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観光立国実現へ向けての日本の課題
—		爆買いは終了？	
「2020年に4,000万人、2030年に6,000万人」は可能なのか—

はじめに
訪日外国人旅行者は、東日本大震災で大きく落

ち込んだ 2011 年の 622 万人から急回復し、2015
年には 2011 年比 3.2 倍の 1,974 万人と過去最高を
更新した。足元の 2016 年 1 〜 8 月も前年同期比
25％増の 1,606 万人と、2016 年通年で 2,000 万人
台半ばに到達しそうな勢いである。

その一方で、流行語にもなった中国人旅行者の
爆買いは影を潜め、東京・大阪ではホテル不足が
顕在化している。

2016 年 3 月に政府が打ち出した「2020 年に訪
日外国人旅行者 4,000 万人、2030 年に 6,000 万人」
は可能なのだろうか。ここでは「爆買い」、「宿泊

施設不足」、「アクセスの確保」をキーワードに、
訪日観光はこれからも有望なのか、日本がもう一
段上の観光大国を目指すには何をすべきなのかを
考えたい。

1．		訪日観光の足元の状況は	
−「バブル」は終了？−

（1）ここ数年はバブルだった？
2015 年は、訪日観光において記念すべき年だっ

た。①訪日外国人旅行者が前年比 47％の爆発的伸
びを見せ 1,974 万人と過去最高を更新、②訪日外
国人が日本人海外旅行者を上回り 45 年ぶりの内
外逆転、③旅行収支が 53 年ぶりに黒字転換、 

Point
❶	 	2015 年の訪日外国人旅行者は、ビザ発給要件緩和や円安を背景に、前年比 47％増の 1,974 万

人と過去最高を更新した。足元の 2016 年 1 ～ 8 月も前年同期比 25％増の 1,606 万人と、
2016 年通年で 2,000 万人台半ばに到達しそうな勢いである。

❷	 	2015 年の世界の外国人旅行者受入数ランキングでも、日本は世界で 16 位（2014 年は 22 位）
に浮上した。

❸	 	世界観光市場の堅調な伸び、経済効果と伸び代の大きさに着目した政府は、訪日観光を成長戦略の
柱に据え、「2020 年に訪日外国人旅行者 4,000 万人、2030 年に 6,000 万人」の目標を打ち
出している。

❹	 	日本がもう一段上の観光大国を目指すには「宿泊施設不足」、「アクセスの確保」等の供給制約を解
消すると同時に、数を追うだけでなく、「訪日体験の質」向上も図る必要があるだろう。
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④外国人旅行消費額が前年比 72％増の 3 兆 4,771
億円（もちろん過去最高）、など記録ずくめの一年
だったのである（図表 1、2、3）。

訪日外国人旅行者は、2016 年に入っても高水準
で推移している。2016 年 1 〜 8 月は前年同期比
25％増の 1,606 万人と、2016 年通年で 2,000 万人
台半ばに到達しそうな勢いである。

2012 年以降、訪日外国人旅行者は前年比 34％
増（2012 年）、24% 増（2013 年）、29％増（2014
年）、47％増（2015 年）と、世界平均 4.5％（2010
〜 2015 年の国際旅行者・年平均成長率 1）を寄せ
付けない異次元の伸びを示した。

高成長の背景には、①中国・東南アジア諸国等へ
のビザ発給要件緩和、②円安、③免税制度拡充、
④近隣アジア諸国の経済成長による海外旅行熱の高
まり、⑤官民あげての訪日プロモーションがある 2。

図表 4 は、2015 年の訪日外国人旅行者の内訳、
図表 5 は、2011 年から 2015 年にかけての主要国・
地域別訪日旅行者の伸びである。ビザ緩和が大い
に効いた中国がけん引役だったのが分かるが、韓
国、台湾、香港等の常連さん、米国、豪州の遠方
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図表 1　  日本人海外旅行者数と 
訪日外国人旅行者数推移

出所：日本政府観光局（JNTO）
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図表 2　旅行収支の推移

