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国内市民マラソンにおける外国人参加者数の把握状況
上杉
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康宏


Current status of the number of foreign participants in Japanese running events
An UESUGIand Yasuhiro KUDO
Abstract

本研究の目的は，インバウンドツーリズム資源として期待されている日本開催のランニングイベ
ントに着目し，大会運営側の外国人参加者数，併せて開催地域内・外参加者数の把握状況を明らか
にすることであった．2015年度の日本陸上競技連盟公認コースフルマラソン大会65大会を対象と
し，各マラソン大会事務局に対し，メールまたは電話にて大会参加者数把握状況の問い合わせを行
った．各マラソン大会が把握しているエントリー数と出走者数を総数，国別（日本・外国），地域
別（開催地域内・外）に質問した．
調査対象大会65大会のうち56大会から回答が得られた．外国人参加者数を把握している大会は 4
割程度とあまり把握されておらず，全体として，実際に大会に訪れている出走者数よりもエント
リー数の方が把握されていたことがわかった．このことから，日本のランニングイベント運営側の
参加者数把握方法の見直しの検討が必要であることが明らかとなった．スポーツイベントはインバ
ウンドツーリストのデータを収集する好機である．外国人参加者のデータを含む基礎資料を蓄積す
ることで，インバウンドツーリストを対象とするアプローチの多様化，マーケティング戦略の具体
化，イベントの活性化に貢献できるだろう．
Key words: sport tourism, inbound sport tourist, running event

．緒

言

と推計されており（観光庁， 2019 )3) ，インバウン
ドツーリズムの振興は現在の少子高齢化社会である

2015 年に初めて訪日外国人旅行者数が出国日本

日本の成長戦略の一つに位置付けられている．イン

人数を上回り，政府は 2030 年までに訪日外国人旅

バウンドツーリズムの柱の一つとして期待されてい

行者数を2015 年の約 3 倍である6,000万人達成とい

るのが，スポーツツーリズムであり，特にランニン

う目標を掲げている（観光庁， 2018 )4) ．その背景

グイベントは国内・国外から多くのスポーツツーリ

にあるのは訪日中の外国人旅行者の好調な消費傾向

ストを惹きつける資源として期待されている．東京

である．2018年の訪日外国人旅行消費額は4.5兆円

マラソンは，国際的な知名度が高い大規模 6 大シ
ティマラソン大会（東京，ボストン，ロンドン，ベ
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ルリン，シカゴ，ニューヨークシティ）で構成さて
いるアボット・ワールドマラソンメジャーズの一つ
として，世界的にも認知度が高い．東京マラソンの
成功にならい，大阪マラソンや京都マラソンといっ
た都市部におけるランニングイベントは多くの外国
人ランナーを獲得している．また，北海道観光振興
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機構2)は，2016年に「観光成熟市場誘客促進事業」

