支援〉
〈利用者への笑い
の提供〉
〈利用者の自立支援〉
〈利用者へのユマニチュードケアの実施〉
〈利用者への選択肢
の提供〉の 6 概念であった。第三に、
《利用者の理解》のカテゴリーについては〈利用者の
状態理解〉の 1 概念であった。第四に、
《空間づくり》のカテゴリーについては〈イベント・
レクの企画や実施〉の 1 概念であった。
なお、社会人のインタビューデータより生成された《利用者と関わるうえでの心構え》カ
テゴリーの〈利用者の受容と貢献〉
〈利用者に対する言葉づかい〉
〈利用者とその家族の意思
尊重〉
〈利用者との距離感〉
、
《利用者との関わり》カテゴリーの〈利用者に対する能動的な
関わり〉の 5 概念が「働くこと」と「おもてなし」に共通していた。
４．３ 学生の分析結果
学生のインタビューデータを分析した結果、合計 16 概念が生成された。
「働くこと」につ
いては計 10 概念、
「おもてなし」については計 13 概念が生成された。そのうち「働くこと」
と「おもてなし」に共通する概念が計 7 つあった。学生の詳細な分析結果は以下のとおりで
ある。
まずは、学生の「働くこと」について以下のようなカテゴリーおよび概念が生成された。
第一に、
《利用者と関わるうえでの心構え》のカテゴリーについては〈利用者の受容と貢献〉
〈利用者に対する言葉づかい〉
〈利用者とその家族の意思尊重〉
〈感情のコントロール〉の 4
概念であった。第二に、
《利用者との関わり》のカテゴリーについては〈利用者の個別支援〉
の 1 概念であった。第三に、
《利用者の理解》のカテゴリーについては〈利用者の状態理解〉
〈利用者への傾聴〉の 2 概念であった。第四に、
《他者との信頼関係と協働》のカテゴリー
については〈職場での信頼関係と協働〉
〈利用者とその家族との信頼関係と協働〉の 2 概念
であった。第五に、
《空間づくり》のカテゴリーについては〈自宅感〉の 1 概念であった。
次に、学生の「おもしてなし」について以下のようなカテゴリーおよび概念が生成された。
第一に、
《利用者と関わるうえでの心構え》のカテゴリーについては〈利用者の受容と貢献〉
〈利用者に対する言葉づかい〉
〈利用者とその家族の意思尊重〉
〈利用者に対するサービス意
識〉
〈誠実さ〉の 5 概念であった。第二に、
《利用者との関わり》のカテゴリーについては
〈利用者の個別支援〉
〈利用者への役割付与〉の 2 概念であった。第三に、
《利用者の理解》
のカテゴリーについては〈利用者の状態理解〉
〈利用者の生活史理解〉
〈利用者への傾聴〉の
3 概念であった。第四に、
《他者との信頼関係と協働》のカテゴリーについては〈利用者と
その家族との信頼関係と協働〉の 1 概念であった。第五に、
《空間づくり》のカテゴリーに
ついては〈イベント・レクの企画や実施〉〈季節感〉の 2 概念であった。
なお、学生のインタビューデータより生成された《利用者と関わるうえでの心構え》カテ
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ゴリーの〈利用者の受容と貢献〉
〈利用者に対する言葉づかい〉
〈利用者とその家族の意思尊
重〉
、
《利用者との関わり》カテゴリーの〈利用者の個別支援〉、
《利用者の理解》カテゴリー
の〈利用者の状態理解〉
〈利用者への傾聴〉、
《他者との信頼関係と協働》カテゴリーの〈利
用者とその家族との信頼関係と協働〉の 7 概念が「働くこと」と「おもてなし」に共通して
いた。
図表６
カテゴリー

学生の結果

概念

働くこと おもてなし

利用者の受容と貢献

〇

〇

利用者に対する言葉づかい

〇

〇

〇

〇

利用者と関わる 利用者とその家族の意思尊重
うえでの心構え 利用者に対するサービス意識

〇

感情のコントロール

〇

誠実さ
利用者との
関わり

〇

利用者の個別支援

〇

利用者への役割付与

〇

利用者の状態理解
利用者の理解

他者との

〇

利用者の生活史理解

〇
〇

利用者への傾聴

〇

職場での信頼関係と協働

〇

信頼関係と協働 利用者とその家族との信頼関係と協働

〇

イベント・レクの企画や実施
空間づくり

〇

〇
〇
〇

自宅感

〇

季節感

〇

４．４ 社会人および学生の比較
次に、社会人および学生の「働くこと」および「おもてなし」に関する分析結果を比較す
る。社会人および学生の分析結果の比較表については図表 7 に示す。
まず、
「働くこと」について社会人および学生の比較した結果を述べていく。第一に、社
会人と学生に共通しているカテゴリーおよび概念は、《利用者と関わるうえでの心構え》カ
テゴリーの〈利用者の受容と貢献〉
〈利用者に対する言葉づかい〉
〈利用者とその家族の意思
尊重〉
、
《利用者の理解》カテゴリーの〈利用者への傾聴〉、
《他者との信頼関係と協働》カテ
ゴリーの〈職場での信頼関係と協働〉
〈利用者とその家族との信頼関係と協働〉の 6 概念で
あった。第二に、社会人のみ生成された概念は《利用者と関わるうえでの心構え》カテゴリ
ーの〈利用者とその家族の言葉による内省〉
〈自身の健康管理と利用者の安全〉
〈利用者との
距離感〉
、
《利用者との関わり》カテゴリーの〈利用者に対する能動的な関わり〉の 4 概念で
あった。第三に、学生のみ生成された概念は《利用者と関わるうえでの心構え》カテゴリー
の〈感情のコントロール〉
、
《利用者との関わり》カテゴリーの〈利用者の個別支援〉、
《利用
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者の理解》カテゴリーの〈利用者の状態理解〉、
《空間づくり》カテゴリーの〈自宅感〉の 4
概念であった。
続いて、
「おもてなし」について社会人および学生の比較した結果を述べていく。第一に、
社会人と学生に共通しているカテゴリーおよび概念は、
《利用者と関わるうえでの心構え》
カテゴリーの〈利用者の受容と貢献〉
〈利用者に対する言葉づかい〉
〈利用者とその家族の意
思尊重〉
〈利用者に対するサービス意識〉、
《利用者との関わり》カテゴリーの〈利用者の個
別支援〉
、
《利用者の理解》カテゴリーの〈利用者の状態理解〉、
《空間づくり》カテゴリーの
〈イベント・レクの企画や実施〉の 7 概念であった。

図表7

社会人および学生の分析結果比較

カテゴリー

利用者と関わる
うえでの心構え

働くこと

概念

おもてなし

社会人

学生

社会人

学生

利用者の受容と貢献

〇

〇

〇

〇

利用者に対する言葉づかい

〇

〇

〇

〇

利用者とその家族の意思尊重

〇

〇

〇

〇

利用者とその家族の言葉による内省

〇

自身の健康管理と利用者の安全

〇

利用者との距離感

〇

〇

利用者に対するサービス意識

〇

感情のコントロール

〇

誠実さ

〇

利用者に対する能動的な関わり

〇

利用者の個別支援
利用者との
関わり

〇
〇

〇

利用者への笑いの提供

〇

利用者の自立支援

〇

利用者へのユマニチュードケアの実施

〇

利用者への選択肢の提供

〇

利用者への役割付与

他者との

〇

〇

利用者の生活史理解

〇
〇

利用者への傾聴

〇

〇

職場での信頼関係と協働

〇

〇

〇

〇

信頼関係と協働 利用者とその家族との信頼関係と協働
イベント・レクの企画や実施
空間づくり

〇

〇

利用者の状態理解
利用者の理解

〇

〇
〇
〇

自宅感

〇

〇

季節感

〇

第二に、社会人のみ生成された概念は《利用者と関わるうえでの心構え》カテゴリーの〈利
用者との距離感〉
、
《利用者との関わり》カテゴリーの〈利用者に対する能動的な関わり〉
〈利
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用者への笑いの提供〉
〈利用者の自立支援〉〈利用者へのユマニチュードケアの実施〉〈利用
者への選択肢の提供〉の 6 概念であった。第三に、学生のみ生成された概念は《利用者と関
わるうえでの心構え》カテゴリーの〈誠実さ〉、
《利用者との関わり》カテゴリーの〈利用者
への役割付与〉
、
《利用者の理解》カテゴリーの〈利用者の生活史理解〉
〈利用者への傾聴〉
、
《他者との信頼関係と協働》カテゴリーの〈利用者とその家族との信頼関係と協働〉、
《空間
づくり》カテゴリーの〈季節感〉の 6 概念であった。

４．５ 分析結果の要約に関する概説
本稿の分析結果から、社会人と学生の「働くこと」および「おもてなし」に関する概念の
整理を行った。本研究から導き出された分析結果の要約を図表 8 に示す。また、以下では分
析結果の要約について概説を行う。
まず、社会人特有の点として「働くこと」については、
《利用者と関わるうえでの心構え》
のカテゴリーの〈自身の健康管理と利用者の安全〉
〈利用者やその家族の言葉による内省〉
の 2 概念を大切にしていることがわかった。
「働くこと」と「おもてなし」の共通する部分
については、
《利用者と関わるうえでの心構え》カテゴリーの〈利用者との距離感〉、
《利用
者との関わり》カテゴリーの〈利用者に対する能動的な関わり〉の 2 概念であった。
「おも
てなし」については、
《利用者との関わり》カテゴリーの〈利用者へのユマニチュードケア
の実施〉
〈利用者への選択肢の提供〉
〈利用者の自立支援〉
〈利用者への笑いの提供〉の 4 概
念を大切にしていることがわかった。
次に、学生特有の点として「働くこと」については、
《利用者と関わるうえでの心構え》
のカテゴリーの〈感情のコントロール〉、
《空間づくり》カテゴリーの〈自宅感〉の 2 概念を
大切にしていることがわかった。また、
「働くこと」と「おもてなし」の共通する部分につ
いては、学生特有の概念は確認できなかった。
「おもてなし」については、
《利用者と関わる
うえでの心構え》のカテゴリーの〈誠実さ〉、
《利用者との関わり》カテゴリーの〈利用者へ
の役割付与〉
、
《利用者の理解》カテゴリーの〈利用者の生活史理解〉、
《空間づくり》カテゴ
リーの〈季節感〉の 4 概念を大切にしていることがわかった。
続いて、社会人および学生の共通点として、
「働くこと」については、
《他者との信頼関係
と協働》カテゴリーの〈職場での信頼関係と協働〉の 1 概念を大切にしていることがわかっ
た。また、
「働くこと」と「おもてなし」の共通する部分については、
《利用者と関わるうえ
での心構え》カテゴリーの〈利用者の受容と貢献〉
〈利用者に対する言葉づかい〉
〈利用者と
その家族の意思尊重〉
、
《他者との信頼関係と協働》カテゴリーの〈利用者とその家族との信
頼関係と協働〉
、
《利用者との関わり》カテゴリーの〈利用者の個別支援〉
、
《利用者の理解》
カテゴリーの〈利用者の状態理解〉
〈利用者への傾聴〉７概念であった。また、
「おもてなし」
については、
《利用者と関わるうえでの心構え》カテゴリーの〈利用者に対するサービスの
意識〉
、
《空間づくり》カテゴリーの〈イベント・レクの企画や実施〉を社会人および学生が
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共に大切にしていることがわかった。
図表8

