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1. はじめに

現代社会は、高齢化、長寿化の進展による本格的な高齢社会 を迎え、社会全般で健康へ

の関心が高まっている。ストレスや飲酒、喫煙などの健康に悪影響を与えるものを避け、

｢健康的な生活｣を追求する人が増えている。これは単に身体的に病気のない状態を意味す

るのではなく、精神的かつ社会的に健康な生活を営もうとする｢ウェルネス｣を意味してお

り、健康への欲求は一層多様化している。現代人は、健康食品、サプリメント、癒し、リ

ラクゼーション、スポーツなど、健康を維持するための各種の努力や投資を惜しまない。

社会全般に及ぶ健康に対する関心の高まりは観光にも影響を与えており、人々は観光地
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でも健康を意識するようになった。｢保養・休養｣は時代を越えて観光目的の大きな割合を

占めてきたし 、健康を追求する社会の雰囲気の中で近年は、観光地でも健康の向上や美容

につながる活動を求める人が増えている。このような健康とかかわりのある観光形態とし

て近年注目を集めているのが、ヘルスツーリズムである。

ヘルスツーリズムは、健康や体力の回復・維持・増進、病気予防に主眼をおいた観光形

態で、単に観光中の健康効果に着目するのではなく、観光をきっかけとして健康の向上を

図るための一つの手段として期待されている。心身の休養による健康増進や活力の高揚を

図ること、さらに病気からの回復や健康の希求を目的とするヘルスツーリズムには、温泉

療法、森林療法、海洋療法などの自然療法のほか、医療行為や美容サービスまでも含ま

れ、旅行という非日常的な楽しみの要素と健康の回復・維持・増進のための健康的要素の

程度によって、｢健康増進型｣から｢医療･治療型｣まで、幅広い。 

現在、韓国では、健康診断、疾病治療、美容整形など、専門医療にウェイトが置かれた

観光を積極的に推進している。それに対し、日本では、治療よりも温泉療法、森林療法、

海洋療法などの健康増進にウェイトが置かれる傾向があり、国によってヘルスツーリズム

への取り組みや健康的・美容的要素のウェイトは異なる。今日のヘルスツーリズムにおい

て、いかなる健康的・美容的要素を取り入れるかは、各国のヘルスツーリズムの特徴を表

す決め手となっており、この特徴は、各々の社会が健康および美容に対して持つ多様な欲

求や関心が反映された結果である。ヘルスツーリズムは、それぞれの社会的性格と密接な

関係を持っており、社会の健康および美容に関する欲求や関心は、その社会の構成員が健

康や美容に対して持つ全般的な考え方と態度に影響される。すなわち、日韓のヘルスツー

リズムの展開の違いは、健康・美容に対してもつ認識(以下｢健康・美容認識｣と表記)の相

違によるところが大きいと考えられる。

しかし、ヘルスツーリズムの研究において、ヘルスツーリズムの概念、現状、事例、

マーケティングに関する研究は活発に行われているものの、ヘルスツーリストの行動を引

き起こす健康・美容認識に着目した研究は少ない。また、ヘルスツーリズムの国際化が進

んでいる現在、日韓のヘルスツーリズムについて比較した研究はさらに少ない。

そこで、本研究は日本と韓国の健康・美容認識を比較分析することにより、両国それぞ

れの健康・美容認識の特徴やヘルスツーリズムへの参加意向を明らかにすることを目的と

する。
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2. ヘルスツーリズムにおける健康・美容認識

2.1 ヘルスツーリズムの概念と形態

ヘルスツーリズムは、観光者のニーズの多様化や健康志向の高まりを背景に発展してき

た観光形態である。ヘルスツーリズムという用語を国際的に初めて使用したのは、

UNWTO(the United Nations World Tourism Organization)の前身であるIUOTO(International 

Union of Official Tourist Organization)であり、1973年にIUOTOはヘルスツーリズムを｢一つの

国家内の自然資源(特に気候や水)を利用して健康施設を提供する観光｣と定義している。

IUOTOは、ヘルスツーリズムについて温泉などの自然観光資源を中心に説明しているもの

の、1980年代になると、異なる視点からヘルスツーリズムについて説明を試みる研究が登

場した。

初にヘルスツーリズムの概念化を試みたGoodrich & Goodrich(1987)は、ホテルやリゾー

トで行われているヘルスケアサービスの類型として、①医者や看護婦による医療検査、②

疾病予防のための針術、予防注射、食事療法、複合ビタミンの摂取、ハーブ治療やアロマ

療法などの特別治療、③サウナ、マッサージなどの美容療法などをあげ、ヘルスツーリズ

ムを、｢健康と関連があるサービスおよび施設を意図的に促進(広報)することで観光客を観

光施設や目的地に誘導する試み｣と説明している。1990年代になって、多くの国においてヘ

ルスツーリズムという用語が使われるようになり、様々な視点からの研究が行われた。

Hall(1992；2011)は、ヘルスツーリズムを｢SIT(Special Interest Tourism)の一つであり、主な

動機が健康と関連がある観光｣と定義し、Laws(1996)も、ヘルスツーリズムを｢健康状態を

改善する目的をもった者が家を出て行うレジャー形態｣という観光動機や目的の観点から説

明した。

ヘルスツーリズムはこれまで｢健康回復、維持、増進を主たる目的とした観光｣と説明さ

れてきたが、現在、ヘルスツーリズムは、癌のPET診断やアトピー性皮膚炎の治療を主目

的とした医療旅行から、ストレス解消や自己満足を目的とした美容施術、スパ、マッサー

ジ、エステなどを含んだ美容を中心とする観光まで多様な形態が存在する。現在、ヘルス

ツーリズムで行われている主な内容を健康的要素と美容的要素の度合によって整理したも

のが、＜図1＞である。
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＜図1＞ ヘルスツーリズムの形態

