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震災乗り越え観光立国目指す日本
—旅行熱高まるアジアの観光客を取り込めるか—

Point
❶  従来、日本では観光は「遊び」のイメージが強く、主要産業として認識されることはなかったが、

旅行消費による生産波及効果と雇用誘発効果は意外に大きい。
❷  生産年齢（15 〜 64 歳）の急減により、他の多くの分野で内需縮小が予想される一方で、観光産

業は訪日旅行者、中でも中国人旅行者というアジアの成長力の取り込みで伸びが期待される数少な
い成長分野でもある。

❸  2003 年の小泉政権下の「観光立国宣言」以降、日本は観光振興に力を入れ、一定の成果を挙げ
てきた。そこに冷や水を浴びせたのが東日本大震災と福島第一原子力発電所事故である。

❹  震災被害に加え、目に見えない放射能への恐怖もあり、訪日外客数は大きく落ち込んだ。だが、時
間の経過とともに震災に関する正確な情報発信がなされるようになったこと、中国人個人観光ビザ
発給要件緩和等により、訪日外客数に回復の兆しが見られる。

❺  所得と自由時間の増加、交通機関の発達と低料金化等により、世界的に海外旅行の動きが活発化し
ているが、日本にとって最も有望なのは中国人旅行者だろう。一段の訪日を促すには、「安心・安全」
のメッセージを伝え続けるとともに、中国語表記を増やすなど、観光しやすい環境を整える必要が
ある。
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はじめに
従来、日本では観光は「遊び」のイメージが強く、

主要産業として認識されることはなかった。メー
カー系シンクタンク機関誌である弊誌で観光を取
り上げることを奇異に思われる読者もおられるか
もしれないが、旅行消費による生産波及効果と雇
用誘発効果は大きく、旅行消費の増大は、ものづ
くり分野にもプラスの影響を及ぼす。

生産年齢（15 〜 64 歳）の急減により、他の多
くの分野で内需縮小が予想される一方で、観光産
業が訪日旅行者、中でも中国人旅行者というアジ
アの成長力の取り込みで伸びが期待される数少な
い成長分野であることも、ここで取り上げる理由
である。

2003 年の小泉政権下の「観光立国宣言」以降、
日本は観光振興に力を入れ、一定の成果を挙げて
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きた。そこに冷や水を浴びせたのが東日本大震災
と福島第一原子力発電所事故である。日本は大震
災を乗り越え、観光立国への道を歩むことができ
るのだろうか。

1．訪日外国人客数に回復の兆し
東日本大震災後、旅行需要 1 は地震と津波によ

る甚大な被害、放射能汚染に対する恐怖、計画停
電による混乱、自粛ムードの高まり等により、大
きく落ち込んだ。旅行需要の中でも最も落ち込み
が厳しかったのが外国人の訪日旅行だが、ここへ
きて回復の兆しを見せている（図表 1）。2012 年 2
月の訪日旅行者数の減少幅は再び拡大しているが、
これは中国や台湾の春節（旧正月）休暇が、2011
年の 2 月から 2012 年には 1 月にずれたことが大
きく、一時的要因の側面が大きい。

震災後、海外では津波に襲われる東北沿岸部や
無残な姿をさらす福島第一原子力発電所といった
衝撃的映像がテレビで繰り返し放映されたうえに、

「日本全体が放射能に汚染されている」といった
誤った情報も流れた。震災被害に加え、目に見え
ない放射能への恐怖もあり、訪日外客数は 2011
年 4 月には前年同月比 62.5％減という過去最大の
マイナスを記録した。

平和産業である観光では、「安心・安全」が大前
提である。観光振興の旗振り役である観光庁は、

震災後、外国人旅行者向けの災害情報コーナーを
日本政府観光局のホームページに開設、交通情報
や放射線測定結果等を英語、中国語、韓国語で伝
えるとともに、観光庁長官によるトップセール 
ス 2 を行った。時間がたつにつれ、海外でも正確
な情報が伝達されるようになったこと、中国人に
対する個人観光ビザ発給要件緩和等もあり、訪日
外客数は回復傾向をたどっている。