「働くこと」および「おもてなし」概念に関する分析結果の要約

【利用者との関わり】

【空間づくり】

利用者への笑いの提供

季節感

お

【利用者との関わり】

【空間づくり】

【利用者の理解】

も

利用者の自立支援

イベント・レクの企画や実施

利用者の生活史理解

な

【利用者との関わり】

【利用者と関わるうえでの心構え】

【利用者との関わり】

し

利用者への選択肢の提供

利用者に対するサービスの意識

て

利用者への役割付与

【利用者との関わり】

【利用者と関わるうえでの心構え】

利用者へのユマニチュードケアの実施

誠実さ

【利用者の理解】
利用者の状態理解

【利用者の理解】
利用者への傾聴

【利用者との関わり】

【利用者との関わり】

利用者に対する能動的な関わり

利用者の個別支援

共

【利用者と関わるうえでの心構え】

【利用者と関わるうえでの心構え】

通

利用者との距離感

利用者とその家族の意思尊重
【利用者と関わるうえでの心構え】
利用者に対する言葉づかい
【利用者と関わるうえでの心構え】

利用者の受容と貢献
【他者との信頼関係と協働】

利用者とその家族との信頼関係と協働

働
く
こ
と

【利用者と関わるうえでの心構え】

【空間づくり】
自宅感

自身の健康管理と利用者の安全

【他者との信頼関係と協働】
【利用者と関わるうえでの心構え】

職場での信頼関係と協働

【利用者と関わるうえでの心構え】
感情のコントロール

利用者とその家族の言葉による内省
社会人

共通

学生

５．考察

本稿では、介護事業所に従事する社会人と福祉分野を専攻する大学生にインタビュー調
査を行い、「働くこと」および「おもてなし」概念について比較検討を行った。その結果、
社会人と学生の「働くこと」および「おもてなし」概念に共通点と相違点を示すことができ
た。本稿の分析結果について以下のように考察する。
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第一に、社会人は介護事業所で働くうえで《利用者と関わるうえでの心構え》の〈自身の
健康管理と利用者の安全〉
〈利用者やその家族の言葉による内省〉を大切にし、働くことと
おもてなしの共通部分として《利用者と関わるうえでの心構え》の〈利用者との距離感〉、
《利用者との関わり》の〈利用者に対する能動的な関わり〉
、おもてなしとして《利用者と
の関わり》の〈利用者へのユマニチュードケアの実施〉
〈利用者への選択肢の提供〉
〈利用者
の自立支援〉
〈利用者への笑いの提供〉概念を大切にしていることがわかった。この結果か
ら、社会人は利用者とその家族と向き合い、想いを察しつつ、個人を尊重した個別の対応を
していることがわかる。そこには一定の距離が存在し、寺坂・稲葉（2014）が示した日本の
伝統的文化を基礎としたおもてなしの特徴とよく似た結果を示した。また、社会人がおもて
なしをするうえで大切にしている〈利用者へのユマニチュードケアの実施〉
〈利用者への選
択肢の提供〉
〈利用者の自立支援〉
〈利用者への笑いの提供〉は、寺坂・稲葉（2014）が日本
のおもてなし特有の構成要因として示した「さりげなさ」に通じる結果であると言える。そ
して、
〈利用者への選択肢の提供〉については、宮下（2011）がおもてなしとして説明した
“顧客の希望や想いを先読みして提供するサービス”であると言えよう。これらの結果から、
介護人材の質的向上を図る取り組みを検討するにあたり“おもてなし”の要素を取り入れる
ことは有効であると言える。
第二に、学生は介護事業所で働くうえで《利用者と関わるうえでの心構え》の〈感情のコ
ントロール〉
、
《空間づくり》の〈自宅感〉を大切にし、おもてなしとして《利用者と関わる
うえでの心構え》の〈誠実さ〉
、
《利用者との関わり》の〈利用者への役割付与〉、
《利用者の
理解》の〈利用者の生活史理解〉
、
《空間づくり》の〈季節感〉概念を大切にしていることが
わかった。この結果から、学生は働くうえで自己統制力を必要とし、おもてなしをするうえ
で利用者と誠実に向き合うことを大切にしていることがわかった。また、学生は利用者の得
意なことを聞き、それを日常の役割として課すこと、季節の移ろいを感じてもうらことで代
り映えのしない日々に多少なりとも変化を与えることがおもてなしであると捉えているこ
とがわかった。長尾・梅室（2012）は、おもてなしに「対等性」
「役割交換」
「もてなされる
側の感受性・教養」などの要因があることを示している。このように学生のおもてなしにも
ビジネスや観光業などで用いられるおもてなしの構成要因とよく似た回答が得られたと言
える。しかしながら、この結果は学生特有のものであり、介護事業所に従事する社会人とは
異なる結果であった。そのため、学生が利用者の生活史を聞き、役割交換をすることが介護
事業所でおもてなしをするうえで大切であると感じていることは、ビジネスや観光業界等
で用いられる一般的なおもてなしと混同している可能性がある。そのため、介護分野で学ぶ
学生には、介護分野特有のおもてなしについてより深く知り、考える機会をつくる必要があ
ると言える。
第三に、介護分野の社会人と学生は、働くうえで《他者との信頼関係と協働》の〈職場で
の信頼関係と協働〉を大切にし、働くこととおもてなしの共通部分として《利用者と関わる
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うえでの心構え》の〈利用者の受容と貢献〉
〈利用者に対する言葉づかい〉
〈利用者とその家
族の意思尊重〉、《他者との信頼関係と協働》の〈利用者とその家族との信頼関係と協働〉、
《利用者との関わり》の〈利用者の個別支援〉、
《利用者の理解》の〈利用者の状態理解〉
〈利
用者への傾聴〉
、おもてなしとして《利用者と関わるうえでの心構え》の〈利用者に対する
サービスの意識〉
、
《空間づくり》の〈イベント・レクの企画や実施〉概念を共通して大切に
していることがわかった。この結果から、介護分野の社会人および学生の「働くこと」およ
び「おもてなし」概念を比較することにより確認できた共通点は、白井ら（2016）が介護人
材のホスピタリティ行動の尺度開発で示した 5 因子のうち「利用者との関わり合いに対す
る心構え」
「職員間の情報共有や仕事における速やかな対応」
「利用者やその家族との信頼関
係（安心感、情報共有、相談）
」の 3 因子に類似していると言えよう。この研究結果から、
学生が社会人と共通して認識している概念は、ホスピタリティの構成要素と類似している
ことが示唆された。つまり、介護分野を学ぶ学生の多くは概ね、利用者を手厚くもてなす高
次元での人間関係を築くための精神や心構えについては身に着いていると考えられる。
また、介護分野の社会人および学生の相違点は、社会人はおもてなしとして、
《利用者と
の関わり》の〈利用者へのユマニチュードケアの実施〉
〈利用者への選択肢の提供〉
〈利用者
の自立支援〉
〈利用者への笑いの提供〉概念を大切にしているのに対して、学生は《利用者
と関わるうえでの心構え》の〈誠実さ〉、《利用者との関わり》の〈利用者への役割付与〉、
《利用者の理解》の〈利用者の生活史理解〉、
《空間づくり》の〈季節感〉を大切にしている
点である。社会人はおもてなしについて利用者の自立支援が大切であると捉えているが、学
生は利用者に何かをしてあげたいという奉仕の想いが先行し、利用者の自立を支援すると
いう気持ちがおろそかになってしまう傾向を示した。また、学生は利用者の個別理解や個別
支援について言葉としては出てくるものの、社会人のような具体的な関わりについてはほ
とんど概念化できなかった。これは、上述した田口・関谷・土川・鷹野（2008）、田口・関
谷・ 土川（2009）が指摘した点と共通していると言える。したがって、学生が利用者やそ
の家族の言葉から内省することは、利用者との関わりについて具体的なイメージが持てて
いないため困難であると言えよう。田島（2014）は高齢者介護施設のホスピタリティを支
えるキーワードとして「安心感と満足感」「くつろぎともてなし」などを具現化している福
祉サービスを把握し、介護分野でのホスピタリティの表現方法を分析することが実践教育
に必要であることを示唆した。介護分野を学ぶ学生は介護事業所で実践されている具体的
な表現方法について知る必要があろう。そして、利用者に対する能動的な声かけや関わりに
ついては、ケース学習や実習後に振り返りのワークショップなどを通して内省を促すよう
な学びの機会を設ける必要があると言える。
さらに、社会人は介護事業所で働くうえで《利用者と関わるうえでの心構え》の〈自身の
健康管理と利用者の安全〉概念を大切にしている一方、学生は《利用者と関わるうえでの心
構え》の〈感情のコントロール〉概念を大切にしていることがわかった。この相違点から、
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学生が介護分野で働くことにさまざまな不安を抱えている可能性があると言える。しかし
ながら、学生は介護事業所で働くうえで自身の健康管理が大切であることやそれが利用者
の安全確保に繋がるというところまでイメージができていないと考えられる。学生は介護
業界の仕事が対人の仕事であるため、相手に不安を感じさせないことやモチベーションを
維持する必要性は感じているのだろう。そのため、学生の段階から自己管理はもちろんのこ
と、相談するスキルやセルフケアなどコーピング手段を身に着けることも重要であると言
えよう。
以上の考察をまとめると、介護人材の質的向上を図るためには、以下の 4 点を結論づけ
ることができる。第一に、介護事業所に従事する社会人からさまざまな実践や表現方法を聴
き・考えることが重要である。第二に、利用者の生活背景・身体状況等を設定したケース学
習を行うことが必要である。第三に、能動的な声かけや関わりについて振り返りを行うこと
が重要である。第四に、相談するスキルやセルフケアなどコーピング手段を身に着けること
が必要である。以上の結論から、将来介護人材になりうる学生の教育やキャリア形成支援に、
介護業界で働くことの奥深さや“おもてなし”の要素を取り入れた個別ケアなど、実際に働く
ことを意識したプログラムの設計・実施をすることが重要であると言えよう。また、これら
を介護人材の教育やキャリア形成支援に取り入れることは、介護事業所に入職してから訪
れるであろう「学生と社会人の壁」を事前に疑似体験できることを意味する。その学習体験
から多少なりとも介護分野で働くことへの“喜び”を感じることができたら、就職先として介
護業界を目指す学生の増加も期待できる。さらに、これらの学生が入職後、早期から介護業
界で働くことの“やりがい”を見出すことができたら、介護人材の定着にも繋がることになる
だろう。したがって、将来介護人材になりうる学生がこれらの結論を意識した教育やキャリ
ア形成支援の中から多くの気づきを得ることは、介護業界で働くための能動的な移行につ
ながると言えよう。
これまで介護分野においてホスピタリティ概念の応用についての検討がなされてきたが、
「おもてなし」概念の応用について検討した研究はほとんどなされていない。また、介護分
野におけるホスピタリティの職業比較に関する研究はなされてきたが、介護事業所に従事
する社会人と福祉分野を専攻する大学生の認識について比較検討した研究はなされていな
い。本稿において介護分野における「おもてなし」概念の応用を検討したことは一つの貢献
と言える。加えて、介護分野における社会人と学生の「働くこと」および「おもてなし」概
念の比較検討をすることできた。介護人材の質的向上の好循環を図る取り組みを検討する
にあたり、介護分野における社会人と学生の共通点と相違点を示したことは、介護人材の育
成分野の研究において一つの貢献であると言えよう。
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６．おわりに

最後に、本稿の限界と課題について述べておく。第一に、本稿では、介護事業所に従事す
る社会人についてさまざまな施設区分の従業員を一緒に分析したことである。施設区分の
違いは、サービス内容が異なることが予想される。第二に、社会人の役職について一般職と
管理職を一緒に分析したことである。管理職の場合、利用者にサービスを提供する側である
ことには変わりないが、間接的な関わりが多くなることが予想される。第三に、本稿の分析
で用いたグランデッド・セオリー・アプローチ理論は分析に用いたデータに関する限りとい
う限定つきであるため（木下, 2003）
、一般化が難しいことである。そのため、本稿から導
き出された結果を応用し、量的調査によって検証する必要がある。本稿では、介護事業所に
従事する社会人と福祉分野を専攻する大学生の「働くこと」および「おもてなし」概念の比
較を行うため考察を行った。しかし、これが施設区分を限定した組織や他の教育課程の学生
でも有効かについては、改めて検証する必要がある。今後、これらの課題に関する実証研究
を蓄積し、介護人材の質的向上を図るために有効な教育やキャリア形成支援の取り組みを
模索していく必要があろう。
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邦文要旨
本研究では、介護人材の質的向上に有効な取り組みを検討するため、介護分野の社会人と
学生の「働くこと」および「おもてなし」概念について比較を行った。調査対象は、介護事
業所に従事する社会人 7 名、福祉分野を専攻する大学生 11 名である。インタビューは半構
造化面接で行い、分析は木下（2003）の修正版 M-GTA を参考に実施した。その結果、社会
人と学生の「働くこと」および「おもてなし」概念についていくつかの共通点と相違点を示
すことができた。それらの結果から、１）介護事業所に従事する社会人から実践や表現方法
を聴き・考えること、２）利用者の生活背景・身体状況等を設定したケース学習を行うこと、
３）能動的な声かけや関わりについて振り返りを行うこと、４）コーピング手段を身に着け
ることが必要であり、学生の教育やキャリア形成支援に介護業界で働くことの奥深さや“お
もてなし”の要素を取り入れた個別ケアなど、実際に働くことを意識したプログラムの設計・
実施が重要であると結論づけた。
Key word
Nursing Care Worker

OMOTENASHI

Human Resource Development

Education

Career Formation Support
ABSTRACT
This paper examines effective efforts to improve qualitative of nursing care worker. And,
I compared and considered the concepts of "Working" and "OMOTENASHI" as workers
and students in the nursing care field. The subjects of survey are seven working people
engaged in nursing care welfare facilities and 11 college students majoring in welfare
field. The interview was conducted by a semi-structured interview, and the analysis was
conducted with reference to the modified grounded theory approach (M-GTA) of
Kinoshita (2003). As a result, some common points and differences were found in the
concept of "Working" and "OMOTENASHI" between workers and students in the nursing
care field. Finally, implications of the findings are discussed, and a direction for future
research is suggested.
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教養科目とスキル科目の連動に際した困難性をめぐる一考察
―「ホスピタリティマナー演習」と「女性学」を事例に―
Study of The Difficulty in Linking Liberal Arts and Skill-oriented Subjects
―The case of Hospitality Manner Practice and Women’s studies―
平安女学院大学
Heian Jogakuin (St.Agnes’) University
永田美江子
Nagata Mieko
キーワード
おもてなし ホスピタリティ 女性学 ホスピタリティ・マナー教育 観光産業

１．はじめに

「もてなし」を国語辞典で引くと、
（１）人を取り扱う。待遇する。あしらう。
（２）心を
こめて客の世話をする。饗応する。馳走 (ちそう) する。
（３）そうであるかのようにとりな
す。みせかける。
（４）とりはからう。処置する。
（５）特に取り上げて問題にする。もては
やす（
『大辞泉』小学館）
。などの 5 つ意味に分類されている。また研究対象として、おもて
なしを構成する要因の体系化と評価ツールの開発を試みた長尾・梅室は、
「もてなし」を「相
手を喜ばせ、満足してもらうために相手の立場に立ち、相手の目的・状況・ニーズに合わせ
て気配りをし、それに基づいて行う直接的または間接的な行為」
（長尾・梅室 2012;129）と
定義している。近年では、東京オリンピック・パラリンピックの誘致で知られるようになっ
（1）
た「お・も・て・な・し」
のように、
「もてなし」が観光客を魅了する鍵であるかのよう

