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はじめに
生産年齢人口（15 ～ 64 歳）の急減が予想され

る中、日本は多くの分野で需要が減少すると見ら
れる。その一方で、中国をはじめとする新興国で
は経済力向上に伴い自動車、家電製品、小売等、
さまざまな領域で市場が拡大している。

市場規模・所得水準の両面で世界屈指の優良市
場だった日本の需要縮小、新興国市場の拡大とい
う状況に、日本企業はどう対応しようとしている
のだろうか。

弊誌・業界展望コーナーでは、「内需縮小を乗り
越える」シリーズ（不定期）として観光、電機、
コンビニを事例に各業界の対応を見ていきたい。
今回取り上げるのは、アジア、とりわけ中国旅行
者という外需取り込みによって成長を図る観光分
野である。

1．足元の旅行需要は回復傾向
2008 年の燃油サーチャージ高騰、2009 年の世

界的不況や新型インフルエンザ感染拡大で低迷し
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❶    生産年齢人口（15 〜 64 歳）の急減が予想される中、日本は多くの分野で需要が減少すると見ら

れる。日本の需要縮小、新興国市場の拡大という状況に、日本企業はどう対応しようとしているの
だろうか。ここでは、アジア、とりわけ中国旅行者という外需取り込みで成長を図る観光分野を事
例に、内需縮小への対応を見ていく。

❷    足元の旅行需要は回復傾向にあるが、日本人の国内旅行、海外旅行は中長期的に減少すると見ら
れる。日本人の旅行需要減少を補い、観光による経済活性化を図るには、訪日外国人旅行者を増
やすのが有効である。

❸    内需縮小という現実を前に、政府は観光重視の姿勢を強めている。2010 年の訪日外国人旅行者
数は過去最高を更新したが、外国人旅行者受入数でみると、2009 年の日本の受入数は世界第
33 位にとどまり、「観光立国」とは言いがたい。

❹    2010 年時点で、訪日外国人旅行者数は多い順に韓国、中国、台湾、米国、香港。伸び代が大き
いのは人口規模が大きく、経済成長著しい中国である。

❺    旅行熱の高まるアジアからの旅行者を増やすには、観光地の整備などハード面充実のほかに、外
国人を敬遠しがちな宿泊施設の意識改革など、ソフト面の変化も必要だろう。
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ていた旅行需要は、2010 年に入り回復基調をた
どった（図表 1）。不振を極めた 2009 年の反動増、
景気回復によるものだが、円高の追い風をうけた
海外旅行、アジアからの旅行者が増加した訪日外
国人旅行が好調だった。

旅行需要は 2011 年も堅調に推移すると見られ
る。国内旅行には 3 連休の増加、新幹線の延伸、
海外旅行には円高、羽田空港の国際化による航空座
席増加がプラスに作用するためである。訪日外国人
旅行も、円高がマイナス要因になるものの、中国等
近隣諸国の経済力向上で拡大が続くと予想される。

2．中長期的に「日本人」の旅行需要は縮小
このように足元では回復傾向にある旅行需要だ

が、「日本人」の旅行需要は中長期的に減少すると
見られる。

旅行需要は「国内旅行」「海外旅行」「訪日外国
人旅行」の 3 つに分けられる。このうち、国内旅
行と海外旅行が「日本人」の旅行需要だが、「景気
低迷」「若者の旅行離れ」等により、2000 年代に
入り頭打ち・あるいは減少傾向にある（図表 2）。
生産年齢人口（15 ～ 64 歳）の急減が「日本人」
の旅行需要縮小を加速させるのは間違いない。

図表 1　主要旅行業者の旅行取扱額（前年比伸び率）の推移
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（注）主要旅行業者 61 社の取扱額（合計）前年同月比伸び率推移
出所：国土交通省観光庁

