
　

　

　

　世界で最も権威ある旅行雑誌の

一つとされる米国の「トラベル・ア

ンド・レジャー」誌の読者投票で、

2014年、2015年 と ２ 年 連 続 し て、

「京都市」が世界の人気都市（ワー

ルド・ベスト・シティ）第１位とな

り、話題を呼んだ。今や京都はワー

ルドワイドで、誰もが訪れたい観光

都市と認められたのである。

　そもそも京都は、国内でも非常に

人気が高い観光地だ。JR 東海が「そ

うだ 京都、行こう。」という有名な

キャッチコピーを初めて打ち出した

のは、1993年のこと。多くの人がこ

のコピーに心を動かされたのは、千

年の都・京都が、いつの時代も郷愁

を感じさせる、日本人の心のふるさ

とだからだろう。

　清水寺、伏見稲荷、金閣寺、八坂

神社……、京都の名所を数え上げた

らきりがない。古くから日本の政治

と文化の中心地として栄え、多くの

史跡、文化財が残る京都は、第二次

世界大戦でも戦火を免れた。そのた

め今日、京都府内には17もの世界

文化遺産があり、また、国宝のおよ

そ２割が京都に集中している。

　もちろん、神社仏閣だけが京都の

魅力ではない。さまざまな伝統芸能

や伝統産業が盛んであり、また、ふ

と足を踏み入れた路地や、そこに暮

らす人々との触れ合いにも独特の風

情がある。そこが京都の面白さだ。

京都への観光客は5,684万人 

外国人宿泊客は316万人 

　京都市によると、2015年に京都市

への観光客数は、過去最高となる年

間5,684万人を記録した。

　その中で外国人観光客の数を把握

するのは難しいが、京都市が指標の

一つにしている実宿泊客数を参考に

すると、京都市の2015年の外国人

宿泊客数は年間316万人で、前年の

183万人から70％以上の驚異的な伸

また訪れたいと思わせるまちづくり

世界が認める「京都」は

日本人の心のふるさと

千年を超える悠久の歴史に育まれつつ、観光都市として発展して
きた京都。京都の精神性を具現化した「文化」の奥深さに多くの
外国人が魅了され、2015年には316万人もの外国人宿泊客数
を数えるまでになった。観光産業のモデル都市ともいえる京都の
ポテンシャルに迫る。

龍安寺（2016 年４月撮影）／ⓒアフロ

世界があこがれる　
観光都市「京都」
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び率となっている（上グラフ）。同