2．なぜ今観光なのか
（1）経済効果の大きい観光産業に高まる期待

ただの遊びと思われがちな観光だが、旅行消費
の経済効果は意外に大きい。旅行消費は旅行準備
から始まり、交通費、宿泊費、飲食費、観光施設
への入場料、土産・買い物と広範に及ぶ。2009 年
度に日本で支払われた旅行消費額は 25.5 兆円、観
光産業の生み出した付加価値は 12.3 兆円、付加価
値のわが国経済への波及効果は 27.1 兆円、雇用誘
発効果が 462 万人に上ったとの試算もある。

このように、経済効果の高い観光産業だが問題
もある。日本の旅行消費が「日本人の旅行」頼み
だということである。旅行消費は「日本人の宿泊
旅行・日帰り旅行・海外旅行の準備」と「訪日外
国人旅行」に大別できるが、2009 年時点で訪日外
国人による消費は 5％弱にすぎない（図表 2）。

日本人の旅行需要は景気低迷、若者の旅行離れ

1  旅行需要は日本人の国内宿泊旅行と日帰り旅行、日本人の海外旅行と海外旅行の準備分、訪日外国人旅行で構成される。
2   2011 年 4 月、観光庁長官が中国と韓国を訪問。中国国家旅游局局長、韓国文化体育文化部長官と会談し、日本の放射線測定量等

のデータを伝え、日本への観光再開を要請した。

図表 1　 訪日外国人客数伸び率推移（前年同月比）
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出所：JNTO

図表 2　市場別に見る 2009 年度の旅行消費額

宿泊旅行
17.4兆円
（68.0％）

日帰り旅行
5.5兆円
（21.5%）

海外旅行の準備
1.5兆円
（5.8％）

訪日外国人旅行
1.2兆円
（4.6％）

出所：国土交通省観光庁
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などにより、2000 年代以降頭打ちとなっている。
今後、生産年齢人口が急減すれば、需要減少に拍
車が掛かることは間違いない。

観光先進国とされるオーストリア、スペイン等
では、観光 GDP 比率も旅行消費に占める外国人
の比率も日本よりはるかに高い（図表 3、4）。日
本が観光立国を目指すなら、日本人の旅行需要減
少を最小限に食い止めるとともに、訪日外国人を
増やす必要がある。

（2）	グローバル化・所得水準向上で増加する	
交流人口

世界の海外旅行者数は人口を上回るペースで増
加している。1950 年には 2,530 万人にすぎなかっ
た国際観光客到着数は、2011 年には 9 億 8,000 万
人に達した。2030 年には 18 億人にまで増加する
予想である。

世界的な海外旅行者増加の背景には、①所得増
加、②自由時間増加、③交通機関の発達と低料金
化、④ビザ発給要件等の規制緩和、⑤世界経済の
グローバル化がある。衣食住が足り余暇時間が増
えると、人は旅に出たくなる。出国者数世界一の
国が、高所得者が多く労働時間が短いドイツなの
は、決して偶然ではない。また、格安航空会社の
台頭や、交通機関の競争激化による料金低廉化は、
これまで海外旅行に縁のなかった層にまで市場を
拡大させている。

だが、これまでのところ、日本は増大する海外
旅行者をうまく取り込めてきたとは言い難い。外
国人旅行者受け入れ数で見ると、2010 年の日本の
受け入れ数は世界第 30 位の 861 万人と、観光大
国のフランス（第 1 位、7,680 万人）は言うに及
ばず、同じくアジアの中国（同 3 位、5,567 万人）、
マレーシア（同 9 位、2,458 万人）にも大きく水

図表 3　観光 GDP 比率の国際比較
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図表 4　旅行消費額に占める外国人消費比率
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をあけられている（図表 5）。過去長らく観光を軽
視してきたこと、経済力が高く海外旅行に積極的
な欧米先進国から地理的に遠いことなどが背景に
あるが、アジアで 8 位という状況には改善の余地
がある。