に注目を浴び、観光客を日本に誘致する方策として捉えられるようになった。だが、
「もて
なし」という言葉にしろ、それと類似したものとして使われている「ホスピタリティ」にし
ろ、その概念や定義は多岐に渡り、共通した見解はないといわれている。その不明瞭さのゆ
えに、これらの言葉はその本質的な意味合いを離れて、商業的な利益追求に有益とする側面
がクローズアップされている。例えば、
「ホスピタリティ」は多岐にわたる分野で研究(古関
2003;服部 2004;小沢 2005）されている概念だが、この概念は 1960 年代に日本に入ってき
た後に（服部 2009）
、
「顧客満足」を高める要素として紹介された。1990 年代以降には他者
を歓待するという行動規範を意味していたホスピタリティ概念が、ビジネス用語としての
意味や内容を持つようになり（神田・堀野 2013）
、様々な解釈が登場した。そして、ホスピ
タリティを経営に利用するホスピタリティ・マネジメントが、サービス産業を中心に導入さ
れたのである。しかし、ホスピタリティとは、本来「自己」や「利益」を中心とした考え方
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ではなく、
「他者」あるいは「他者と自己との交流・共生」を中心とした考え方を出発点に
しており、それはビジネス利益を越えた人間としての普遍の真理である。マナーはその考え
方を言動で表現したり、自己のうちに身体化したものに過ぎず、マナーの根幹にあるのは、
「心配り」
、すなわち他者の理解、他者への配慮から出発するホスピタリティである。この
ような意味でのマナーやホスピタリティは、実際には就職活動や企業社会で立ち回るため
に必要なスキル、あるいは商業的に利用される顧客満足度や接遇スキルをイメージしたと
きに立ちあらわれる「自己利益」
「業績」とは全く異なるものである。本来のホスピタリテ
ィの意味は、前述したように哲学や人類学、社会学、文学といった様々な文社会科学の基礎
教養科目において、狭義の「異人歓待」から広義の「共生」の思想に至るまで、諸々の概念
や社会事象と連関しながら積み重ねられてきたものである。同様に、元来マナーやホスピタ
リティは、もてなしも含めて「旅館の女将のもてなし」や「花街のもてなし」「良妻賢母」
「企業の妻役」として女性にだけ課せられるものではなく、性別を超えた普遍的なものであ
る。社会や産業界が期待するホスピタリティやマナーに組み込まれているジェンダー規範
や性別役割期待を女性の処世術や女性としての対人スキルに落とし込まず、ひろく女性が
置かれている社会の問題として捉えていかなければならない。
本論文では、これらの課題を含みながらも観光産業への人材輩出に適合的な教育とされ、
企業の期待するジェンダー規範や性別役割期待が織り込まれたホスピタリティ・マナー教
育の内実を、現代の女子大学生に意味ある形に再編するための方策を探ることが目的であ
る。ホスピタリティ・マナー教育は、大学におけるキャリア形成の一環として就職支援の面
接講座に採用され、キャリア教育の隆盛とともに、一部の大学では正課科目としても実施さ
れるようになった。しかし、大学の正課科目でホスピタリティ・マナー教育を担当する担当
者は、元客室乗務員秘書、アナウンサー出身者など一般的に女性性を体現しているといわれ
る者が多く、その手法は企業研修の域を越えずスキル重視に偏重していることは否めない。
このようなホスピタリティ・マナー教育を大学ならではキャリア教育に付随する教育とし
ていくためには、企業研修を模したスキル教育偏重の同教育のカリキュラムに、従来の大学
の教養科目が果たしてきた役割をいかに取り込むか、またスキル科目と数少ない教養科目
とをいかに有機的に連動させる必要であり、その可能性を考察していかなければならない。
そのために、平安女学院大学国際観光学部で実施する「ホスピタリティ・マナーの講義」と
「教養科目」との連動のありかたを検討し、筆者が実施している現行のマナー講義の内容、
および「女性学」での講義内容と、そこでの女子学生の反応を紹介する。そして、それらを
通して、その背景にはホスピタリティ・マナー教育が内包するジェンダー規範と、スキルと
してのマナーの獲得に偏重していく社会背景があることを指摘し、今後の可能性と課題を
提示していく。
本論文の中心となるデータは、筆者が教員として務める平安女学院大学において、教員に
よる授業の工夫、問題点に関する聞き取り調査、グループディスカッションでの聞き取り、
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講義や演習での参与観察によって得たものである。事例や参与観察の結果は、個人が特定さ
れるように個人名は匿名にするなど十分に注意したことを付記しておく。

２．就職に直結する／役立つスキルの体得を重視する動き

平安女学院大学国際観光学部のホスピタリティ・マナー教育である「ホスピタリティマナ
ー演習」は、筆者が担当している。この授業は、筆者がビジネスマナーの講演や企業研修を
行っている日本航空の元客室乗務員出身の講師の事務所で学び、その後、コンサルティング
会社で自らマナー講師として企業や団体に赴き、新入社員に対して指導した実践経験をも
とにした内容となっている。
筆者が元客室乗務員のマナー講師から学んだ内容も、みずからコンサルティング会社で
指導した内容も、元を辿ると篠田弥寿子氏が 1981（昭和 56）年に設立した日本現代作法会
の礼法をふまえたマナーと、日本航空の客室乗務員の接遇研修を組み合わせたものであっ
た。例えば、日本現代作法会では「人の心に配慮した作法、マナーを伝える」を掲げて、冠
婚葬祭をはじめとする暮らしのマナー、食事のマナー、ビジネスマナー、子どものマナーま
で各種講座を展開し、企業や学校各種団体にビジネスマナーの講演に出向くこともある（２）。
また、日本航空の接遇研修は、飛行機を利用する顧客に心地よく対応し、満足を提供するた
めの心構えと接遇指導がなされている。いずれも講師、受講者ともに女性が大半を占め、教
授する内容も、たとえば「立ち方」では、男性は力強く I ラインで立ち、女性はしなやかに
S ラインで立つといったジェンダー規範を内包したものとなっている。
本授業のシラバスや授業中に配布する資料は、
「JAL キャビンアテンダントのいきいきマ
ナー講座」をもとに、筆者がコンサルタント会社に所属していた頃の資料を学生向けにアレ
ンジしてオリジナルな資料を作成して授業ごとに配布している。ただし、1981 年に考案さ
れた篠田氏のマナーの作法を、現代においても繰り返し転用するだけでは不十分であるた
め、その年に出版され話題を呼んだ、もしくは受講学生の役に立つであろうと思われるトピ
ックが載っているマナーや冠婚葬祭の書籍を参考に授業を組み立てている。授業は筆者が
ひとりで担当するため、筆者の意図が比較的正確に授業に反映されている。次に「ホスピタ
リティマナー演習」の具体的な授業内容を詳述する。
本授業は、カリキュラム上では専門演習科目に区分され、他の正課授業と同じくひとコマ
90 分 15 回である。受講者は年度によって多少の変動はあるが、初年次を対象としているた
め半数は 1 年生、残りの半数は 2 年生から 4 年生となっており、合計 30 名程度である。平
安女学院大学では授業開始と終了時に「起立・礼」の挨拶を実行している。この挨拶は全学
的取り決めであり、授業と授業以外の時間を区分するための儀礼的な意味と、教える側と教
わる側双方が互いに尊敬の気持ちを伝えるという意味合いを持つ。筆者も授業において、挨
拶は決して指導される側が指導する側に頭をさげて教えを乞うということではなく、けじ
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めと配慮からくる行為だと説明する。
第 1 回目の授業では、15 回の授業の概略を説明する。ここでは、
「演習科目であるので講
義を聞いているだけではなく、挨拶やお辞儀、来客応対などにまつわる行為を実践してもら
う。したがって実践をしたくないと思った学生は、必須科目ではないので辞退することも可
能である」旨を丁寧に説明している。

表１「ホスピタリティマナー演習」授業概要（2015 年シラバスより）
授業名
到達目標

授業計画

ホスピタリティマナー演習
マナーの歴史、マナー概念の理解
ビジネス社会に通用するマナーの具体的習得
学内検定の受験と認定を目指す
①オリエンテーション、マナー概念の理解
②西洋・日本・アジアのマナーの成り立ち
③マナーの５つの要素（あいさつ、身だしなみ、表情、態度、言葉遣い）理解
④挨拶・身だしなみの体得と第一印象アップ
⑤表情・態度の体得
⑥敬語と言葉遣いの理解
⑦コミュニケーションの手段としてのマナー
⑧電話応対の実践
⑨来客応対の実践（受付・案内・席次）
⑩来客応対の実践（名刺の扱い・茶菓）
⑪冠婚葬祭「冠」のしきたりと年中行事
⑫冠婚葬祭「婚・葬」のしきたり
⑬冠婚葬祭「祭」のしきたり
⑭和の作法
⑮まとめ

この授業は、上記のシラバスからもわかるように就職活動に役立つ実践的なビジネスマ
ナーを中心に展開している。上述したとおり、キャビンアテンダントや新入女子社員向けの
資料を授業で用いていることもあり、ホスピタリティの概念的、理念的な説明よりも、仕事
に直結するスキルとしてのマナーの習得に多くの時間をかけている。
具体的なテキストの選択などは筆者の裁量に任されているが、このようなスキルの養成
を重視した開講方針は、企業が求める女子社員像に学生を近づけ、内定を採らせるという大
学全体の方針をたぶんに反映している。平安女学院大学は「就職率 100％」
、加えて航空や
ホテルなど女子高校生に人気のある観光業界に就くことが可能な実践的コースがあること
を大々的にアピールしている。この大学の広報と直結した授業の開講方針において、
「ホス
ピタリティマナー演習」は、就職率を上げて入学者を呼び込むという女子大学の生き残り戦
略の一環として位置づけられている。その結果、身だしなみや笑顔、言葉遣いに比重を置く
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講義内容となっている。こうした就職に直結するスキル養成を重視する大学全体の方針は
年々強くなっており、2016 年には冠婚葬祭の項目を減らしてビジネス文書で礼状を書くこ
とや電子メールの書き方も「ホスピタリティマナー演習」で実施することになった。
ホスピタリティマナー演習では、まず、ホスピタリティとは「他者への気配りという心、
マナーとは気配りという心を形としてあらわすことだ」と説明をする。マナーはよく画一的
で堅苦しいものや押し付けられているものと受け止められているが、多様な価値観を持つ
個々人に合わせて、柔軟で心地よい関係を築くコミュニケーションのスキルであることを
授業中には繰り返し述べている（別表１）。
次に「マナーの 5 つの要素」を説明し、それぞれのポイントに説明を加え、ロールプレイ
ング等の実践により体得を目指す。5 つの要素とは①身だしなみ②挨拶③表情④態度⑤言葉
遣いである。この中で身体動作が伴うのは、③表情と④態度②挨拶である。挨拶は③表情と
④態度⑤言葉遣いを合わせた動作になる。

２．１ 身だしなみ
身だしなみを説明する際には、必ず「おしゃれは自分中心の装い」で「身だしなみは相手
中心の装い」であり、相手とは特定の人物ではなく、年齢も性別も立場も価値観も
様々なあらゆる人たちに自身の装いをみられたとき違和感を持たれないことが大切だと説
明をする。そののちに、
「清潔感を持たせる」
「目的や場所にあっていること」
「機能的であ
ること」がその本意であると述べる。身だしなみに関しては、下級生よりも学年が上に行く
ほどに関心が高い。例えば、3 年生が受講の多数を占めるビジネスインターンシップの授業
で、企業訪問の身だしなみを説明する回では、「ホスピタリティマナー演習」の時よりも質
問が多い。それは数日後に企業訪問に行かなければいけないという事情があることは確か
だが、身だしなみに関しては平安女学院大学の教育目標である「貴品女性」を意識してか、
筆者のマナーの授業だけではなく、他の教員が学生に身だしなみの指導をすることもある。
それが学生たちにとって身だしなみを整えなければ、実習先で受け入れてもらえないひい
ては就職できないという強迫観念を与えた結果ではないかと考える。
しかし、マナーの授業担当者として、身だしなみを指導する際に「清潔感を持たせる」
「目
的や場所にあっていること」
「機能的であること」だけで、理解を求める困難をしばしば感
じる。
例えば、ホテル見学をする時間が授業に組み込まれている「ホテル概論」の担当教員が、
「ホテルを見学する時には、ホテルの場にあった装いをしてほしいし、そうするように指導
するが、黒のリクルートスーツでくるか、破れたジーンズでくるか、両極端だ」（2015 年
10 月）と筆者に述べたことがあった。
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２．２ 表情①
表情の項目から演習の要素が強くなり、説明の後に、ロールプレイングをおこなうという
順序をとることが多い。表情は以下のように実施する。特に無表情は「何を考えているのか
わかない」や「不機嫌だから、冷たくされるかもしれない」と敬遠される場合もあるために
口角を上げて良い表情を作るといいと述べる。

図表２「表情管理指導の手順①」
①顔の表情で相手

②口角をあげること

に良い印象も悪い

が①のよい印象にな

③ 各自が 手鏡を 持

印象もあたえるこ

るポイントであると

ち、口角が上がって

とを笑顔・良い表

言及する。さらに口

いるかを確認する。

情・無表情の３つ

角をあげることで目

の顔を例に説明す

元がほころび、歯を

る。

見せると笑顔になる
と加える。

不機嫌

無表情

よい表情

２．３ 表情②（視線）
視線は普段に何気なく人に向けている視線によってメッセージが変わってくる。視線の
位置は、相手の目を中心に頭から胸のあたりにやるようにする。