出所：財務省「国際収支統計」

1.15 0.81 1.08
1.42

2.03

3.48

1.88

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

（兆円）

（年）

図表 3　訪日外国人の旅行消費額推移

出所：観光庁
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図表 4　  訪日外国人旅行者数の国・地域別シェア
（2015 年）

（注）総数1,974万人
出所：日本政府観光局（JNTO）
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図表 5　  2011 年から 2015 年にかけての 
主要国・地域別訪日旅行者数推移

出所：日本政府観光局（JNTO）

1    UNWTO による。
2    1990 年代まで、日本はおよそ外国人旅行者誘致には熱心でなかった。「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を大々的に開始し

たのは 2003 年である。海外から見た日本のイメージは敷居の高い高物価の先進国・工業国。ここ数年の爆発的伸びの最大の要因
は、ビザ緩和とする識者が多い。日本人もかつて渡米にビザが必要だったが、ビザ不要になった途端、ハワイに殺到した。
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組も伸びている。
図表 6 のように、訪日外国人旅行者の足元の伸

び率はさすがに鈍化しているが、今の日本でこれ
ほど伸びている分野は少ない。2012 年以降の伸び
は数々のプラス要因が重なったバブルに近い状況
だったとしても、2016 年も前年比約 20％の伸び、
2020 年にかけても毎年世界平均（約 4％）を超え
る伸びが期待される。

（2）成長戦略の柱になった「観光」
経済面でも訪日外国人の存在は大きくなってい

る。
輸出にカウントされる訪日外国人旅行消費額

は、2015 年、自動車部品に迫る規模となった（図
表 7）。とは言うものの、フランス、スペイン、イ
タリアなどの観光先進国に比べて、日本は観光に
注力するのが遅かったこともあり、2014 年時点で
の GDP への寄与度（直接効果＋間接効果）は
7.5％と、世界平均の 9.8％に比べるとまだ低い。

ここ数年の日本ほど急拡大はしていないが、観
光は世界的に見ても成長産業である。

かつて一部富裕層のものであった海外旅行は、
①中間層の拡大、②交通機関の低料金化、③ビザ
発給要件緩和などの規制緩和等により大衆化。
1950 年にはわずか 2,500 万人だった国際観光客到
着客数は、2015 年には 11.9 億人、2020 年には

13.6 億人、2030 年には 18.1 億人に拡大する見通
し で あ る。2010 〜 2020 年 の 年 平 均 成 長 率 は
3.8％、2020 〜 2030 年は同 2.9％の有望産業であ
る（図表 8）。

海外旅行の約 8 割は同一地域内である。欧州人
の多くは欧州を旅行し、アジア人はアジアに向か
う。成熟市場である欧州がリピーター頼みである
のに対して、アジアは所得増加を背景に旅行者総
数が増加している。日本は地理的にも優位である。

世界観光市場の堅調な伸び、経済効果、伸び代
の大きさに着目した政府は、訪日観光の一段の拡
大を図っている。2016 年 3 月発表の「明日の日本
を支える観光ビジョン」では「観光はまさに地方
創生の切り札、GDP600 兆円達成への成長戦略の
柱」、「国を挙げて観光を我が国の基幹産業へと成
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図表 6　訪日外国人旅行者数前年比伸び率推移

出所：日本政府観光局（JNTO）
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図表 7　  訪日外国人消費額と 
主要輸出製品・輸出額との比較（2015 年）

（注1）		訪日観光、造船・舶用品、農林水産物以外の製品は財務省「貿
易統計」から算出

（注2）造船・舶用品は2014年の数値で、海事局データから算出
（注3）農林水産物は農林水産省公表値
（注4）映像機器にはテレビ輸出額を含む

出所：観光庁
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図表 8　国際観光客到着客数推移と今後の予測

出所：UNWTO「UNWTO　Tourism	Hilights	2016	Edition」
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長させ、観光先進国という新たな挑戦に踏み切る
覚悟が必要」と位置付け、「2020 年に訪日外国人
旅行者数 4,000 万人、2030 年に 6,000 万人」「2020
年に訪日外国人旅行消費額 8 兆円、2030 年に 15
兆円」という目標を掲げている。

