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This study deals with ways to spend time in Japanese resorts. Facilities in Tomamu, Hokkaido, operated by Club Med, which has its 

headquarters in France, where the average number of overnight stays per year is high was focused on. When looking at the behavior 

from the reviews posted on the online travel agency (Tripadvisor), there were various ways of spending, such as those who did activities 

and those who did nothing.  

 

1．はじめに 

昭和 62 年（1987）年に総合保養地域整備法（リゾー

ト法）が施行され，わが国でも「リゾートとは何か」を

論じられるようになった．しかし，その議論はどれも

曖昧で，リゾート地の過ごし方自体も曖昧である． 

そこで本研究では，わが国のリゾート地における過

ごし方の実態を明らかにすることを目的とした． 

2．研究方法 

先行研究[1], [2]によれば，日本，フランス，西ドイツ，

イギリス，アメリカの年間平均宿泊数を比較すると，

フランスが最もその日数が多い．フランス人がリゾー

ト地における滞在に長けていると考えられることから，

本研究ではフランスに本社を置くクラブメッドが運営

する北海道トマムの施設における口コミに着目した． 

3．研究対象とした「口コミ」の概要 

オンライン旅行代理店「トリップアドバイザー」の

「クラブメッド 北海道トマム」に投稿された口コミ

114 件を抽出した．なお，本研究では新型コロナウイル

ス感染症の影響がみられない 2020 年以前の投稿を対

象とした[3]． 

4．リゾート地における過ごし方の実態 

3 章で示したトリップアドバイザーへ投稿された

114 件の口コミのうち，何かしらの過ごし方を示す言

葉 378 件を抽出した．その結果，過ごし方を本章で述

べる 5 つに分類することができた（Table. 1）．なお，1

つの投稿に対して複数の行動を抽出しているため，各

項目の合計は全体の合計数である 114 件とはならない． 

（1）自ら選んで何もしない過ごし方 

自ら進んで「何もしない」過ごし方を選択する利用

者は少数の 8 件であった．後述の用意された様々なア

クティビティで予定を詰め込まず，共有スペース等で

目立った活動を行わない過ごし方がみられた．リゾー

トの大きな目的である「保養」という観点[4]に近しい過

ごし方をする人が僅かながらみられたが，アクティビ

ティに勤しむ人の方が多数であることがわかった． 

（2）自主的に行動を起こす過ごし方 

G.O.と呼ばれる従業員と積極的にコミュニケーショ

ンを図る利用者が非常に多かった（Table. 1, 2(1)）．そ

の G.O.とのコミュニケーションを図った 82 件のうち，

66 件が特定の G.O.に対する感謝の言葉や良い評価を

記述していた．クラブメッドの特徴である G.O.の存在

が，過ごし方に影響をもたらしているとみられる． 

また，食事やイベント時に，同じ時間を共有した客

相互の交友が深まり，その後一緒に行動するパターン

も存在した．研究対象の施設は，客相互での会話が発

生することも特徴的で，リゾートの概念である上流階

級の社交の場として成立した要素に近しい面がある[4]． 

（3）施設側が用意した活動を実施する過ごし方 

施設側の用意したイベントやアクティビティに参加

することに時間を充てている利用者は非常に多かった

（Table. 1, 3(1)～(5)）．大半の時間を「スキー／スノー

ボード」に費やす目的で施設を訪れる利用者もいた．

また，『アクティビティでは，テニスやサッカーはもち

ろん空中ブランコなど普段体験することが出来ないも

のも出来てとても新鮮でした．』といった，複数のアク

ティビティを組み合わせ，体験に時間をかける利用者

もいた．さらに，対象とした 114 件の口コミのうち，

41 件に該当する，約 36.0%の利用者が複数のアクティ

ビティについて言及していた．以上のことから，施設

側が多彩なアクティビティを提供することにより，そ

の利用者は施設内の過ごし方を多様に選択することが

できていると考えられる． 
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（4）敷地外の施設や観光資源を訪れる過ごし方 