図表 2　訪日外国人旅行者数、海外旅行者数、国内宿泊旅行者数の推移
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（注）2010 年に関しては国内宿泊旅行者数のみ 2010 年ではなく 2009 年の数字。
国内宿泊旅行者数は日本交通公社（2000 年まで）、ツーリズム・マーケティング研究所

（2005 年以降）の推計値。
出所：法務省、JNTO、日本交通公社、ツーリズム・マーケティング研究所
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図表 3 のように、現時点で日本における旅行消
費額の大半は日本人の国内旅行と海外旅行（国内
分）1 で占められており、訪日外国人旅行の比率
はわずかである。だが、今後予想される日本人の
旅行需要減少を補い、観光による経済活性化を図
るには、訪日外国人旅行者を増やすほかない。

3．訪日旅行への関心高まる
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、近
年、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への注目が高まっている。
2003 年の小泉政権下の「観光立国宣言」以降、ビ
ジット・ジャパン・キャンペーン（以下 VJC）等、
様々な施策が打たれ、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。

内需縮小という現実を前に、政府は観光重視の
姿勢を一段と強めている。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 7 つの
戦略分野の 1 つに選定され 2、「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
を打ち出している（図表 4）。3,000 万人という数
字は、日本と同じ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。

4．2010年の訪日旅行客は過去最高を更新
円高、尖閣諸島問題をめぐる日中関係の悪化と

いう逆風が吹いたにも関わらず、2010 年の訪日外
国人旅行者数は過去最高を更新した（図表 2）。
VJC を中心とする観光キャンペーン展開により日
本への関心が高まったこと、近隣諸国の経済力向
上、中国人旅行者へのビザ発行要件緩和等による。

だが、日本はまだ観光立国とは言いがたい。外
国人旅行者受入数でみると、2009 年の日本の受入
数は世界第 33 位と、2008 年の同 28 位からさらに

図表 4　訪日外国人 3,000 万人へのロードマップ
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（注）2013 年以降は観光庁の目標値。
出所：観光庁「観光立国の実現に向けた取り組み」

図表 3　市場別に見る 2009 年度の旅行消費額
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日帰り旅行
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海外旅行（国内分）
1.2 兆円
（5.6％）

訪日外国人旅行
1.2 兆円
（5.5％）

（注）観光庁推計値。総額 22.1 兆円。
出所： 観光庁「平成 21 年度 我が国における旅行消費の経

済波及効果（暫定値）について」

1   海外旅行（国内分）には、旅行に備えて購入したもの（ガイドブック、衣料、日焼け止め等日用品）に加え、空港までの交通費、
帰国してからの写真現像代などがカウントされる。

2   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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順位を落としている（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、最近海外旅行先としてブレイクした
ばかりのクロアチア、治安が悪いうえにアフリカ南
端に位置する南アにも負けているのは問題だろう。

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。
UNWTO によれば、国際観光到着客数は新興国の
経済発展、移動の容易化などにより 2009 年の 8.8
億人から 2020 年には 15.6 億人に増加すると見ら

れる。中でも高い伸び率が期待されるのが、東ア
ジア・太平洋地域である（図表 6）。

海外旅行は地理的要因も大きい。当然、陸続き
の近い国が行きやすいわけだが、島国の日本も羽
田空港国際化等による航空座席増、格安航空会社

（LCC）の台頭、福岡～釜山を行きかうビートル
号等、船による移動普及 3 などでアクセス向上が
期待される。

現時点で、訪日外国人旅行者数は多い順に韓
国、中国、台湾、米国、香港と東アジア諸国が中
心である（図表 7）。観光庁の調査によると、台湾、
香港は 7 割強が来日 2 回目以上のリピーターであ

3   2010 年には、中国から九州へのクルーズ旅行需要も飛躍的に伸びた。JNTO によると、中国人クルーズ客数は前年比で数万人伸
びた模様。上海または天津発着で、九州（福岡、鹿児島、長崎のいずれか）と韓国（釜山、済州島のいずれか）に寄港するケー
スが多い。