これは果たして可能なのだろうか。まずは旅行
消費から見ていきたい。

2．		「爆買い」は終わったのか
（1）消えた「炊飯器おじさん」

2015 年夏、筆者のオフィスが位置する秋葉原で
は、家電量販店やドラッグストアは日本の中国に
なっていた。スピーカーから流れる店への呼び込
みは中国語、店内は中国人旅行者でいっぱい、店
先には両手に 3 つも 4 つも炊飯器を抱えた炊飯器
おじさんがたむろしていたのである。

あれから 1 年。免税ポスターは相変わらず貼っ
てあるが、風景は様変わりした。ドラッグストア
で化粧品を眺めている人はいるが、炊飯器おじさ
んは消えた。

爆買いの失速は統計からも確認できる。
図表 9 は訪日外国人の旅行消費額と 1 人当たり

の旅行支出推移である。旅行消費額は旅行者数増
加を背景に 2016 年 4 〜 6 月期で前年同期比 7.2%
増とプラスを保っているが、1 人当たりでは 2016

年に入り前年同期比でマイナス基調となってい
る。2015 年の消費額が前年比 72％増の 3.5 兆円
だったことに比べると爆買いは終わったと言わざ
るを得ない。立役者の中国人が、以前ほど買物し
なくなったことが主因である 3（図表 10、11）。

中国人旅行者の買い物熱はなぜ減退したのだろ
うか。まずブランド物や宝飾品、電化製品などの
日本における割安感が薄れたことにある。かつて
中国では輸入品に高い関税、増値税（日本で言う
消費税）、贅沢税が課せられ（しかも円安だった）、
同じブランド物でも日本で買えば半額程度という
時期があった。一般旅行者のみならず、利ザヤを
稼ごうとするブローカーも参戦し、爆買いにつな
がったのである。

こうした状況を問題視した中国当局は、中国人
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図表 9　四半期ベースで見た訪日外国人の旅行消費額

出所：観光庁
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図表 10　国・地域別訪日外国人旅行消費額（2015 年）

（注）総額3兆4,771億円
出所：観光庁

0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
（円）

図表 11　中国人旅行者の 1 人あたり旅行支出推移

出所：観光庁

3    買物における中国人の存在感の大きさの背景には、① 1 人当たり旅行支出の大きさ、②人数の多さ、③旅行支出における買物
代比率の高さがある。2016 年 4 〜 6 月期を例にとると、中国人の買物代比率 56％に対して韓国人 28％、台湾人 38％、米国人
14％、豪州人 15％など。
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海外旅行者が購入した商品への課税を強化、円高
が追い打ちをかけた。そもそも、一般旅行者にし
ても、いつまでも炊飯器を買い続けるわけがな
い。中国人旅行者の旅行形態が団体から個人へシ
フトしていることも影響している 4。

ここ 2 年ほどよく売れていたブランド物等高額
品の失速とは対照的に、化粧品や日用品の売上は
堅調である。百貨店インバウンド売上が 2016 年 4
月以降マイナス基調なのに対して、ドラッグスト
アはプラスを保っている。中国人旅行者の買い物
は、熱狂から平常モードに移行したのである。

ただ、中国には海外旅行に意欲的な大衆富裕層
が 1.09 億人も存在する。まだ高額品にも一定の需
要があると見る向きもある 5。

（2）もっと値上げを（ただしサービス）！
今ではすっかり節約モードの日本人も、バブル

期には欧米に足を延ばし、ルイ・ヴィトンやグッ
チ、ティファニーといったブランド物を買い漁っ
ていた。海外旅行を始めた頃は買物が楽しい。回
を重ねるごとに、モノからコトへ興味がうつって
いくのである。

買い物ばかりが注目される訪日外国人消費額だ
が、2016 年 4 〜 6 月期の費目別旅行消費額（全国
籍・地域）をみると買物代は全体の 4 割弱であり、
買物代以外は底堅く推移している（図表 12）。

