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１．はじめに 

 

日本の観光立国戦略についての中国側の

評価を理解することには、次のようないく

つかの意味があると考えられる。まず、日

本の観光政策は中国人観光客の誘致を重要

目標のひとつと設定している以上、それに

ついての中国側の評価を全面的に把握する

ことは、今後の軌道修正につながり、より

効果的な政策制定に寄与できると考えられ

る。次に、日本の観光立国政策が中国でも

注目され、研究対象のみならず目指す目標

の一つともなっているが、これについての

中国側の評価を精査することは、世界一の

デスティネーションを目指して急成長する

中国の観光市場の今後の行方、及び関連政

策の形成を予測する上で、有力な手がかり

を提供できる。さらに、これまで競合関係

にあるとされる東アジアの観光市場におい

て、各国の観光産業の持続的発展を支える

土台のひとつが、新たに共生共栄の関係を

形成させるところにあると指摘されている

中で、日中両国の観光政策における相互補

完の可能性があるかどうかも、この作業を

通じてある程度点検できるのではないかと

考えている。 
以上の問題意識から、本稿では2003年以

降中国で発表された日本の観光立国戦略に

ついての研究を中心に考察を加え、どうい

う評価がなされているかを概観する上で、

中国側の研究の視座を明らかにしようと思

う。内容的に多岐にわたる研究から、おも 
に経済的、政治的分野と関係のあるものを

選出し、日本の観光立国戦略に対する中国

側の評価をポジティブとネガティブの両面

に分けて整理する。特に観光立国戦略が中

国人観光客の誘致においてうまく機能して

いるかどうかについては、現実状況に照ら

し合わせながら、中国の識者たちが指摘す

る問題点をベースに筆者なりの再評価を試

みようと思う。 
 

 
２．中国のアウトバンド観光 

 
 ここ数年、グロバール・ツーリズムの今

後を左右するだろうといわれる中国のアウ

トバンド観光は世界中から熱い視線を集め

ている。世界の観光産業にとって、中国の

アウトバンド観光は確実に牽引車になりつ

つある。世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）は1999
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年発表した「ＵＮＷＴＯツーリズムビジョ

ン』では、2020年の中国は世界に向けて旅

行者1億人を出す「送出国No.4になる」と予

測している。2010年の予測値は2005年に達

成され、直近に発表された「2012年中国ア

ウトバンド観光発展年度報告書」によると、

2011年のアウトバンド観光客数はすでに

7025万に上り、その規模はそれぞれアメリ

カの1.2倍、日本の3.5倍に達している。Ｕ

ＮＷＴＯの予測を大幅に超える勢いで、中

国は「近い将来、世界Ｎo.1の送出国になる

だろう」と中国の関係者が意気込んでいる。
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図1中国からの海外旅行者数（2003年～2011年：万人）

中国

出所：『中国旅遊年鑑（2012）』による 
 一方、日本を始め観光産業に力を入れて

いる国々も高い購買力を持つ中国観光客の

到来を、経済の活性化につながる要素のひ

とつとして捉え、中国人の出境遊（海外旅

行）ブームに熱いエールを送り続けている。

前日本観光庁溝端宏長官は中国メディアの

インタビューを受ける際、「中国はアジアに

おける日本観光推進計画の最重要部分であ

る」と指摘し、「年間3000万人の海外観光客

を受け入れる日本の計画は中国観光客なし

では実現できない」と断言した。2 
周知のように、中国のアウトバンド観光

は決して歴史の長いものではない。観光を

主な目的として旅行費用を自己負担とする

「海外観光旅行」は少なくとも政府指定の

旅行会社によるツアーの解禁が始まった90
年代より前にはごく小数の人に限るもので

あった。その主な理由は国家政策にある。

中国政府は長期間にわたり中国国民に対し

て、国内旅行のみを認め外国旅行を不許可

とする内向きの観光政策を取っており、中

国人の初期の海外旅行において、旅行先、

旅行目的、旅行条件などに多くの制約を加

えてきた。それらの制約は改革開放政策の

施行と拡大によって緩和されたが、アウト

バンド観光を左右する最大の要因としての

国家の観光政策自体に修正を加えたのはご

く最近のことである。 
 改革開放初期の中国においては、外貨の

獲得や雇用の創出に寄与するインバンド観

光が何よりも重要視されていた。そのため

に中国政府は「訪中外国人の受け入れ」を

最優先課題に挙げ、「大いにインバンド観光

を、積極的に国内観光を、適度にアウトバ

ンド観光を発展させる」という政策方針を

定めた。その後、稀に見る長期間の持続的

な経済発展を背景に、中国国民の可処分所

得が急増し、余暇時間の増大などもあいま

って、内外観光に対する需要も急速に高ま

った。いまや世界一の外貨準備高を誇る中

国政府は観光政策におけるインバンド観光

の順位を下げ、「国内観光を全面的に、イン

バンド観光を積極的に、アウトバンドを規

範的に発展させる」と軌道修正したが、ア                                                  
1「中国アウトバウンド観光発展年度報告書