年の京都市全体の宿泊客数は年間

1,362万人となっており、宿泊客の

約４分の１が外国人旅行者というこ

とになる。外国人宿泊客数が2013

年には113万人だったことを考える

と、わずか２年間で３倍近くになっ

ており、いかに外国人旅行客が急増

しているかを数字が物語っている。

欧米の旅行客をひきつける

日本の伝統文化

　近年の外国人旅行客の急激な増加

は、いわゆるインバウンド政策によ

るもので、周知のように全国的に見

られる傾向だ。

　政府は2003年より「ビジット・

ジャパン・キャンペーン」を展開

し、海外からの外国人旅行客の訪日

促進活動を進めてきた。特に2015

年には、中国人向けのビザ発給要件

が大幅に緩和されたことに加えて円

安もあり、中国や東南アジアの多く

の人々が日本を訪れたのである。京

都も例外ではなく、この２、３年で

大幅に増えているのは中国や台湾な

どからの旅行客だ。

　ただし、京都にはほかの都市と大

きく違う特徴がある。それは、北

米、ヨーロッパ、オセアニアからの

旅行客の比率が高い点だ。京都で

は、2010年ごろまでは外国人宿泊

客の多くはアメリカ人だった。中国

や台湾からの旅行客が増えた2015

年を見ても、訪日外国人宿泊客のう

ち、全国的にはアジア圏からの旅

行客が74％、欧米からが15％だが、

京都ではアジア圏は60％、欧米か

らの旅行客が35％にも上る。

　欧米の旅行客にとって、京都は日

本の伝統文化を満喫できる特別な場

所であり、わざわざ訪れるのだから

滞在日数も長くなる。

　京都の観光政策がメインターゲッ

トに据えているのは、こうしたじっ

くりと観光を楽しむタイプの欧米の

観光客だ。

周辺の景観と調和する

ザ・リッツ・カールトン京都

　京都初の外資系ラグジュアリーホ

テルとして、2014年に鴨川沿いの二

条大橋畔にオープンした５つ星ホテ

ル「ザ・リッツ・カールトン京都」

は、今年開業３周年を迎えた。

　「日本を代表する観光都市である

京都への進出は、多くのお客様が待

ち望まれていたことでした。おかげ

さまで当ホテルは、世界に約100軒

あるリッツ・カールトンの中でもデ

ザイン、ロケーション、サービス、

全ての面において評価が高く、世界

中から注目されるフラッグシップに

なっています」と、同ホテルの山
やま

集
ず

杏里 PR・マーケティングマネージ

ャーは話す。地上５階、地下２階建

ての建物は、周辺の景観と調和し、

目立ち過ぎていない。館内は落ち着

いた雰囲気で、随所に京都らしさが

あふれている。

　「平安時代に貴族が暮らした由緒

あるロケーションを生かして、お客

様に京都の魅力が伝わるようインテ

リアからアートピースまで徹底して

こだわりました」

　ザ・リッツ・カールトンの中でも

京都独自のサービスとして、全室イ

ンルーム・チェックインも採用。到

着したゲストを着物姿のスタッフが

出迎え、フロントを介さず直接部屋

まで案内し、そこでチェックインを

行う。ホテルでありながら高級旅館

のようなおもてなし文化を感じるこ

ザ・リッツ・カールトン京都
（京都府京都市中京区鴨川二条大橋畔）
質感にこだわり抜いたフジテック製エレベータ
９台が、スムーズな移動を支えている

ザ・リッツ・カールトン京都のエレベータかご内室の天井には杉を使用した組子細工が施されており、 エレベータホールの天井と合わせた意匠になっている。
また、 かご内室のステンレス鏡面仕上げ、ブラック液晶パネルなど、 エレベータにも徹底したクオリティーへのこだわりがある
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ザ・リッツ・カールトン京都
PR・マーケティング マネージャー

山集 杏里様

とができると評判だという。

　もう一つ、山集氏が「ここまで充

実しているホテルはほかにはない」

と胸を張るのが、約20種あるオリ

ジナルのアクティビティーだ。中で

も人気のサイクリングは、朝６時

30分にホテルを出発する。昼間は

観光客で混雑する伏見稲荷も、この

時間ならゆったりと楽しむことがで

きるからだ。こうした特別な体験を

提供することが、宿泊客の満足度に

つながっていると山集氏は言う。

海外ラグジュアリー層の 

新たな呼び水になる 

　宿泊客のメインはアメリカ人と日

本人だが、そのほか中国人や台湾

人、あるいはイギリス人など、季節

によって客層は入れ替わる。同ホテ

ルでは次の展開として、こうしたマ

ーケットごとのプロモーションにも

取り組み始めている。たとえば中国

なら春節、北米ならイースターやク

リスマスのホリデーシーズンなど、

時期によって細かくターゲットを捉

えることができれば、年間を通して

より満遍なく集客が可能になってく

るだろう。

　京都市も、北米を中心とした富裕

参考：「京都観光総合調査 平成 27 年（2015 年）1 月〜 12 月」（京都市）
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層の観光客誘致を強化したいと考え

ており、プロモーションなどで官民

が協力し合うこともあるという。

　「リッツ・カールトンのお客様は

ロイヤルティーが高く、リッツ・カ

ールトンがあるからそこへ旅行して

みようという方もたくさんいらっし

ゃいます。私どもが京都で営業する

ことで、この地への海外の富裕層の

呼び水になれればと願っています」

（山集氏）

　2016年10月には、新たな外資系

ラグジュアリーホテルとして「フォ

ーシーズンズホテル京都」が東山に

開業した。受け入れ体制が一層充実

したことにより、今後、京都を訪れ

る外国人富裕層がさらに増加するこ

とが期待される。

「観光」はあらゆる政策を

横断する総合政策

　　　