訪日外国人消費を伸ばしていくには、買物代以
外も底上げする必要がある。宿泊費、飲食費は滞
在日数が長くなれば増える。長くいたいと思わせ
るには、観光地としての魅力をさらに磨く必要が
ある。

日本の観光地は、長らく日本人を顧客としてき
たので外国人対応が遅れていること、（一部民間
テーマパークなどを除き）入場料は安い代わりに
あまり楽しませようという気がないこと、ピンポ

イント的には素晴らしい観光施設であっても、一
歩外に出れば雑然とした街並みで著しく興趣を削
がれること、などの欠点がある。

その点、欧州有名観光地は、観光で食べていく
という決意のほどが街並みにも見て取れる。パリ
にせよローマにせよプラハにせよ、観光の目玉と
される地区は厳しく建築制限され、昔ながらの街
並みが訪れた人を圧倒する。チェコの人気観光地
チェスキー・クルムロフに行った際は、世界遺産
でもあるこの街に住むガイドさんが「規制が厳し
く、外壁に釘一本打つのさえ許可が必要。不便極
まりない」とぼやいていた。観光立国も楽ではな
い。寺社の類は荘厳だが、街全体にまとまりのな
い多くの日本の有名観光地とは対照的である。

見せる工夫もまだ足りない。日本は、他の先進
国に比べて観光施設の入場料が安い。公営施設は
基本的に無料（ただし、募金箱が置いてあり、募
金する人が多い）の英国は別として、それ以外の
国は、図表 13 のようにそれなりの入場料を徴収
している。わざわざパリまで行って「ルーブル美
術館 15 ユーロ？高い！入らん！」と考える人は
たぶんいない。その代わり、そういった施設は多
言語対応のパンフレットやオーディオガイド（こ
れも当然有料）が置いてあり、現地語が理解でき
なくてもそれなりに楽しめるように工夫されてい
る。観光客が通るルートはきれいに整備され、
ルートの終わりには売店（限定品満載で購買意欲
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図表 12　旅行消費額の費目別構成比

（注）総額は9,533億円
出所：観光庁

4    当初、団体旅行しかできなかった中国人旅行者。近年、リピーター増加とともに個人旅行が増えている。免税店にバスで連れて
行かれる団体旅行に比べ、個人旅行は買物より観光を好む傾向がある。

5    これに対して、米国の中間層は約 9,200 万人、日本は同約 6,200 万人とされる。
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がそそられる）があなたの財布を狙っている。パ
リやローマのような世界的観光地は、パリ・ミュー
ジアム・パス 6 やローマパス 7 を用意し、滞在を
促している。

一方、日本はどうだろうか。
先日、京都御所に行く機会があった。無料だっ

たがとにかく大人数で、ガイドさんの説明はほと
んど聞こえず、展示物もよく見えなかった。広大
な敷地に手入れの行き届いた美しい庭、歴史的建
造物も連なっているのに残念な話である。観光大
国を目指すなら、有料化してもサービス向上した
方がいいのではないだろうか。

話がそれたが、爆買い失速もあり、政府の
「2020 年に訪日外国人旅行消費額 8 兆円、2030 年
に 15 兆円」という目標達成は難しいと考えてい
る。ただ、繰り返すが、消費は買い物だけではな
い。モノからコトへというニーズ変化にうまく対
応すれば、観光は「日本の基幹産業」は言い過ぎ
としても、景気の下支え役には十分なるだろう。
観光は宿泊施設、物流、交通機関、観光施設、小
売、製造業、飲食店、農業など実に多様な分野を

潤す産業だからである。

3．		宿泊施設の予約が取れない
観光、特に海外旅行は水物であり、景気動向や

外交関係、テロ、感染症、天災などでいとも簡単
に客足が途絶える。ただ、中長期的に見ると訪日
旅行需要は堅調に伸びると見られる。当面の課題
は、宿泊施設不足やアクセスの確保など、供給面
にあるといえるだろう。