いては訪日外国人に限らず，県外などの開催地域外

としてマラソンに着目しており，北海道マラソン実

からのインバウンド・スポーツツーリスト数の推移

行委員会や旅行会社と情報共有を行い，道内へのイ

や現状把握といった基礎データを明らかにすること

ンバウンドツーリスト誘客を図っている．

が求められる．

インバウンドツーリスト獲得を見据えた地域政策

そこで本研究は，インバウンドツーリズム資源と

の立案や検証を行うためにもインバウンド・スポー

して期待されている日本開催のランニングイベント

ツツーリスト数の推移や属性といった統計は重要な

に着目し，大会運営側の外国人参加者数，併せて開

資料となることが考えられる（河田ら， 2004 )5) ．

催地域内・外参加者数の把握状況を明らかにするこ

これまで，日本で開催されるランニングイベントへ

とを目的とした．

の参加者に関する研究では，ランニングイベントへ

．研 究 方 法

の参加動機（山口ら，2011)13)や制約要因（備前ら，
2015)1)，再参加要因（柴田，2014)10)に関する研究

2015 年度の日本陸上競技連盟公認コース国内フ

が散見される．また，日本へのスポーツを目的とし

ルマラソン大会65大会（2014 年11月から2015 年10

たインバウンドツーリストに関する研究を概観する

月の 1 年間に開催された大会）を対象とした．第

と，非日本人スポーツツーリストを対象とした日本

一段階として，各マラソン大会公式ホームページに

におけるスポーツ参加や観戦旅行に対する制約要因

て，大会参加者数，外国語表記の有無を調査した．

に 関 す る 研 究 （ 西 尾 ， 2019  上 杉 ・ 工 藤 ，

続いて，各マラソン大会事務局に対し，メールまた

2016 )8)12) ，や訪日スポーツイベント参加者の旅行

は電話にて大会参加者数把握状況の問い合わせを行

者特性に関する研究（上杉，2017)11)がみられる．

った．調査項目は，エントリー総数・出走者総数，

一方で，日本におけるスポーツを目的としたインバ

外国人エントリー数・出走者数，開催地域内・外エ

ウンドツーリストは増加傾向にあるものの，日本政

ントリー数・出走者数を設定した．

府観光局7) や日本スポーツツーリズム推進機構9) に

．結

おいても，実数に触れた調査や報告は見当たらな

果

い．スポーツによるインバウンドツーリズム活性化

.

に向けた参加者データの蓄積は未着手の課題となっ

調査対象とした国内フルマラソン大会 65 大会の

ている．

全体の把握状況

うち，56大会から回答が得られた．本研究では，回

ランニングイベントのような登録型スポーツイベ

答が得られた 56 大会について分析を行った．表 1

ントは，事前の登録の際に，参加者の現住所の表記

は各大会の公式ホームページにおける外国語表記の

を求めることができる．また，大会当日の受付で

有無，各大会事務局への問い合わせにより得られた

は，リスクマネジメントの観点から出走者数や完走

参加者数の一覧を示したものである．空欄は参加者

者数を把握できることから，訪日外国人大会参加者

数が把握されていないことを意味しており，「 0 」

数や参加者の属性を正確に把握できる特徴がある．

は参加者なしであることを把握していることとなる．

日本において 2019 年に開催されたラグビーワール

各大会の公式ホームページにおいて外国語表記に

ドカップから東京オリンピック・パラリンピック

対応している大会は 22 大会（ 37.3 ）と約 4 割で

2020 ，ワールドマスターズゲームズ 2021 とメガス

あった．把握状況に関しては，開催地域からのエン

ポーツイベントが立て続けに開催されるが，このよ

トリー数を把握している大会が42大会（71.2），

うなゴールデンスポーツイヤーズ（間野， 2016 )6)

開催地域からの出走者数を把握している大会が 23

後には，これまで以上に戦略的にスポーツイベント

大会（39.0）であった．開催地域外からのエント

を運営することが要求される．そのため，日本にお

リー数・出走者数の把握状況も同様の結果であっ
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表1
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各大会の参加者数把握状況

た．外国人エントリー数を把握している大会は 26

把握されていることが明らかとなった．

大会（ 44.1），外国人出走者数を把握している大

出走者総数に占める外国人出走者数の割合が 1

会が21大会（35.6）であった．国内からのエント

以上の大会は，「東京マラソン」（14.9），
「京都マ

リー数・出走者数の方が，外国人エントリー数・出

ラソン」（ 11.1 ），「名古屋ウィメンズマラソン」

走者数よりも把握されており，国内からの参加者，

（8.2），「おきなわマラソン」（4.9），「大阪マラ

外国人参加者ともにエントリー数が出走者数よりも

ソン」（ 4.3 ），「 NAHA マラソン」（ 4.2 ），「能
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大会の属性による把握状況の比較

登和倉万葉の里マラソン」（ 1.2 ）であった．「能

関しては，開催地域が非政令市の大会が政令市であ

登和倉万葉の里マラソン」を除いた 6 大会は出走

る大会より把握していた．しかし，国内からのエン

者総数が15,000人以上の大規模な大会であり，大会

トリー数の把握状況のみ 5水準で統計的に有意な

の公式ホームページでは外国語表記に対応している

差が認められた．また，開催地域が政令市でない大

ことがわかった．

会は，国内からの参加者，外国人参加者ともにエン

表 2 は，大会の属性による把握状況の比較を行

トリー数を出走者数よりも把握していたが，政令市

ったものである．参加者数把握状況と各大会の開催

である大会は，国内からの参加者はエントリー数の

都市，大会規模，公式ホームページの外国語対応と

方が出走者数より把握しているものの，外国人参加

分析を行った．

者に関しては，エントリー数よりも出走者数を把握

の間でクロス集計表を算出し， x2

調査項目の，開催地域内・外からの各エントリー

していたことが明らかとなった．

数，出走者数の把握状況はそれぞれ同じであったた

..