（3）	ビジット・ジャパン・キャンペーンを	
皮切りに外国人旅行者誘致に注力

だが、訪日観光にも光明はある。出国率は経済
力と正の相関関係があるが、日本は近隣に経済成
長著しいアジア諸国（特に中国）が控えているた
めである。

観光への関心が薄かった日本政府も、観光の持
つ経済効果の大きさ、雇用創出力、地域経済活性
化効果に着目、2003 年の小泉政権下の「観光立国
宣言」以降、観光振興策を本格化させた。ビジッ
ト・ジャパン・キャンペーン（以下 VJC）等、さ
まざまな施策が打たれ、2008 年 10 月には観光立
国の推進体制強化を目指して「観光庁」が発足した。

2010 年 6 月に閣議決定された「新成長戦略 〜
「元気な日本」復活のシナリオ〜」では、観光立国・
地域活性化が七つの戦略分野の一つに選定され 3、

「訪日外国人 3,000 万人プログラム」で訪日外国人
旅行者を 2009 年の 679 万人から、将来は 3,000
万人に伸ばす目標を打ち出した。3,000 万人とい
う数字は、同じく島国であるイギリスへの旅行者
数が 3,000 万人前後であることを目標にしたもの
である。

経済力向上で海外旅行熱が高まる中国人へのビ
ザ発給要件緩和の効果もあり、尖閣諸島問題、円
高を乗り越え、訪日外国人数は 2010 年に過去最
高の 861 万人に達した。そこへ起きたのが東日本
大震災である。地震、津波被害のみならず、原発
事故による放射能汚染への恐怖もあり、2011 年の
訪日外国人旅行者は前年比 28％減の 622 万人に終
わった。

東日本大震災後の訪日観光の落ち込みを受け
て、観光庁では 3,000 万人プログラムの改訂作業
を行っている。3,000 万人を目指すという目標に
変わりはないものの、2020 年までに 2,500 万人に
至るまでのロードマップを見直す予定である。

3．訪日外国人客数3,000万人を目指して
東日本大震災直後は、原発事故もあり当面回復

の見込みは無いと思われた訪日観光だが、徐々に
客足が戻っている。

2011 年の訪日外国人旅行者を国・地域別に分け
て見ると、1 位韓国（166 万人。前年比 32％減）、
2 位中国（104 万人。同 26％減）、3 位台湾（99 万
人。同 22％減）である。中国が、2011 年 11 月に

図表 5　 外国人旅行者受入数の国際ランキング
（2010 年）
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出所：世界観光機関、各国政府観光局資料に基づき日本政府観光局作成

3   ちなみに、他の 6 つの戦略分野は「グリーン・イノベーション」「ライフ・イノベーション」「アジア」「科学・技術・情報通信」「雇
用・人材」「金融」である。
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は前年同月比プラスに転じているのに対して、韓
国は足元でも 2 ケタを超える減少と、国・地域に
より回復の度合いに濃淡がある（図表 6、7）。

（1）「安心・安全」をアピールするには
海外における震災直後の日本に関する報道は、

実態以上にセンセーショナルなものが多かった。
時がたつにつれ、正確な情報が伝わるようになっ
ているが、訪日観光の最大の顧客・韓国では、今
でも毎週のように福島第一原発事故関連の特集が
テレビで放映されているという。放射能汚染に対
する恐怖に円高が加わり、韓国人観光客の回復は
鈍い。

自然災害後の外国人観光客の落ち込みは、2004
年 12 月、スマトラ沖地震でプーケット島などが
大きな津波被害を受けたタイも経験している。津
波が押し寄せるプーケット島の映像は世界中で繰
り返し流され、タイ全体が被害を受けたような印
象を与えてしまった。観光が重要産業であるタイ
は、タイへの訪問者が多い国に観光誘致のプロ
モーションをかけるとともに、ビザ免除などの規
制緩和、空港の着陸料免除・値下げ、海外メディ
アや旅行会社関係者の招

しょうへい

聘などを行い、旅行需要
回復に努めた。それでも観光客数が元に戻るには
2 年近くかかっている。

日本の場合、まだ原発事故が収束していないこ
とから、需要回復にはタイよりはるかに努力と時
間を要すると思われる。安心・安全を打ち出すに
は正確な情報を流し、それを伝える努力をするし
かない。予算の関係で実現しなかったが、1 万人
の外国人を日本に無料で招待し、ブログや SNS
で情報発信してもらうという観光庁のアイデアは、
世界のネットユーザーの間で相当話題になった。