ここでは、東京・大阪などで顕在化している宿
泊施設不足について考えたい。

（1）「地方」「旅館」は空いている
全国の宿泊施設客室稼働率は、震災後の 2011

年平均 51.8％から 57.2％（2016 年 6 月）に上昇
した。この数字だけを見ると、なんだ、大したこ
とないじゃないかと思われるかもしれないが、稼
働率は所在地と宿泊施設の形態（旅館、リゾート
ホテル、ビジネスホテル、シティホテル等）によっ
て大きく違う（図表 14、15）。

2015 年においても延べ宿泊数に占める外国人の

観光施設名 入場料金
清水寺 400円
金閣寺 400円
銀閣寺 500円
浅草寺 無料
東京国立博物館 620円
ルーブル美術館（仏） 15ユーロ
ヴェルサイユ宮殿（仏） 18ユーロ
バチカン美術館（バチカン共和国） 16ユーロ
コロッセオ（伊） 12ユーロ
プラド美術館（スペイン） 14ユーロ
アルハンブラ宮殿（スペイン） 14ユーロ
サグラダファミリア（スペイン） 15ユーロ
シェーンブルン宮殿（オーストリア） 13.3ユーロ
大英博物館（英） 無料
メトロポリタン美術館（米） 25ドル

図表 13　国内外主要観光地の入場料金

（注1）清水寺、金閣寺、銀閣寺は大人・個人。
（注2）国立西洋美術館は一般・個人。
（注3）ヴェルサイユ宮殿は1日パスポート。
（注4）		メトロポリタン美術館の入場料は「任意」とされているが、推奨

価格は大人25ドル。
出所：各施設のホームページから筆者作成
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図表 14　客室稼働率の推移

（注）2012年、2013年、2014年、2015年は年平均値
出所：観光庁

6    2 日券 5,800 円、4 日券 7,700 円、6 日券 9,300 円。ルーブル美術館、オルセー美術館、ヴェルサイユ宮殿等、パリ市内・郊外の
有名観光施設に入場できる。切符売り場に並ぶ手間も省ける。

7    ローマ市内の最初の 2 つの美術館・博物館施設が無料、3 つ目以降のローマ市内すべての美術館施設が割引、地下鉄 A 線、B 線
乗り放題等。3 日間 36 ユーロ。
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比率は 13％に過ぎない。だが、2011 年から 2015
年のわずか 4 年間で、外国人延べ宿泊者数は 3.6
倍に急拡大し、その多くが東京（2015 年の外国人
延べ宿泊者数に占める比率 27％）、大阪（同 14％）
に集中している。

海外旅行の常として、主要訪問先はどうしても
大都市や有名観光地が中心になる。地方まで足を
延ばすのはリピーターである。図表 16 のように、
訪日外国人の宿泊先は東京、大阪、北海道、京都
等、台湾人に人気の高い北海道を除けば、ゴール
デンルート（東京、富士山、京都、大阪）に偏っ
ている。このため、東京（2016 年 6 月の稼働率
77.4％）、大阪（同 81.6％）を中心に予約が取れな
いという現象が起きているのである 8。

訪日外国人が 4,000 万人レベルになると 9、東
京・大阪の宿泊施設は、民泊を活用してもパンク
するとの見方もある。商機と見て、東京・大阪を
中心にホテル新増設計画が多数持ち上がっている
が、東日本大震災や熊本地震の影響による資材・
人手不足で、開業は遅れ気味である。

ところが、地方や旅館は状況が異なる。中国人
旅行者に大人気で全国屈指の稼働率を誇る大阪府
でも、稼働率が高いのはシティホテル（86.1％
2016 年 6 月）やビジネスホテル（同 83.9％）で、