図表３「表情管理指導の手順②」
」①普段何気なく人

に向けている目線
によって相手に伝
わるメッセージも
変わってくると説

③あごの 角度と視
②ペアになってロー
ルプレイング。視線
の印象をお互いに感
じる。

線によって説得・自
信・軽蔑・謙虚・疑
惑 を感じ させる こ
とを説明。

明。
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「視線が与える印象と範囲」

２．４ 態度①（立ち姿）

表４「立ち姿指導の手順」
①立ち姿は動作の

②最初に背筋・足先・

基本。男女で立ち姿

手先のポイントをい

に違いがあると説

いながら見本を示

明する。

す。口角をあげてる。

③全員が立ち上が
って立ち姿をおこ
ない、筆者が確認を
する。
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２．５ 態度②（お辞儀）
人間の動作で最も目立つのが、態度（立ち居振る舞い）である。大切なことは動作のひと
つ一つにメリハリをきかせることであり、たとえば、お辞儀をする場合には、頭だけをぺこ
っと下げるのではなく、背中をまっすぐにして体を前傾させ、倒したところで間を置くこと
を説明する。お辞儀もコミュニケーションのひとつであるので、相手の顔をしっかりみるこ
とも大切だと述べる。

表５「お辞儀指導の手順」

①3 種類のお辞儀

②見本を示しながら

（会釈・敬礼・最敬

背筋を伸ばして、胸

礼）の説明をする。

から体を倒す。背筋

③ペアになり、お互
いをチェックする。

を伸ばすことがポイ
ントと説明する。メ
リハリと間が大切。

２．６ 言葉遣い
言葉遣いは、企業が新入社員に期待する重要な要素である。授業では、
「言葉や会話の仕
方ひとつで、相手は心地よくもなれば不快にもなる。敬語を使うことで年上の人だけでなく、
すべての相手に敬意を表現することができる。しかし、敬語を使おうとしてもとっさに言葉
が出てこない場合がある。そんな時には言葉を足すだけで丁寧になる」と説明する。たとえ
ば、
「~です」よりも「~でございます」のほうが丁寧であることや、
「お待ちください」より
「お待ちくださいませ」のほうが柔らかい印象を与えることができることを説明する。また
コンサートホールでの接客の仕方を例にとり、客に待ってもらう場合「お待ちください」だ
けではなく、
「申し訳ございません」とクッション言葉を挟んだうえで「開場は 5 時です」
などの理由を伝え、最後に「こちらのロビーでしばらくお待ちください」というとよいとい
った説明をする。
言葉遣いについては、女子学生たちが「敬語は難しい」と事あるごとに話している。例え
ば、筆者が「敬語を使って話をしましょう」と提案すると、とたんに無口になることがしば
しばあり、
「ホスピタリティマナー演習」の授業やそれ以外の場でも、学生が最も苦手意識
を持っているのは言葉遣い（敬語）であることが窺える。このように女子学生が言葉遣いを
苦手に感じるのは、敬語を使わなければいけないからというだけではなく、何をいえばよい
のかわからないという戸惑いからきていると推察される。それは、
「敬語で話をしましょう」
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という提案に対して黙ってしまう女子学生が多いことからも明らかである。
「ホスピタリテ
ィマナー演習」の授業では、敬語の使い方に時間をかけるが、女子学生が敬語を使った会話
ができるようになるまでには至らない。授業が進むと普段の言い回しを敬語に変換するこ
とは、慣れてくれば問題なくできるようになる。しかし、敬語での会話が成立しないのは、
会話に展開するためのトピックがないために会話が途切れてしまうのである。マナーの授
業では、普通の言葉の表現を丁寧な表現や敬語に変える練習は繰り返しおこなうが、友人や
家族といったフレンドリーな関係以外の人と敬語での会話を成立させるための教養や知識
を養う時間はないことも確かである。
これらのマナー教育における学生の反応は部分的には、マニュアル化されたスキル重視
の教育がもたらしたものだと推測される。特に、言葉遣いは覚えなければいけないこともあ
り、マニュアルも多い。しかし、現実の会話は双方向のコミュニケーションである。自分が
発した言葉に対して、相手がどう展開させ、返ってくるかがわからないが、それを受けて返
していかなければ成立しない。また、一定のテーマにのっとって会話を進めていかなければ
いけないこともある。それをするためには、さまざまな背景を持つ他者を理解しながら、気
遣い、他者への配慮をみずから考え抜いていく教養科目での学びが必要である。特に、「他
者に対する思いやり・配慮」としてのホスピタリティを、マニュアル的、啓発書的な理解に
還元すると、思いやらなければならないもの、配慮をしなければならないものと強迫観念を
持ってとらえてしまうことになる。

３．スキルの獲得重視型とは異なる授業科目「女性学」

教養科目の一つに位置づく「女性学」は、1 年次配当の全学共通科目に分類される。1980
年代末の平安女学院短期大学英文科時代に社会学者の上野千鶴子が初めてこの科目を開講
した。その後、社会学、コミュニケーション論、女性学を専門とする女性教員が担当したの
ち、現在では筆者が「ホスピタリティマナー演習」とともに担当することになった。
筆者が「女性学」を担当した当初は、「ジェンダー論」という授業も開講され、そのいず
れの担当も筆者であったが、
「ジェンダー論」は閉講し、現在は「女性学」のみが開講して
いる。2014 年に国際観光学部のシラバスを改訂した際に、当時の学科長から「女子大学で
女性に関する授業はなくすのは困る。ただし両方を担当するのは（その他の演習科目、スキ
ル系科目の増大の中で）負担が大きい。ジェンダー論か女性学かどちらかを残してほしい」
（2014 年 11 月）と要請され、
「女性学」を残すこととなった。
女性学の講義では、ジェンダー規範や性別役割分業の存在、家族や企業におけるジェンダ
ー格差・女性差別の現状、フェミニズムや女性解放運動の歴史などを講義するなかで、学生
一人ひとりが女性の置かれた現状の問題点を理解し、自らの望む生き方をみずから決定し、
切り開いていくための一助となる理論や考え方を培うことを目的としている。ただし筆者
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は社会学やジェンダー論を専門としておらず、その不足を補うため、毎年、複数回にわたり
フェミニズム研究者やジェンダー研究者、あるいは産業界や社会でユニークな活動をする
女性をゲストスピーカーとして招聘し、幅広く深みのある知識をつけさせる試みをしてい
る。この講義では基本的に各回のテーマに沿ったレジュメを配布しているが、大学 1 年生
にも取り組みやすい『女性学・男性学ジェンダー論入門』を参考図書として紹介している。
受講者は、多い年で 40 名程、少ない年では 15 名前後である。

表６「女性学授業概要」
（2014 年シラバスより）

授業名

女性学

到達目標

女性がこれからの自分のライフスタイルを、自分で
決定し作り上げていく気持ちを醸成すること

①女性学とは何か
②ジェンダーの社会化
③多様な女性の生き方①（政治）
④多様な女性の生き方②（経済）
⑤多様な女性の生き方③（芸術）
⑥「男らしさ、女らしさを意識させられるとき
⑦シンデレラストーリーの構造
授業計画 ⑧歴史的に形成された「家族」像と女性の役割
⑨女性の昇進と「M字型就労」
⑩女性の非正規雇用を考える
⑪ジェンダーバイアスを拡大するメディア情報
⑫労働と子育て（働き続けるために）
⑬現代倫理学と男女平等
⑭女性解放の思想史と現代女性像
⑮これからの女性と男性の生き方を考える

女性学は 1 年次配当であり、大学に入学したばかりの学生が大半を占めている。観光産
業への就業を希望する平安女学院大学の受講生の多くは、フェミニズムや社会学的なジェ
ンダー論について予備知識を持たない学生が多く、中には普段はマナーの実践的な話をし
ている筆者が担当すると聞いて「女性学」を「ある種の女性らしさを身につける講義」であ
ると思い込んで受講し、
「女性学の授業って先生がやるから、もっと違うことを想像してい
た」
（2014 年 4 月）とやや残念そうな顔で語る者もいる。
筆者は、このような学生たちに「女性学」の講義で企図した内容がうまく伝わらない場面
に遭遇してきた。その原因には、筆者自身の講義運営の手腕に関わる問題が当然のことなが
ら大きいが、部分的には女性学を学ぶことを「身だしなみ」等のスキルの体得だと理解した
学生が決して特別とはいえないような、前述したようなマニュアル化されたマナー講義が
もたらす影響がある。
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４．
「女性学」に影響を与える「ホスピタリティマナー演習」

まず、女性学の講義内容を具体的に紹介しながら、そこでの学生たちの反応、意見を提示
する。

４．１ 【事例１】
第 6 回では、社会的に構築される「男らしさ」
「女らしさ」が引き起こす問題を多角的に
講義している。そのなかでドメスティック・バイオレンスやデートＤＶに言及することがあ
る。女子学生たちに、付き合っている男性に LINE をすることを強要されたり、
「自分以外
の人間と遊びにいくこと」を禁止されたり、
「太った」などと身体的・外見的な特徴を指摘
されることも一種のＤＶであると説明すると、非常に驚く者が少なからずいる。実際に彼女
たちが親しんでいる漫画や小説では、男性による過剰な束縛や支配的な態度が「S 彼」
「俺
様」
「溺愛」といったジャンルとして成立しており、そうした「キャラ」として男性による
過剰な束縛や支配的な態度を肯定的に評価する女子学生もいる。彼女たちは、「この子の彼
はだめ人間で、しょっちゅう LINE してくるらしいのよ。早く別れたほうがいいって言っ
てるんだけど、別れないんですよ」などと、恋人男性による溺愛ぶりや、そのような束縛す
る彼を好きな友だちの様子を楽しげに報告する。
また、こうした女子学生の中には、ＤＶやハラスメントを通じて男性性や女性性の社会的
構築性や、その強要をめぐる社会的な問題へと関心を広げるのではなく、これらの問題を男
女の交際に関わる「コミュニケーション」「テクニック」の問題として解釈し、それを回避
するための「スキル」を知りたいと語り、むしろ既存のジェンダー規範やＤＶの構造の再生
産を肯定してしまう意見がみられる。
この問題は、
「女性学」を担当する教員が同時に「ホスピタリティマナー演習」を担当す
るといったカリキュラム編成、スキル科目偏重の大学の方針、そして「女子力」（３）をはじ
めとした企業や社会における処世術が過剰に喧伝される風潮が多分に関係していると推測
される。第 3 章では、ホスピタリティやマナーを一種の処世術としての「女子力」として解
釈・認識する学生がいることを述べたが、こうした「女子力」解釈・認識は時としてＤＶや
女性差別を、処世術やスキルの問題に還元してしまう陥穽すら生じさせる。

４．２ 【事例２】
第 7 回の講義では、ウォルト・ディズニーのプリンセス物語を題材に、メディアが「性別
役割期待」の再生産や、ある種の「女性の幸せ」のステレオタイプの創造にいかに関与して
いるのかを示し、その功罪を問うことを目的としている。講義では映画を上映し、いかにデ
ィズニーのプリンセス物語に性別役割期待やジェンダー規範が組み込まれているかを具体
的に説明した上で、幼い頃からシンデレラをはじめとするプリンセス物語を見ることで、女
73

性の幸せが身分の高い男性に見初められて結婚することであるかのように刷り込まれてい
くことを示す。その後、そのようなメディアを通じた性別役割期待やジェンダー規範の刷り
込みが日常的で広範囲な事象として生じており、そのようなメディアの刷り込みが女性た
ち自身の自己決定の困難性や「結婚」に関連する多様な差別（たとえば、
「負け組」といっ
た発言）等、多様な問題を引き起こす一つの要因になることを学生自身に考えてもらうこと
を企図している。しかし、こうした講義の意図を理解する学生も一定数いる一方で、ディズ
ニー映画の物語に集中し、講義の最後に「（先生はいろいろと説明するけれども）私はやっ
ぱり幸せな結婚がしたい」
「女性の幸せは、素敵な男性と結婚して専業主婦になることだと
思う」といった、企図したこととは全く異なる感想を述べる学生も多数存在する。ここにも、
マナーを「女子力」として理解し、企業や社会で適切に立ち振る舞い、希望通りの就職先や
周囲から羨ましがられるような結婚をするなどの「勝ち組」になるためには、「マナー」を
武器にすることが重要であるとみなす学生が存在する。この講義においてディズニー映画
の中の主人公が王子様と歌う場面を「憧れ」だとした女子学生のひとりはキャビンアテンダ
ントになったが、
「空（フライト中に）で素敵な男性をゲットしたい」と筆者に事あるごと
に訴え、それを可能にするために「マナー」に強い関心を示していた。

