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１．はじめに

　世界同時不況とともに，実体経済が悪化してい
る．アメリカのサブプライム住宅ローン問題（注ⅰ）

から始まった金融危機は，一瞬にして全世界の金
融市場に危機をもたらし，生産・投資・雇用のよ
うな実体経済に深刻な影響を及ぼしている．長
年，世界経済において進められた自由化とグロー
バル化は，世界共通のルール作りと資源の効率的
利用に大きく貢献してきたと言えるが，一国の経
済的危機を共有せざるを得ない弱点を内在してい
る．特に金融危機は，伝統的な産業に比べ，高度
の先進化された経済システムにおいて発生したこ
とに注目したい．21世紀に入り，世界経済のグロ

ーバル化は加速される一方で，各地域では地域国
家のブロック化が進んでおり，前例のない国家
間・地域間の複雑なシステムが混在するようにな
った．今度のような世界規模の経済危機を乗り越
えるためには，国家間・地域間の政策協調が最も
重要と認識されている．しかし，国際協力ととも
に，グローバル化によって急激に変化する世界経
済システムと自国の経済構造に柔軟に対応しなが
ら，外部的リスクに対応できる潜在的競争力を確
保しておくことも必要不可欠であろう．
　本稿では，世界経済のサービス化の進展と，日
本の伝統的成長産業の変化を踏まえ，日本独自の
潜在的かつ高い競争力を持つ観光産業，特に文化
産業の振興に焦点を当て，グローバル化の進展と
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a globalization.
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国際競争が激化する中で，近隣地域と共存・共栄
できる望ましい協力策を展望したい．

２．グローバル化と産業構造の変化
　
2-1　世界経済のサービス化

　OECDによる2009年の経済見通しによると，表
１でのように，2009年の主要先進国経済は下降局
面を見せるが，2010年からは回復すると予測され
ている．世界の多くの国々は，今度の世界的同時
不況が金融資本市場における信用収縮によるもの
と判断し，新大統領を迎えたアメリカの積極的な
金融政策の効果に大いに期待しているとも考えら
れる．また，2009年について，OECD全体として
は，マイナス成長を予想し，OECD非加盟国にお
いては，顕著な成長を予測している点が興味深
い．今度の金融危機の波及は，世界経済における
国家間の高い連動性によるものでもある．すなわ
ち，世界規模での金融資本市場において国家間，
とりわけ先進国間の資本市場の連携が緊密にな
り，世界貿易規模の拡大から得られたグローバル
な資金の流れが金融危機を波及させた要因の一つ
とも考えられる．このような意味で，中国，イン
ドのようなOECD非加盟の新興工業国において
は，国内金融システムの「不完全」な自由化（グ
ローバル化）が，外部からのショックを比較的少
なくしたと言えよう．
　ジェトロ（2008年）の集計によると，世界貿易

は2007年度において，名目輸出ベースで前年比15
％増を記録し，5年連続で２桁の増加を見せてい
る．また，実質ベースでの輸出伸び率は，同期間
中5.6％にまで鈍化したことはあるものの，実質
GDP成長率とともに，堅調な伸び率を維持して
いる（注ⅱ）．また，このような世界貿易規模の拡
大の中で，サービス貿易の規模と直接投資額も拡
大し，世界のGDPに占める割合も増加している．
（図１）
　表２のように，サービス貿易を項目別に見る
と，輸送部門が前年比18.3％増の7,421億ドルと，
大幅に拡大している．また，旅行部門において
も，世界的な原油高による航空燃料の高騰と運賃
引き上げ，世界経済の減速といった厳しい環境に
も関わらず好調な成長を見せ，前年比14.4％増の
8,623億ドルに達している．2007年のサービス貿
易は総じて前年よりも伸びが加速したと言える
が，同期間中のドル安により，ドル建てでの貿易
額が拡大したことを考慮しなければならない．し
かし，旅行部門においては，国連世界観光機構の
2007年の世界の旅行者数推計によると，前年比
6.6％増の9億300万人になり，増加ベースが前年
よりも加速したことから，この部門において堅調
な成長が続いていると考えられる．