旅館の稼働率は 42.2％。地方では沖縄 6.9％、徳
島 14.8％、長野 18.7％など、低稼働率の旅館が多
い。

残念ながら、旅館は訪日外国人にあまり人気が
ない。ハードルは畳に布団、言語の問題（ホテル
に比べて英語があまり通じない）、無線 LAN（Wi-
Fi）環境、和式トイレなどいろいろある。日本文
化に興味のある欧米人は面白がって布団に寝るが、
中国人は基本的に床に寝ない。現時点で、訪日外
国人が旅館を利用するのは、日本文化に惹かれて
欧米人が訪れる京都（旅館の稼働率 43.7％）、他
に選択肢がない東京（同 63.0％）がもっぱらであ
る。

旅館経営者も、訪日外国人受け入れに関しては
温度差が大きい。熊本・黒川温泉のある旅館のよ
うに、仲居さんの英語接客で宿泊客の 7 割が外国
人という宿もあれば、今のままでいいと考える経
営者もいる。ただ、高齢化が進めば、日本人の旅
行需要は減退していく。本気で生き残りを図るの
であれば、旅館も外国人誘致を考えざるを得ない
だろう。旅館の利用率を高めるべく、政府も旅館
等のインバウンド対応（Wi-Fi 環境整備、多言語
表記等）にかかる費用の半分（上限 100 万円）を
補助するという支援策を打ち出している。

8  稼働率は 80％超で予約が取りにくくなり、85％超でサービスが低下するといわれる。
9  日本人旅行者の需要は据え置きで訪日外国人だけを考慮した場合。
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図表 15　宿泊施設形態別の稼働率推移

（注）2013年、2014年、2015年は年平均値
出所：観光庁
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図表 16　  都道府県別訪日外国人延べ宿泊者数
（2015 年）

（注）2015年外国人延べ宿泊者数は6,561万人泊
出所：観光庁
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シティホテルやビジネスホテルでも、北陸、四
国、九州には稼働率が 50 〜 60％程度の県があ
る。ただ先ほども述べたように、地方に行くのは
リピーターである。初訪日した人を満足させてリ
ピーターになってもらうこと、面白いのは東京・
大阪だけではないと地方の魅力を発信することが
重要だろう。

（2）民泊の議論は迷走
米 Airbnb（エアビーアンドビー）など民泊仲介

サイトの登場、宿泊施設不足、低金利下での投資
妙味の高さから、一般住宅の空室を有料で貸し出
す「民泊」が活況を呈している。日本でのエアビー
アンドビー登録件数は 2016 年 3 月時点で 3 万件
超、日系、中国系仲介サイトも参入しているので、
足元、数万件の登録があると思われる。

このように、漠とした数字しかあげられないの
は、民泊が、ルール確立以前に実態先行で拡大し
てしまったからである。現状、誰がどこでどのよ
うに民泊を行っているのか、誰も把握していない。

民泊には、宿泊客との交流を主眼とするホーム
ステイ型、利益をあげることを目的としたビジネ
ス型がある。民泊は、東京・大阪、あるいはホテ
ルが存在しない地方においては宿泊施設不足を補
うというプラス面があり、特にホームステイ型は
民間レベルでの国際交流という点で有意義である。

だが、このままでは近隣トラブル、治安や衛生
状態の悪化、火事や災害が起きたときどうするの
かなどの問題が起きる恐れがあり、日本でも法整

備が図られている（図表 17）。しかし、特区にお
ける民泊条例制定特区は 6 泊 7 日以上という条件
が不人気であり、旅館業法の簡易宿所適用も消防
施設を備える必要があり、民泊事業者が簡易宿所
にどの程度申請しているのか不明である。政府は、
2017 年をめどに民泊新法を制定したいとしている
が、日数制限をどうするのかで民泊業者と既存の
宿泊関係者で意見が分かれている。新法制定後の
特区や簡易宿所との関係も不明であり、議論は迷
走気味である。

4．		航空座席は足りるのか
（1）ここでも課題は地方分散

宿泊施設不足ほどではないにせよ、供給面での
もう一つの課題がアクセスの確保である。

2016 年 7 月時点で、訪日外国人の 97％は空路
で入国した。空港の利用人数の内訳は成田（全体
の 30％）、関西（同 28％）、羽田（同 14％）の 3
つで約 7 割を占める（図表 18）。