ヘルスツーリズムは、取り入られている健康的要素と美容的要素の関与度合によって、3

つに分けることができる(図1)。まず、健康を中心とするメディカルツアーは疾病治療が主

目的となる。次に、ヘルス/ウェルネスツアーは検診や軽症治療などによる健康管理が主目

的となる。 後に美容を中心とするビューティケアツアーは、美容施術、マッサージ、エ

ステなどによる美容ケアが主目的となる。

以上をふまえ、本研究では、ヘルスツーリズムの概念を広義にとらえ、｢健康サービスと

観光サービスが融合した観光分野の一つで、治療・検診などの医療的要素と、痩身・

ビューティケアなどの美容的要素を包含した観光活動であり、疾病の治療や予防または肉

体的美しさの追求を主な目的とするもの｣を意味するものとして用いることとする。

2.2 観光動機としての健康・美容認識

観光欲求・動機は、観光行動を生起させる心理的原動力になる。一般に観光行動を生起

させる心理的原動力を｢観光欲求｣、具体的な行動に駆り立てる心理的エネルギーを｢観光動

機｣と称することがある。これらはともに、観光行動の要因となるものを説明するための言

葉であり、両者は明確に区別されることなく、互換的に用いられていることが多い。ある

行動によって欲求が充足されると主体が感じると、欲求は動機として顕在化し、行動が生

起される(前田、1995)。すなわち、ある観光欲求・動機によって、ヘルスツーリズムが行

われるようになる。観光欲求・動機において、健康に関する要因がいかに位置づけられて

いるか、先行研究を整理したのが＜表1＞である。
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＜表1＞ 観光動機に関する先行研究

研究者 観光動機

Glücksmann
(1935)

心的なもの(疾病、不安、形而上的、)
精神的なもの(職業の準備教育)、
身体的なもの(病気予防)、
経済的なもの(経済活動)

田中

(1950)

心情的動機(思郷心、交遊心、信仰心)、
精神的動機(知的欲求、見聞欲求、歓楽欲求)、
身体的動機(治療欲求、保養欲求、運動欲求)、
経済的動機(買物目的、商用目的)

Bernecker
(1962)

保養的観光(病気予防、身体的苦痛の緩和・治療)、文化的観光(修学旅行、

見学、宗教行事への参加等)、社会的観光(新婚旅行、親睦旅行等)、スポー

ツ観光(スポーツ観戦を含む)、政治的観光(載冠式等国家的出来事の見物を

含む)、経済的観光(展示会への参加を含む)

McIntosh&Goeldner
(1984)

身体的モチベータ(休息、スポーツ参加、健康など)、文化的モチベータ(他
の地域・国の文化・宗教を知る)、対人的モチベータ(友人・親戚訪問、新

しい人との出会い)、地位と権威のモチベータ(自我欲求充足や精神的発達)

Hudman&Hawkins
(1989)

健康(身体的、精神的)、好奇心(文化、自然、社会)、スポーツ(参加、観

覧)、楽しみ(旅行、美術、音楽)、精神的・宗教的(巡礼、遺跡)、専門的・

職業的(会議、業務)、友達・親戚(友人・親戚訪問)、ルーツ探し(母国訪

問、家族調べ)、自尊心

注:前田(1995); 佐々木(2000)

初期から近年の観光研究にかけて、観光行動を生起させるものとして、健康関連動機が

あげられている。研究者の視点によって違いはみられるものの、健康動機が一つの観光動

機として位置づけられることは認められている。また、以前に比べ、観光動機が多様かつ

複合的になったことから、体の治療という狭い意味での健康関連動機は、心の癒しやリ

ラックスにもかかわるようになり、様々な医療観光の形態につながっている。その始まり

は病気のある人の治療が主な動機であったが、近代になるにつれ、健康な人の健康維持・

増進はもちろん美容までも観光動機になった。

健康関連動機、特に治療は観光動機として長い歴史を持ち、大きな役割を果たしてきた

ものの、現在に至っては健康な人の心身の健康維持・増進や美容管理も重要な観光動機と

なっているのである。したがって、本研究では健康関連動機のみならず美容関連動機にも

注目し、ヘルスツーリストの行動を誘発させる心理的原動力である健康認識と美容認識を

両方検討する。
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2.3 健康信念理論

健康と美容は、観光動機の一つとして位置づけられている。したがって、ヘルスツーリ

ズムを引き起こす心理的原動力である健康・美容認識に着目する必要がある。本研究では｢
健康信念理論｣を手がかりとして、健康・美容認識を把握することにする。健康信念理論

は、健康関連行動を理解するために、1950年代に社会心理学者から提唱された。このモデ

ルは、人はある行動が価値のある結果をもたらすものとして、達成が期待されるときに行

動するという、社会的認知の視点における価値－期待説にもとづくものである(野口 2004；

堀毛 2009)。

健康信念(Health belief)は、健康増進や疾病予防のためにとる行動の根源となる個人の主

観的な信念で、主観的罹患可能性(perceived susceptibility)、主観的疾患重度(perceived severity)、 

主観的利得(perceived benefit)、主観的障壁(perceived barrier)がある(図2)。

      注 : 園田(1993)；島井(1997)；Straub (2007)

＜図2＞ 健康信念理論

①｢主観的罹患可能性｣は、自分がその病気にかかりやすいと思うかどうかという個人の

病気への感受性の認知である。②｢主観的疾患重度｣は病気の結果をどの程度深刻に受けと

めているかという重篤性の認知を意味する。また、③｢主観的利得｣は、ある行動をすれ

ば、どの程度の予防効果や改善効果が期待できると思っているかという個人の認識を、④

｢主観的障壁｣は、健康維持や病気予防の行動を行うことによって受ける身体的及び経済的

負担、時間的制約などで、私事や余暇活動に支障をきたすかもしれないと個人が感じる認

識を意味する。健康関連行動の可能性は、病気の認識に関する諸要因(主観的罹患可能性と

主観的疾患重度)と行動の価値に対する認識の諸要因(主観的利得と主観的障壁)に影響を与



日韓の健康・美容認識とヘルスツーリズムへの参加意向に関する比較研究 ····························· 李彰美  395

えているとされている(園田 1993；島井 1997；Straub 2007)。

健康関連行動は、健康的な食事の摂取などの病気を予防するためによいと信じて行う行

動を示す健康行動(health behavior)、心身の不調を感じた人がとる病気行動(illness behavior)、 

自分自身あるいは他者から病気であるとみなされた人がとる病気役割行動(sick role behavior)