2012
年」http://travel.sohu.com/20120411/n34
0296999.shtml 

                                                  
2 「日本の『観光立国』離不開中国」『広州

日報』2011 年 6 月 22 日 
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ウトバンド観光の発展をあくまで政府によ

るコントロール下に置く姿勢には大きな変

化がなかった。その意味からいうと、中国

の観光政策は「かつて日本政府が『テン・

ミリオン』計画などを称し、日本人の海外

旅行を重視し推進していたこととは大きく

異なる政策である」3という指摘は的を射た

議論だと思われる。 
アウトバンド観光の発展自体は依然とし

て観光政策の三番目に位置づけられている

ものの、経済成長率をはるかに上回るアウ

トバンド観光者の増加率からわかるように、

国家の方針と裏腹に、中国の観光業はすで

にインバンド重視の「一方通行で内向き的

なもの」から、インバンドとアウトバンド

の両方が急増するという大きな構造転換を

迎えている。 
確かに、社会的文化的側面から考えると、

アウトバンド観光の発展は中国の経済発展

の優等生ぶりを世界の国々にアピールでき

るだけでなく、観光客の送出によって受け

入れ国との国民間の交流や理解の深化を増

進し、自国の国家イメージの向上にもつな

がる。これによって、先進諸国で吹き荒ん

だ「中国脅威論」がある程度払拭できれば、

いわゆる「パブリック・ディプロマシー」

的な効果も期待できるといえよう。 
しかし、リーマンショックに続き、ヨー

ロッパの金融危機に端を発した世界の同時

不況の長期化が、30年以上にわたって持続

してきた中国経済の高度成長にもかげを落

としたのは事実である。輸出主導から内需

拡大へと経済構造の転換を図ることはむし

ろ中国政府の最大の課題となっている。そ

のなかで、政策的に国内観光、インバンド

観光とアウトバンド観光のどちらを優先す

べきかは、言うまでもないことであろう。

しかし、経済的に豊かになった国民の海外

旅行への強烈な憧憬や需要はもはや政府の

意向だけでは抑えきれなくなっている。観

光産業の構造転換が予想以上のスピードで

突き進んでおり、その対応に追われている

中国政府は適切な政策制定に手こずってい

るという印象さえ受ける。 
 いずれ産業構造の転換に見合う大胆な政

策調整を行わなければならないが、持続的

経済成長を維持するためには、国内観光、

インバンド観光をこれからも観光政策の中

核に据えていく必要がある。観光立国戦略

を打ち出し、インバンド観光で徐々に成果

を上げ始めた日本に中国が注目する理由は、

まさに上述のジレンマを抱えているところ

にある。国内観光とインバンド観光の規模

の拡大や質の向上を通して、観光産業全体

の体質を増強し、できれば収支のバランス

を崩す恐れのある急激な構造転換を回避す

る。これこそ中国政府が観光産業の発展の

ために描く理想的なシナリオとなるであろ

う。 
 
３．日本の観光立国戦略及びその施策

に対する評価 

 

1）全体評価 

 

2003年に当時の日本首相小泉純一郎は施

政方針演説で「2010年までに訪日外国人旅

行者数を1,000万人に増やす」ことを目標に

掲げ、「観光立国」の理念を明確に打ち出し

た。日本の観光立国戦略をめぐる中国側の

                                                  
3鈴木勝「グローバル・ツーリズムを左右す

る中国観光」、『中国 21』p35－50 
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きた結果、2000 年以降、韓国、中国、香港、