め，「国内からのエントリー数」，「国内からの出走

各大会の出走者総数をもとに大会規模によるカテ

者数」とまとめることとする．
..

開催都市による把握状況の比較

大会規模による把握状況の比較

ゴリーの分類を行った．出走者総数の平均値＋ 0.5
SD 以上の群（13,836以上）を大規模大会，平均値

大会が開催される地域が政令指定都市（以下，政

＋0.5 SD から－0.5 SD までに含まれる群（6,045か

令市とする）であるか否かによって把握状況の比較

ら 13,835 の範囲）を中規模大会，平均値－ 0.5 SD

を行った．外国人出走者数に関しては，開催地域が

以下の群（6,044以下）を小規模大会とした．

政令市である大会（50.0）の方が非政令市である

国内からのエントリー数（大規模53.8，中規

大会（34.8）より把握されていた．一方で，その

模77.3，小規模85.7）・出走者数（大規模

他の項目の，国内からのエントリー数（政令市

38.5，中規模31.8，小規模52.4）に関し

50.0 ，非政令市 80.4 ），国内からの出走者数

ては，小規模大会が最も把握している一方，外国人

（政令市20.0，非政令市45.7），外国人エン

出走者数（大規模53.8，中規模27.3，小規

トリー数（政令市30.0，非政令市50.0）に

模38.1）は大規模大会が最も把握していた．し
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かし，これら全てにおいて統計的に有意な差は認め
られなかった．

第11巻第 1 号（通巻76号) (2020)

開催地域が政令市である大会，参加者総数が多い
大規模な大会，大会公式ホームページが外国語表記

小規模・中規模大会は，国内からの参加者，外国

に対応している大会は，外国人参加者の出走者数の

人参加者ともに出走者数よりエントリー数を把握し

把握状況がエントリー数の把握状況よりも高かっ

ていた．一方で，大規模大会は，国内からの参加者

た．このことから，インバウンドツーリスト獲得を

数は出走者数よりもエントリー数を把握していたも

視野にした運営がなされている大会は，実際に訪日

のの，外国人参加者数はエントリー数よりも出走者

している出走者数の把握を重要視していることが推

数を把握していたことが明らかとなった．

察できる．

..