　日本のサービス貿易は，表３でのように，輸
出・輸入面において決して高い伸び率を見せてい

表１　OECD世界経済見通し
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ない．また，日本の輸出・輸入部門ともに，世界
全体の前年度伸び率に比べて，大きな差があり，
構成比においても，輸出部門で4.2％（アメリカ
13.9％，イギリス8.1％，ドイツ6.1％），輸入部門
で9.3％（アメリカ8.8％，イギリス13.1％，ドイ
ツ15.0％）と，サービス貿易において相対的な低
い水準の成長傾向を見せていると言える．一方，
アジアの地域全体では，輸出19.1％増，輸入17.1
％増と，堅調な伸びを見せている．特に，輸出入
両部門での中国の30％前後の伸び率は，中国経済
における目覚ましいサービス産業への産業構造の
変化を表していると理解できる．経済のサービス
化は，グローバル化と情報化によって加速され，
伝統的産業から第３次産業への構造変化により，
一国の交易条件と産業別国際競争力の変化をもた
らす意味で，今後の各国の経済を展望する上で注
目すべき要因と思われる．

2-2　少子高齢化と労働生産性

　日本よりも先に少子高齢化社会に突入した諸先
進国の事例からもわかるように，少子高齢化とこ
れに伴う経済停滞は，今後の日本経済においても
最重要問題と言える．一人あたりの国民所得を維
持し，持続的な経済成長を続けるためには，国内
における労働生産性を高めていく必要がある．ま
た，労働生産性を高めるためには限られた人的資
源を高付加価値分野に重点的に投入する必要があ
る．最近，世界的不況による需要減少と供給過剰
による景気悪化が深刻化している．例えば，日本
の伝統的成長産業であり，経済成長を牽引してき
た自動車産業の最大手トヨタは，2008年，年間世
界最高の販売実績を記録しながらも，赤字決算予
測による大規模の生産ラインの縮小と人員削減を
計画している．一方，売り上げ規模においてはト
ヨタの10分の１の規模でありながらも，従業員一
人あたりの売上高においてはトヨタの１億７千４
百万円に対し，その５倍強に及ぶ９億８千万円の

図１　世界のGDPに占めるサービス貿易と直接投資の推移

（出所）ジェトロ貿易白書（2008）
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実績をあげた任天堂は，円高による減益を考慮し
ても，過去最高の営業益を見込んでいるという．
企業の商品や生産，市場が異なるため，単純比較
はできないが，付加価値生産性における大きな格
差は注目すべきである．

　労働生産性の国際比較において，日本の生産性
は先進７ヵ国の中で最下位を記録し，OECD30ヵ
国の中で20位，製造業においてはOECD26ヵ国の
中で12位と発表された（注ⅲ）．また，2006年の日
本の製造業部門での生産性は，12位と，2005年の

表2　世界のサービス貿易（輸出）伸び率の推移

表3　国・地域別サービス貿易（2007年）
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８位よりも４つ順位を下げている．そしてアメリ
カの製造業の労働生産性に対しても，１対0.82の
低い水準である．特に，日本のサービス業におけ
る実質労働生産性指数については，1991年から
2006年まで，年率平均0.3％の伸びとなってお
り，これは，同期間中の製造業の年率平均3.2％
の伸びに比べ，顕著に低い伸び率を示している点
に注目すべきである．
　また，日本の今後の持続的経済成長のために
は，現在の日本社会が抱えている少子高齢化や労
働力不足問題への対策が急がれている．政府の推
計によると，日本の総人口は，今後，長期の人口
減少過程に入り，2025年に人口１億２千万人を下
回った後も，減少を続け，2046年には１億人を割
って9,938万人，2055年には，8,993万人になると
いわれている（注ⅳ）．
　現在まで，日本の経済成長の原動力の役割を果
たしてきた製造業等における熟練労働者の役割
と，高度な技術による高い生産性の維持が，今後
の重要課題である．特に，高度な技術を持ち，生
産に従事できる労働力の確保は，日本経済の持続
的成長のために欠かすことの出来ない条件でもあ
る．
　また，日本の経済成長を牽引してきた「団塊の
世 代 」 が 6 5 歳 に な る 2 0 1 2 年 の 高 齢 者 人 口
は，3 ,000万人を超え，2018年には3 , 500万
人，2042年には3,863万人のピークを迎えると推
定されている．従って，今後日本社会は2.5人に
１人が高齢者で，４人に１人の割合で，後期高齢
者が占める状況となる（注ⅴ）．特に，後期高齢者
人口は，今後増加を続け，2017年には前期高齢者
人口を上回る見込みである．以上のように，少子
化が続いている日本国内から新たな労働力の増加
は期待できない状況でもある．近年，外国人労働
者の受け入れを巡る様々な研究や賛否の議論が生
じていることも，このような国内の労働状況の変
化によるものと考えられる．2009年には，フィリ
ピンからEPAに基づく労働者の受け入れが行わ
れる．これは，日本とフィリピン両国間の経済連
係協定に基づくものとして，2008年に実施された