台湾からの観光客が大幅に増え、「アジアへ

の回帰」を提唱する日本の観光立国戦略が

すでに実り始めたと評価されている。5一方、

中国観光客の急増によって、日本国内に中

国語の話せる観光ガイドが不足する現象が

起きることに注目する研究者は、日本の観

光市場のアジアへの回帰を、日本向けの観

光人材の育成や日本の労働市場への進出に

つながる好機と捉え、これは中国国内に顕

著に現れている就職難を解決するチャンス

だと主張する。具体的には、①中国側が日

本観光業のために中国語ガイドを養成する

と同時に、日本側も中国観光業のために日

本語ガイドを養成し、中国国際観光業のサ

ービスの向上を促進する。②中国観光客向

けのビザの発給要件が緩和される中で、看

護領域における外国人看護士の受け入れな

どの事例を参考に、時機を見て日本の労働

市場を積極的に開拓する、などがあげられ

ている。6 

研究もこれをスタート地点とし、観光立国

戦略を科学技術、情報技術、知的財産権な

どと並べて、21世紀日本の新しい国家戦略

システムの重要な一環と捉えている。中国

の識者たちは、日本政府が観光を含む一連

の立国戦略を打ち出すことで21世紀の経済

社会の発展方向及び戦略重点を明らかにし、

その基本方針と政策体系を作り上げたとし、

観光立国戦略は日本社会の更なる発展を推

進する上では、「きわめて重大な意義を持

つ」と高く評価している。 
一方、外国観光客の誘致をメインとする

日本の観光戦略はインバンド観光とアウト

バンド観光の間の重大なアンバランスを解

消するところに主眼が置かれていると指摘

する意見も多い。バブル経済崩壊後、長年

にわたって経済停滞を強いられる日本が、

インバンド観光を中心とする国際観光産業

の発展に注力する狙いは、関連需要を効果

的に拡大させるだけでなく、サービス貿易

の収支、とりわけ観光業における収支不均

衡を改善し、産業構造の調整を図り、輸出

に頼ってきた外向型経済モデルの移行を促

進し、日本経済の新たな飛躍を実現しよう

とするところにあると分析されている。4 

 
（２）ネガティブな評価 
 中国人観光客の誘致を観光戦略の前面に

押し出しているにもかかわらず、観光ビザ

の取得制限においては、日本政府は段階的

緩和というかなり慎重な政策を採っている。 
 

２）中国と関連のある部分についての評価 

 
（１）ポジティブな評価 

中国を含むアジア諸国の観光客の誘致

を観光戦略の中心に据えることが中国では

非常的に好意的に受け止められている。北

東アジアに重点を置いて市場開発を行って

                                                  

                                                  
5 同注４ 
6凌強「日本観光立国戦略及中国応対策略」

『経済與管理』、2005 年 9 月号 p107－109 
4凌強「浅析日本観光立国戦略與対華旅遊市

場開放」『現代日本経済』、2006 年第 2 号、

p41－47  
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光客の重要性を強調し、ビザ発給における

更なる制限緩和を求めている。 
年 ビザーの種類 対象地域 対象者及び発給要件

2000年 団体観光ビザーを発給開始 北京、上海、広東

2004年
団体観光ビザー発給地域を
拡大

北京、上海、広東、
江蘇、山東、遼寧、
天津

2007年
団体観光ビザー 中国全土（制限あ

り）

2009年7月
個人観光ビザを発給開始 「十分な経済力のある

者」と同行する家族

2010年7月

個人観光ビザの発給地域を
拡大

中国全土 一定の「職業上の地
位」及び「経済力」を
有する者」と同行する
家族

2011年7月
個人観光客に対するマルチ
ビザの発給開始

沖縄を訪問する中国人

2011年9月
個人観光ビザ（シングル）
発給要件の追加緩和

「一定の経済力を有す
る者」とその家族

2012年7月
中国人個人観光客に対する
数次ビザの発給

被災地3県（岩手、宮

城、福島）を訪問する
中国人

中国人を対象とした訪日観光ビザ見直しの経緯

出所：国土交通省資料などによって作成
http://www.npu.go.jp/policy/policy04/pdf/20120705/shiryo4.pdf  

 
３）政策以外のネガティブな評価 

 

（１）受け入れ環境の不備 
 
観光立国が国策として打ち出された以上、

それを実現するための環境を整える必要が

あるが、現段階の日本にはそれを阻害する

要因が複数あると指摘する意見が見られる。

主に指摘されている点は次のようなもので

ある。 

 
ビザの発給に見られる「出し渋り」は、

中国観光業界だけでなく、日本の観光立国

戦略を好意的に受け止めている中国の識者

の間でも大きな不満を引き起こしている。

「『ようこそ、日本へ』としきりに言う反面、

自国の門戸を遅遅として開放しようとしな

い日本はどうして中国観光客を誘致できる

だろうか」との指摘があるように、来日中

国人観光客が少ない理由は、「不法残留」な

どを恐れる日本政府からの人為的制限にあ

るとされている。一方、中国側の業界では、

職種、年収制限などビザの取得要件をめぐ

って、日本側の主管部門の判断にゆだねら

れるところが多く、決して透明とはいえな

い部分がある現状7に対しても不満の声が

上がり、日本の観光市場にとっての中国観

 
① 政治：頻繁に行われる政権交代は観光政

策の一貫性に影響を与える恐れがある。

一方、歴史認識問題などをめぐる一部の

政治家の無神経な言動はしばしば中国

を含むアジア諸国の国民感情を傷つけ、

日本に対する親近感や評価を下げる。国

民感情が国際観光や国際交流を促進す

るための前提であるとされている以上、

嫌日や反日感情が高まれば、日本の観光

立国戦略がよって立つ基礎を失う危険

性がある。 

                                                  

                                                 

