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はじめに
街で外国人を見かけることが多くなった。
東日本大震災の後、大きく落ち込んだ訪日旅行

者は順調に回復、2013 年に初めて 1,000 万人を突
破、2014 年には過去最高の 1,341 万人に達した。
夢物語と思われた 2,000 万人が視野に入る勢いで
ある。

観光は長らく「遊び」の位置づけだったが、近年、
にわかに注目度が高まっている。2015 年 2 月、中
国人の爆買いが話題になったが、観光の生産波及
効果と雇用誘発効果は思いのほか大きい。旅行消
費の増大は宿泊業、小売業、運輸業だけでなく、
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、観光は訪日旅
行者、中でも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。

本稿では、訪日観光の足元の動向、観光が注目
される理由を概観した上で、日本が観光立国にな
るためクリアすべき課題は何かを考えてみたい。

1．過去最高を更新する訪日外国人旅行者
訪日外国人旅行者が過去最高ペースで増加して

いる。
2014 年、訪日外国人旅行者は前年比 29.4％増の

1,341 万人と、2 年連続で過去最高を更新した（図
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表 1）。足元の 2015 年 3 月も前年同月比 45.3% 増
の 153 万人と、初めて単月で 150 万人を突破する
など、絶好調が続いている。

最大の要因は円安である。日本への旅行や買い
物に割安感が出て、世界各国から旅行者を引き寄
せている。

アジア諸国へのビザ発給要件緩和により訪日の
ハードルが下がったこと、2014 年 10 月の消費税
免税対象拡大で日本でのショッピングが魅力を増
したこと、羽田・成田空港の発着枠増強による国
際線航空座席増加、格安航空会社（Low Cost 
Carrier、以下 LCC）のアジア・豪州路線拡充、
訪日プロモーションと日本国内における訪日観光
需要取り込み機運の高まりも好調の背景にある。

訪日外国人旅行者の国・地域別シェア（2014 年）
を見ると、1 位台湾、2 位韓国、3 位中国、4 位香
港と、上位はいずれもアジア諸国であり、この 4
カ国だけで 7 割近くを占めている（図表 2）。人口
2,337 万人（2013 年末）の台湾が首位というのは
意外な感じもするが、もともと親日的で距離的に
も近く、LCC の相次ぐ就航で気軽に訪日できるよ
うになったこともあり、韓国から首位の座を奪っ
た。台湾、韓国、香港は、リピーターが 7 ～ 8 割
程度、10 回以上の訪日者が約 2 割というありがた
いお客様である。韓国とは国レベルでの緊張は続
いているが、観光は別の話らしく、温泉、グルメ、

ゴルフやスキー目当ての観光客が続々と訪日して
いる。

2014 年に前年比 83.3% 増という驚異の伸びを見
せたのが中国である（図表 3）。2013 年、中国人
旅行者数は、尖閣諸島国有化（2012 年秋）以降の
対日感情の悪化で、前年比 7.8% 減の 131 万人（韓
国、台湾に次ぐ第 3 位）に終わった。だが、日本
旅行への忌避感が薄れたこと、円安、航空便の新
規就航、消費税免税枠拡大でショッピング目当て
の旅行者が増えたことなどから、足元の 2015 年 3
月も前年同月比 83.7％と大幅増が続いている。消
費税免税対象拡大が、中国人の「爆買い」を生ん
でいることは後ほど詳述する。

図表 1　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　訪日外国人の国・地域別シェア（2014 年）

（注）総数1,341万人
出所：日本政府観光局（JNTO）
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図表 3　  訪日外国人旅行者の国・地域別伸び率
（2014 年）
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観光は平和産業であり、市場拡大にはリーマン
ショックのような景気の急激な悪化、新型肺炎

（SARS）のような伝染病流行がないことが前提
となる。また、中国人旅行者の動向は、日中の政
治関係に大きく左右されることにも留意が必要で
ある 1。だが、現状、日本は円安やビザ発給要件
緩和、免税対象拡大により主要全市場からの訪日
客が前年比プラスという状況にある。

2015 年の訪日旅行者数も過去最高を更新して
1,500 万人を超えるとみられる。

2．なぜ今観光なのか
（1）観光の経済効果

「輸出型製造業が外貨を稼ぐ」が国のビジネスモ
デルであった日本では、観光は長らく傍流産業
だった。観光はただの遊びという位置づけであり、
日本人海外旅行者が経済力向上を背景に 1990 年代
半ばまで右肩上がりに増加し年間 1,600 万人を突
破しても、同時期の訪日外国人旅行者は同 400 万
人前後という時代が続いていたのである（図表 4）。
「観光立国宣言」へと国政レベルでの意識が大き