クラブメッドの施設ではなく，隣接する星野リゾー

ト所有の施設を利用する過ごし方もみられた（Table. 1, 

4(1)～(4)）．研究対象の周辺には星野リゾート所有の施

設のみで，道内の有名観光地からの距離が遠いことも

要因であると考えられる．そのため，北海道内の有名

観光地を訪れた利用者はわずか 1 件にとどまった． 

（5）敷地内の整備された施設を利用する過ごし方 

クラブメッドが管理する敷地内に整備された施設を 

利用することに時間を使う利用者が多かった．「託児／

プチクラブ／ミニクラブ」（Table. 1, 5(1)）の利用が最

も多く，親が子どもを預け，普段の生活から離れてリ

ゾートを楽しみたい背景があったものとみられる． 

また，「ジム／筋トレ」（Table. 1, 5(3)）や「マッサー

ジチェア」（Table. 1, 5(5)）などの設備や施設を利用し

た過ごし方もみられた． 

（6）4(1)～(5)に分類したいずれかを組み合わせる 

4(1)～(5)を組み合わせた時間の過ごし方をする人

もいた．例えば，『子供も無料で預けられ，夫婦だけで

のんびり楽しめます．』という投稿からわかるように，

Table. 1, 5 の「託児／プチクラブ／ミニクラブ」で子ど

もを預け，Table. 1, 1 の「のんびり」した時間を選択す

る家族や，『フレンドリーなスタッフが主催のアクティ

ビティが利用でき，充実した時間を過ごせました．日

本に居ながら，インターナショナルな文化に触れたり，

様々な国の方たちとの交流ができ，とても良い思い出

になりました．』のような，Table. 1, 3 の「アクティビ

ティに参加」したことで生まれた交友関係から Table. 

1, 2 の「G.O.とのコミュニケーション」を積極的に行う

例もあった．また，『フィットネスやジム，テニスに参

加したり，バーで本を読んだり．』との投稿から，Table. 

1, 3 の用意された活動をしたり，Table. 1, 2 の自主的な

行動をしたり，幅広い活動を行う例もあった． 

5．まとめ 

本研究では，クラブメッド北海道トマムの口コミに

着目した．口コミには，どのような時間を過ごしたの

かという記述は少なく，設備に関する評価が多かった．

他にも，お世話になった G.O.へのメッセージが非常に

多く，Table. 1 でもわかる通り G.O.とのコミュニケー

ションへの比重が大きいことが明らかとなった．また，

「自ら選んで何もしない」ことを記述する人は極端に

少なかったが，何もしない選択をした場合，わざわざ

口コミに記述する人がいない可能性があると考えられ

る．アクティビティに励むこと以外にも，コミュニケ

ーションに時間を費やしたり何もしないで過ごしたり 

するなど，リゾートでの過ごし方は多様であった． 

Table. 1 クラブメッド北海道トマムの利用者による行動 
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No 過ごし方 行動 件数 合計 

1 自ら 

選んで 

何もしない 

（1）ゆったり過ごす 2 

 8 

（2）のんびり過ごす 2 

（3）リラックス 2 

（4）何もしない 1 

（5）くつろぐ 1 

2 自主的な 

行動を 

する 

（1）G.O.とのコミュニケーション 82  

115 

（2）食べ・飲み放題 19 

（3）ショーに参加する 6 

（4）客同士でのコミュニケーション 3 

（5）自由に行動する 2 

（6）読書 1 

（7）ドミノ 1 

（8）バーベキュー 1 

3 施設側が 

用意した 

活動を 

実施する 

（1）スポーツ 

a）アーチェリー 12 

50 

148 

b）空中ブランコ 10 

c）テニス 9 

d）フィットネス 6 

e）ヨガ 3 

f）サーカスレッスン 2 

g）スポーツ 2 

h）ジャグリング 1 

i）フェンシング 1 

j）ダンス 1 

k）卓球 1 

l）サッカー 1 

m）ストレッチ 1 

（2）周辺環境 

を利用 

した 

野外活動 

a）マウンテンバイク 9 

26 

b）スキー／スノーボート 8 

c）スキー／スノーボードレッスン 4 

d）ハイキング 2 

e）ラフティング 1 

f）サイクリング 1 

g）マウンテンスポーツ 1 

（3）参加型の 

イベント 

a）イベントに参加する 4 

14 

b）パーティ 3 

c）クッキング教室 3 

d）餅つき大会 1 

e）カクテルづくり体験 1 

f）エクスカーション 1 

g）ツアーに参加する 1 

（4）観覧型の 

イベント 

a）ショーを観覧する 42 

45 b）花火を見る 2 

c）サーカスを見る 1 

（5）その他 
a）アクティビティに参加する 11 

13 
b）スクール／レッスン 2 

4 敷地外の 

施設や 

観光資源を 

訪れる 

（1）プール／ミナミナビーチ 24 

 58 

（2）木林の湯／露天風呂／大浴場 18 

（3）雲海テラス／ゴンドラ 13 

（4）アイスビレッジ 1 

（5）ラベンダーファーム 1 

（6）青い池 1 

5 敷地内の 

整備された 

施設を 

利用する 

（1）託児／プチクラブ／ミニクラブ 26 

 49 

（2）バーを利用する 14 

（3）ジム／筋トレ 4 

（4）キッズクラブ／ティーンズクラブ 3 

（5）マッサージチェア 2 

合計 378 
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