など分けて説明することができる。これらの健康関連行動は、社会的階層や性別などのデ

モグラフィック要因、家族や集団、制度・文化などの社会的・状況的要因、そして症状の

知覚や、健康問題に関する正確な知識・課題解決の能力・信念や情緒的状態を含むパーソ

ナリティ特徴などの心理的要因が、複雑に組み合って関与する (Straub 2007；堀毛 2009)。

美容関連行動は、健康関連行動と類似しているところが多い。美容の始まりが医療で

あったことを考えると、美容は健康と関連しているものと考えられる。健康心理学で扱わ

れている健康関連行動の具体的な例をみると、運動、栄養、睡眠、ダイエット、飲酒、禁

煙などがあり、これらの行動は美容に密接にかかわっている。たとえば、脂肪の少ないも

のを食べようとする行動は、健康維持のみならず美容のための体型維持につながる。ま

た、運動においても健康維持以外に外見をきれいにする美容効果が得られる。このように

美容関連行動は健康関連行動と深くかかわっている。

したがって、健康関連行動として説明されている健康行動(health behavior)を外見に不満

を感じていない人が美容のために良いと信じて行う行動、病気行動(illness behavior)を外見

に不満を感じた人がとる行動、病気役割行動(sick role behavior)を自分自身あるいは他者か

ら外見がよくないとみなされた人がとる行動と説明することができる。

美容に関するすべての行動が健康関連行動と一致しているわけではないものの、美容の

歴史的起源に健康目的が含まれていることや、運動やダイエットなどといった身体を良好

な状態に保つ健康行動は美容効果をもたらす場合も多いことから、健康関連行動と美容関

連行動は深く関連しているといえる。ヘルスツーリズムにおいて、健康関連行動と美容関

連行動の双方がみられることから、健康・美容認識の分析に健康信念理論を適用すること

は可能であると考えられる。
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3．研究方法

3.1 調査対象と分析方法

本研究は、日本と韓国の大学生を対象として健康・美容認識やヘルスツーリズムへの参

加意向を比較分析することで、両国それぞれの特徴を説明する。ヘルスツーリズムは比較

的新しい観光形態であり、まだ広く認知されてはいないなどの理由から、観光に関心が高

くヘルスツーリズムを知っている可能性の高い、観光学を専攻している大学生を調査対象

とする。彼らはヘルスツーリズムの中に含まれている美容プログラムに対する理解も高

く、ヘルスツーリズムにおいて増加している美容的要素に関しても比較的認知度が高いで

あろうと推測できる。さらに、彼らのもつ健康・美容認識は今後のヘルスツーリズムにも

反映されていくと考えられる。

アンケートは、2013年6月から9月までの期間に実施された。調査票の配布と回収は、大

学の授業中において行われ、調査の趣旨や内容が説明された。その結果、日本では234票、

韓国では238票が回収され、不誠実な回答や欠損値などを除き、日本219票、韓国223票の計

442票が分析に用いられた。分析では、SPSS19.0プログラムを用いた頻度分析によって一般

的特性が把握されるとともに、T検定によって日本と韓国間の比較分析が行われた。

3.2 調査内容

＜表2＞はアンケートに用いた調査票の構成を表したものである。

＜表2＞ 調査票の構成

事項 内容

個人の属性

および観光経験

性別、学年、医療観光の認知、旅行中の医療・美容サービスの経

験有無

健康認識 主観的罹患可能性、主観的疾患重度、主観的利得、主観的障壁

美容認識 主観的罹患可能性、主観的疾患重度、主観的利得、主観的障壁

ヘルスツーリズムの

参加意向

健康診断、病気治療、漢方医療、漢方美容、エステ施術などの体

験包含観光の参加意向
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アンケートの調査内容は、以下の4つに分けられる。

第一は、個人の属性および観光経験に関する内容である。性別と学年などの一般的属性

とともに、観光経験に関する項目を設けた。具体的には、医療観光に対する認知、旅行中

の医療・美容サービスの経験有無などである。医療・美容サービスを経験したことのある

回答者に関しては、そのサービス内容を記述するように設けた。

第二は、健康認識に関する内容である。これは、健康信念理論にもとづいて、4つの健康

信念に該当する計13個の質問項目である。具体的には、｢主観的罹患可能性｣に関する質問

項目は、｢今のような生活が続くと、成人病や癌などの病気にかかるかもしれない｣など、

｢主観的疾患重度｣に関する項目は、｢病気にかかると、日常生活に支障が生じる｣などであ

る。｢主観的利得｣には、｢健康診断をすることで病気予防ができる｣などの質問を、｢主観的

障壁｣には、｢病院での健康診断は面倒である｣などの質問を設けている。

第三は、美容認識に関する内容である。これは、健康信念理論にもとづき、4つの健康信

念に該当するものを美容の領域に関わる文言に置き換えたうえで、計13項目を作成した。

たとえば、｢主観的罹患可能性｣に関する美容項目は、｢肌の手入れに気を遣わないと、肌が

悪くなる｣など、｢主観的疾患重度｣は、｢外見的魅力は社会活動に影響を与える｣としてい

る。｢主観的利得｣には、｢美容エステの施術を受けることは効果がある｣などの質問を、｢主
観的障壁｣には、｢エステでのスキンケアは時間的・金銭的にコストがかかる｣などの質問を