く変わったのは 2003 年である。観光立国へ向け
国を挙げて取り組み始めた背景には、①旅行消費
の経済効果は意外に大きいこと、②外国人の訪日

観光は海外の富を取り込むという点では輸出型製
造業と似ているが、製造業が稼ぐには資金も時間
もかかるのに対して、観光は比較的資金も時間も
かからないこと、③日本人の旅行消費が少子高齢
化により縮小が予想されるのに対して、海外の旅
行需要は新興国を中心に成長が見込まれること、
④地域経済活性化効果が大きいこと、などがある。

図表 5 は観光の経済効果を表したものである。
消費という観点から見た場合、外国人旅行者が 10
人増えると、定住人口 1 人の減少を補える。

訪日外国人旅行者の大幅増加に伴い、2014 年の
訪日外国人旅行消費額は前年比 43.1% 増の 2 兆
278 億円に大きく伸びた（図表 6）。2 兆円はどれ

図表 4　 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 5　観光の経済効果（2013 年）

出所：観光庁

旅行消費額
外国人旅行者
10人分

または

国内旅行者（宿泊）
26人分

または

国内旅行者（日帰り）
83人分

定住人口1人減少分を
補うには

日本の定住人口＝1億2,805万人
1人当たり年間消費額＝124万円

訪日外国人旅行
 1.4兆円

国内旅行（海外分除く）　
 20.2兆円
　うち宿泊旅行 15.4兆円
　うち日帰り旅行 4.8兆円

訪日外国人旅行者
　1,036万人（延べ人数）

国内旅行者
 6億3,095万人（延べ人数）
　うち宿泊 3億2,042万人
　うち日帰り 3億1,053万人

1人1回当たり消費額　
　13万7,000円

1人1回当たり消費額　
　宿泊 4万8,000円
　日帰り 1万5,000円

図表 6　訪日外国人の旅行消費額推移

出所：観光庁
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1  韓国人旅行者は、政治関係にはあまり影響を受けないのに対して、中国人旅行者は政治問題に敏感に反応する傾向がある。
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ほどの意味を持つ数字なのだろうか。貿易統計の
業種別輸出額と比較すると、観光による消費額は、
すでに造船・舶用工業の輸出額を超えている。家
計最終消費に占める比率という面では、今のとこ
ろ 1％にも満たないが、日本人の個人消費は人口
減・高齢化で今後伸びは期待できない。一方、訪
日外国人の旅行消費は、伸び盛りのアジアの需要
を取り込めば成長が続く。

（2）増える交流人口
外国人観光客が増えているのは日本だけではな

い。世界的に見ても、観光は成長産業である。
リーマンショックだ、欧州債務危機だ、イスラ

ム国だと不景気な話や物騒な話には事欠かないが、
国際観光客到着数は、1990 年の 4.3 億人から 2013
年には 10.9 億人に増えた。国連世界観光機関

（UNWTO）によれば、国際観光客到着数は 2010
年から 2030 年までの間に年平均 3.3％増加し、
2030 年には 18 億人に達する見通しである。

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、⑥このところの原油安（航空運賃の
低下につながる）がある。LCC 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。世界全体の海外旅行客・平均年間成長率（2005
～ 2013 年）が 3.8％であるのに対して、アジアか
らの海外旅行客は同 6.3％と伸び率が高い。

中でも人数・成長率の双方で他を圧倒している
のが中国である。2014 年、中国人海外旅行者は前
年比で 10％以上増え、1 億人を突破した。

UNWTO によると、海外旅行者の約 8 割は域内
旅行である。アジアの旅行者はアジアに行くこと
が多く、欧米やアフリカなどに足をのばす人は少
ない。日本にとって、経済成長著しく海外旅行熱
が高まっているアジア諸国が近隣にあることは、
大きなプラス要因である。