成田と羽田の年間合計発着枠は約 75 万回で、
海外主要空港に比べてそれほど遜色はない。だが、
羽田は深夜枠を除くと既にほぼ満杯、成田も早晩
満杯になると見られる。

日本には 97 の空港があるが、訪日外国人の利
用は特定空港に集中している。中部、富士山静岡
のように、中国の地方都市から日本への初就航空

旅館業法
（簡易宿所）

特区における
民泊条例

政府が検討中の
民泊新法

営業日数の制限 なし なし 180日以下
宿泊日数の制限 なし 6泊7日以上 なし
行政への申告 許可 許可 登録
住居専用地域での
営業 × △

（地域の判断による）○

フロント設置 原則なし
（自治体に準じる）なし なし

消防設備 必要 必要 未定
宿泊者との契約形態 宿泊契約 賃貸借契約 宿泊契約

図表 17　民泊に関する法規制

（注）		特区における民泊条例では、宿泊日数の制限を2泊3日以上に改
定予定

出所：オックスコンサルティング資料を基に作成
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図表 18　空港別外国人入国者の内訳（2016 年 7 月）

（注）空路入国者合計は209万人
出所：法務省
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港として選ばれる空港がある一方で、閑散として
いる地方空港も多数ある。

宿泊施設同様、ここでも課題は地方分散であ
る。羽田・成田や関西を利用することなく、地方
空港経由で出入国してもらえば、アクセス枠を拡
大すると同時に地方経済活性化が図れる。地方空
港の利用促進策として、国は着陸料軽減、観光客
に人気の LCC・チャーター便の受け入れ、複数空
港の一体運営を打ち出している。

複数空港の一体運営とはなんだろうか。北海道
を例にとると、新千歳空港は大繁盛しているのに、
それ以外の空港では閑古鳥が鳴いている。道東に
は LCC を誘致できていない。2020 年を目途に新
千歳空港を核に道内 7 空港を民営化、一体運営す
ることで、新千歳空港であげた利益で他空港の着
陸料を軽減することなども可能となる。LCC も来
るかもしれない。

日本ではまだあまり一般化していない LCC だ
が、海外では商用では大手航空会社の定期便、レ
ジャーでは LCC やチャーター便に乗るというの
が一般的である。LCC やチャーター便を利用する
層は、訪日するにしても羽田・成田にはこだわら
ない。

（2）首都圏空港の容量拡大
地方分散を図る一方で、首都圏空港の容量拡大

の動きもある。その一つが、羽田空港の飛行経路
の見直しである。

羽田空港の飛行経路の見直しは、現在、主に千
葉県上空や東京湾を経由して離着陸しているもの
を、東京上空を低空飛行できるようにすることで、
離着陸回数を増やすというものである。2020 年の
東京オリンピック・パラリンピックまでの運用開
始を目指して、大田区、品川区など住民との話し
合いを進めている。

5．			「2020 年に 4,000 万人、2030 年に
6,000万人」は可能なのか

政府は、さらなる訪日を促すべくビザ緩和（図
表 19）、観光資源の充実、欧米豪や富裕層をター
ゲットにしたプロモーション、海外発行カード対
応 ATM の設置促進 10、地方空港の利用推進、民
泊の法整備等を図っている。

過去数年の爆発的伸びもあり、2015 年、日本は
外国人旅行者受入数の国際比較で世界ランキング
16 位（2014 年時点では 22 位）、アジアで 5 位（同
7 位）に浮上した（図表 20）。「明日の日本を支え
る観光ビジョン」で掲げられた「2020 年に 4,000
万人、2030 年に 6,000 万人」は達成できるのだろ
うか。

その前に、4,000 万人、6,000 万人とはどのよう
な数字なのか。

10    2016 年 9 月時点で対応が進んでいるのがセブン銀行とゆうちょ銀行。3 メガバンクでも 2020 年の目標を 2018 年に前倒しして、
全 ATM 設置拠点の半数での対応を目指している。