② 企業：本国の観光資源を生かし、外国観

光客を誘致する点において、先進国に比

べ日本の観光関連企業は大きな遅れを

とっている。8本国の観光資源を整合し、

日本の特色を引き立たせるブランドを

作り、観光における競争力と魅力をレベ

ルアップさせるのは、日本観光企業がこ

れから研究を深め、努力を重ねていくべ

き重要課題である。 

7日本政府は 2010 年 7 月 1 日より中国人の

個人観光ビザの発給条件を従来の年収 25
万元（約 327 万円）から年収 6 万元（約 79
万円）にまで引き下げた。前観光庁長官溝

畑宏氏は前出中国「広州日報」のインタビ

ューを受けたときに、公式に明らにしてい

ないが、実際、中国人観光客向けのビザを

発給する際、それよりも低い判断基準を設

けているとし、中国の銀行が発行するゴー

ルドカードさえ持っていればクリアできる

と打ち明けた。『広州日報』、2011 年 6 月

22 日 

 
8薛芹「浅析日本観光立国政策」『甘粛農業』、

2005 年第 8 号、p100－102 
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③ 国民：海外観光客の誘致に日本政府や一

部の企業が積極的な態度を示している

のに対して、地方や民間はやや後ろ向き

な姿勢を見せている。その理由は日本の

閉鎖的な社会と国民意識にある。日本人

は大和民族を世界中もっとも優秀な民

族と自認し、特にアジア諸国、諸民族を

明らかに軽視し、排斥的感情を持ってい

る。外国人観光客の増加が治安悪化につ

ながると決め付け、受け入れに消極な日

本人は決して少数とはいえない。この種

の排他的な感情は必ずといっていいほ

どインバンド観光の発展を阻害する要

因となる。観光立国戦略は国民全体の支

持を得られず、政策レベルにとどまって

いれば、看板倒れする可能性がある。 
④ コスト：観光コストが高いことが観光業

の発展にマイナス影響をもたらす。中国

人観光客にとって、消費水準の高さにお

いて世界一二位を争う日本は依然とし

て敷居の高い観光目的地である。コスト

パフォーマンスからいうと、東南アジア

や近隣の韓国などが日本よりも良い選

択である。特に自然観光資源などにおい

て近似性を持つ韓国と比べると、日本の

観光市場は少なくとも価格優勢を持ち

合わせていない。 
 
上述のように、政策制定と政策施行にわ

けてみれば、日本の観光立国戦略をめぐる

中国識者の評価は必ずしも一致していない。

後者に関する議論には若干ステレオタイプ

的で感情的なものも差し挟まれているが、

観光は互いの国民感情、しいて言えば両国

の政治環境との間に密接な関係があり、そ

れによって大きく左右される可能性がある

という認識自体は、過去の事実に基づいて

形成された部分があるため、決してすべて

が的外れなものとはいえない。ただ、観光

が両国民間のコミュニケーションや理解を

促進し、結果的には平和をもたらす効果も

あるというポジティブな視点が欠落してい

るのが、多少遺憾である。 
 
（２）ソフトパワーの伸張に対する警戒 
 
日本の観光立国戦略に対する中国側の評

価の中で、もうひとつ注目すべき視点は、

観光を通して自国の文化を宣伝するという

日本のソフトパワーの伸張に対する警戒感

である。 
康徳瑰氏は観光立国戦略を日本が意識に

推進する広報外交（Public Diplomacy）の

一環として捉えている。90年代から日本の

広報外交は戦後「平和国家」というイメー

ジの造成と経済の振興に寄与するという実

用的なものから、政治大国の実現のために

貢献するという拡張路線へと大きく舵を切

ったと康氏は指摘する。日本政府が広報の

対象を最初のアメリカと東南アジアから、

中国を含むその他の国に拡大させているこ

とに警戒を呼びかける康氏は、2003年以降

に打ち出された観光立国戦略を「観光外交」

と位置づけ、中国人観光客のビザ取得要件

の緩和などの措置の背後には、経済効果を

狙うだけでなく、観光による交流を通して

日本に対する中国民衆の反日感情を薄め、

経済利益の獲得以外に、政治的意図もある

と分析している。9 
一方、柴亜林氏の議論はより過激的であ

                                                  
9康徳瑰「日本公共外交的特点」、『日本学

刊』、2011 年第１号、p40-51 
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向上にも機能できる。この点においてはお