（3）韓国より少ない外国人訪問者
外国人旅行者が急増している日本ではあるが、

世界的にみるとまだ観光立国とは言い難い。2013
年の外国人訪問者数の国・地域別ランキングをみ
ると、日本は世界 27 位、アジアでも 8 位である

（図表 7）。
アジアでも、国土が広く観光資源が豊富な中国

（4 位、5,569 万人）、1990 年から「Visit Malaysia 
Year」キャンペーンを展開してきたマレーシア（11
位、2,572 万人）、中国から買い物客・カジノ目当
ての客が押し寄せてくる香港（12 位、2,566 万人）・
マカオ（19 位、1,427 万人）が日本より上位にい
るのはある意味納得できるが、観光資源が豊富と
は思えない韓国（22 位、1,218 万人）、小国のシ
ンガポール（23 位、1,190 万人）が共に 1,000 万
人超の観光客を誘致しているところを見ると、日
本もまだ旅行者数を伸ばす余地があるともいえる。

（4）観光立国に本腰を入れる政府
観光の経済効果の大きさ、世界的な観光ブーム

を受け、日本政府は観光重視の姿勢を強めてい

図表 7　 外国人旅行者受入数の国際ランキング 
（2013 年）─上位 10 カ国と日本─

（注）2014年9月時点の暫定値。
出所：  国連世界観光機関、各国政府観光局資料に基づき日本政府観光局
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る。2014 年までの 9 年間で九つの成長戦略が策定
されたが、うち八つに観光が盛り込まれている。

数ある成長戦略の中でも、観光立国実現を目指
す一連の取り組みは効果が期待できる分野であ
る。これは、①観光が世界的な成長産業であり、
訪日観光も伸びが期待できること、②日本が観光
に真剣に取り組み始めたのはここ 10 年程であり、
伸び代が大きいこと、③ビザの要件緩和や免税範
囲の拡大、空港や港湾の整備、訪日プロモーショ
ンなど、他の分野に比べて国の関与による成果が
期待できること等による。

第 2 次安倍内閣では「日本再興戦略―JAPAN is 
BACK―（2013 年 6 月）」で「2030 年には訪日外
国人旅行者数 3,000 万人を超えることを目指す」
という成果指標を掲げ、「日本再興戦略　改定
2014（2014 年 6 月）」では、2020 年に 2,000 万人
という目標も新たに加えた。

2014 年 6 月には、「観光立国実現に向けたアク
ション・プログラム 2014（以下、アクション・プロ
グラム 2014）」が観光立国推進閣僚会議で決定され、
①「2020 年オリンピック・パラリンピック」を見
据えた観光振興、②インバウンドの飛躍的拡大に向
けた取り組み、③ビザ要件の緩和など訪日旅行の
容易化、④世界に通用する魅力ある観光地域づく
り、⑤外国人旅行者の受入環境整備、⑥ MICE（国
際会議、展示会等）の誘致・開催促進と外国人ビ
ジネス客の取り込み、の施策が打ち出されている。

「アクション・プログラム 2014」の中でも注目
されるのは、「空港のゲートウェイ機能の強化」と

「外国人旅行者の受入環境整備」である。島国であ
る日本が観光立国を実現するには、空路を中心と
するアクセス改善・拡充が最重要課題である。受
入環境整備については、無料公衆無線 LAN 環境
の充実、買い物の利便性向上などが課題となって
いる。

3．これまでに効果をあげた施策
「アクション・プログラム 2014」では、観光立

国実現に向けていくつかの取り組みが提示されて
いるが、ここでは、訪日旅行者増加に大きく寄与
したビザ要件緩和と免税対象拡大についてみてい
きたい。

（1）ビザ要件緩和
海外旅行や出張の際、ビザ取得でうんざりされ

た読者も多いだろう。ビザ免除や数次ビザ発行な
どのビザ要件緩和は、旅行者数増加に相当の効果
がある。ただ、むやみやたらに緩和すると不法滞
在や犯罪を誘発する恐れがあるので、日本はここ
数年、中国、ASEAN 諸国を中心に様子を見なが
ら徐々に緩和するというスタンスをとり、2013 年
7 月以降、タイ、マレーシア、インドネシア、ベ
トナム、フィリピン、中国等のビザ要件を緩和し
てきた（図表 8）。要件が緩和された国からの旅行

以前の措置（2012年訪日旅行者数） 2013年度の緩和内容 2014年度の緩和内容 2014年訪日旅行者
タイ 数次ビザ（約26万人） ビザ免除 － 65.8万人