インドネシアからの外国人労働者の受け入れに続
く２ヵ国目の事例となる．2008年７月に発効した
「日・インドネシア経済連係協定」に基づき，同
年8月には，インドネシア人看護師・介護福祉士
の候補者208人（看護104人・介護104人）が受け
入れられ，日本国内での研修を受けている．2009
年のフィリピンからの看護・介護分野の労働者受
け入れも，インドネシアのケースとほぼ同じ枠組
みとなっているが，異なった点としては，就労コ
ースに加え，修学コースが設けられていることで
ある．
　前例のような近隣地域からの労働者の受け入れ
は，日本において急速に進んでいる少子高齢化の
深刻さを示しており，これは，需要と供給の両面
において国内雇用市場のアンバランスがきわめて
深刻であることからである．特に，今後の急激な
労働人口の減少による生産の低下を止めるために
「単純労働者」の受け入れと，看護・介護等の国
民生活に不可欠な分野における労働力の確保と受
け入れの促進が急がれている．このように，経済
グローバル化時代において，外国からの労働力の
受け入れは，グローバル化による外部からの圧力
ではなく，国内経済の環境変化と社会的変化によ
る内省的要因によって生じた問題であることを確
認しておく必要がある．従って，外国人労働者受
け入れを巡る議論においては，従来の国境を越え
た人の移動の問題や，国際的競争力の問題を超え
て，日本国内の産業や社会の持続的成長と国民生
活向上のための労働力不足解消の一つの政策とし
て，より積極的かつ戦略的な取り組みが必要であ
る．すでに先進諸国においては，企業のみならず
自国の経済成長と国民生活向上に必要な人材の獲
得において激しい競争を繰り広げている．もは
や，高度な技術・知識を有する外国人労働者の受
け入れは国家レベルでの最重要戦略として認識さ
れている．
　外部からの労働力受け入れによる成長戦略の他
に，国内での産業構造の変化に対応する労働参加
率の調整も国内労働状況の改善における重要な一
つの課題である．例えば，主要先進国における女
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性の労働力率から見ると，日本の25歳～35歳にお
ける女性の労働力率が，主要先進国の同年齢層に
比べて特に低い．このことは，長らく女性の社会
参画が推進されてきたものの，日本においてこの
年代の多くの女性が家庭内の仕事から社会的活動
や就労にシフト出来ていない現状を示している．
従って，女性が意欲的に就労できる環境作りや高
齢者や障害者への就労機会の拡大等が，持続的経
済成長の重要なカギとなり，このような分野にお
いて，労働力が，より効率的に投入できる産業構
造への転換が必要である．
　前述の日本の労働生産性において，特にサービ
ス業での労働生産性指数の推移を考慮すると，先
進諸国の産業構造において，各国とも製造業から
サービス業へのシフトが進んでいると考えられ
る．そして，各国ともにサービス業における生産
性の向上に戦略的な重点を置くと考えられ，日本
もサービス産業振興の推進と環境整備が急がれて
いる．