図表 6　 国際観光到着客数の年平均伸び率予測
（2010 ～ 2020 年）
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出所：UNWTO「Tourist 2020 Vision」

図表 7　訪日外国人の国・地域別シェア（2010 年）
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出所：JNTO

図表 5　 外国人旅行者受入数の国際ランキング
（2009 年）
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出所：世界観光機関資料に基づき国際観光振興機構作成
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り、米国、韓国は個人旅行が多い（図表 8、9）。
中国人旅行客は 7 割弱が初来日で、8 割がツアー
を利用、他の東アジア諸国からの旅行者に比べ旅
行中の支出が多いことが特徴である（図表 10）。
ビートル号などに乗り、気楽にやってくる韓国人、
海外旅行初心者でショッピングにも意欲を燃やす
中国人という姿が見えてくる。

図表 10 で米国人の旅行支出額が大きいのは、
滞在日数が長いためである。韓国、台湾、香港か
らの旅行者の 7 ～ 8 割、中国からの旅行者の約 6
割が 6 日以下の滞在であるのに対して、米国人は

約 7 割が 1 週間以上滞在している。中国人旅行者
は、滞在日数が短い割に消費額が大きい。

5．大幅増加が期待される中国人旅行客
訪日外国人旅行者数の推移をみると、韓国の首

位は揺るがないものの、近年、中国の伸びが著し
い（図表 11）。

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、2009 年

図表 10　 訪日上位 5 カ国・地域の 
1 人当たり旅行支出額
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（注）旅行前支出はパッケージツアー・往復航空運賃支出
出所： 観光庁「訪日外国人消費動向調査 平成 22 年 7 〜 9 月期

結果」

図表 11　 上位 5 カ国・地域からの 
外国人旅行者数推移

0

50

100

150

200

250

300
（万人）

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10（年）

韓国

台湾

中国

香港
アメリカ

出所：JNTO

図表 8　国籍別に見た来訪回数の比率
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出所： 観光庁「訪日外国人消費動向調査 平成 22 年 7 〜 9 月期
結果」

図表 9　団体ツアー参加状況
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出所： 観光庁「訪日外国人消費動向調査 平成 22 年 7 〜 9 月期

結果」
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の出国者は 4,766 万人に達している（図表 12）。
中国人の主要訪問先は香港・マカオ、日本、韓国、
ベトナム、台湾、米国である。

訪日中国人は尖閣諸島問題等による日中関係の
悪化で足元減少傾向にあるが 4、中長期的に堅調
に増加していくと見られる。経済力向上により海
外旅行熱が一段と高まると見られるうえに、日本
側も中国人のビザ取得要件緩和等により受入れに
積極姿勢を見せているためである（図表 13）。中
国人向け観光ビザ発行要件はこれまで数次にわた
り緩和されているが、大量の行方不明者発生、旅
行者による犯罪増加などの問題は起きていない。

①	恩恵を受ける小売業界。	
旅行会社は需要を十分取り込めず
中国人旅行者の特徴は、団体・初来日が多く、

ショッピングには積極的だが 5、ホテル・食事に
はあまりお金をかけないことである。中国の法律
の制約上、日本の旅行会社が中国人の訪日旅行を
企画・販売できないこと、日本国内での宿泊施設
や食事の手配も、華僑系ランドオペレーターと呼
ばれる旅行会社のシェアが大きいことも特徴であ
る。華僑系が主流を占めているのは、中国本土の
旅行会社とコネクションがある上、宿泊施設やレ
ストランの低価格調達を得意とするためである。

中国人団体旅行者は、中国の旅行会社が企画・
販売するツアーに参加することになる。初来日の
旅行者が多いことから売れ筋となっているのが、
ゴールデン周遊と言われる「関空―大阪―京都―
箱根―東京―成田」ツアーである。