マレーシア 数次ビザ（約13万人） ビザ免除 － 25.0万人

インドネシア 数次ビザ
（約10万人）

数次ビザ
（滞在期間を15日以内
から30日以内に延長）

ビザ免除（在外公館へのIC旅券事前登録）
一時ビザの実質ビザ免除（観光目的・指定旅行会社経由）
数次ビザの大幅緩和（発給要件緩和、有効期間の5年への延長）

15.9万人

ベトナム 一次ビザ
（約6万人） 数次ビザ 一時ビザの実質ビザ免除（観光目的・指定旅行会社経由）

数次ビザの大幅緩和（発給要件緩和、有効期間の5年への延長） 12.4万人

フィリピン 一次ビザ
（約9万人） 数次ビザ 一時ビザの実質ビザ免除（観光目的・指定旅行会社経由）

数次ビザの大幅緩和（発給要件緩和、有効期間の5年への延長） 18.4万人

中国
沖縄・東北3県

数次ビザ
（約143万人）

－

①商用目的の者や文化人・知識人に対する数次ビザ
（商用：訪日渡航歴要件廃止、文化人・知識人：身元保証書等省略）
②沖縄・東北3県数次ビザの発給要件緩和
（過去3年以内に訪日歴のあるものについては経済力の要件緩和等）
③相当の高所得者に対する個人数次ビザの導入
（沖縄・東北3県にいずれか1泊することを要件としない新たな数次ビザ）

240.9万人

図表 8　ビザ要件緩和の主要例

（注）  中国に対する沖縄・東北3県数次ビザは、最初の訪日時に沖縄県または東北3県（岩手、宮城、福島）のいずれかの県に1泊以上することを条件に発給
出所：観光庁、日本政府観光局（JNTO）資料を元に作成
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者は、いずれも大幅に増えている。
「アクション・プログラム 2014」では、「ビザ要

件の戦略的緩和」が掲げられ、インドネシア向け
のビザ免除（在外公館への IC 旅券事前登録）を
行う等の具体的目標が提示されているが、その大
半は既に実施されている。日本が、アジアからの
旅行客獲得でライバルと目していた韓国と肩を並
べるか上回るほどのオープンな状況になっている。

日本への旅行需要が一定程度あり、それ相応の
経済力がある国・地域へのビザ要件緩和は相当程
度進んだ。ビザ要件の緩和に関しては、ひとまず
一段落した模様である。

（2）免税対象の拡大
ショッピング目的の旅行者増、訪日客の消費拡

大に大きく寄与したのが、2014 年 10 月に始まっ
た外国人旅行者向け消費税免税制度改正である。
消費税免税制度とは、外国人旅行者など非居住者
に対して、免税対象物品の消費税を免除するとい
うものである。

免税対象拡大以前から、日本でのショッピング
は、「偽物がない（欧米ブランド物）」「店員が親切」

「リーズナブルで高品質（日本メーカーの化粧品、
医薬品等）」など、アジアの人たちを中心に人気
だったが、免税対象は家電製品、服、カバンなど
消耗品以外で、同一店舗における 1 日の販売合計
額が 1 万円超とされていた。

2014 年 10 月以降、免税対象が食品、薬品、化
粧品等消耗品を含めた全ての品目に広がり、販売
合計額も同 5,000 円超から 50 万円までとなった。

免税対象の拡大は効果てきめんだった。四半期
ベースでみると、免税枠拡大後の 2014 年 10 ～ 12
月期は、観光シーズンとしては閑散期にもかかわ
らず、4 四半期連続で過去最高を更新している（図
表 9）。売れ筋商品も、従来のブランド物や家電製
品から、化粧品、医薬品、お菓子にまで広がって
いる。

国籍・地域別では、1 人当たり買い物代支出額
が 12.7 万円と突出して多い中国が前年比 2 倍超の
5,583 億円とトップである（図表 10）。訪日外国
人・1 人当たりの買い物代をみても、ショッピン
グを堪能するアジアからの旅行者、観光が主目的
の欧米からの旅行者という構図が見て取れる（図
表 11）。

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（2014 年）

（注）総額2兆278億円
出所：観光庁
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図表 11　訪日外国人　1 人当たり買物代（2014 年）
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さて、中国人の爆買いはいつまで続くのか。今
後、ショッピング大国を目指すには何をすべきな
のか。