設けている。

第四は、ヘルスツーリズムへの参加意向に関する内容である。具体的には、健康診断、

病気治療、漢方医療、漢方美容、エステ施術などが含まれている旅行に関する参加意向を

尋ねた。

健康認識、美容認識、医療観光の参加意向に関する質問項目については、5段階のリッ

カート尺度(｢全然そう思わない(1点)~とてもそう思う(5点)｣)が用いられた。

4. 分析結果

4.1 回答者の一般的特性の比較

＜表3＞は、日韓の回答者の構成比率を表したものである。
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＜表3＞ 日韓の回答者の構成比率

日本 韓国 計

度数 % 度数 % 度数 %

性別
男 56 25.6 102 45.7 158 35.7
女 163 74.4 121 54.3 284 64.3

学年

1年 ‐ ‐ 57 25.4 57 12.9
2年 137 62.6 60 26.8 197 44.6
3年 68 31.1 61 27.2 129 29.2
4年 14 6.4 45 20.1 59 13.3

計 219 100 223 100 442 100

日本と韓国の大学生を合計した442名の構成を男女で比較してみると、韓国の男女はほぼ

同比率であった。日本では男性が約26％、女性が約74％で女性の比率が高い。また、学年

別にみると、日本では2年生(約62％)と3年生(約31％)が多いのに対し、韓国は1年生から4年

生まで、ほぼ均等な比率で分布している。

＜表4＞は、日韓の回答者に関するヘルスツーリズムの経験を表したものである。日本の

大学生は、全体の約4割が医療観光を認知している。これに対して、韓国の大学生は約7割

が医療観光を認知していて、日本の場合よりも認知度がはるかに高い。韓国の男子学生

(61.8％)は、日本の男子学生(35.7％)よりも、医療観光に対する認知度が有意に高い(χ2＝

10.277, p<0.01)。特に、韓国の女子学生は78.5%となっていて、日本の女子学生(42.3％)より

も認知度が非常に高く、日韓の有意差が認められた(χ2＝36.10, p<0.001)。次に、日韓に共

通して旅行中に医療サービスを経験した回答者は約6％と非常に少なく、男子学生(χ2=0.01, 

p≧0.5)と女子学生(χ2=0.009, n.s.)の双方において日韓の有意差がみられなかった。美容サー

ビスの経験に限っていえば経験者は少数ながら存在しており、日韓で比較すれば日本(約

30％)が韓国(約20％)よりも高くなっている。男子学生の美容サービス経験については、日

韓の有意差(χ2=0.255, n.s.)はみられなかったものの、韓国(13.7%)の方が日本(10.7%)よりも

わずかに高くなっている。女子学生の場合は、日本(36.2％)の方が韓国(24.8％)よりも美容

サービスの経験が多く、有意差が認められ(χ2＝4.197, p<0.05)た。これは、日本の女子学生

の方が海外旅行の経験が多く、タイや中国などでマッサージやトリートメントなどをより

多く経験しているためと考えられる。
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＜表4＞ 日韓の回答者のヘルスツーリズム経験

日本 韓国

男 女 計 男 女 計

度数(%) 度数(%) 度数(%) 度数(%) 度数(%) 度数(%)

医療観光に

対する認知

あり 20(35.7)   69(42.3)  89(40.6) 63(61.8) 95(78.5) 158(70.9)
なし 36(64.3)   94(57.7) 130(59.4) 39(38.2) 26(21.5) 65(29.1)

旅行中の医療

サービス経験

あり 4(7.1) 9(5.5) 13(5.9) 7(6.9) 7(5.8) 14(6.3)
なし 52(92.9) 154(94.5)  206(94.1) 95(93.1) 114(94.2) 209(93.7)

旅行中の美容

サービス経験

あり 6(10.7) 59(36.2) 65(29.7) 14(13.7) 30(24.8) 44(19.7)
なし 50(89.3) 104(63.8) 154(70.3) 88(86.3) 91(75.2) 179(80.3)

計 56(100)   163(100)  219(100)  102(100)  121(100)  223(100)

4.2 健康認識に関する日韓比較

4.2.1 男子学生の健康認識の日韓比較

＜表5＞は、日韓の男子大学生の健康認識について、T検定によって日韓の差異を健康信

念別に検討した結果である。日本の男子学生は、韓国よりも｢主観的罹患可能性｣が1％水準

で有意に高く、発病を恐れることが示されている。一方、韓国の場合は、日本よりも｢主観

的疾患重度｣が0.1％水準で有意に高く、病気を深刻に考えている。｢主観的利得｣に関して

は、韓国の方が日本よりも1％水準で有意に高く、健康行動のメリットに関する評価が高

い。｢主観的障壁｣に関しては、韓国の男子学生が日本よりも0.1％水準で有意に低く、健康

行動のデメリットに対する認識が低い。

＜表5＞ 健康信念別にみる男子学生の健康認識の日韓比較

健康認識
平均値(SD)

T値
日本 韓国

主観的罹患可能性
3.28

(1.02)
2.73

(0.98) 3.28***

主観的疾患重度
3.98

(0.71)
4.37

(0.60) ‐3.73***

主観的利得
3.38

(0.54)
3.65

(0.54) ‐2.95***

主観的障壁
3.88

(0.79)
3.36

(0.83) 3.79***

**p<.01, ***p<.001
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健康認識 平均値(SD)
T値健康

信念
内容 日本 韓国

主観的

罹患可

能性

今のような生活が続くと、

成人病や癌などの病気にかかるかもしれない。

3.11
(1.22)

2.60
(1.13) 2.44***

病気にかかった人の話を聞くと、自分も病気にかかるか

もしれないと心配になる。

3.45
(1.05)