こうした弾丸ツアーにはマイナス面もある。航
空座席不足による航空運賃の値上がりや円高によ
り、2010 年の訪日ツアー価格は上昇傾向をたどっ
たが、中国の旅行会社間の競争は厳しいため、ツ
アー価格に十分転嫁するのは難しい面もある。値
ごろなツアーと思ったら東京湾クルーズや食事は
オプショナルでしかも高かった、割高な中国系免

4   中国人の日本旅行は、企業主催のインセンティブ旅行が少なくないので、当局ににらまれるのが怖くて自粛している面もある。
反日感情は日本で報道されているほど強くなく、お互い過剰反応との指摘もある。

5   中国人旅行者がショッピングに熱心なのは、海外旅行黎明期ということもあり、親戚・知人等から買い物を頼まれるケースが多
いためでもある。団体ツアーで自由時間が少ないことも短時間での「爆買い」につながっている。

図表 12　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
旅友局

図表 13　中国人訪日観光ビザをめぐる動き

（注）中国人の訪日ビザ発給は、直接公館に出向くのではなく、中国側旅行社を経由して申請する必要がある
出所：外務省、観光庁

対象者 所得要件 失踪防止策 取扱公館 中国側旅行社
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 日本側・中国側旅行会社に
課されるペナルティ（一定
期間の取扱停止等）を強化

北京、上海、広州 48 社

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

重慶、瀋陽、青島、
大連にも拡大

280 社

「観光立国」目指す日本、高成長見込まれるアジアの旅行者を取り込むには
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税店に連れて行かれた、などの苦情も寄せられて
いる。日本の旅行会社が企画したわけではないの
で日本の問題ではない、最初から「安かろう悪か
ろう」で納得している客も少なくないとの見方も
できるが、日本への印象を悪化させて帰国されて
はお互い不幸である。国籍別パックツアー利用者
の満足度を見ても、中国人の「大満足」「満足」は
他国に比べてやや少ない（図表 14）。日本の旅行
会社が中国発の旅行を手がけられるようになれば、
高品質なツアーを提供することも可能になるため、
早期の規制緩和が待たれるところである 6。

宿泊施設やバス等交通機関、レストランも厳し
い価格要求を受けており、潤っているとは言いが
たい 7。現時点で、中国人旅行客増加の恩恵を存
分にこうむっているのは、百貨店・家電量販店等
小売業界、中国人向けに製品が売れた一部メー
カーであり、旅行会社、宿泊施設等観光産業の中
核は、需要を十分に取り込めていないか、薄利多
売で終わっている。

②中国人旅行者「成熟」に向けて
ただ、中国人が旅行者として成熟するにつれ、

状況は変化すると見られる。今の中国人は海外旅
行初心者が多く、安く多くの観光地をめぐること、
ブランド物を買い漁ることに意義を見出している
かもしれないが、旅行は回数を重ねるごとに興味
の対象が分散し、「高くてもいいもの」を志向する
動きも出てくる。日本の旅行会社に訪日旅行の企
画・販売が解禁された際は、価格競争に巻き込ま
れないためにも、旅行者のニーズを見極め、品質
重視のツアーを企画する必要があるだろう。

中国では富裕層も増加しているが、日本が旅行
先としてこの層を取り込めているかどうかは疑問
である。富裕層は優先的な入国審査など特別扱い
を好むが、飛びぬけたお金持ちが少なく、良くも

悪くも「平等」な日本は一般的に富裕層の扱いに
慣れていない。中間層の取り込みももちろん重要
だが、多額のお金を落とす富裕層の取り込みも図
る価値はある。

6．旅行熱高まるアジア
有望市場は中国だけではない。人口比で見ると

伸び代が少ないように見える韓国、台湾、香港の
3 カ国は 7 ～ 8 月に訪日する傾向が強いことから、
冬のスキーなど、他の季節の来訪を促せば更なる
増加が期待できる。