2015 年春節の爆買いで日本人を驚かせた中国人
旅行者だが、この勢いは当面続くとの見方が強い。

日本人もバブル期には欧米ブランドショップに
大挙して押し寄せ、ルイ・ヴィトンやエルメスや
ティファニーを買いあさっていた。当時の日本人
が、高い航空運賃を払って遠路はるばる欧米に出
かけた状況に比べると、今の中国人の日本での爆
買いは、①距離的に近い。LCC 等に乗って気軽に
日本に買い物に来ている、②人口は日本の約 10
倍、沿岸部から内陸部へ生活水準の向上が広がっ
ており、海外旅行へ出かけようという人が今後も
増え続ける、③訪日も初回率が高くリピーター化
が予想される、等の違いがある。日中の政治関係
悪化などが起きない限り買い物目当ての訪日は当
分続くだろう。

中国人だけでなく、香港、台湾、東南アジアか
らの旅行客も、買い物に高い意欲を示している。

政府は「アクション・プログラム 2014」で、「2020
年に向けて全国各地の免税店を 10,000 店規模へと
倍増させる」としていたが、コンビニ等の免税店
化の進展もあり、2014 年 10 月時点で 9,361 店と、
5 年前倒しで 1 万店超の実現が確実となっている。

ただ、免税店の半分は東京・大阪に集中してお
り、地方ではコストが壁となって普及が進んでい
ない。政府は、2015 年 4 月から、複数店舗が免税
手続きを一括化して、免税カウンター業者に委託
できるよう制度改正を目指している 2。ショッピ
ング大国を目指すには、クレジットカードを使え
る店を増やすなどの地道な取り組みも必要だろ 
う 3。

4．観光立国を実現するには
日本が観光立国になるためクリアすべき課題は

何かを考えてみたい。

（1）訪日外国人が感じた不便・不満は？
図表 12 は訪日外国人が旅行中最も困ったこと

ワースト 5 である。
最も不便・不満が多いのは、無料公衆無線 LAN

環境の悪さである。訪日外国人はスマートフォン
やパソコンを使って観光情報を収集し、何かに感
激したりするとフェイスブックなどで発信するこ
とが多いが、日本は無料公衆無線 LAN スポット
が少なかった。

官民挙げての無料公衆無線 LAN 環境整備によ
り、主要空港や駅構内、カフェ、ホテル等で無料
公衆無線 LAN 環境の整備が進みつつある。認証
の簡素化・一元化を周知させれば、利用者の満足
度は一段と高まるだろう 4。

2    商店街やショッピングモールの一角に免税手続の一括カウンター（免税カウンター業者が受託）を設け、各店舗の免税手続を集
中して行うイメージである。

3    外国人は買い物であまり現金を使わない。日本では地方や観光地、東京でも小規模小売店ではクレジットカードが使えない店舗
が少なくないため、あっという間に現金がなくなってしまうと、外国人には不評である。

4    NTTBP が提供するアプリ「Japan Connected-free Wi-Fi」をダウンロード、一度登録すれば、全国 9.2 万カ所の無料公衆無線
LAN スポットを利用できる。鉄道やコンビニ、カフェなどの無料公衆無線 LAN スポットで、いちいちユーザー登録する手間が
省ける。

図表 12　訪日外国人旅行者が旅行中最も困ったこと

（注）回答者372人。2011年10月調べ
出所：観光庁
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（2）  「2020 年 2,000 万人、 
2030 年 3,000 万人」を達成するには

最後に、政府が成果指標として掲げている
「2020 年 2,000 万人、2030 年 3,000 万人」は達成
できるのか、達成が難しいとすれば、障壁は何な
のかを考えてみたい。

①訪日観光の需要

まず、訪日観光にそれだけの需要はあるのだろ
うか。答えはおそらくイエスである。東アジア、
東南アジアでは、経済成長を背景とする中間層の
増大、海外旅行にかかるコスト低下により、海外
旅行意欲が高まっている。

前述のように、海外旅行者の約 8 割は域内旅行
である。アジアの中で、日本は欧米と肩を並べる
地域随一の先進国であり、治安も良く、南北に長
いためさまざまな自然が楽しめる。温泉、日本食、
ゴルフやスキー、神社仏閣など、観光資源も豊富
である。欧米各国に比べて、近い上に物価も安
い。日本に行きたいと考えるアジアの人はこれか
らも増えるだろう。

②宿泊施設は足りるのか
筆者は、「2020 年 2,000 万人、2030 年 3,000 万

人」を達成するうえで、ボトルネックとなるのは
アクセスと宿泊施設だと考えていた。

だが、このところの訪日外国人の増加、2020 年
のオリンピックをにらんで、宿泊施設増強の動き
が出ている。高級ホテルは、高いスキルを持った
従業員を多数擁する必要があるため、おいそれと
は開業できないが、低価格が売り物のビジネスホ
テルは比較的開業が容易である。首都圏、関西を
中心に開業の動きが相次いでいる。