2.86
(1.12) 3.18***

主観的疾

患重度

病気にかかると、日常生活に支障が生じる。
4.24

(0.75)
4.35

(0.74) ‐0.88

一度悪くなった体を回復するためには

手間がかかる。

3.56
(1.07)

4.37
(0.68) ‐5.15***

病気は身体的・精神的な苦痛が伴う。
4.15

(0.83)
4.40

(0.68) ‐2.02***

自分が病気になると、

家族などの周辺に迷惑がかかる。

3.96
(0.95)

4.38
(0.81) ‐2.98***

男子学生の健康認識に関する日韓の差異を質問項目別に検討するためにT検定を行った

結果を、＜表6＞に示す。｢病気への敏感度｣について、日本の男子学生は韓国よりも1％水

準で有意に高くなっており、日本の方が｢主観的罹患可能性｣が高いことが示されている。

｢病気の深刻性｣に関する認識については、｢一度悪くなった体を回復するためには手間がか

かる｣という項目について、韓国が日本よりも0.1％水準で有意に高くなっている。｢病気は

身体的・精神的な苦痛が伴う｣の項目では5％水準で、｢自分が病気になると、家族などの周

辺に迷惑がかかる｣の項目では1％水準で高い有意差を示していることから、韓国の男子学

生のほうが｢主観的疾患重度｣が高いといえる。｢漢方医療は疾病治療に効果がある｣という

項目について、韓国の方が日本よりも0.1％水準で有意に高くなっている。｢健康維持にお

ける健康食の重要性｣に関する認識についても、韓国の方が日本よりも5％水準で高くなっ

ていることから、韓国の男子学生の方が｢主観的利得｣が高いといえる。健康行動を面倒に

考える｢主観的障壁｣については、日本の男子学生の方が韓国よりも1％水準で有意に高く

なっていることから、日本の方が健康行動を面倒だととらえている傾向にある。

＜表6＞ 健康信念の質問項目別にみる男子学生の健康認識の日韓比較
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健康認識 平均値(SD)
T値健康

信念
内容 日本 韓国

主観的

利得

健康診断をすることで病気予防ができる。
3.93

(0.92)
4.19

(0.76) ‐1.85

漢方医療は疾病治療に効果がある。
3.23

(0.83)
3.89

(0.78) ‐4.99***

疾病治療は即効性が大事である。
3.18

(0.83)
3.29

(0.98) ‐0.68

健康維持には健康食をとることが大事である。
3.47

(1.06)
3.85
(0.87 ‐2.26***

温泉は治療効果が大事である。
3.09

(1.01)
3.04

(0.84) 0.32

主観的

障壁

病院での健康診断は面倒である。
3.63

(1.02)
3.09

(1.00) 3.17***

病院での手続きは面倒である。
4.13

(0.86)
3.63

(0.95) 3.24***

*p<..05，**p<..01, ***p<..001

4.2.2 女子学生の健康認識の日韓比較

＜表7＞は、女子大学生の健康認識について、日韓の差異を健康信念別に検討するために

T検定を行った結果である。日本の女子学生は、韓国よりも｢主観的障壁｣が0.1％水準で有

意に高く、健康行動に伴う負担に対する認識が高い。｢主観的罹患可能性｣、｢主観的疾患重

度｣、｢主観的利得｣に関しては、日韓の有意差は認められなかった。

＜表8＞は、女子学生の健康認識に関する日韓の差異を質問項目別に検討するためにT検

定を行った結果である。｢一度悪くなった体を回復するためには手間がかかる｣という項目

の得点については、韓国の女子学生が日本よりも0.1％水準で有意に高く、｢主観的疾患重

度｣が高いといえる。漢方の治療効果については、韓国の女子学生が日本よりも1％水準で

有意に高い。温泉の治療効果については、日本の女子学生が韓国よりも1％水準で有意に高

い。病院での健康診断を面倒に考える｢主観的障壁｣については、日本の女子学生の方が韓

国よりも有意に高くなっている。｢健康関連行動の実践｣については、日本の女子学生が韓

国よりも1％水準で有意に高い。その一方で、｢主観的罹患可能性｣については、日韓で有意

差は認められなかった。
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健康認識 平均値(SD)
T値健康

信念
内容 日本 韓国

主観的

罹患可

能性

今のような生活が続くと、

成人病や癌などの病気にかかるかもしれない。

2.98
(1.18)

2.82
(1.09) 1.15

病気にかかった人の話を聞くと、自分も病気にかかる

かもしれないと心配になる。

3.42
(1.04)

3.18
(1.11) 1.88

主観的

疾患重

度

病気にかかると、日常生活に支障が生じる。
4.46

(0.74)
4.40

(0.68) 0.72

一度悪くなった体を回復するためには

手間がかかる。

3.85
(1.07)

4.35
(0.69) ‐4.67***

病気は身体的・精神的な苦痛が伴う。
4.47

(0.80)
4.39

(0.68) 0.82

自分が病気になると、

家族などの周辺に迷惑がかかる。

4.33
(0.92)

4.20
(0.85) 1.22

主観的

利得

健康診断をすることで病気予防ができる。
3.99

(0.91)
4.11

(0.75) ‐1.12

漢方医療は疾病治療に効果がある。
3.52

(0.81)
3.77

(0.80) ‐2.64***

疾病治療は即効性が大事である。
3.27

(0.83)
3.18

(0.91) 0.82

健康維持には健康食を取ることが大事である。
3.93

(0.95)
4.13

(1.68) ‐0.85

温泉は治療効果が大事である。
3.32

(0.99)
3.03

(0.80) 2.67***

＜表7＞ 健康信念別にみる女子学生の健康認識の日韓比較

健康認識
平均値(SD)