震災後、最初に日本に戻ってきたのは台湾人観
光客である。リピーターが多く、正確な情報を入
手しやすいこと、親日感情が強いことが背景にあ
るが、来日すると日本人は普通に暮らしており、
その様子がクチコミで伝わって次の訪日につなが
るという循環を生んでいる。

（2）中国人観光客の争奪戦が激化
来日に及び腰の韓国人観光客とは対照的に、

2011 年 11 月には訪日が前年同月比でプラスに転
じたのが中国人観光客である。

2010 年 9 月、尖閣諸島沖で中国の漁船と海上保
安庁巡視船の衝突事件が起きた。事件後の 2010
年 10 月から 12 月まで、中国人旅行者が前年比マ
イナスだったことから、2011 年 11 月から 2012 年
1 月にかけての中国人旅行者増加には反動増とい
う面もある。ただ、2011 年、日本政府が 2 度にわ

図表 6　訪日外国人の国・地域別シェア（2011 年）

韓国
26.7%

中国
16.8%

台湾
16.0%

米国
9.1%

香港
5.9%

豪州
2.6%

タイ
2.3%

その他
20.7%

（注）総数622万人
出所：JNTO

図表 7　国別訪日外国人客数伸び率推移（前年同月比）
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たり中国人へのビザ発給要件を緩和したことも大
きい（図表 8）。

中国人の海外観光旅行は、1983 年の香港・マカ
オへの親族訪問解禁に始まり、2000 年代に入って
訪問可能国・地域が拡大していった。高い経済成
長を背景に出国者数は右肩上がりで増加、2010 年
の出国者は前年比 20％増の 5,739 万人に達してい
る（図表 9）。2011 年上半期（1 〜 6 月）の中国人
の主要訪問先は香港・マカオ、韓国、台湾、タイ、
マレーシア、日本だが、東日本大震災と原発事故
の影響もあり、2011 年通年での日本の順位は上半
期より落ちている可能性が高い。

観光庁は、2011 年度は訪日旅行者拡大の可能性
が高いと考えられる 15 の国・地域（韓国、台湾、
中国、香港、タイ、シンガポール、米国、カナダ、
英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、イン
ド、ロシア、マレーシア）を重点市場として定め、
プロモーション展開しているが、中でも重視して

いるのが中国である。中国人旅行者は人数の拡大
が見込めるだけでなく、購買力の高さでも知られ
ている。

中国人が訪日に際して期待しているのは、①自
然・四季・田園風景、②ショッピング、③温泉、
④食事、⑤都市の景観・繁華街のにぎわいである。
中国人の団体観光客は、ゴールデンルートと呼ば
れる短期間で名所・旧跡を見てまわる弾丸ツアー
に参加することが多い（図表 10）。何度も土産物
屋に案内されたり、ことあるごとにオプション料
金を請求されたりする安かろう悪かろうツアーも
散見され、不評をかこっていたが、個人ツアーの
解禁や中国人旅行者の成熟、富裕層から中間上位
層へ、旅行者の裾野が広がるにつれ、旅行内容も
変化しつつある。

例えば、先進的な気風で高所得者が多く、比較
的早い時期から訪日旅行が活発だった上海や広東
省では、ゴールデンルートだけでなく九州、北海

図表 9　中国人出国者数推移
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出所：中国国家統計局「中国統計年鑑」、中華人民共和国国家旅游局

図表 8　中国人訪日観光ビザをめぐる動き
年月 変更内容 対象者・滞在期間など 所得要件

2000年9月 団体観光ビザ解禁 北京市、上海市、広東省限定 なし
2004年9月 団体観光ビザ

対象地域拡大
遼寧省、天津市、山東省、
江蘇省、浙江省に拡大

2005年7月 団体観光ビザ
対象地域拡大

中国全土

2009年7月 個人観光ビザ
発給開始

十分な経済力がある者と同行する家族 十分な経済力がある者

2010年7月 個人観光ビザ
要件緩和

本人が同行しなくても二親等以内の家族にビザ発給 一定の職業上の地位
及び経済力のある者

2011年7月 個人マルチ観光ビザ
発給開始

ビザの有効期限は3年間で、ビザ保有者はこの間に何度でも
日本を訪問可能。一回の訪問につき最長90日まで日本に滞在可能
（従来の個人観光ビザは15日）
第一回目の日本訪問先は沖縄で、最低一泊することが条件