首都圏、関西、北海道等、外国人に人気の高い
地域の宿泊施設の稼働率が高いのに対して、地方
の旅館では低稼働率に苦しんでいる施設も少なく
ない。こうした宿泊施設を訪日外国人に利用して

もらう取り組みも必要だろう。宿泊施設は不足傾
向が続くかもしれないが、致命的ではなさそうだ。

③課題はアクセス
観光立国へ向けての最大の課題はアクセスであ

る。
図表 13 は外国人がどの経路で入国したかの内

訳である。94％は空路、成田・羽田の首都圏が約
半分を占める。

2010 年、羽田空港に 4 本目の D 滑走路が建設
され、再国際化 5 されたのに伴い、首都圏空港の
処理能力が強化された（図表 14）。羽田・成田の
年間合計発着枠 75 万回は、諸外国の主要空港と
比較してもそれほど遜色はないが、日本は島国で
あるうえ、訪日外国人の半分が首都圏空港経由で

5    2010 年 10 月、羽田空港は国際線定期便を 32 年ぶりに再開。国際線発着枠は年 6 万回に（昼間 3 万回・深夜帯 3 万回）。2014
年 3 月には国際線の昼間の発着枠が 6 万回に倍増された。

図表 13　2013 年の入国外国人の経路別構成比

出所：法務省
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図表 14　 首都圏空港（羽田・成田）の 
年間発着枠数増加計画
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入国している。首都圏の空港容量は 2020 年代半
ばに満杯になるという予測もある。

図表 15 は国際線 LCC 旅客数推移である。LCC
は、日本では「安かろう悪かろう」のイメージが
強く、海外旅行で利用する人は少数派である。だ
が、外国人は LCC にさほど抵抗感がなく、近距
離なら LCC で十分だと思う人も一定数いる。日
本には中国、韓国、台湾、フィリピン、タイ、マ
レーシア、シンガポール、オーストラリア各国か
ら 50 路線が就航しており（2014 年冬ダイヤ）、
旅客数は右肩上がりで増えている。搭乗率は 8 ～
9 割と好調だが、乗っているのは外国人ばかりと
いう状況である。

さて、本題に戻るが、今後も増加が予想される
訪日外国人のアクセスを確保するにはどうしたら
よいのだろうか。

一つには、2020 年東京オリンピックに向けての、
首都圏空港のさらなる増強がある。①羽田空港の
飛行経路の見直し、②成田空港の管制機能の高度
化と高速離脱誘導路整備、夜間飛行制限の緩和、
などである。実施された場合、年間発着枠は 75
万回から 83 万回に拡大する。

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だが、地元との話
し合いが始まったばかりである。

成田空港の管制機能の高度化と高速離脱誘導路
整備は、実現の可能性が高いとみられる。高速離
脱誘導路整備は、着陸した飛行機を滑走路脇にス
ムーズに離脱させることで、滑走路の利用回数を
増やす試みである。一方、午後 11 時までという
縛りがある夜間飛行制限の緩和は、難航が予想さ
れる。

いずれにせよ、首都圏空港は早晩満杯になると
思われる。そこで考えられるのが地方空港の活用
である。

LCC の拠点として存在感を増しているのが関空
である。24 時間離着陸可能で発着枠にも余裕のあ
る関空は、LCC 就航社数で日本一であり、2014 年
度上期には外国人客数が日本人を上回った。

ただ、2,000 万人、3,000 万人を目指すには、地
方空港へのさらなる利用分散が課題になる。現在、
地方 25 空港（首都圏、関空、中部を除く）では、
福岡空港の週 260 便を筆頭に、週 639 便が就航し
ているが 6、地方空港入国→首都圏空港出国、あ
るいは首都圏空港入国→地方空港出国では、早晩
限界が来る。訪日客に人気のゴールデンルート（東
京、富士山、京都、大阪）だけでなく、それ以外
の観光地域の魅力を訴求して、地方空港入国→地
方空港出国というルートの利用拡大を図る必要が
あるだろう。

その時、地方経済活性化という観光の力も十分
に発揮されることになる。
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図表 15　日本の国際線旅客数に占める LCC 比率
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