T値
日本 韓国

主観的罹患可能性
3.20

(0.86)
2.99

(0.98) 1.83

主観的疾患重度
4.28

(0.70)
4.33

(0.58) ‐0.71

主観的利得
3.60

(0.50)
3.64

(0.67) ‐0.49

主観的障壁
3.71

(0.82)
3.13

(0.82) 5.89***

***p<..001

＜表8＞ 健康信念の質問項目別にみる女子学生の健康認識の日韓比較
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主観的

障壁

病院での健康診断は面倒である。
3.50

(1.11)
2.82

(1.01) 5.20***

病院での手続きは面倒である。
3.93

(0.86)
3.42

(0.95) 4.50***

*p<.05，**p<.01, ***p<.001

4.3 美容認識に関する日韓比較

4.3.1 男子学生の美容認識の日韓比較

＜表9＞は、日韓の男子学生の美容認識について、T検定によって日韓の差異を健康信念

別に検討した結果である。｢主観的罹患可能性｣、｢主観的利得｣に関しては、韓国の男子学

生は日本よりも0.1％水準で有意に高く、外見の乱れを恐れているとともに美容行動がもた

らすメリットを高く評価している。｢主観的疾患重度｣、｢主観的障壁｣に関しては、日韓の

有意差は認められなかった。

＜表9＞ 健康信念別にみる男子学生の美容認識の日韓比較

美容認識
平均値(SD)

T値
日本 韓国

主観的罹患可能性
3.19

(0.99)
3.95

(0.88) ‐4.95***

主観的疾患重度
4.07

(0.92)
4.14

(0.78) ‐0.64

主観的利得
3.00

(0.54)
3.35

(0.61) ‐3.57***

主観的障壁
3.84

(0.72)
3.99

(0.72) ‐1.22

***p<.001

＜表10＞は、男子学生の美容認識に関する日韓の差異を質問項目別に検討するためにT

検定を行い、その結果を表したものである。｢肌の手入れ｣や｢体型維持｣への敏感度につい

ては、韓国の方が日本よりも有意に高く、美容に関する｢主観的罹患可能性｣が高いといえ

る。美容エステの効果については、韓国の方が日本よりも0.1％水準で有意に高い。漢方の

美容効果についても、韓国の方が日本よりも5％水準で有意に高く、美容に対する｢主観的
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利得｣が高いことを示している。また、顔の手入れへの気遣いに関しては、韓国の方が日本

よりも5％水準で有意に高くなっている。｢主観的障壁｣については、日韓の有意差は認めら

れなかった。

＜表10＞ 健康信念の質問項目別にみる男子学生の美容認識の日韓比較

美容認識 平均値(SD)
T値健康

信念
内容 日本 韓国

主観的

罹患可

能性

肌の手入れに気を遣わないと、肌が悪くなる
2.90

(1.20)
3.85

(0.95) ‐5.16***

食べ物や運動に気を遣わないと、

体型を維持できなくなる。

3.47
(1.14)

4.05
(0.89) ‐2.94***

主観的

疾患

重度

外見的魅力は社会活動に影響を与える。
4.07

(0.79)
4.14

(0.75) ‐0.64

主観的

利得

美容エステの施術を受けることは効果がある。
3.07

(1.13)
3.78

(0.95) ‐3.73***

皮膚科、美容整形外科などでの美容施術は

効果がある。

3.27
(0.92)

3.67
(0.87) ‐2.60***

漢方医療は美容に効果がある。
3.09

(0.82)
3.44

(0.84) ‐2.46***

美容整形は短時間できれいになることが大事である。
2.60

(1.00)
2.84

(1.09) ‐1.27

温泉は美容効果が大事である。
2.96

(0.96)
3.01

(0.81) ‐0.31

主観的

障壁

エステでのスキンケアは

時間的・金銭的にコストがかかる。

3.95
(0.70)

4.02
(0.78) ‐0.54

皮膚科、美容整形外科などでの美容施術は

時間的・金銭的にコストがかかる。

3.98
(0.73)

4.13
(0.72) ‐1.06

皮膚科、美容整形外科等での美容施術は施術後のケア―

が複雑である。

3.60
(0.88)

3.83
(0.82) ‐1.65

*p<.05，**p<.01, ***p<.001

4.3.2 女子学生の美容認識の日韓比較

＜表11＞は、日韓の女子学生の美容認識について、T検定によって日韓の差異を健康信

念別に検討した結果である。韓国の女子学生は、日本よりも｢主観的罹患可能性｣が5％水準
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で有意に高く、外見の乱れに関して敏感である。また、｢主観的障壁｣に関しては、日本の

方が韓国よりも0.1％水準で有意に高く、日本の女子学生は美容行動のデメリットに対する

認識が高い。｢主観的疾患重度｣、｢主観的利得｣に関しては、日韓の有意差が認められな

かった。

＜表11＞ 健康信念別にみる女子学生の美容認識の日韓比較

美容認識
平均値(SD)

T値
日本 韓国

主観的罹患可能性
3.93

(0.92)
4.19

(0.70) ‐2.60***

主観的疾患重度
4.27

(0.73)
4.19

(0.74) 0.88

主観的利得
3.41

(0.69)
3.32

(0.52) 1.16

主観的障壁
4.40

(0.52)
4.07

(0.58) 4.93***

＜表12＞は、日韓の女子学生の美容認識の差異を質問項目別に検討するためにT検定を

行い、その結果を表したものである。肌の手入れや体型維持について、韓国の女子学生が

日本よりも5％水準で有意に高く、美容に対する｢主観的罹患可能性｣が高い。美容関連行動

を面倒に考える｢主観的障壁｣については、日本の方が韓国よりも有意に高い。温泉の美容

効果については、日本の方が韓国よりも0.1％水準で有意に高い。その一方で、｢主観的疾

患重度｣に関しては、日韓の間で有意差は認められなかった。
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＜表12＞ 健康信念の質問項目別にみる女子学生の美容認識の日韓比較

