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Factor Analysis and Optional Value Evaluation of Crew’s Tourist Behavior 

from Cruise Ships Call at Kitakyushu Port¶ 

 

 

KAMEYAMA Yoshihiro* and Naokazu SAEKI** 

 

 

Abstract 

     Our unique questionnaire survey enables us to examine landed cruise ship crews’ tourist behavior. The 

survey was conducted by interview to crew of Norwegian Joy and Costa Serena called at Kitakyushu Port. 

Using this survey data, we examine the relationships between the purpose of tour and information gathering 

before coming to Japan. As the results of Probit estimations, it was revealed that “guidebook” and “homepage 

of public institutions” have positive effects on the decision-making of them, and using taxi have negative 

effects on it. In addition to this, as the results of CVM (Contingent Valuation Method) for the purpose of 

evaluating the optional value of their tourist behavior, it was confirmed that their willingness to pay for tour 

two (Japanese luxuriously lunch using local ingredients) is higher than tour one (seaside walking and seafood 

eating).  
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クルーズ船の船員の寄港地（北九州港）における 

観光行動の規定要因とオプション価値の分析¶ 

 

亀山嘉大*・佐伯直克** 

 

 

要旨 

 本稿では、北九州港ひびき CT に寄港したクルーズ船の船員を対象としたアンケート調査をも

とに、その特徴と観光行動の傾向を探るとともに、プロビット分析によって、その観光行動がど

のような規定要因をもっているのかを分析した。さらに、仮想市場評価法（CVM：Contingent 

Valuation Method）によって、その観光行動が地域経済に貢献できる潜在力があるのかオプション

価値を計測した。 

 分析結果から、クルーズ船の船員の観光行動では、男性、情報収集（②ガイドブック、④日本

の行政など公共機関の HP）が（上陸して）観光に出掛けるための正の規定要因、一方で、タクシ

ー利用は（上陸して）観光に出掛けるための負の規定要因であることが示された。また、CVMに

基づきオプション価値を計測した結果、オプショナルツアーとして提示したツアーⅠ：沿岸ウォー

キングツアー（高級シーフードランチを含む）に対して中央値（下限平均値；上限平均値）で 10,000

～30,000（16,236；20,895）円、また、ツアーⅡ：料亭で楽しむ地元食材を使った和風贅沢尽くしラ

ンチツアーに対して中央値（平均値）で 30,000～30,000（20,518；24,227）円の支払意思額が示さ

れた。 
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