４．３ 【事例３】
第 9 回では、女性の昇進と「Ｍ字型就労」について講義している。ここでは、結婚や出産
期にあたる年代に女性の労働率が一時的に低下し、育児が落ち着いた後に再び上昇するが、
この上昇において非正規雇用率が高まったり、高学歴の女性は再就職しないというＭ字型
就労と関連した女性のキャリア設計上の困難性や、それに関連する企業や社会の対応、制度
的な問題を説明している。しかし女子学生たちの反応は芳しくなく、女性の昇進やキャリア
設計、非正規雇用の問題を実感的に理解できないと述べる学生が大半である。たとえば、あ
る女子学生は「母親がフルタイムで働いているので、働くのは当たり前だと思っているし、
私は定年まで働きたい。でも母親の仕事と家事の姿をみていると、子どもができたらパート
タイムという選択肢も考えるかもしれない」
（2014 年 12 月）と語った。類似の意見はその
他の学生からもしばしば聞かれる。他方、これまで授業を続けてきたなかで、「昇進して役
職者になる」
「男性と対等に競い合いながらキャリアを積み重ねる」というキャリア設計と
それに関するジレンマへの理解を感想文として述べた学生にはいまだ出会っていない。平
安女学院大学の女子学生たちは、観光産業を中心とした接遇、接客業への就職を目指してい
るが、
「客室乗務員」
「受付」
「秘書」
「一般職」といった就業先も選択肢としてあげ、
「企業
の妻役」として女性らしい振る舞いを習得することを言外に含む「ホスピタリティマナー演
習」でのスキル獲得を通じて、男性との関係もマネジメントし結婚へとつなげることを肯定
的にイメージする学生が多い。そのため、女性の置かれた立場を理解し、男女平等や女性の
人権、女性の自立性に関する知識と理論を具体的な事例を用いて獲得することを企図して
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いる「女性学」の講義内容に対して、
「役に立たないことはしたくない」
「女性学を学ぶと就
職してから、うまくやっていけなくなりそうだ」
「男性に敬遠される女性になる」といった
思いを持つ学生が多々いる。
以上、
「女性学」の授業内容を紹介し、
「女性学」での講義内容にマナー教育がもたらして
いると推測される、負の側面を述べてきた。実際にマナー教育に関心のある学生ほど「女性
学」の受講が少なく、他方、ジェンダーという社会的に形成された性別役割の説明を聞いて
納得した表情を見せたり、授業後に「今日の授業は面白かった」といいにきた学生は逆にマ
ナー教育に対して拒否反応をもつ傾向にある。さらに「内定を獲得する」
「就業後に即戦力
となる」ことを強調したスキル偏重のカリキュラム編成は、しばしば、マナーが「役立つ」
とする内容も狭める結果となっている。

４．４ 【事例４】
ジェネリックスキルでは、卒業を控えた 4 年生に国際観光学部の教員が、卒業後に役立
つであろうと思われる各教員の専門を持ち回りでおこなうという授業形態で進行している。
筆者が担当した回では、
「食事のマナー」を講義した。授業時間に 10 分ほど遅刻した学生が
いた。彼女は椅子に座ると同時にスマートフォンを出し操作をはじめたので、「スマートフ
ォンはしまうように」と注意したが、スマートフォンの操作をやめなかったので、彼女の席
までいって注意を繰り返したところ、立ち上がって「卒業後に役立つ授業をする時間と聞い
ているが、こんな内容はまったく無意味だ」と強い口調でいうと、勢いよくドアを開けて退
室してしまった。
筆者が食事のマナーを講義したのは、仕事上の会食やビジネスランチの際に戸惑わない
ようにする狙いがあった。しかしこの事例に示されるように、
「就職に直結する」
「就職後に
役立つスキルの獲得」といった点を強調する開講方針が、人間関係における「処世術」とい
う極めて狭いスキルでジェネリックスキルという概念を理解するような危険性を招いてい
る可能性がある。それは「女性学」や他の教養科目を含めた科目にも同様のことがいえる。

５．おわりに.（マナー教育と教養科目との効果的な連動の必要性）

本論文では、観光産業の人材輩出に適合的かつ、企業の期待するジェンダー規範が織り込
まれたホスピタリティ・マナー教育を現代の女子学生に意味のある形に再編する方策を探
るために、スキルを重視したキャリア教育「ホスピタリティ・マナー演習」と教養科目「女
性学」との連動を検討し、その困難性をあげていった。
前述したように「女性学」のような授業は、2014 年に当時の学科長が説明したように開
講数が減少している。ジェンダー研究を専門とする教員が移籍したこともあるが、その要因
は大学の入学者数獲得のための経営戦略としてホスピタリティ関連科目が増加しているこ
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とが挙げられる。ここでは、「女性学（知識）」と「ホスピタリティマナー演習（スキル）」
で筆者が遭遇した問題を紹介したが、マナー重視というスキルに重きをおいた方針によっ
て、女子学生はコミュニケーションとは嫌われないためにするもので、マナーはその手段で
あるというようなある種の誤解を生じさせていることは確かである。しかし、本来のマナー
は性別に関係なく人間関係を円滑に運ぶために必要なものである。だが、
「女性らしいふる
まい」ができるようになることが、よい就職先へ結び付くことと理解されている可能性が高
い。そして、このような理解は、マナー教育に組み込まれたジェンダー・バイアスやジェン
ダー規範を再考しうる教養科目にも影響を与えている。スキル科目と教養科目を有機的に
連動させることがこれからはますます重要となってくるが、女子学生の知識や教養を深め、
誤解や混乱のないスキルの向上を目指す授業を展開するための方策を考えることは、喫緊
ともいえる課題である。そして、その際にはその連動のあり方にも十分な議論が必要である。
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別表１
印象管理
・あいさつと身だしなみで第一印象を決める
・空間の管理で心地よさを図る
・言葉遣いと態度で相手との距離を縮める
●目的に応じたコミュニケーション
伝達的

親和的・社交的

報告・説明

人間関係を作る
相手に親しみを
持ってほしい

相談・愚痴

（挨拶・会話）

説得・忠告

説得的

カウンセリング

ポイント

正しい言葉遣い
①表情

正しい発声

②声の大きさ・スピード

はっきりとした声

③明確な発声
④内容に心をこめる

⑤熱意をもって
⑥オリジナリティ
⑦メリハリ（抑揚）
⑧ボディランゲージ

※ 親和的、伝達的などそれぞれの項目で自分が苦手とするものはどれでしょうか？
各自で振返ってください。
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別表２
態度
いつ、誰と、どのような場所で、どのような状況で接するかは予想ができません。
どんな場面でも、無理や無駄のない自然な動作で敬意を持って接することを心がけましょ
う。周囲を不愉快にさせない、迷惑をかけない、よい印象を与えるなど、マナーの基本精神
を理解しスマートな動作を身につけましょう。
●正しい姿勢のポイント
①背筋を伸ばしてまっすぐに立つ
（横から見て、耳・肩・中指・くるぶしが一直線）
②アゴは引く
③手は指先を揃えて両腿につける
（手を組むときは親指をしっかり組み、他の 4 本も揃えて重ねる）
④両膝はまっすぐにして揃える
⑤かかとは揃え、つま先は揃えるか少し開く程度
・壁などにもたれない

・後ろ手で組まない

・ポケットに手を入れない
●腰をかけた姿勢のポイント
①上半身をまっすぐに伸ばす
②背中と椅子の間は一握り分あける
③男性は両足を少し開き（二握り分程度）。両手は膝の上に、少し内側に向けて置く
④女性は両膝を揃え、両手は膝の上で組む
・腕組みしない

・貧乏ゆすりはしない

・足組みはしない

・椅子の背にもたれかからない

●歩き方のポイント
①背筋を伸ばし、上半身をまっすぐにして歩く
②視線は少し前を見て、アゴは引く
③腰から足を出す感じで歩く
④足を前に出して重心がかかったとき、その足と腿が伸びて
一直線になるようにする
⑤ハイヒール（靴の裏側は見せない）の場合はつま先から
ヒールのない場合はかかとから地面につける
⑥歩幅は程よく一定にする
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【注】
（1）東京オリンピック・パラリンピック誘致の際に、タレントの滝川クリステルがおこな
い話題になったプレゼンテーション
（2）Gendai Nihon Sahokai.(2017.1.19).http://sahoukai.com/about/#concept
（3）
漫画家の安野モヨコが
『美人画報ハイパー』の中で使用したのがはじまり（安野 2006）。
2009 年にユーキャン新語・流行語大賞に選ばれた後、女子力は急速に認知度を獲得してい
った。現在では、女性が女子力をあげることで就職や結婚などが有利になる力
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邦文要旨
本論文は、平安女学院大学国際観光学部の実践を事例に、観光産業への人材輩出に適合的
な教育とされ、企業の期待するジェンダー規範が織り込まれたホスピタリティ・マナー教育
の内実を、女子大学生に意味ある形に再編する方策を探ることが目的である。近年のキャリ
ア教育の隆盛とともに、一部の大学ではマナー教育を正課科目として実施するようになっ
た。しかし、大学での同教育担当者は、元客室乗務員や秘書、アナウンサーなど一般的に女
性性を体現しているといわれる者が多く、その手法はスキル重視に偏重していることは否
めない。このような同教育を大学ならではキャリア教育に付随する教育としていくために、
企業研修を模したカリキュラムに、従来の教養科目が果たしてきた役割をいかに取り込み、
スキル科目と教養科目との有機的連動を考察しなければならないことを提示した。
Key word
Omotenashi Hospitality Women’s studies Hospitality manner education Tourism
industry
ABSTRACT
Studying

examples

from

Heian

Jogakuin

University’s

International

Tourism

Department, this paper aims to explore measures to restructure the praxis of hospitality
manner education —an education that is considered suitable for producing human
resources for the tourism industry and which is tailored to the gender norms as generally
expected by corporations—in a way that is meaningful for the students of women’s
universities. Amid the thriving of career education programs during the recent years,
some universities have begun to implement manner education as a regular curricular
subject. However, the majority of persons in charge of these universities’ manner
education courses are former cabin crew members, secretaries, announcers, and people
of such professions that generally demonstrate femininity, their methods tending to place
emphasis on skill. This study therefore points out the necessity to devise an organic
coordination between skill-oriented subjects and educational subjects, namely through
discovering ways to best incorporate the roles traditionally played by educational
subjects into curriculums that simulate corporate training, so as to make the manner
education suitably complement career education that is exclusively college-level.
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持続可能な観光資源マネジメントとイルミネーション
‐平安女学院大学京都キャンパスのアグネス・イルミネーションを事例として‐
Sustainable Tourism Resource Management of Japanese Illuminations
‐A Case Study of St. Agnes’ Illumination by Heian Jogakuin, St. Agnes’ University, Kyoto‐
平安女学院大学
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Nakaike Ryuichi
キーワード
持続可能 観光資源 イルミネーション 観光資源管理 エネルギー

１．はじめに
持続可能な観光（Sustainable Tourism）は、近年、観光において注目される重要な要素となってきて
いる。国連では、国際的に増加する観光客の影響について懸念し、2017 年を「持続可能な観光国際年
（International Year of Sustainable Tourism for Development）として、地域特有の生態系や文化の保
全を通じて長期的な経済利益につなげていく提唱を行っている。国際観光機関（UNWTO: United Nations
World Tourism Organization 以下 UNWTO と記載）は、観光産業を「世界の GDP 全体の 10％を占
め、10 人に 1 人が観光関連産業に従事している、最も成長率の高い社会経済部門の一つ」と位置付けたう
えで、「①包括的及び持続可能な経済成長、②社会的包摂、雇用創出及び貧困の削減、③資源の有効活用、
環境保全、気候変動、④文化の価値・多様性・遺産の保護、⑤相互理解、平和、安全」という 5 項目につ
いて観光の役割をはたしていくとしている(1)。
以上のような潮流を踏まえ、この論文では、冬の風物詩として人為的に作り出された観光資源であるイ
ルミネーションが持続可能な観光という観点からみてどのような特徴を有し、持続可能であるために今後
どうあるべきかについて、平安女学院大学京都キャンパスにおけるアグネス・イルミネーションを事例と
して検討を行う。

２．アグネス・イルミネーション
平安女学院大学では、2016 年 11 月点灯で 12 年目を迎えるアグネス・イルミネーションを継続して実

82

施してきている。平安女学院大学のホームページでアグネス・イルミネーションについて、次のように記
載されている。
「2001 年、世界で暴力の嵐が表面化してきた年の暮れのクリスマス、オランダから一通のメールが届
きました。平和への願いをクリスマス・ツリーに掲げて、ピース・ツリーの運動を広げませんかと。京都
聖ステパノ教会で最初に行なわれたピース・ツリーの運動は 2002 年クリスマスです。それが、平安女学
院中学校・高等学校にも広がり、（省略）この平和への願いが平安女学院にもつながり、2005 年からピー
ス・ツリーがクリスマス・イルミネーションの中で輝くようになりました」
このピース・ツリーは、リサイクルした 2 リットルペットボトル容器 324 個から作られた 3.5 メートル
にもなるツリー型のオブジェである。このペットボトル一つ一つには、平和への願いを込めたメッセージ
シートが貼り付けられている。これを本体内側から LED チューブライトで光らせている。2005 年からこ
のピース・ツリーだけではなく、学生が主体となって年々のテーマを決めてイルミネーション・オブジェ
をデザインする現在の形となっている。

図１アグネス・イルミネーション実施区間

実施区間は、図 1 に示した通り、京都市上京区の京都御所西側にあたる下立売通と室町通の交差点の南
側となる。平安女学院大学室町館前のエントランスとその校舎側面（以下大学側と記載）、平安女学院中
学校高等学校の校舎側面（以下中高側と記載）に挟まれた室町通の両側を囲むように図 1 の点描部分がイ
ルミネーション実施エリアである。主に、大学側の中庭がメインステージとなっており、大学側・中高側
両側の室町通に面した生垣や校舎側面にもイルミネーションの飾りが施される。2010 年からは大阪府高
槻市にある平安女学院大学高槻キャンパスにおいても学生が中心となったイルミネーションを開始して
いる。
点灯期間は、2008 年度からは 11 月下旬に行われる点灯式から 12 月 25 日までの約 1 か月間である。
（表 1 参照）また、使用する電球は多い時で、約 12 万球となっている。2016 年度は中高校舎が耐震工事
を実施していたため、大学校舎側のみの点灯となった。
この論文では、観光資源の持続可能性に焦点をあてながら、長年にわたり活動を継続している平安女学
院大学京都キャンパスのアグネス・イルミネーションを分析対象とする。
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表 1 京都キャンパス アグネス・イルミネーションの変遷
年度