美容認識 平均値(SD)
T値健康

信念
内容 日本 韓国

主観的

罹患可

能性

肌の手入れに気を遣わないと、肌が悪くなる
3.90

(1.11)
4.13

(0.85) ‐1.98***

食べ物や運動に気を遣わないと、

体型を維持できなくなる。

3.98
(1.07)

4.25
(0.80) ‐2.46***

主観的

疾患

重度

外見的魅力は社会活動に影響を与える。
4.27

(0.73)
4.19

(0.74) 0.88

主観的

利得

美容エステの施術を受けることは効果がある。
3.77

(2.38)
3.80

(0.82) ‐0.15

皮膚科、美容整形外科などでの美容施術は

効果がある。

3.65
(0.90)

3.78
(0.87) ‐1.17

漢方医療は美容に効果がある。
3.48

(0.77)
3.43

(0.85) 0.57

美容整形は短時間できれいになることが大事である。
2.80

(0.97)
2.64

(1.01) 1.33

温泉は美容効果が大事である。
3.36

(0.95)
2.95

(0.79) 3.87***

主観的

障壁

エステでのスキンケア―は

時間的・金銭的にコストがかかる。

4.62
(0.55)

4.22
(0.76) 4.87***

皮膚科、美容整形外科などでの美容施術は

時間的・金銭的にコストがかかる。

4.60
(0.58)

4.32
(0.66) 3.92***

皮膚科、美容整形外科等での美容施術は施術後のケア

―が複雑である。

3.97
(0.88)

3.67
(0.77) 2.94***

*p<.05，**p<.01, ***p<.001

4.4 ヘルスツーリズムへの参加意向に関する日韓比較

4.4.1 男子学生のヘルスツーリズムへの参加意向の日韓比較

＜表13＞は、男子学生におけるヘルスツーリズムの参加意向について日韓の差異を検討

するためにT検定を行った結果を表したものである。質問項目に挙がったヘルスツーリズム

の全ての観光形態において、韓国の男子学生の参加意向は日本よりも0.1％水準で有意に高

くなっている。
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＜表13＞ 日韓の男子学生のヘルスツーリズムの参加意向の比較

ヘルスツーリズムの参加意向
平均値(SD)

T値
日本 韓国

健康診断が入っている旅行をしたい。
2.09

(0.92)
2.94

(0.95) ‐4.77***

病気治療が入っている旅行をしたい。
2.29

(1.08)
3.12

(0.99) ‐4.37***

漢方医療が入っている旅行をしたい。
2.29

(1.10)
3.03

(0.97) ‐4.00***

漢方美容が入っている旅行をしたい。
2.22

(1.11)
3.02

(1.01) ‐4.50***

エステ体験が入っている旅行をしたい。
2.44

(1.30)
3.32

(1.06) ‐4.29***

***p<.001

4.4.2 女子学生のヘルスツーリズムへの参加意向の日韓比較

＜表14＞は、女子学生のヘルスツーリズムへの参加意向に関する日韓の差異を検討する

ために、T検定を行った結果を表したものである。エステ体験を除く全てのヘルスツーリズ

ムの参加意向について、韓国の方が日本よりも0.1％水準で有意に高くなっている。エステ

旅行に関しては、日韓での有意差は認められなかった。

＜表14＞ 日韓の女子学生のヘルスツーリズムの参加意向の比較

ヘルスツーリズムの参加意向
平均値(SD)

T値
日本 韓国

健康診断が入っている旅行をしたい。
1.88

(0.86)
2.97

(0.87) ‐10.40***

病気治療が入っている旅行をしたい。
2.20

(1.05)
3.13

(0.91) ‐7.86***

漢方医療が入っている旅行をしたい。
2.27

(1.09)
3.30

(0.92) ‐8.54***

漢方美容が入っている旅行をしたい。
2.87

(1.27)
3.51

(0.91) ‐4.89***

エステ体験が入っている旅行をしたい。
3.79

(1.20)
3.85

(0.96) ‐0.45***

***p<.001
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5. おわりに

本研究は、日韓の大学生を対象としたアンケートを実施し、日本と韓国の若者が抱いて

いる健康・美容認識について、両国それぞれの特徴をとらえるとともに、ヘルスツーリズ

ムへの参加意向を明らかにすることを目的とするものである。その結果、以下の三点が明

らかになった。

第一に、日韓の健康認識において、韓国の男子学生は日本と比べて｢主観的罹患可能性｣
と｢主観的障壁｣が低く、｢主観的疾患重度｣と｢主観的利得｣が高い。また、韓国では病気の

深刻さと健康行動のメリットに関する認識が高くて健康行動を実践しやすい健康信念を

もっているほか、漢方への信頼が厚く、漢方治療は効果があると考えるとともに、健康食

も重要であると認識している。女子学生の健康認識に関しては、｢主観的罹患可能性｣を除

く｢主観的疾患重度｣、｢主観的利得｣、｢主観的障壁｣において日韓の差異がみられた。韓国

は、日本よりも｢主観的疾患重度｣、｢主観的利得｣が高く、｢主観的障壁｣が低い。すなわ

ち、韓国の女子学生は、病気に関わることをより深刻に考えているとともに、健康行動が

もたらすメリットを認めている一方、健康行動のデメリットに関する認識は比較的低く、

健康行動を取りやすい信念をもっている。また、日本の女子学生は温泉の治療効果をより

重視しているのに対して、韓国の女子学生は漢方の治療効果を、それぞれより信頼してい

る。

第二に、日韓の美容認識において、｢主観的疾患重度｣と｢主観的障壁｣では日韓で差異は

みられなかった。しかしながら、｢主観的罹患可能性｣と｢主観的利得｣に関しては、韓国で

は美容に対してより敏感で、美容行動のメリットを強く認識しているとともに、漢方の美

容効果への信頼も厚く、顔の手入れに気を遣っている。女子学生の美容認識に関して、｢主
観的疾患重度｣と｢主観的利得｣には日韓の差異はみられなかったものの、｢主観的罹患可能