３．観光産業とソフトパワー

3-1　日本の観光産業と観光資源

　2008年10月１日，観光庁は国土交通省の外局
として設置された．観光庁は，観光立国実現の
ために，①訪日外国人旅行者数1,000万人，②日
本人の海外旅行者数2,000万人，③観光旅行消費
額30兆円，④日本人の国内観光旅行による１人
当たりの宿泊数4泊，⑤我が国における国際会議
の開催件数５割増－との５つの項目を揚げてい
る．また，「観光立国推進基本計画」では，具体
的に目標数値を掲げていることがその特徴であ
る．そして，2007年に施行された「観光立国推
進基本計画」の「観光立国推進基本法」に基づ
いた観光庁の創設には，政府を挙げて，民間部
門を取り込んでの組織体制の整備の必要性が求
められている．このような日本政府の観光政策
の新たな展開と体制強化は，近年の世界観光産
業における日本の状況から，日本国内の国際観
光産業の体質改善と振興が大きな課題になって
いることによる．図２でのように，外国人訪問者
数において，日本は世界30位（約733万人，2006
年実績）となっている．また，これはアジア諸
国・地域の中でも中国，マレーシア，香港，タ
イ，マカオ，シンガポールよりも下回る水準で
ある．（図2）

図2　世界各国・地域への外国人訪問者数（2006年　上位40位からの一部）

（出所）日本政府観光局（JNTO）資料より作成
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ンバランスは，日本の観光収支の大きな赤字とな
り，また，GDPと観光収入との関係からも欧米
先進国と比べて，日本は非常に低い水準であるこ
とが類推できる．もちろん，日本政府においても
すでに，訪日観光交流倍増計画（ウェルカムプラ
ン21）の提言がなされ，外国人旅行者誘致のため
の様々な施策が展開されており，2003年４月から
始まった「ビジット・ジャパン・キャンペーン」
では，2010年に訪日外国人旅行者数を1,000万人
にするという目標を掲げ，日本の観光魅力の海外
発信と魅力的な旅行商品の提案が行われている．
以上のような政策の推進等により，2003年以降，
訪日外国人旅行者数は，図３でのように，順調な
増加を見せているとも言えよう．
　しかし，このような最近の顕著な訪日外国人旅
行者数の増加が，観光振興政策の結果としてのみ
理解することは難しい．なぜならば，日本への旅
行者数の国別推移を見ると（図4），訪問旅行者
数の増加の大部分が近隣諸国からの旅行客であ

　また，フランスやスペイン等の観光先進国との
訪問者数比較においても，日本への外国人訪問者
数は絶対的に少ない水準であることがわかる．そ
して特徴的なのは，近年，アジアにおいて中国へ
の観光者数の増加が著しく，2004年にイタリアを
抜いて，4位に浮上して以降，世界１位になるこ
とが業界から予測されている．サービス産業の基
幹産業として成長を続けている観光産業は，すで
に21世紀最大の産業と言われるほど，注目されて
いる．しかし，図３での日本の海外旅行客数と日
本への訪問者数実績からわかるように，従来の体
制と対応でこのような大きなインバランスを改善
することは大変厳しいことが明確である．
　世界的な観光産業の振興の中で日本の厳しい状
況，すなわち2007年実績で日本人の海外旅行客数
（アウトバウンド）は1,729万人で，日本への外
国人旅行者数（インバンド）は834万人と， その差
が約２倍である状況をどのように改善していくの
かが重要課題となっている．観光産業におけるイ

図3　海外旅行客数の推移
（出所）観光白書
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3-2　情報発信とソフトパワー

　訪日旅行者は，日本の観光に対して何らかの魅
力を持ち来日する．従って，外国人の潜在的需要
を引き起こせる日本の独特な観光資源を開発する
ことが何よりも重要である．しかし，すでに持っ
ている資源の魅力やイメージを対象者へ効率的に
伝えることも重要である．ここでは日本の持って
いる潜在的魅力，すなわち最も強い観光資源とし
ての，一国の「ソフトパワー」を考えてみたい．
　ソフトパワーは（注ⅵ），一国の経済的規模，す
なわち国内総生産や軍事力の大きさ（ハードパワ
ー）に対して，文化やイメージ，価値観の持つ影
響力として考えられる．日本には日本の潜在的に
強力なソフトパワーがあり，いかにこのソフトパ
ワーを向上させ，諸外国に効率的に伝達するかを
考えてみる．
　2008年英国BBC放送の国際世論調査を見ると
（図5），世界に良い影響を与えている国として，