韓国人旅行客は、リーマンショック後の 09 年
は大きく落ち込んだものの、その後の景気回復に
より、円高をしのぎ最大の顧客となっている。地
理的に近く旅行費用が安いこと、温泉、ゴルフ、
スキーなど韓国にない、あるいは日本の方が割安
な体験ができることが大きい。リピーターだけで
なく新規も多く、今後も訪日上位国の地位を保つ
と思われる。台湾、香港も同様の理由から一段の
伸びが期待される。

また、これ以外にも、経済発展著しいタイ、マ

6   中国における日本の旅行会社の「中国人の訪日旅行」業務規制は、2010 年内にも解禁されるとの見方もあったが、棚上げ状態に
なっている。

7   宿泊施設の場合、団体参加が多い中国人旅行者向けは、同じ規格の部屋を大量に用意しなければならないので、低価格ビジネス
ホテルの利用が多い。

図表 14　パックツアー利用者の満足度

0 20 40 60 80 100

全体

韓国

中国

台湾

欧米

香港

大満足 満足 やや満足 普通 やや不満～大変不満

出所： 観光庁「訪日外国人消費動向調査 平成 22 年 7 〜 9 月期
結果」
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レーシア、インドネシア、インド等のアジア諸国
も、訪日観光の有望市場として期待される。

7．	高成長見込まれるアジアの旅行者を	
取り込むには

だが、増加する旅行客を狙っているのは日本だ
けではない。隣に中国という大市場が存在するの
は大きなプラス要因だが、「観光立国」を目指すに
は、観光地の魅力向上、受け入れ態勢整備も必要
となるだろう。

近年、国内外を問わず人気を集めているのは、
「街歩き」の楽しい観光地である。欧州の有名観光
地、例えばパリは街全体が観光地であり、歩道も
よく整備されているので、そぞろ歩くだけで楽し
い。対して、日本は有名観光地であっても、一見
の価値があるのは有名寺院だけで周りには無秩序
に民家が乱立、歩道も狭くて歩きにくいといった
ところが少なくない 8。観光地としての魅力を増
すためには、観光スポット同士で連携し、移動し
やすいように歩道を整備するなど、「点」から「面」
への展開が重要となるだろう 9。

宿泊施設等の受け入れ態勢整備も急ぐ必要があ
る。主要観光地や繁華街、交通機関では英語、ハ
ングル、中国語の表記が増え、観光客が多い銀座
の百貨店・専門店では銀聯カード 10 導入、外国語

対応スタッフ拡充など外国人取り込みに前向きの
姿勢を見せているが 11、外国人受け入れにまだ消
極的な関係者も少なくない。総務省「訪日外国人
旅行者の受け入れに関する意識調査（平成 20 年）」
によると、宿泊施設のおよそ 4 割が外国人を受け
入れておらず、そのうち約 7 割は今後も宿泊して
ほしくないとしている。受け入れに積極的な宿泊
施設もあるが、日本人に来てもらえばそれでいい
とする施設もまだ存在する。訪日観光客が 1,000
万人レベルなら現状維持で何とかなるだろうが、
3,000 万人を目指すのなら業界の意識改革が必要
である。

国レベルの観光客争奪戦で日本がやや劣勢にた
たされているのも気がかりである。観光重視を謳
いながら、2011 年度の観光庁・訪日旅行促進事業

（ビジット・ジャパン事業）の予算は、事業仕分け
の対象となり減額された 12。政府観光局の予算・
人員も、他のアジア諸国に比べ低水準にとどまっ
ている（図表 15）。特に韓国は、国を挙げて中国
人観光客の誘致を図っており、日本のライバルと
なっている 13。

日本の魅力は温泉、日本食、ショッピング、自
然景観や歴史的建造物、スキー、ゴルフなど多彩
である。日本にいると気づかないが、治安やサー
ビスの良さは世界最高水準であり、時間通りに到