タイトル

開催期間

開催時間

2005

魅惑の宵

2005/12/1～2006/1/12

16：30～22：00

2006

星月夜

2006/11/20～2007/1/15

16：30～22：00

2007

星夜の華

2007/11/21～2008/1/15

16：30～22：00

2008

ほほえみの宝石箱～夢の輝きをつめこんで～

2008/11/22～2009/12/25

16：30～21：00

2009

しあわせの虹～夜空に輝く道しるべ～

2009/11/21～2009/12/25

17：30～20：30

2010

未来宅配便～あなたに届ける光のプレゼント～

2010/11/27～2010/12/25

17：30～20：30

2011

希望の灯～明日に向かって～

2011/11/26～2011/12/25

16：30～21：00

2012

ティアラからのおくりもの～キラキラの国のふしぎな物

2012/11/24～2012/11/25

16：30～21：00

語～
2013

七色の海～未来へ向かうヒカリのさきに～

2013/11/23～2013/12/25

16：30～21：00

2014

鏡花水月～水面に煌めく和のこころ

2014/11/22～2014/12/25

16：30～21：00

2015

飛翔～輝く未来と大空へ

2015/11/22～2015/12/25

16：30～21：00

2016

煌めきの世界へようこそ！ ～It’s show time!!～

2016/11/24～2016/12/25

16：30～21：00

３．持続可能な観光
持続可能な観光という文言は、1995 年 4 月に世界観光機関と国際連合教育科学文化機関（UNESCO:
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization）が採択した「持続可能な観光のため
の憲章」のなかで謳われた。このような持続可能な観光の概念的な基礎となったのは、1987 年に世界環境
開発委員会（WCED: World Commission on Environment and Development）が発表としたブルントラ
ンド報告書の持続可能な発展（Sustainable Development）という文言である。この報告書では、持続可
能な発展を「現在のニーズを満たすと同時に、将来世代が自身のニーズを満たす能力も損なうことがない
発展」と定義している。このような持続可能な観光という概念は、観光倫理の重要な位置付けとして認識
されており、「世界観光倫理憲章」の第 3 条に「観光：持続可能な開発の要素」の中にも明記されるまで
になっている。持続可能な観光の要素として、訪問客のニーズや産業界、環境と受け入れる地域コミュニ
ティへの配慮、さらには、現在と将来における経済、社会や環境における影響に対する配慮が必要とされ
ている（UNEP and UNWTO, 2004）。このように、持続可能な観光は、経済、環境、社会の三要素から
成りたっている。観光における「持続可能性」を測る指標のカテゴリーは、これらの三つの要素に加えて、
管理的要素を加えた経済的側面、環境的側面、社会的側面、管理的側面の四つの分野に分けられている
（WTO,2004）
。
このような持続可能な観光のための指標開発のプロセスについてとりまとめた二神
（2008）
は、観光のあり方は日々変化していると指摘して、前述の指標に沿って持続可能性を具体化する実施段階
にまで至ると具体的な方法論が挙げられていないのが課題であると述べている。
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以上の議論を踏まえ、本論文では 2005 年から継続して平安女学院大学で実施されてきた京都キャンパ
スのアグネス・イルミネーションを事例として取り上げ、このイルミネーションの特徴を前述の UNWTO
が示す観光における持続可能性の指標をもとに（1）経済的側面、（2）環境的側面、（3）社会的側面、
（4）管理的側面の四つの側面について第 4 章で個別に分析する。そのうえで、アグネス・イルミネーシ
ョンという観光資源が持続可能であるために今後どうあるべきかについて考察する。

４．イルミネーションと持続可能性に関連する研究

観光閑散期である冬の貴重な観光資源としてのイルミネーションは、日本における冬の風物詩となって
いるが、イルミネーションは人為的に作り出すことができる観光資源である点に特徴がある。そもそもイ
ルミネーションとは、小野（2002）によると、電球を用いた装飾体およびサインと定義し、明治 20 年代
の軍艦の飾りとして電灯のイルミネーションが用いられたのがはじまりとされている。
また、
高橋
（2002）
によると、建物を飾り付けるイルミネーションの始まりは、明治 36 年に大阪で開催された「第五回内国
勧業博覧会」でイルミネーションが施された西洋風建築物の展示であるとされている。
前章に述べた観光の持続可能性を検討した先行文献の多くは、エコツーリズムや農村での観光開発につ
いて既存の環境を保全する観点から述べられたものがほとんどである。本論文で対象とする人為的に作り
出された観光資源であるイルミネーションに着目した研究は見当たらない。大学にて実施されたイルミネ
ーションついて言及された文献については、武蔵工業大学世田谷キャンパスの授業の一環として、学生を
主体として設計・施行をおこなった事例である小林（2005）の他、学生を主体としたイルミネーション制
作活動について紹介された中川他（2010）、今井他（2010）がある。さらに、地域連携活動として産官学
連携で行われた事例として、創造活動の教育に関連して紹介している増野（2012，2013，2014）が存在
する。いずれも、制作活動の行為そのものを教育ツールの一環としてとらえ、学生への教育効果に着目し
たものである。これに対して本研究では、イルミネーションの制作活動そのものではなく、制作後のイル
ミネーションそのものに着目し、このイルミネーションが観光資源として持続可能であるかどうかについ
ての検討を行うことを目的とする点で先行研究とは視点がことなっている。また、本稿で対象とするアグ
ネス・イルミネーションは 10 年以上継続実施され、地域の観光資源として確立されている点でも、単発
的なイベントとして行われるイルミネーションとは性質が異なる。

５．持続可能な観光資源としてのイルミネーションの現状分析

５．１ 経済的側面からの持続可能性の現状分析
UNWTO における持続可能な経済的側面を測る具体的な指標課題として取り上げられているものは、
観光による経済的利益の獲得を目的としたものであり、観光による雇用促進をはじめとした観光によるビ
ジネスに由来する項目が主である。この点に関して、アグネス・イルミネーションは一般に無料公開され
ているものであり、UNWTO の経済的指標をそのまま当てはめることは難しい。しかしながら、一方で持
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続可能な観光資源たるためには、利益に関連し、経費を考慮しなくてはならない点はどのような観光資源
でも同じである。そこで、以下にイルミネーションの経費として毎年必要とされる電気使用料金に着目し、
現状における電力使用量を分析する。

５．１．１ 電力使用量
イルミネーションは電球を電気によって光らせることによって装飾するものである。アグネス・イルミ
ネーションを実施している期間内の 11 月末から 12 月末にかけての電力使用量は他の月に比較しても多
いという事実から、イルミネーションによる電力使用量がかなりの割合になっているのではないかという
推測が、組織内部の施設管理部門からなされていた。このように、イルミネーションを継続するかどうか
について、電力使用量に比例して支払われる電気使用料金が経済的な要因の一つとして考えられる。そこ
で、まず持続可能な観光資源としての経済的要素の一つとして電気使用量をとりあげる。具体的には、イ
ルミネーション設置施設の総電力使用量の変遷と傾向を明らかにするとともに、イルミネーションの電力
使用量にかかる負担割合を明確にする。そのことで、イルミネーション実施のための経済的側面からの負
担を明確にする。
表 2 は、2011 年度から 2014 度における大学側電力使用量の支払月別データである。この表は、電気代
金請求書にある電気使用量をベースとして作成しており、月の 22 日から月をまたいで21 日締めの計算と
なっている。そのため、表 2 に表示されている支払月別の電気使用量は、ほぼ前の月の電気使用量を示し
ている。イルミネーションを実施している期間とほぼ重なっている 11 月 22 日から、12 月 21 日の電力使
用量は次の月の 1 月分電力使用量として計上される。この表で一番多い電力使用量を記録しているのは、
イルミネーション実施期間である1 月支払分であることがわかる。
平均電力使用量が多くなっているのは、
1 月、3 月、8 月、7 月支払分の順番である。4 年間の平均使用量に着目すると、1 月支払分の電力使用量
22784.3kWh は平均使用量 19549.9kW からすると3234.4 kW 多い（16.54％増）。
表 2 大学側電力使用量支払月別推移表（kWh）（2011 年度から 2014 年度）
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
平均

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計
平均
18587
22123
17627
20302
23585
18845
19297
18637
19853
23378
20402
23710
246346 20528.8
18317
20177
16533
19719
19733
18956
19195
18247
21234
23909
19316
21863
237199 19766.6
16733
18693
16836
20694
20945
19930
18354
17835
19361
21909
19857
20645
231792 19316.0
16122
17736
15456
19693
19883
19425
16355
16877
19308
21941
19996
20265
223057 18588.1
17439.8 19682.3 16613.0 20102.0 21036.5 19289.0 18300.3 17899.0 19939.0 22784.3 19892.8 21620.8 234598.5 19549.9

＊電気代金請求書記載の支払月別のデータを記載（前月の22 日から21 日の使用量を示す。）

以上のように、イルミネーション実施期間とほぼ重なっている 1 月支払分となる 11 月 22 日から 12 月
21 日使用分の電気使用量は、明らかに他の月よりも多かったが、同様に夏の 8 月支払分である 6 月 22 日
から 7 月 21 日までの電気使用量も多いことがわかっている。この期間は学期中であり、冷暖房使用量が
多くなりがちで、その影響も考えられるため、2015 年度、2016 年度は、イルミネーションにて使用する
電力使用量のみ直接計測することを試みた。2015 年度は関西電力の京都営業部担当者による電力測定を
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実施し、2016 年度は 2015 年と同条件にて本学の施設管理者とともに測定を行った。ただし、2016 年度
は中高校舎の耐震工事実施により大学側のみでイルミネーションを実施した。
2015 年度は、具体的には、2015 年 12 月 11 日イルミネーション点灯後 16:30～17:30 の 1 時間にデー
タロガーで測定データを記録した。測定対象設備は、前述の図 1 に記載した①大学側、②中高側の二つに
配置されているイルミネーション専用の分電盤（イルミネーション電源回路）である。この分電盤の配線
上に電流センサーを取り付けることで電流測定を行った。測定機器は電流クランプ（100A） データロガ
ー2 台である。また電流を電力に換算するため、測定機器取り付け前後に電圧チェッカーで回路電圧の測
定も行った。ここで計測された電流値と電圧値を用いて電力算出を行った。結果として分電盤経由でイル
ミネーションに使用された電気量は大学側が一時間平均 2.07kW、中高側が 0.87kW となっている。あわ
せると全体で、2.93kW となった。また、イルミネーションによって使われた全体の電力使用量は 2015 年
度の開催期間である 11 月 22 日から 12 月 25 日の 16 時半から 21 時の 34 日間の実施で使用時間を積算
したところ、大学側316kWh、中高側 132kWh の使用量となり合計で 448kWh となった。2016 年度は、
2015 年度と同様の方法でイルミネーション点灯期間中の電力測定を行ったところ、大学側の消費電力量
は 2.02kW となった。その結果、2016 年11 月 24 日から12 月 25 日までの32 日 16 時半から 21 時まで
の実施で計算したところ、総電力使用量は、291kWh となった。

５．１．２ イルミネーション由来の電力使用量と電気料金
イルミネーション由来の電力使用量が年間の電気使用量に比較してどの程度なのかについて算出する。
イルミネーション由来の電力使用量を測定した年度の大学側と中高側の月別推移表を示したうえで、イル
ミネーション由来の電力使用量が全体の電力使用量に占める割合を算出する。
表 3 は、大学側の 2015 年度、2016 年度の電力使用量を示したものである。2015 年度は、8 月、2 月、
1 月の順に電力使用量が多くなっている。年間総電力使用量は 225568kWh である。大学側イルミネーシ
ョン由来の電力使用量 316kWh が年間総電力使用量に占める割合は 0.14％となっている。また、イルミ
ネーション点灯期間とほぼ重なる 1 月電力使用量 21016kWh で比較した場合においても、1.50％となっ
ている。
2016年度は、
8月、
9月、
1月の順に電力使用量が多くなっている。
年間総電力使用量は258366kWh
である。大学側イルミネーション由来の電力使用量 291kWh が年間総電力使用量に占める割合は 0.11％
となっている。点灯期間と重なる 1 月の電力使用量 23478kWh のうちのイルミネーション電力使用量
291kWh の割合は、1.24％となった。
表 3 大学側電力使用量支払月別推移（kWh）（2015 年度から 2016 年度）

2015年度
2016年度

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
1月
2月
3月
合計
16371 18623 15640 18660 27298 16895 14912 17606 18283 21016 21354 18910 225568
18340 19381 18600 22045 25935 24087 21793 20712 22675 23478 22685 18635 258366