そらく議論の余地がないと思う。ただし、

上述の議論の前提は、日本がすでに「平和

国家」の「仮面」を剥がそうとしている、

というところにある。即ち日本が推進しよ

うとするパブリック・ディプロマシーの目

標が一見「対日イメージの向上」に設定さ

れているように見えるが、日本に対して周

辺諸国が持つべき警戒心を弱めるところに

その「本心」がある、という理解となって

いる。これらの議論に通底するのは、日本

に対する根強い不信であり、そこから観光

立国戦略への強い警戒や抵抗もはっきりと

読み取れる。 

る。柴氏は日本の観光立国戦略を分析する

際、経済と政治の両面からその真意を探る

必要があると主張する。10 
柴氏は2003年4月に公開された「観光立

国懇談会報告書」にソフトパワーの向上と

いう文言が盛り込まれたことを取り上げ、

日本政府が観光立国戦略に極めて高い政治

的意義を付与し、観光立国を政治大国への

まい進に必要なルートとして考えていると

指摘する。彼は、日本の観光立国戦略が目

指すもうひとつの目標はソフトパワーの向

上にあり、その真意を決して看過できない

と強調する。日本政府が唱えた観光立国戦

略には、日本をアジアにおける国際会議の

最大主催地とするという基本目標が含まれ

ている。それに注目する柴氏は、次のよう

に分析を加えた。「言うまでもなく、日本政

府はこのような方式を通して国際社会とよ

り緊密な関係を築き上げ、またそれによっ

て世界に影響を与えようとしている」。「観

光立国戦略の実施を通して、（いわゆる）『普

通国家』への転換を目指す日本はソフトパ

ワーを増大させ、（国際社会における）発言

力と影響力を高めようとしている。アジア

太平洋地域における日本の主導権を拡大し、

当該地域ないし世界での地位を向上させる

ことによって、地域政治及び安全保障にお

ける主導権を獲得する思惑は、観光立国戦

略のなかでも読み取れる。」 

 
４．中国の観光政策に対する反省―日

本の観光立国戦略に基づいて 

 
2009年11月、中国国務院常務委員会議で

は「観光産業の発展を加速化せよ」との公

文書が可決された。観光産業を国民経済の

戦略的支柱産業と格上げし、いよいよ中国

観光戦略の全面構築に乗り出した。それに

乗じて、日本の観光立国戦略及びその効果

に注目する一部の中国の識者は、日本をモ

デルにして中国観光産業の更なる発展を図

るべきだと政府に対してさまざまな助言を

行った。その内容を概観すると、主に次の

いくつかの点に集約できる。 
 ソフトパワーの定義についてはここで改

めて贅言するつもりはない。観光促進は両

国国民間のコミュニケーションを活発化さ

せるだけでなく、外国観光客に能動的に働

きかけることによって、自国のイメージの

① 日本の観光立国推進基本法や観光業法

の改正などに見習い、中国独自の観光法

や業界法律を制定し、中国観光産業の秩

序ある健康的発展を増進する。 
② 関連省庁を跨る観光立国推進本部を参

考に、交通運輸、ビジネス、農業、環境

                                                  
10柴亜林「日本観光立国戦略評析」『現代日

本経済』、2008 年第 6 号、 
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などの中央省庁間の連携や協力の円滑

化を図るため、現存の観光局よりも上位

の国家観光委員会を設置し、国家の観光

発展戦略の実施を組織行政のレベルか

ら保障する。 
③ 観光産業への財政予算を増やし、観光企

業への税収優遇を実施する。 
④ 観光の振興に寄与する人材の育成に力

を入れる。 
⑤ 国民レジャー観光計画を制定し、観光を

消費行動の一環として国民の日常生活

に定着させ、レジャー観光への社会全体

の参加を最大限に促進する。 
⑥ 観光旅行の容易化及び円滑化を図るた

め、休暇に関する制度の改善や休暇の取

得を促進すると同時に、祝祭日の調整な

どで観光旅行の需要の特定の時季への

集中を緩和する措置を導入する。 
 
 これらの提言はほぼ日本の観光立国戦略

を全面的に踏襲する内容となっており、決

して新鮮味のあるものとはいえない。裏を

返して言えば、これは中国の識者の間で日

本の観光立国戦略及び諸施策がそれだけ高

く評価された証でもある。指摘しておきた

いのは、日本の観光立国戦略及び諸施策を

中国に全面的に移植すべきと主張する論者

が、経済利益の獲得こそが観光産業の発展

が目指す至上目標であるという従来の視点

に固執している点である。彼らにとっては、

国家の公権力、すなわち政府による事細か

な行政指導や国家政策による強力なバック

アップを、観光産業の持続的発展を実現す

るうえで最重要なファクターと認識してお

り、そのために、トップダウン式の行政指

導をさらに強化し、観光産業に対する国家

のコントロールをさらに拡大させる必要が

あると訴えている。 
しかし、中国の観光産業は日本が打ち出

した諸策をそのまま導入すれば、日本と同

様の成功が保証されるだろうか。あるいは、

日本の観光立国戦略が「経済効果の最大化」

につながるとの認識は果たして十全なもの

といえるだろうか。これらの問いに対して

は、上述の提言は必ずしも円満な答えを出

していない。 
観光産業の規模を拡大させることによっ

て、経済効果を最大限に追求するという従

来の視点に立ってなされた提言が議論の主

流を占める中で、経済の活性化、雇用の機

会の増大をはじめとする経済利益を過度に

重視してきた結果、中国の観光発展にはす

でに重大な欠陥を露呈していると少数では

あるが、警鐘を鳴らす意見も現れている。

異議を呈する論者は日本の観光立国戦略を

移植する前に、観光産業ないしレジャー産

業が国民生活の中で果たすべき根本的な役

割を再検討し、中国の観光産業の性格的な

欠陥を見直すべきだと主張し、特に戦略の

明確化→政策のバックアップ→産業規模の

拡大→経済効果の増大という単線的な思考

様式を修正し、人文的な要素をより重視す

る上で、複眼的な視角を持って戦略を再構

築することこそ、中国の観光産業の持続的

な発展につながるものだと強調する。 
 

1.国民の角度からレジャー産業を再考すべ

き 
 
前述のように、中国観光産業の発展は決

して歴史の長いものではない。王艶平氏は

先進諸国に比べて、観光産業やレジャー産
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むやみに助長し、観光資源の乱開発に歯止