対象国 内容
中国 ・数次ビザにかかわる商用目的・文化人・知識人の対象拡大

・		有効期間の最長10年への延長および一定範囲の大学の学生
等に対するビザ申請手続きの簡素化

ロシア ・数次ビザにかかわる商用目的・文化人・知識人の対象拡大
・数次ビザにかかわる有効期間の最長5年への延長等

インド ・一定範囲の大学の学生等に対するビザ申請手続きの簡素化

図表 19　ビザ発給要件緩和の取り組み

（注）中国向けは今夏、ロシア・インド向けは早期実現を目指す
出所：「観光ビジョン実現プログラム2016」観光立国推進閣僚会議
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図表 20　外国人旅行者受入数の国際比較（2015 年）

出所：UNWTO「UNWTO　Tourism	Hilights	2016	Edition」から作成
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2015 年時点で 4,000 万人はトルコ（前年比 0.8%
減の 3,948 万人）、6,000 万人はスペイン（同 5.0％
増の 6,822 万人）のレベルである。トルコ、スペ
インともにかつての覇権国家であり、日本とは別
次元の観光資源を持っている。いずれも陸路で入
国可能だ。

アジアという伸び盛りの市場に身を置き、テロ
の危険性も（今のところ）低い日本は、供給制約
を改善すれば、トルコのレベルに迫ることはある
かもしれない。だが、スペインに追いつくのは相
当に困難と言わざるを得ない。

WEF（世界経済フォーラム）の「旅行・観光競
争力レポート 2015」11 で 1 位のスペインは、バ
ルセロナ（サグラダファミリア）、マドリード（プ
ラド美術館、王宮）、トレド（旧市街）、グラナダ

（アルハンブラ宮殿）、コルドバ（メスキータ）、コ
スタデルソルなどが点在し、観光客はそこかしこ
を回遊していく。約 300 キロメートルにわたる海
岸沿いに欧州有数のリゾート地が点在するコスタ
デルソルだけで、年間約 2,000 万人の観光客を集
める 12。このレベルに達するには、多様なキラー
観光地＋長期滞在が望めるリゾート地が必要なの
である。

同レポートでは、日本は 9 位 13。顧客対応、テ
ロの発生度の低さ、鉄道の質等で 1 位だった一
方、人口当たり VISA カードが使える ATM 数、
商用客の延泊可能性等で劣後している。

商用客の延泊可能性とは、商用でやってきた人
が、仕事をすませた後に観光して帰るか否かであ
る。現時点では、仕事が終わるとさっさと帰る人

が多い。日本は観光立国を推進して 10 年あまり
ということもあり、まだ観光地としての認知度が
十分でない。

とは言うものの、訪日観光は少子高齢化、先行
き不安で元気のない日本で、成長が望める数少な
い明るい分野である。爆買いは終わったかもしれ
ないが、供給制約の問題を一つ一つ解消すれば、
これからも日本を訪れる人は増えるだろう。

ただ、「数」を追うだけは安上がりでそれなりの
観光地に終わってしまう。世界レベルの観光立国
を目指すのであれば、宿泊料金や観光施設入場料
が多少上がっても、日本に行ってよかったと思う

「訪日体験の質」も向上させなければならない。そ
の先に観光先進国の道が開けると考える。
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5）  「UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition」World 

Tourism Organization（2016）

6）  「The Travel & Tourism Competitiveness Report 

2015」World Economic Forum（2015）

11    このレポートは、2 年に 1 度発表される。
12    コスタデルソルの集客力の背景には、富裕層向けビーチ・マルベーリャから学生などバックパッカーでも楽しめるビーチまで各

種揃っていることがある。北欧、英国、ドイツなどの人にとっては、バカンスを南欧で過ごし、泳いだり日光浴したりするのが
大きな楽しみである。物価がさほど高くないこと、外国人旅行者の受入態勢が整っていること、困っている人を見かけると声を
かけるスペイン人の親切さも、リピーターをうむ強みである。

13    2009 年 25 位、2011 年 22 位、2013 年 14 位と調査のたびに順位を上げている。

業界展望