外国語対応による把握状況の比較

大会の属性による把握状況の比較では，開催都市

各大会の公式ホームページにおける外国語表記の

（政令市・非政令市）と大会公式ホームページの外

有無によって把握状況の比較を行った．外国人出走

国語対応（表記有・表記無）において国内からのエ

者数に関しては，大会公式ホームページにおいて外

ントリー数の把握状況に違いがみられた．開催都市

国語表記に対応している大会（50.0）が外国語表

に関しては非政令市である大会，大会公式ホーム

記に対応していない大会（29.4）より把握してお

ページに関しては外国語表記対応が無い大会がより

り，その他の項目である国内からのエントリー数

国内エントリー数を把握していた．このことから，

（外国語表記無85.3，外国語表記有59.1）・

開催地域の人口が政令市ほど多くなく，外国人参加

出走者数（外国語表記無44.1，外国語表記有

者の受け入れ態勢があまり整っていないと考えられ

36.4 ），外国人エントリー数（外国語表記無

る大会は，国外からの参加者よりも国内からの参加

47.1，外国語表記有45.5）に関しては，外国

者のデータを重要視していることが考えられる．外

語表記に対応していない大会の方が把握していた．

国人参加者を大会の対象として位置づけていない大

しかし，国内からのエントリー数の把握状況のみ5

会が存在することが考えられることから，半数以上

水準で統計的に有意な差が認められた．

の大会が外国人参加者数を把握していないことが推

外国語表記対応無しの大会は，国内からの参加

察できる．

者，外国人参加者ともに出走者数よりエントリー数

また，全体的に国内からの参加者数，外国人参加

を把握していた．一方で，外国語表記対応有りの大

者数ともにエントリー数よりも出走者数が把握され

会は，国内からの参加者数は出走者数よりもエント

ていない現状であった．ランニングイベントはイン

リー数を把握していたが，外国人参加者数はエント

バウンドツーリスト獲得のための有用な資源として

リー数よりも出走者数を把握していた．

期待されているものの，外国人参加者数や実際に大

．考

察

会に参加している出走者数を運営側はあまり把握し
ていないことが明らかとなった．今後のランニング

本研究の結果から， 2015 年度の日本陸上競技連

イベント開催側のエントリー数，出走者数の管理方

盟公認コースであるフルマラソン大会 56 大会にお

法の見直しに加え，エントリー時に取得可能な参加

いて，国内からのエントリー数を把握している大会

者の性別や年齢，居住地といった基礎データの収集

が約 7 割，出走者数を把握している大会が約 4 割

が求められることが考えられる．

であることがわかった．一方で，外国人エントリー
数を把握している大会は約 4 割，出走者数を把握

．研究の限界と今後の研究

している大会が 4 割以下と，外国人ランナーは国

本研究では，インバウンド・スポーツツーリスト

内からの参加者に比べ把握されていないことが明ら

に着目しているものの，外国人参加者が在日である

かとなった．

か訪日であるかの把握状況を明らかにすることがで
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きなかった．今後，大会運営側の外国人参加者の在

ンドツーリストを数値として表すことができる登録

日・訪日把握状況や把握方法を調査していくことが

型スポーツイベントにおいて外国人参加者のデータ

課題となる．加えて，大会運営側の開催趣旨（地域

を蓄積することが重要である．

活性化，地域スポーツ振興，生涯スポーツ促進，競

一方で，本研究の結果から，日本のランニングイ

技力向上など）や主催団体による把握状況の比較を

ベントにおいて，外国人参加者数を把握している大

今後行っていく必要があるだろう．

会は半数にも満たず，また，エントリー数よりも出

本研究では，外国人参加者数が出国日本人者数を

走者数が把握されていない現状が明らかとなった．

はじめて上回り，海外に対して日本のランニングイ

このことからも大会運営側の把握方法の見直しが求

ベントの情報発信をしはじめた 2015 年時の外国人

められるだろう．

参加者把握の現状を明らかにした．日本でのスポー

本研究で明らかとなった 2015 年時の日本のラン

ツコミッションの浸透や 2016 年からのホストタウ

ニングイベント運営側が把握している外国人参加者

ン事業の推進により，インバウンドツーリスト獲得

数や開催地域内・外からの参加者数の実数は，ラン

への関心が一層高まっていることから，今後日本開

ニングイベントを戦略的に運営していくうえで重要

催のランニングイベントへの外国人参加者数が増加

な資料となることが考えらえる．本研究では，大会

することが考えられる．本研究で得られた数値を

の属性によって参加者数の把握状況にあまり違いは

ベースにデータを蓄積し，経年変化をみていくこと

見られなかった．今後，本研究のデータに経年変化

によってランニングイベントがインバウンドツーリ

を加えていくことで，インバウンドツーリストを対

ズム資源としての有効性があるかの検討も行う必要

象とするアプローチの多様化，マーケティング戦略

があるだろう．

の具体化，スポーツイベントの活性化に貢献できる

．結

論

だろう．

．謝

インバウンドツーリズムの柱の一つとしてスポー

辞

ツツーリズムが期待されており，日本では 2019 年

本研究に協力してくださったマラソン大会事務局

から 3 年連続でメガスポーツイベントが開催され

の方々に心より感謝申し上げます．ここに深く感謝

ることから，スポーツツーリズムへの注目がさらに

の意を表します．

高まっている．ゴールデンスポーツイヤーズ後に
は，これまで以上に戦略的にスポーツイベントを運
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