めがかからないという深刻な状態を作りだ

すと識者が鋭く指摘する。 

業についての中国の関連研究はあくまで入

門段階にとどまっていると指摘した上で、

国民の立場、即ち人間の立場に立ち返って

レジャー産業の発展を見直すべきだと強調

する。11王氏はレジャー産業と経済効果の

相互関係のみを重視する論調は、レジャー

と労働があくまでコインの両面であるとい

う定理的な概念設定を徹底否定するもので

あると論断し、この種の議論は、あくまで

も産業と政府の結託、及び学識者のそれへ

の妥協追従の結果だと皮肉る。 

たとえば、石美玉氏は経済利益至上をモ

ットとする中国の観光業界は観光資源の過

度開発という結果を招き、消費者の利益や

地域及び地域住民の利益を度外視するやり

方は、観光地に多大なマイナス影響をもた

らし、観光産業の持続的な発展を台無しに

する危険性が高まっていると指摘し、その

結果、政策制定及び実施過程において「国

家VS地域・住民」という異なる利益主体間

の矛盾と衝突をうまく調整できない現実が

生まれつつあると警告する。12 

労働と同様に、レジャーの享受権は人間

として最も重要な権益のひとつであると強

調する王氏は、政府がレジャーや観光を産

業としての発展を推進する前に、まず国民

のレジャーを享受する権益を保障する必要

があると指摘する。政府が国民を「豊かで

非功利的なレジャーを享受できる人間」に

する努力を怠ってはいけないと主張する王

氏は、政府には利益至上という産業的視点

からレジャー享受という人間の基本権利の

重視という根本的な視点転換が必要である

と促した。 

石氏らの議論によると、中国の観光政策

が目指す目標は「政府の利益のみ」という

きわめて単一的ものである。特定時期の政

治と経済状況に合わせて制定した現段階の

観光産業の発展政策は、地域の住民に恩恵

をもたらすどころか、地域住民のより高次

的な生存と発展の需要を満たすという観光

発展の根本的な目的と背馳するもので、国

民の社会的文化的需要、福利厚生に対する

需要を犠牲にする危険性が否定出来ないと

する。 
 
2.地域や住民の利益を重視する調整型の政

策制定 その上で、組織構造戦略、供給発展戦略

及び需要発展戦略などが含まれる日本の観

光立国戦略はシステマティックなものであ

り、観光業の発展を促す諸要素を包括的に

カバーしていると評価する石氏は、歴史の

新しい発展時期を迎えようとしている今日、

経済、政治だけでなく、社会、文化などの

 
地域や住民への利益還元を唱える日本の

観光立国戦略と比較した結果、中央・地方

政府の経済収益を何よりも強調する中国の

観光発展政策に、本来地域と住民の利益向

上の実現という必要不可欠な視点が欠如し

ており、結果的には観光業界の営利主義を

                                                  
                                                  
12石美玉「日本観光立国戦略的効果評価及

び啓示」『東北亜論壇』、2009 年第 6号 
11王艶平「対国民休閑文化価値的認識及其

権益属性的探討」、『自然弁証法研究』、2004
年第 2 号  
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び地方政府を、地域住民をはじめとする他