一定の職業上の地位
及び経済力のある者

2011年9月 個人観光ビザ
要件緩和

滞在期間を15日間から30日間に延長 一定の職業上の地位
という要件を撤廃

出所：外務省、観光庁

図表 10　中国人ゴールデンルート訪日ツアーの一例
訪問地 日程 宿泊

1日目 北京→成田 東京

2日目 東京
皇居外苑→免税店　午後はオプショナル
①ディズニーランド　②お台場でお買い物
③東京湾クルーズのいずれかを選択

東京

3日目 東京・横浜 浅草寺→新宿→山下公園→みなとみらい
21→温泉 不明

4日目 箱根 箱根　午後は富士登山のオプションも 名古屋
5日目 京都・大阪 金閣寺→大阪城公園→心斎橋 大阪
6日目 大阪→成田→北京
出所：財団法人自治体国際化協会「地方都市への中国人訪日旅行客の誘致」

業界展望
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　　　　　　	エリート中国人が見た日本	
—それでもやはり日本はいい！—

2011 年 12 月、北京で中国人会計士夫妻と会食
した。豪華マンションに住み、会員制の高級レス
トランに出入りし、年に何度も海外旅行するいわ
ゆる富裕層である。

東日本大震災と原発事故の話題になり、「日本に
は行きたくないでしょう」と話を向けると、「とん
でもない。また行きたい。日本はいい」との答え
が返ってきた。

確かに地震と放射能は怖い。でも、北京の生活
も油断ならない。大体、中国は食べ物が危ない。
会計士（奥さんの方）が北京でも指折りの高級ホ
テルのレストランでラッキョウを食べたところ、
飲み込んだ瞬間胃が焼け付くように痛んだ。コッ
クを呼び出し、厨

ちゅうぼう

房でラッキョウの缶詰を確認し

たところ、なんと、白く見せるために塩素系漂白
剤に漬かっていた。コックはずっとこのメーカー
から仕入れていたと弁明したが、この類いの小事
件は枚挙にいとまがない。

その点日本はいい。なんでも安心して食べられ
る。危ない危ないと言うけれど、あなたは日本に
住んでいるではないか。私の友人の間では、富士
山が見える住宅を買うことがはやっている。住宅
と言ってもただの家ではない。つぶれたペンショ
ンを買って改装し、別荘兼接待用の日本のセカン
ドハウスにするのである…。

富裕層には国籍を問わずチャレンジングな人が
多い。この会計士夫妻が日本に留学経験があると
いうのも影響しているのだろうが、ペンションを
別宅にするというのには恐れ入った。チャイナ・
パワーは健在である。

コラム

道、沖縄などへのツアーも支持を集め始めてい
る。上海や広東省の大手旅行会社が手がける日本
ツアーでは、食事・買い物 4・治安・サービス・
日本人の親切さに対する評価が高く、東南アジア
や韓国、香港ツアーに比べてクレームは少ないと
のことである。不満は交通機関や観光地で中国語
表記が少ないことだった。

だが、中国人観光客誘致に力を入れているのは
日本だけではない。中国人の近場の海外旅行先と

しての競合は台湾と韓国である。台湾は同じ華人
圏としての気安さがあり、韓国は個人旅行ビザ発
給要件を大幅に緩和している。
「安心・安全」のメッセージを正しく伝えないこ

とには、潜在的な訪日旅行者を競合国に奪われな
いとも限らない。訪日外国人客数 3,000 万人を目
指すには、正確な情報発信とともに、規制緩和、
出入国管理 5 の改善、ATM やクレジットカード使
用可能な施設を増やすことも必要だろう。

4   偽物を売りつけられる心配がほとんどないことに加え、買い物に際して価格交渉をする必要がないこと、販売員の接客態度のよ
さを評価する人が多い。

5   日本に入国する外国人は、基本的に指紋読み取り、顔写真撮影が必要である。犯罪者扱いされているようで不愉快だとの声も聞
かれる。

震災乗り越え観光立国目指す日本