り，同期間中，アジア近隣諸国での急速な経済成
長に伴う観光需要の増加によるものも多いと考え
られるからである．すなわち，日本国内の観光産
業の振興や観光資源の開発による魅力が向上した
だけではなく，純粋に，外部的要因による増加の
部分も無視できないと言える．
　特に注目すべき点は，図４でのように，2007年
の訪日旅行者数において，アジア近隣諸国・地域
（韓国・台湾・中国・香港）からの旅行者数が全
体の半数以上を占めている点である．増加率にお
いて中国は大きくはないものの，その人口の規模
から，今後の持続的経済成長と富裕層の拡大，訪
日制限の緩和等の付随的な要因によって，将来最
大の訪日旅行者数に達することは明らかである．
以下では，観光産業の振興と文化資源の開発の成
果をどのようにして，外部からの日本に対する観
光需要に結びつけることが出来るのかについて考
えてみたい．

図4　訪日旅行者数の国別推移

（出所）観光白書（2008）より作成
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日本とドイツがそれぞれ56％として第１位の結果
となっている．日本は，2007年度に続き，２年連
続の１位を記録した．
　調査結果の詳細から特徴的なものは，世界34ヵ
国の中で国別の結果において，日本に対して「良
い影響」との評価が最も高かったのはケニアの78
％で，以下イスラエル（75％），インドネシア
（74％），米国，英国，フィリピン，オーストラ
リア（70％）と続き，中国，韓国を除く32ヵ国に
おいて，「良い影響」が「悪い影響」を上回っ
た．この調査結果より，日本が世界から高い好感
を得ていることは明らかである．そして，日本に
対して否定的な評価（注ⅶ）（良い影響＜悪い影
響）をしたのは，中国と韓国の２ヵ国のみである
ことに注目したい．歴史的な事情により，評価に
おける対日感情が表れた結果であると考えられ
る．しかし，図４をはじめ，図６，図７を見る限
り，このような結論も実際の一国に対する観光需
要には直接的に大きな影響を及ぼしてないことが
わかる．

図5　世界に良い影響を与えている国

図6　アジアからの旅行客数の推移

図7　韓国への旅行客数と韓国からの旅行客数の
推移

（出所）RCC放送の国際世論調査結果（2008）より作成

（出所）観光白書（各年度）より

（出所）観光白書（各年度）より
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い，日本への積極的な観光行動に繋がっていると
考えられる．
　日本において韓国への旅行者数増加は「韓流」
の肯定的効果としてとらえる場合が多い．しか
し，図７と図８からわかるように，日本人の観光
パターンは，韓流に「大きく」影響されていると
は決して言えない．韓国は2000年以降，韓国ドラ
マ等によって日本でクローズアップされ，日本か
ら韓国への旅行者が増加したのは事実だが，中国
への観光客の急増と比較すると，その増加率は大
きいとは言えない．日本人の場合，様々な文化に
対する好奇心や教育水準の高さから，アジアにお
いて歴史的遺産の集大成とも言える中国への旅行
者の増加が顕著であると言える．又，文化関連の
交流の例として，韓国との交流において，歴史的
にたいへん深い交流である「朝鮮通信師の受け入
れ」を挙げることが出来る．そして，考えてみる
と，日本における韓流の元祖としてよく朝鮮通信
師が挙げられる理由がここにあるのかもしれな
い．文化や歴史に対するこのような日本人の思考
は，「日本人の好きな国ランキング（注ⅷ）」でのイ