の利益主体の対角に置くという分析の枠組

みには今までない斬新さが見られる。これ

らの議論はマスツーリズムの弊害を批判し、

環境保護や地域文化の保全などの視角から

展開されるものが多いため、「持続可能の観

光」を提唱する国際的潮流に通ずる視点も

少なくない。しかし、現代中国が抱えてい

る問題のすべての根源は、急速に拡大する

市場経済、硬直した権威主義的政治体制及

び方向が定まらぬ、発展途上の市民社会の

三者間の葛藤や矛盾にあると考えられよう。

観光政策も他の国家主導の政策と同様に、

上述の葛藤や矛盾を解消するために、これ

から大きな転換を迫られることになる。そ

の意味からいうと、批判論者にとっては、

比較対象とされる日本の観光立国戦略はむ

しろ「市民の権利を前面に出し、国家の譲

歩を引き出す」、観光業の利益配分における

「民進国退」の構図を作り出すための材料

として使う意味合いがあるといえよう。 

側面からも検討を加え、異なる利益主体の

訴求に事細かに目を配り、その需要を満た

し、科学的で実行可能な観光政策を制定す

る必要があると政府及び政策制定者に呼び

かける。 
 
中国政府は国家経済発展を推進する資金

調達の手段として、インバウンド観光振興

を図り、国際水準ホテルの新増設、交通網

の充実、観光資源の活発な開発に努め、観

光客を誘致するためのインフラ建設に多大

な資金を投入し、ハード面の改善に注力し

てきた。一方、これまで中国の観光、旅行

の進展を阻害する要因としてしばしば指摘

されているのは、観光インフラにおけるソ

フト面である「安全性と治安」、「健康と衛

生」「渡航制限」などである。13 
ハード面の改善にしても、ソフト面の不

足にしても、そのいずれも国家政策による

結果であり、「政府」と深くかかわる領域で

ある。これまでの中国観光産業の発展は国

家が主導するもので、その政策のバックア

ップによって実現できたといっても決して

過言ではない。その意味からいうと、国家

主導の姿勢を全面的に押し出している日本

の観光立国政策に高い共鳴を覚え、それを

中国にも移植すべきだという議論は、これ

まで政策助言者として自認してきた「御用

識者」の自然なリアクションと考えられる。 

これらの批判的な意見は果たして今後中

国の観光政策に反映されるだろうか。2013
年 2 月に中国国務院が発表した「国民観光

レジャー綱要」は、国民の利益や権利を強

調、確保する意味において、少なからぬ前

進を見せている。2020 年までに労働者の有

給休暇制度を基本的に導入し、国民が観光

やレジャーに費やす時間を確保することを

強調する同綱要は、事業団体に対する監督

を強化し、労働者の休暇取得権に法的支援

を提供すると宣言する。14それだけでなく、

年末までに公布される予定の「観光法」も

ただ、注目すべきは、決して主流ではな

いものの、「全面移植論」と同時に現れてい

る、利益配分における政府の独占的立場に

対する批判的な議論である。特に、国家及

                                                                                                    
14「国民旅遊休閑綱要（2013－2020 年）」

http://www.gov.cn/zwgk/2013-02/18/conte
nt_2333544.htm 

13鈴木勝「グローバル・ツーリズムを左右

する中国観光」、『中国 21』p35－50 
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中国観光業の更なる発展に強力な法的保障

と提供するものと位置づけられている。日

本の観光立国戦略を強く意識する中国の観

光発展はもしかすると今後恣意的な解釈に

よって左右される部分が減少し、少しずつ

法治への転換も期待できるだろう。 
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図2ビジットジャパン事業開始以降の中国語圏からの訪日

客数の推移（2003年～2011年）
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出所：JNTO「国際観光白書 2012」等より作成 

 
５．中国のアウトバンドと日本のイン

バンド－結びに代えて 

  
中国メディアの報道によると、2012 年の

中国人の海外旅行者はすでに 8000 万人を

越え、世界三位となり、世界観光市場への

貢献度も７％を超えた。しかし、震災を除

き、ここ数年好調に推移してきた中国人訪

日客は12年9月を境目に大幅に下落してい

る。いうまでもなく、これは日本政府が尖

閣諸島を国有化したことに対する中国の反

発である。特に 9 月以降見られる団体客の

急激な減少は領土紛争による中国国内のナ

ショナリズムの高揚、日本に対する国民感

情の悪化に起因する側面がある。一方、こ

れはアウトバンド観光が依然として政府の

コントロール下にあり、その意向によって

如何にでも左右できることをも端的に示し

ている。15 
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日本において中国のアウトバンド観光に

ついての研究は近年活発化している。しか

し、その研究関心のほとんどは、中国人観

光客の購買行動、観光パターン、プラン設

定、宿泊需要などに向けられており、即ち

マーケティング論的な視点からのアプロー

チが主流を占めている。観光行動を誘発し、

                                                  
15 例えば、人民日報の系列紙『環球時報

（電子版）』は 12 年 7 月 14 日付けで中国

国家安全政策委員会の趙昌会研究員に対す

るインタビューを掲載し、日本政府が尖閣

諸島問題で引き続き挑発的な行動を取るな

らば、中国政府は日本への報復措置をとる

べきだと主張した。趙氏は観光立国を目指

す日本は中国を重点市場と位置づけ、中国

人観光客の呼び込みに力を入れていること

を言及し、中国政府が旅行先を適度に調整

すれば、日本の小売業にも打撃を加えるこ

ともできる」と指摘したうえで、中国国内

                                                                      
において日本の観光地のプロモーションを

制限し、旅行会社を誘導し、日本への旅行

客を減少させることが日本への牽制にもつ

ながると提案した。趙昌会「日本を制裁す

る切り札が中国にある」、『環球網·評論』

http://opinion.huanqiu.com/1152/2012-07/
2912931.html 
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観光意欲を左右する最大の要因とされる意