8  こうした混沌を好む人もいるので、一概に悪いとは言えないのだが。
9  日本人旅行者が中心だが、埼玉・川越のように街全体で景観の見直しを図り、観光客の大幅増加につなげた観光地もある。
10   デビットカードの一種である銀聯カードは、クレジットカードがあまり普及していない中国で最もよく使われるカードであり、

発行枚数は約 24 億枚（2010 年 9 月時点）にのぼる。
11   百貨店の中国人観光客受け入れ事例としては、三越銀座店のお買い物相談係新設、髙島屋の通訳・買い物付き添い無料サービ

ス等がある。
12  2011 年度の同事業の予算額は前年度比 30％減の 61 億円。
13   韓国は韓国観光公社が免税店を経営し、その利益を観光プロモーション等にまわしている。済州島限定で中国人観光客のビザ

取得を免除するなど、臨機応変な対応で取り込みを図っている。

図表 15　各国政府観光局の予算・人員比較（2009 年度）

（注）日本は、政府観光局とは別に国際観光関係予算 33億円が計上された
出所：観光庁等の資料をもとに作成

台湾観光協会 日本政府観光局 シンガポール政府観光局 韓国観光公社 タイ国政府観光庁 香港政府観光局 マレーシア政府観光局
総職員数 606 138 500 613 918 325 約 1,000
海外事務所数 11 13 22 27 22 20 45
予算（億円） 279 20 135 93 113 57 130

「観光立国」目指す日本、高成長見込まれるアジアの旅行者を取り込むには
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　　　　　　	圧巻！地の果てまで押し寄せる	
チャイナ・パワー

ノルウェー・ソグネフィヨルド。地の果ての絶
景。確かにそうだった。「彼ら」が現れるまでは。

2010 年夏、北欧 4 カ国旅行に出かけた。ハイラ
イトはノルウェー・ソグネフィヨルドである。

フィヨルド観光はクルーズ船に乗って行う。出
発前、港はただならぬ空気に包まれた。乗船間際
になって百人はいようかという中国人がバスで到
着、整列していた欧米人、日本人、韓国人旅行客
を押しのけて船内になだれ込んだのである。荷物
を放り投げて船室を確保する中国人、多勢に無勢、
あまりにスピーディーな展開に他の旅行客は雨の
中デッキにたたずむしかなかった。

中国人旅行者は 10 分ほどデッキに出て写真を
大量に撮ると、船内に引き返し、持ち込んだ飲み
物・食べ物で大宴会を始めた。この光景にノル
ウェー人船員が憤慨、「何とかしろ」と文句を言っ
たが、文句を言われたのは中国人ではなく、中国

人に間違われた日本人添乗員だった。
たぶん、彼らに悪気はないのだろう。一昔前の

日本人旅行者も似たり寄ったりだったに違いな
い。ただ、人数が多いだけに、とにかく驚かされ
るのである。

2009 年に訪れたパリのルイ・ヴィトン本店でも
多数の中国人を見かけた。彼らの特徴は「大人数・
大騒ぎ・すぐ移動」である。船は逃げ場がないの
で被害が大きかったが、これからは、どこへ行っ
ても彼らに出くわすに違いない。

今回同行したツアー添乗員によると、旅行者と
して世界で一番存在感があるのはドイツ人らし 
い 14。海外旅行に必要な「金と気力と好奇心」を
備え、パリ、ローマのようなメジャーな観光地か
ら、チベット、ギアナ高地のような「通好み」の
ところまで、どこへ行っても見かけるそうであ
る。世界を股にかける旅行者というこの栄えある
地位に、中国人が加わる日も遠くないだろう。

コラム

14   2007 年のドイツの出国者数は 7,120 万人と世界第 1 位である。同じ大陸に位置するフランス（同 2,247 万人）、イタリア（同
2,570 万人）に比べ、旅行好きが際立っている。

着する電車（特に新幹線。最近少々怪しいが）は
ほとんど奇跡である。今後拡大する世界的な旅行
需要を取り込むには、こうした魅力も訴求する必
要があるだろう。
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