また、2015 年度における中高側の電力使用量は表 4 のとおりである。中高側は、大学側に比較し広い
敷地に多くの建物があるため、
全体的に電気使用量は多くなっている。
2015 年の電力使用量は 8 月、
3 月、
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2 月、9 月、1 月の順に多くなっている。年間総電力使用量は 323914kWh であるが、そのうちの中高側
イルミネーション電力使用量 132kWh の占める割合は 0.04％となっており、大学側よりも一ケタ少なく
なっている。また、イルミネーション点灯期間とほぼ重なる 1 月電力使用量 26807kWh で比較した場合
においても、0.49％となった。
表 4 中高側電力使用量支払月別推移（kWh）（2015 年度）
2015年度

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
1月
2月
3月
合計
26784 25566 22153 24981 38080 26978 25026 23041 24343 26807 29604 30551 323914

以上を踏まえたうえで、電力使用量から換算した電気料金について考察する。電気料金は、基本的には
電力使用量に比例する。
2015 年12 月段階での料金単価を用いると、
イルミネーション由来の電気料金は、
大学側 5128 円、中高側 2142 円となり、合計すると、一か月 7270 円になっている(2)。さらに、同様の方
法で 2016 年の電気料金を換算すると、大学側 4721 円との結果になった。この結果から、アグネス・イル
ミネーションによる電力料金の負担は全体の電力料金から比較して大きいとは言えない。

５．２ 環境的側面からの持続可能性の現状分析
前述の UNWTO における持続可能な環境的側面の指標課題として取り上げられているものには、エネ
ルギー管理、廃棄物管理などがある。前節において、エネルギー管理にかかわる電力使用量をとりあげた
ため、ここでは、環境的側面にかかわるものとして、①環境配慮資材の活用という点で LED ライトの採
用、リサイクルペットボトルの活用、②地球温暖化防止の観点からのカーボン・オフセットの採用につい
て言及する。

５．２．１ 環境配慮型資材の活用
アグネス・イルミネーションで使用する電飾は、すべて LED となっている。イルミネーション実施当
初からオール LED の方針が平安女学院大学のなかでうちたてられており、購入できる電飾は LED のみ
という徹底がなされてきた。LED ライトは通常の白熱灯に比較して 7 分の 1 ほどの電力使用量となって
おり、省エネを追求した環境に配慮した形のイルミネーションを実現している。
また、アグネス・イルミネーションのメインとなるピース・ツリーに 324 本のリサイクルした 2 リット
ルペットボトルが使われていることに代表されるように、アグネス・イルミネーションでは、リサイクル
した材料を使ったオブジェを作成している。前述のイルミネーション委員会では、イルミネーション実施
に先駆けて「ペットボトル回収箱」を学内に設置し、使用済みの空ペットボトルを回収している。このよ
うな取り組みによって、本来ならば廃棄物とされる材料を使用し、資源の有効活用を行っている。
５．２．２ 温暖化防止への取り組み
地球温暖化防止の観点から、新たな試みとして、2015 年、2016 年のイルミネーションは京都キャンパ
ス・高槻キャンパスともに大阪ガスの協力のもと、カーボン・オフセットを実施した。カーボン・オフセ
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ットとは、環境省のホームページによると、「日常生活や経済活動において避けることができない二酸化
炭素等の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排
出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排
出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方」とされている。省エネルギー機器の導入や森林経営
などの実施で生み出した二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を、クレジットとして国が
認定する制度である J－クレジット制度という日本固有の制度を利用し、大阪ガスが省エネルギー機器導
入によって削減した二酸化炭素量を平安女学院大学で実施するアグネス・イルミネーション由来の二酸化
炭素量と相殺した。そのことで、2015 年、2016 年のアグネス・イルミネーションは京都キャンパス、高
槻キャンパスともに二酸化炭素をまったく排出していない環境に配慮したゼロエミッションのイルミネ
ーションとみなすことができる。

５．３ 社会的側面からの持続可能性の現状分析
持続可能な社会的側面を測る指標課題として取り上げられているものに、地域住民の満足、地域への観
光の効果、観光客の満足度の維持等がある。とくに、UNWTO の指標では、地域住民と観光客の両者の
満足度のバランスに着目している。本節では、指標でとりいれられている地元住民と観光客に着目する。
2016 年度に実施したアグネス・イルミネーションの見学者調査を通じて、見学者の属性を明らかにする
とともに、地域に対するアグネス・イルミネーションの効果について検討を行う。

５．３．１ 調査概要
アグネス・イルミネーションの観光資源としての社会的な側面からの特徴を把握することを目的として
2016 年度京都キャンパスにおけるアグネス・イルミネーションの見学者数調査を行った。具体的には、イ
ルミネーション敷設のメイン会場である大学側中庭への入場者数と、大学側・中高側ともにイルミネーシ
ョンを眺めながら通り過ぎることができるキャンパス前の通り（室町通）における交通量を調査した（図
１参照）。
表 5 調査日時(4)

平日
土日祝

イルミネーション実施中

イルミネーション終了後

2016/12/12（月）18～20時
天気：曇り
2016/12/23（金・祝）18～20時

2017/1/23（月）18～20時
天気：曇り（20時頃に小雪）
2017/1/21（土）18～20時

天気：微量の雪

天気：晴れ

また、イルミネーションによって中庭入場者数および交通量がどの程度増加しているのか確認するため
に、調査日時としてイルミネーション実施中と終了後を選び人数を比較した。ただし平安女学院大学京都
キャンパスは、官公庁に近いこともあり、平日の夕方は土日祝の夕方よりも通勤帰りの歩行者が多い分だ
け交通量が多い。そのため表 5 のように調査日時を選び、平日と土日祝で分けて個別に検討を行う(3)。
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５．３．２ 調査結果とその分析
表 6 では、各調査日における中庭入場見学者数をまとめた。18 時～20 時に一般の方が中庭まで入場す
るのは、イルミネーション実施期間のみであることがわかる。また平日よりも土日祝日の方が、中庭入場
者は多く、同時に小学校就学前と見受けられる小さい子どもの人数も多かった。土日祝日に多くの家族連
れがイルミネーションを楽しんでいることがわかる。
表 6 18 時から20 時までの中庭入場見学者数（かっこ内はそのうち子どもの人数）
イルミネーション実施中

イルミネーション終了後

平日

73（9）

0

土日祝

102(33)

0

表 7 は、平日における18 時から 20 時までの室町通りの交通量をまとめたものである。種別ごとにイル
ミネーション実施中と実施後を比較すると、歩行者と二輪車（自転車・バイク）の交通量は実施中に増加
しているが、自動車およびタクシーは逆に減少していることがわかる。特に実施期間中の二輪車通行量は
顕著に増加しており、イルミネーションを見学するために自転車で来る者が多いことがわかる（イルミネ
ーション終了後の調査日である 2017 年 1 月23 日は調査中に小雪が降り出したが、調査終了間際の 20 時
前後からであったために自転車利用者数にはさほど影響しないと思われる）。
表 7 平日における18 時から 20 時までの室町通りの交通量（単位は人・台）
種別

イルミネーション実施中

イルミネーション終了後

歩行者

506

297

自転車・バイク

344

7

自動車（タクシー除く）

61

257

タクシー

5

25

逆に実施期間中に自動車が少ない理由については、一方通行で比較的狭い通りである室町通りの歩行者
数が多くなったために、自動車が迂回して別の通りを選択したためと考えられる。また調査開始当初は、
タクシー会社の独自サービスでイルミネーションを見学するツアー客が多いのではないかと考え自動車
の中でもタクシーだけ別に集計したが、表 7 を見る限りそのようなサービスを行っていないか、行ってい
たとしても数字に現れるほど多くないようである。
表 8 は、土日祝日における18 時から 20 時までの室町通りの交通量をまとめたものである。会場は官公
庁が近いこともあり、土日祝日よりも平日の方が、帰宅途中の歩行者の分だけ交通量が多いことが調査前
より予想できた。実際に表 8 と表 7 を比較すると歩行者の人数はおよそ半分以下と確かに少なくなってい
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る。表 8 を詳細に確認すると、イルミネーション実施中に歩行者と二輪車の交通量が増えており、特に二
輪車の増加が顕著であることがわかる。これは、表 7 の平日で確認した特徴と一致している。また自動車
およびタクシーの交通量が実施期間中に逆に減っているという特徴も平日で確認した特徴と一致してい
る。
表 8 土日祝日における 18 時から 20 時までの室町通りの交通量（単位は人・台）
種別

イルミネーション実施中

イルミネーション終了後

歩行者

223

98

自転車・バイク

208

10

自動車（タクシー除く）

113

216

タクシー

14

29

５．３．３ アグネス・イルミネーションの特徴
調査結果の分析を元にアグネス・イルミネーションを見学する人々の特徴をまとめる。まず、イルミネ
ーションを敷設した中庭まで入ってきた人数を示した表６から、イルミネーションをじっくりと見るため
に、普段は立ち入らない中庭まで外部の方が入ってきていることがわかる。イルミネーション実施期間中
に室町通を通った歩行者のうちイルミネーションメイン会場である中庭まで入った歩行者の割合は、平日
で 14.4％、土日祝で 45.7％であった(5)。中庭に入って見学する人は平日よりも土日祝日の方が多いこと、
そして、土日祝日に家族連れでイルミネーションを楽しんでいることがわかる。実際に調査している時も、
カメラを片手に子どもが遊んでいる様子を撮影している家族連れは多く見受けられた。
また、室町通の交通量を示した表７（平日）と表８（土日祝日）から、イルミネーション実施中は、歩
行者数が多いことがわかる。平日の 18 時から 20 時に室町通を通る歩行者を観察すると、その多くはスー
ツ姿であり、明らかに近隣の官公庁などの通勤者である。彼らは、イルミネーションを横目に帰宅してい
ることになる。一方、土日祝日は官公庁が閉庁していることもあり、スーツ姿の歩行者をほとんど見かけ
なかった。
次に自転車・バイクなどの二輪車の通行量調査の結果であるが、イルミネーション実施中と終了後を比
較すると顕著に通行量が増えている（平日で 49.1 倍、土日祝で 20.8 倍）。このことから、アグネス・イ
ルミネーションを見学しようと集まる人々の交通手段として二輪車が重要な位置を占めていることがわ
かる。実際に会場付近は自動車を駐車できる場所が少ない。徒歩では困難なほど遠い場所から来る人々に
とって、自動車という選択を外すならば、二輪車あるいは公共交通機関（バス・地下鉄など）が主要な交
通機関となるためであろう。
最後に、自動車およびタクシーの交通量が減っていることについて、イルミネーション実施期間中は歩
行者・二輪車ともに交通量が増えることから、自動車・タクシーともに通行を控えているのではないかと
考えられる。室町通は一方通行の狭い通りであるが、京都キャンパス北側の下立売通から丸太町通までの
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間に信号がなく、抜け道として利用されることが多い。そのため、人通りの多いイルミネーション実施期
間は抜け道として使いづらくなっているのであろう。
以上より、アグネス・イルミネーションは見学者の中に徒歩及び自転車で移動できる地域住民を多く含
んでいる性格を持っており、地域に溶け込んでいる観光資源であることがわかる。また、子どもを連れて
来場する見学者の割合も高く、子どもに受け入れられやすい次世代へとつながる可能性を秘めた観光資源
ともいえる。

５．４ 管理的側面からの持続可能性の現状分析
前述した UNWTO における持続可能な管理的側面を測る指標課題として取り上げられているものに、
持続的な事業を実現させるためのイベント管理、事業やサービスの持続可能性の確保が存在する。この課
題に関連し、アグネス・イルミネーション活動を継続させるための体制について言及する。
アグネス・イルミネーションは、イルミネーション委員会という学生実行委員を中心として一年をかけ
て制作活動に取り組んでいる。例年、1 年生から 3 年生までの委員 20 名ほどが常時活動している。活動
の最高学年は 3 年生となっており、イルミネーションのテーマやデザインといった企画一般について責任
をもって活動実施に当たっている。また、顧問として教員が 2～3 名配置されており、学内の調整を図っ
ている。イルミネーション点灯期間が終了した段階で、最高学年の 3 年生は引退し、次期最高学年となる
2 年生へと運営責任が引き継がれる。毎年、4 月に新しい新入生を勧誘し、随時部員を絶やさないように
する努力がなされている。また、イベント管理の一環として、イルミネーション実施場所であるキャンパ
ス周辺の近隣住民への配慮も行っている。特に、イルミネーション実施時期の前には、イルミネーション
委員会の委員たちが近隣住民へ今年度のイルミネーション実施概要を伝えるとともに、挨拶に赴くことが
恒例化している。また、近隣の商店にもチラシを置かせていただけるよう、普段から交流を図っている。
このようなイルミネーション委員会の活動については、学院から委員会活動費として活動費が支給されて
おり、管理的側面からの持続可能性の担保が図られる配慮がなされているといえる(6)。