思決定プロセスについての研究は決して十

分とはいえない。言い換えれば、主として

西側諸国で発展を遂げ、観光先進諸国です

でに伝統と見られるデスティネーション・

チョイスモデルは果たして中国の現実を理

解するうえで有用なものかどうかという問

いに対して、いまだに満足できる答えが出

されていない。その理由のひとつはおそら

く中国のツーリズムの発展は経済の急成長

と同様に急激なもので、アウトバンド観光

にも多様な消費集団が一気に押し込まれる

結果、多様な需要が混在し、中国観光客に

きわめて曖昧な性格を付しているところに

求められよう。  
しかし、中国のアウトバンド観光が日本

の観光立国戦略の実現に多分に影響を及ぼ

す要素の一つになっている以上、デスティ

ネーション・チョイスを決定させる上で最

も重要な要素として考えられているデステ

ィネーション・イメージについて改めて考

え、その形成と変化のプロセスを究明する

必要があると思われる。ここ数年の傾向を

見ると、中国人訪日客の増減は、あたかも

両国の友好関係の如何と表裏一体の関係に

あり、それを反映するバロメータのように

見えるが、果たしてその構成が日増しに複

雑化し、多様化する中国人観光客のすべて

が日本に対して同様なディスティネーショ

ン・イメージを抱いていると断言できるだ

ろうか。もしそうでなければ、観光に携わ

る研究者や業界人は果たしてどのような対

応を今後とっていくべきだろうか。 
尖閣諸島問題をめぐって日中両国政府の

対立が高まる中で、来日中国観光者数の下

げ幅に縮小傾向を見せているものの、依然

回復とは程遠い状況である。その現状を見

れば、観光はあくまで送出国と受け入れ国

の友好と平和の上に成り立っているものだ

と改めて実感する。しかし、われわれは

1967 年の国際観光年におけるスローガン

―「観光は平和へのパスポート」という言

葉が語る観光の真意を忘れてはならない。

前述のように、中国人識者は日本の観光立

国戦略を緻密に考察し、本国の観光政策へ

の活用においては柔軟で謙虚な姿勢を持っ

ているが、観光、特に国際観光が持つべき

「社会文化的効果」、即ち「国際理解・国際

協調・国際協力」「平和創出」などへの言及

が少ないところを見れば、必ずしもそれら

を重要視しているとはいえない。 
政治学者が指摘しているように、日中間

の懸案「問題をより深刻化させる要因とし

ては、日中間で基本的な知識が共有されて

おらず、両国における常識が異なっている

ことが挙げられる」。16国家の枠組みに入る

と、日ごろ平和主義者と自認する人からも

自分の本来の感情と矛盾した憎しみと憎悪

が噴出す。相手国への渡航に対する抵抗も

増幅する。しかし、市民同士のふれあいが

国家間の溝を埋めるのに役立つし、小さな

積み重ねが状況を動かす大きな力になるこ

とが否定できない。その意味からいうと、

市民を主体とする観光こそ、人的交流を促

進し、基本知識の共有や、互いに持つ否定

的なイメージを修正できる、きわめて有効

な手段であることを改めて認識すべきであ

る。 
2013 年 1 月 24 日、日本観光庁井手憲文

長官は北京で中国国家旅遊局邵琪偉局長と

                                                  
16高原明生「尖閣問題をパンドラ箱にしま

いなおす」、『世界』2012 年 12 月号 
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尖閣諸島の国有化後の初の会談を行ったと。

日中関係が冷え込む中、観光が両国の友好

関係に果たす役割の重要性を確認し、相互

交流を拡大する必要性で意見が一致したが、

その際、井出氏が引用したのは、まさに前

述のスローガン「観光は平和へのパスポー

ト」である。それに対して、邵局長は「民

間外交」である観光交流を促進する必要が

あると答えたそうである。が、この会談を

取り上げる中国側のメディアがほとんどな

かったため、中国の民衆にそのすばらしい

一言がついに伝えられていなかった。 

この状況からも、日中間の観光を、相互

の需要と供給のバランスを取れる、いわゆ

るウィンウィンという理想的な構図に導く

ためにはなお長い道のりが待ち受けている

だろう。 

両国間の関係を正常な軌道に戻すのが急

務ではあるが、日中両国の観光産業の今後

の発展を考察する際、北東アジア、あるい

は「東アジア共同体」など、「両国間」の限

界を越える、より高次的視点も必要であろ

う。なぜならば、この地域にある国々は文

化的にも歴史的にも深いつながりを持って

おり、互いに相似性もあれば、観光客を飽

きさせない「差異」もあるからである。視

野を拡大してみれば、「西洋」に対置する「オ

リエンタル」という付加価値を作り出し、

さらにそれを生かすことができれば、ひと

つの「共通の伝統」を持つ市場として捉え、

それを繁栄させることも決して夢ではない。 
このような地域的な市場が形成されれば

観光産業における国家間の補完関係がより

安定的なものとなり、地域内の住民の連帯

感が生まれ、お互いの交流もさらに活発に

なることが期待できるであろう。 