　

　

　観光が重要な産業となっている京

都市では、早くから独自の観光振興

施策を行ってきた。2000年に「京都

市観光客5,000万人構想」を打ち上

げ、2008年にその目標を達成する

と、2010年には「未来・京都観光振

興計画2010+5」を策定し、観光の目

標を「数」から「質の向上」へとシフ

トした。

　京都市産業観光局観光 MICE 推

進室の牧澤憲計画推進係長は次のよ

うに語る。

　「京都で受け入れられる観光客の

数には限りがあります。観光客数だ

けを追うのではなく、観光の質にこ

だわっていこうという施策です。観

光の経済効果はもちろん大きいです

が、観光客の皆様に京都の歴史や文

化を知っていただくことが、魅力的

なまちの景観や観光資源の維持継承

につながります。また、さまざまな

国の方がいらっしゃることで新しい

イノベーションが起こる可能性もあ

ります。観光政策は環境や文化、教

育、福祉、都市整備などあらゆる政

策を横断する総合政策だと私たちは

考えています」

2020年に向け 

観光立国・日本を支える柱に 

　2020年、オリンピック・パラリ

ンピックの東京開催に向けて、日本

はこれから一層注目を浴びることに

なる。京都市では2020年に向けて、

訪れた人が「また来たい」、「誰かに

この感動を伝えたい」と思うよう

な「世界があこがれる観光都市」を、

目指す姿に掲げている。

　それは観光客だけでなく、市民に

とっても暮らしやすいまちづくりに

つながっている。そのためには、解

決しなければならない課題もある。

その一つが交通機関の慢性的な混雑

だ。京都の主な交通手段は地下鉄や

バスだが、ガイドブックや地図の限

られた情報をもとに観光客が決まっ

た路線に集中してしまい、市民生活

にも影響が出ている。「不慣れな土

地で、限られた路線しか使用されな

いことも混雑の一因です。大がかり

なインフラ整備ではなく、案内を工

夫して人の流れを整理するだけでも

効果は出ると思います」と牧澤氏。

　また、年間を通じて市内の主要ホ

テルの客室稼働率が90％近くにな

っており、宿泊施設の確保も喫緊の

課題となっている。市としては、質

の高い優良ホテルの積極的な誘致

や、中規模ホテルの新設を支援する

ための窓口を一本化するなどの対応

を進めている。このような課題解決

も含め、今後「観光立国・日本」を

リードしていくことも、京都の役目

になるだろう。

フジテック株式会社
近畿統括本部 京滋支店

課長
永添 智志

　「ザ・リッツ・カールトン京都」

様、「フォーシーズンズホテル京

都」様をはじめ、京都を代表す

る建物に当社の製品を納めさせ

ていただいております。

　おかげさまで、その実績がフ

ジテックへの評価や、次の引き

合いにも結びついています。

　京都市には建築物の高さ規

制などがあり、大型物件が次々

と建つような環境ではありません

が、一方で、中小規模の宿泊

施設などの建設件数は大きく伸

びています。

　敷地面積も狭い傾向があり、

限られたスペースへの昇降機の

設置計画や、京都らしさを感じ

させる意匠についてのご相談も

多く、お客様とともにさまざまな

工夫をする中にやりがいを感じて

います。

京都ならではの難しさを
創意工夫で乗り越える

京都市産業観光局
観光 MICE 推進室
計画推進係長

牧澤 憲様

フォーシーズンズホテル京都は、 清水寺など
の歴史・文化施設が数多くある東山エリアに、
名園「積翠園（しゃくすいえん）」を囲むよう
にたたずむ。 積翠園に面した展望用エレベー
タは、 側面、 背面がガラス張りで名園の四季
折々の風景を楽しむことができる

フォーシーズンズホテル京都
（京都府京都市東山区妙法院前側町 445-3）

ホテル内の雰囲気にマッチさせたフジテッ
ク製のエレベータ14 台が稼働している
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