６．結論～持続可能なアグネス・イルミネーションをめざして
第 4 章の内容をまとめる。「経済的側面」からみたアグネス・イルミネーション由来の電力使用料金は
2015 年度実施の大学側（5128 円）と中高側（2142 円）をあわせて 7270 円、2016 年度実施の大学側で
4721 円となった。また、同様に環境的側面のエネルギー使用量から見た電力使用量は、年間総電力使用量
からみて 2015 年度は大学側で 0.14％、中高側 0.04％を占めている。2016 年度は大学側のみの実施であ
ったが、大学側年間総電力使用量に占める割合は 0.11％となっており、全体の電気エネルギー使用量から
見ても大きな割合ではないことがわかった。さらに、「環境的側面」においては、イルミネーション実施
当初から LED 電球使用の徹底、さらには積極的なリサイクル資材の活用利用やカーボン・オフセットの
導入も行われている点で環境配慮型イルミネーションであるといえる。「社会的側面」としての地域住民
と観光客に着目した結果、アグネス・イルミネーションは、二輪車や歩行者利用の見学者に親しまれてい
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る地域密着型の観光資源としての性格を有していることがわかった。また、子どもの参加割合が高く、子
どもを連れて家族で楽しむことのできる特徴も有している。「管理的側面」に関しては、年々入れ替わる
学生を主体とした委員会であるにもかかわらず、持続的なイルミネーション敷設が行われるような体制が
構築されている。
つぎに、このような特徴を有するアグネス・イルミネーションが観光資源として持続可能であるために
今後どうあるべきかについて今後の研究の方向性を示すとともに検討を行いたい。「経済的側面」につい
て、今回経費としての電力使用量のみの算出を行ったが、アグネス・イルミネーションを実施することに
よって、平安女学院が新聞やテレビ取材などを受けてマスメディアに毎年のように取り上げられているこ
とを考慮すると、この点の経済効果もプラスの側面として算出することができるのではないかと考える。
「環境的側面」としては、現状でもかなりの配慮がなされていると思われるが、今後はイルミネーション
由来の電力そのものを太陽光などの環境に配慮した再生可能エネルギーに転換することも考えられる。た
だし、この点に関しては設備投資など経済的な側面との兼ね合いもあるために、実施についてはさらなる
検討を行わなくてはならないと考えられる。また、「社会的側面」に関しては、アグネス・イルミネーシ
ョンの見学者調査を行い、観光資源として地域密着型の特徴を有することが明らかになった。これからも
より親しみやすいイルミネーションを継続することが重要といえる。また、家族連れが多いことからも子
どもにも親しみやすい内容を盛り込むことで、さらに次世代の観光資源として確立することができると思
われる。今後は、見学者に対して直接アグネス・イルミネーションに対する感想や満足度、地域属性など
を含めたアンケート調査を実施することで、地域への貢献や見学者の満足度を理解することができるので
はないかと考える。また、管理的側面に関しては、学生の委員会活動の一環としての取り組みを検討した。
今後は次々と入れ替わる学生に対して、どのような技術をどの段階で継承するのかといったシステムづく
りが重要になるのではないかと思われる。イルミネーション委員会は学生活動の一環として教育的側面を
有する点にも特徴がある。そのため、各学生のイルミネーション活動による成長といった点からの検討を
行うことで、アグネス・イルミネーションの特徴をより正確に測ることができるのではないかと思われる。

６．おわりに
本論文では、UNWTO で提唱された持続可能な観光に必要とされる経済、環境、社会、管理といった四
つの側面から、アグネス・イルミネーションの特徴を明らかにした。このような詳細な分析により、今後
も持続可能であるために目指すべき方向性が検討できた。また、このような一連の分析方法は、他に実施
されているイルミネーションの持続可能性を検討する際にも役立つのではないだろうか。
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【注】
(1) 持続可能な観光国際年として2017 年は世界各国で多くのイベントが開催された。日本では、三重県と岡山県が共催し国
際シンポジウムを実施している。中島（2016）に詳しい。
(2) この計算については、2015 年度関西電力実施時である2015 年12 月11 日現在の関西電力電気料金単価16.23 円/kWh を
使用する。これには、省エネ発電促進賦課金単価、燃料費調整単価が含まれている。なお、電力料金に関連し、015 年７月
１日より関西電力から株式会社エネットへと電力契約を変更しているため、推計値での電気料金単価の算出となっている。
(4) 調査した4 つの日時において、イルミネーション会場近辺で、交通量に影響するような他イベントは行っておらず、自動
車が迂回して来るような渋滞もなかった
(3) UNWTO のベースライン指標においても、平常時とピーク時の差をとるように記されている。
(5) この結果から、今後は室町通に通る歩行者がメイン会場である大学側中庭へと入りやすい工夫、自転車やバイクなどの二
輪車での見学者が、中庭で滞在しやすい工夫が必要である。
(6) この活動費は委員会の予算として、通常1 月末までに次年度必要経費をイルミネーション委員会で作成し申請する。イル
ミネーションによって使用されるLED 電球は経年劣化することもあり、点灯しないようになったものを随時交換していか
なければならないことからも、継続して予算が計上されている項目のうちの一つである。この費用は年によって変動する
が、年間50 万円ほどになっている。
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邦文要旨
この論文では、2005 年から実施されているアグネス・イルミネーションを事例としてとりあげ、持続
可能な観光資源としての要素を満たしているのかについて検討を行った。具体的には、国際観光機関が提
示する持続可能な観光の「持続可能性」を測るための、経済的側面、環境的側面、社会的側面、管理的側
面からの分析を行った。経済的側面からは、イルミネーションによるエネルギー消費割合は全体電力使用
量から比較して１％以下の割合であった。環境的側面からは、リサイクル資材の利用やカーボン・オフセ
ットの活用がなされている。また、社会的側面からは、来客調査の結果から地元密着のイルミネーション
であることがわかった。あわせて管理的側面としても学生たちが継続的にイルミネーション作成に関わ
れるように、財政的な支援と技術伝承が図られる体制が確立されている。
Key word
Sustainability Tourism Resource Illumination Tourism Resource Management Energy

ABSTRACT
This study examines the sustainability of tourism with respect to illuminations through a case study
of St. Agnes’ Illumination. Illumination events have been conducted since 2005 by students of the
university. We use economic, environmental, social, and managerial indicators as outlined by the
United Nations World Tourism Organization. The findings are as follows: 1) From an economic

perspective, energy use contributes to less than 1% of total expenditure. 2) From an
environmental perspective, recycled materials are used for decoration and a carbon offsetting system
has also been introduced. 3) From a social perspective, a survey of visitors has shown the communitybased characteristics of St. Agnes’ Illumination. 4) From a managerial perspective, the university
financially supports the student community in charge of this project, with an annual budget, to
encourage sustainable illumination activities.
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日本おもてなし学会機関誌『日本おもてなし学会誌』投稿規程
１．本誌の名称は、『日本おもてなし学会誌（英文名 Journal of OMOTENASHI Research）』
とする。
２．本誌は、電子媒体により発行を行う。
３．本誌は、おもてなし研究および実践の分野における日本語あるいは英語で書かれた投
稿原稿の掲載を行う。また、機関誌編集委員会が必要と判断した特集等に関する原稿を掲
載することがある。
（１）原稿の種類は、論文、研究ノート、事例研究、書評、学会からの報告ならびに連絡
事項、その他機関誌編集委員会が認めた原稿である。
（２）投稿は、会員の自主的な投稿である自由投稿と機関誌編集委員会の依頼によって投
稿される依頼投稿に分けられる。自由投稿の種類は、論文、研究ノート、事例研究に限定
される。依頼投稿は、全ての原稿に対して行われることがある。
（３）自由投稿の執筆者は、原稿提出時に原稿の種類（論文、研究ノート、事例研究）を
明記する。機関誌編集委員会は、必要に応じて執筆者の承諾を得た上で、原稿の種類を変
更することが出来る。
（４）書評および学会からの報告ならびに連絡事項、その他機関誌編集委員会が認めた原
稿は、機関誌編集委員会によって承認または依頼された者のみ投稿することが出来る。
４．本誌の発行は、原則として年 2 回とする。
５．本誌への原稿投稿は、日本おもてなし学会会員に限定する。ただし、機関誌編集委員
会が必要と認めた場合には、依頼投稿に限り会員外による投稿も可能とする。
６．本誌への原稿投稿は、随時受け付けるものとする。
７．本誌への自由投稿原稿は、以下の通り「おもてなし研究および実践」に関する論文、
研究ノート、事例研究とする。
①おもてなしに関する諸活動の研究
②おもてなしを実現する教育および諸活動に関する研究
③おもてなしに関する多様な実践の事例紹介
８．自由投稿により投稿された原稿は以下の手続きを経由し、原稿掲載に至るものとする。
（１）自由投稿により投稿された原稿は、第一次査読審査を受ける。
①第一次査読は、機関誌編集委員会により査読審査移行の採否判定を行う。
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（２）第一次査読審査で可判定を受けた原稿は、第二次査読審査を受ける。
①本誌は投稿者より、第二次査読審査料を徴収する。投稿者は、第一次査読審査通過後
に、第二次査読審査料として 1 万円を学会事務局指定の口座に振り込むこととする。
②機関誌編集委員会は、第二次査読審査料の振り込み確認後に、匿名査読者２名を選定
し第二次査読審査を開始する。
③機関誌編集委員会は、２名による第二次査読審査結果を総合して、本誌掲載の採否を
決定する。
④第二次査読審査の結果、採択が認められた原稿執筆者は、原稿掲載料として 1 万円を、
学会事務局指定の口座に振り込むこととする。
⑤機関誌編集委員会は、原稿掲載料の振り込み確認後に、本誌への原稿掲載手続きを開
始する。
９．本誌への投稿原稿は、以下の字数制限等の要件をすべて満たすこととする。
①原稿は日本語の場合は 20,000 文字を大幅にこえないこと（本文・図表・表題・要旨・
謝辞・注・参考文献・英文要約等をすべて含む。）
②印刷仕上がりがＡ４版１段組（40 字×40 行）
③本文の字体等は、10.5 ポイントＭＳ明朝（英数字 century）とする。
10．原稿の取扱いは以下による。
①機関誌編集委員会は、原則として本学会のホームページ等に本機関誌の内容を掲載す
ることができる。
②掲載された原稿の著作権は日本おもてなし学会に帰属する。
③本誌に掲載された原稿を執筆者が他の出版物に転用する場合には、予め文書によって
日本おもてなし学会の了承を得なければならない。
④著作者は，その著作物を原作あるいは，本誌に掲載された型のまま電子的方式で複製
した上で，本学会が現在及び将来において指定するサーバーにアップロードし，ウエ
ブ上にて公衆に提供することに許諾したものとする。
11．原稿には、邦文および欧文による氏名、所属、題名、キーワード（５つまで）を明記
する。また、原稿には別紙を添付し、連絡先の郵便番号・住所・電話番号・メールアドレ
ス等を明記する。
12．原稿には、末尾に邦文要旨 400 字程度、キーワード（５個以内）、英文要旨 140words
程度を記載する。投稿者は、英文要旨について、原稿掲載確定後ネイティブチェックを行
った後、機関誌編集委員会に再提出する。
13．原稿は「ワード」で作成された原稿とし、未刊行のものでなければならない。ただし、
大会報告論集に掲載された原稿を加筆・修正し、投稿することができる。
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14．原稿は、投稿者本人が明記した種類に応じて取り扱う。ただし、機関誌編集委員会が
投稿者本人の了解を得ることを条件に種類の変更を求めることがある。
本投稿規程で明示なき事項は日本おもてなし学会誌執筆要領による。
15．審査過程にある投稿原稿は、同時に他機関の各種出版物への投稿・掲載及びＷＥＢ等
による公表をしてはならない。違反した場合には、当該投稿者からの一定期間の投稿を禁
ずることがある。
16．採択原稿の執筆者校正は初校のみとする。
17．投稿原稿は返却しない。
18．投稿原稿の提出先および照会先は学会事務局とする。
19．本規程によらない事項については、日本おもてなし学会誌執筆要領によるものとする。
20．本規程の改廃は理事会が行う。
付則 本規程は 2015 年 9 月 1 日から施行する。
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編集後記

本学会の機関誌『日本おもてなし学会誌 第１巻』をお届けいたします。編集委員会発足
以来、様々な事がございましたが無事発行することが出来ました。これも、皆様の種々のお
力添えのおかげでございます。この場を借りて感謝申し上げます。
記念すべき第１巻は、本学会のこれまでの歩みを示す記事と学術論文を掲載いたしまし
た。
これまでの歩みとして、2014 年に開催されました本学会設立発起人大会の報告記事、2015
年本学会総会において実施された瓢亭十四代当主 髙橋 英一氏と柊家六代目女将 西村 明
美氏による特別対談開催の報告記事、読売新聞に掲載された山岡 景一郎会長の紹介記事、
2016 年本学会総会に行われました本学会最高顧問 千 玄室大宗匠による基調講演の報告記
事を掲載いたしました。本学会の軌跡を会員の皆様と共有できれば幸いでございます。
学術論文は、招待論文１編と自由投稿論文４編を掲載することができました。招待論文で
あります関根論文は、茶道における「おもてなし」について深い洞察を試みた貴重な論文で
あり、学会誌における巻頭論文として掲載させていただきました。
自由投稿論文であります香坂論文は、ホテル産業におけるおもてなし、ホスピタリティ、
サービスという３つの概念の関係を明確化することを目指した論文です。永田論文は、おも
てなしに通ずる人材育成としてのホスピタリティ・マナー教育の発展を目指した論文です。
山本・中池論文は、平安女学院大学京都キャンパスにおけるアグネス・イルミネーションの
事例を通じ観光資源の持続可能性を論じた論文です。藤澤論文は、介護事業所に従事する社
会人と福祉分野を専攻する大学生における「おもてなし」と「働くこと」に対する理解の共
通点と相違点を明らかにした論文です。
いずれも、おもてなし研究の発展、おもてなしの実践理解や人材育成に役立つ貴重な研究
成果と位置づけることができます。学会員の皆様の今後の活動にお役立てください。
募集および編集期間が十分でない中、投稿いただいた会員の皆様、査読をご担当いただい
た先生方、発行に関わる業務にご尽力いただいた事務局の皆様には深く感謝いたします。

機関誌編集委員長
原口 恭彦
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