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論文要旨
観光産業は21世紀において国家の経済発展に必要な産業であり、観光客を誘致するため
の取り組みが望まれる。本研究では日本人と韓国人による自国のサービスに対する評価、ま
た他国サービスに対する評価を明らかにした上で、それぞれの国が自国あるいは他国の観
光客誘致のために行うべき取り組みを示した。
その結果、日本は「飲食サービス」における店の雰囲気、「宿泊サービス」における宿
泊料や従業員の親切さ、「金融サービス」におけるクレジットカードの利用可能性、「交
通サービス」における電車の運転の安全性、「公共サービス」におけるゴミ処理などに改
善が必要であった。
一方、韓国では「飲食サービス」におけるレストラン店員の親切さ、「宿泊サービス」
における従業員の親切さを通じて人に対するサービスに改善の余地があることが分かった。
また韓国が日本人観光客を誘致するためには交通サービス水準の向上が必要であり、日本
が韓国人観光客を誘致するためには飲食サービスに改善が必要との点が明らかとなった。
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Abstract
The tourist industry has required for national economic development in the 21st
century, and attraction for inviting a tourist has desired. This research showed the
measure which should be taken for tourist attraction of each country or a foreign
country after clarifying evaluation to service of own country by Japanese and South
Koreans, and evaluation to foreign country service.
As a result, in Japan, improvement was necessary for the atmosphere of the
restaurant in “the eating and drinking service”, hotel charges and the kindness of the
employee in “the hotel service”, service of the credit card in “the financial service”
available, safety of the driving of the train in “the transportation service”, garbage not
throwing away in “the public service”.
On the other hand, in South Korea, it turned out that the room and the restaurant
for an improvement are in the service to customer through employee's kindness in
"eating-and-drinking service", and "hotel service." Moreover, in order for South Korea
to invite a Japanese tourist, the improvement in a transportation service level was
required, and in order for Japan to invite a South Korean tourist, the improvement
became clear a point with necessity at “eating-and-drinking service”.
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