性｣と｢主観的障壁｣には差異がみられた。韓国は日本に比べて、｢主観的罹患可能性｣が高

く、｢主観的障壁｣が低い。このことから、日韓に共通して美容行動のメリットに対する認

識は高いものの、韓国の場合は美容ケアに気を遣わないと肌と体型が維持できなくなると

考えられている一方、美容行動のデメリットに対する認識は低く、美容行動実践への可能

性が高い。そのほか、韓国では温泉の美容効果に対する認識が日本よりも低い。

第三に、日韓のヘルスツーリズムへの参加意向において、日韓の男子学生を比較する

と、全てのヘルスツーリズムにおいて韓国では日本よりも参加意向が高い。韓国では、治



日韓の健康・美容認識とヘルスツーリズムへの参加意向に関する比較研究 ····························· 李彰美  409

療や漢方治療、健康診断などが含まれているヘルスツーリズムへの参加意向が日本よりも

高い。特に、漢方美容のみならずエステが体験できるツーリズムの場合でも、韓国の男子

学生の参加意向が非常に高く、美容への関心の高さが現れている。日韓の女子学生を比較

すると、韓国では治療や漢方治療、健康診断などが体験できる観光への参加希望が日本よ

りもはるかに高い。美容にかかわる観光の場合、日韓ともにエステ旅行への関心は高いも

のの、漢方美容が体験できる観光に関しては韓国の方が日本よりもはるかに高い。すなわ

ち、美容への関心は両国ともに高く共通しているが、漢方美容に関しては韓国の女子学生

の方がより深く信頼している。ヘルスツーリズムの参加意向についても、韓国の方が全体

的に高い。

以上をもとにして、日韓の学生の健康・美容認識を総合する。健康認識に関して、日本

では、｢主観的罹患可能性｣が高くて病気にかかるかもしれないという心配が多いが、健康

行動に対する｢主観的障壁｣も高い。すなわち、病気に敏感でありながらも健康行動をとる

ことに対しては面倒と考える傾向がある。

これに対して、韓国では、病気の深刻さに対する認識である｢主観的疾患重度｣が高いと

ともに、健康行動をとることに対する利得である｢主観的利得｣が高い。つまり、韓国では

病気の深刻さと健康行動のメリットに対する認識が高く、健康行動を実践しやすい健康信

念をもっている。また、日本では温泉に対する信頼が厚いのに対して、韓国では漢方への

信頼が厚い。

美容認識に関しては、韓国では美容に気を遣わないと肌や体型が維持できないと心配す

る傾向があり、｢主観的罹患可能性｣が高い。日本では美容行動に対するデメリットである

｢主観的障壁｣が高いことに対して、韓国は｢主観的障壁｣が低い。さらに、韓国では美容行

動がもたらすメリットである｢主観的利得｣が高くて、デメリットである｢主観的障壁｣が低

く、美容行動を実践に移しやすい美容認識をもっている。

ヘルスツーリズムへの参加意向に関しては、全体的に韓国が日本よりも参加希望が強

い。これは、ヘルスツーリズムを健康・美容行動の一形態と見なせば、韓国が日本よりも

健康・美容行動実践への可能性が高いという分析結果を裏付けるものと考えられる。

このように、へルスツーリズムにおける日本と韓国の健康・美容認識の特徴を明らかに

することは、両国のインバウンド市場において、今後のヘルスツーリズムの展開における

理解を高めることになると考えられる。
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<要旨>

日韓の健康・美容認識とヘルスツーリズムへの参加意向に関する比 研究

本研究の目的は、日本と韓国における健康・美容認識を比較分析することにより、 両国それぞれの健康・美容認識の
特徴やヘルスツーリズムへの参加意向を明らかにすることである。本研究では健康信念理論を手がかりとして、健康・
美容認識を把握することにする。その結果、次の点が明らかになった。第一に、日韓の健康認識において、韓国は日本
よりも健康行動に対するメリット(主観的利得)を高く評価するとともに、デメリット(主観的障壁)に関する認識が低
く、健康行動を実践しやすい健康信念を持っている。第二に、日韓の美容認識において、韓国は日本よりも外見に対す
る心配(主観的罹患可能性)が多く、気を遣わないと肌や体型が維持できないと心配する傾向があり、美容行動を行動に
移しやすい美容認識をもっている。第三に、日韓のヘルスツアーへの参加意向において、全体的に韓国が日本よりも参
加希望が強い。ヘルスツーリズムへの参加意向に関しては、全体的に韓国が日本よりも参加希望が強い。ヘルスツーリ
ズムを健康・美容行動の一形態と見なせば、これは韓国が日本よりも健康・美容行動実践への可能性が高いという分析
結果を裏付けるものであると考えられる。

A Comparative Study of Health and Beauty Perceptions and Participation Intentions 

for Health Tourism in Korea and Japan

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
This paper aims to examine health and beauty perceptions as well as participation intentions for health tourism. The data 

collected from Korean and Japanese university students. This study applied the Health Belief Model to analyze health and beauty 
perceptions. Through this paper, there are several findings that worth to be emphasized in this line of study. Firstly, from the 
analysis, this paper found that Korean appreciated the merits for health behavior(perceived benefits) more than Japanese, whereas 
about the demerits for health behavior(perceived barrier), Korean estimated it lowly than Japanese. It indicated that Korean 
would be easy to practice health behavior than Japanese. Secondly, in regarding to beauty perception, Korean was more worried 
about outward appearance(perceived susceptibility) than Japanese. It was revealed that Korean tends to practice beauty behavior 
than Japanese. Thirdly, this paper also found that Korean is more likely to seek health travel than Japanese. If it is regarded 
health tourism as one of health and beauty behavior, the results of analysis, which showed that Korean would be easy to practice 
health and beauty behavior than Japanese, is supported. 