４．国際交流と情報発信

4-1韓流・日流の影響

　図７を見る限り，韓国から日本への旅行者数は
韓国国内の旅行自由化以来，急増の傾向を見せて
いる．経済途上国から先進国入りした韓国にとっ
て，日本は経済大国としての象徴的存在でもあっ
たが，近年の日本への旅行者数の増加は，もっと
幅広い背景を持つ様々な要因からによるものと考
えられる．韓国における2004年の第４次日本文化
開放以後，各分野の日本の文化商品が大量に韓国
に流入したが，終戦後の韓国で，日本文化に接
し，本格的に日本理解の出発点になったとも言わ
れているものが漫画である．漫画は日本文化や日
本社会全般にわたる要素が凝縮されている一つの
文化コンテンツとして考えられている．特に韓国
の戦後世代において，日本の漫画は韓国の若者を
中心として幅広い日本文化の紹介役を果たしたと
言える．そして，その過程で形成された日本の文
化や社会，生活全般にわたる韓国人の好奇心は，
経済的水準の向上と出入国上の制度的緩和に伴

図9　米中韓の諸国に対して親しみを感じる
人の割合の推移

図8　日本人の海外旅行先

（出所）観光白書

（出所）内閣府世論調査（2008年12月）より作成
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（japan foudation）を設立し，世界全地域におい
て総合的な国際文化交流事業を実施している．し
かし，その拠点の数において，現在（2008年）の
ところ，海外19ヵ国21カ所にすぎず，他の先進諸
国との大きな格差が否めない．今後，日本も日本
語学習拠点を100カ所まで増やすとの計画もある
が，より積極的で充実した投資が伴われるべきで
ある．以上のようなことから，グローバル化の中
で，一国が自国のソフトパワーを最大化するため
には，自国の歴史的なソフトパワーが持つ威力に
頼らざるを得ないことがわかる．日本のソフトパ
ワーを向上させるためには，人的交流において，
現在日本で議論されている留学生受け入れ数の大
幅な増員等も必要であるが，日本の文化や歴史
等，総合的日本のイメージに魅力を感じている外
国の国民に対し，日本のソフトパワーを認識させ
る異文化理解の推進が最も効果的な方法であろ
う．従来の文化交流や学術交流に取り組みなが
ら，文化の発信に，より重点を置くべきである．

4-3　人的交流の経済効果

　観光資源の開発と文化発信等によって引き起こ
された国内観光への成果について考えてみたい．
観光産業の特徴としては，国内資源の有効な活用
を通じて経済的利益が得られるメリットがある．
尚，そのような利益は，国が持つ魅力（ソフトパ
ワー）によって外国からの観光客が増えること
や，文化商品の輸出が増加することから生じる．
図11から，外国人訪問者は，概ね東京や大阪を中
心とする地域，大都市（名古屋・福岡）に集中し
ていることがわかる．そして，韓国や中国，香
港，台湾からの旅行者が最も訪れたい場所と挙げ
ている北海道への旅行者数の規模が大きなことが
特徴的である．図10では，日本の象徴的観光地で
ある富士山を抱えている山梨県と，温泉で韓国人
観光客にもよく知られている大分県が大都会と並
んで高いレベルを見せている．図13は，日本と韓
国の地方自治体間に結ばれた姉妹都市協定の件数
を表しているが，図10～図12までとは異なる傾向
を見せている点が興味深い．そして，図10との比

タリアが２位，韓国12位，中国18位を示している
結果と，図８，図９での結果との比較からも伺え
る．イタリアの場合，物理的な距離と経済的な要
因にも大きく左右されたと思われるが，中国はこ
のような点で，最も日本人に観光しやすい国とし
て認識されたのであろう．

4-2　文化発信とソフトパワー

　最近経済的に急成長を続け，政治的，経済的共
に強国の立場となった中国が，全世界へ中国的価
値と思想を発信している．中国政府が各国の大学
等と提携し，中国文化や中国語などの教育のため
に設立している「孔子学院」が注目されている．
中国は2004年，中国文化の海外普及を掲げ，孔子
学院設立計画を打ち出した．そして，「孔子学
院」は現在，100ヵ国以上，200箇所で設立されて
おり，中国政府は2010年まで500箇所以上の設立
計画を進めている．このような自国独自の文化の
他国への一方的な伝播は，例えばオーストラリア
では，大きな反発意見を引き起こしているが，そ
の計画の実行力と積極性は高く評価できる．
　先進諸国において，自国の文化や言語を外国に
伝播し，自国に対する理解を高め，好意的な相互
関係を図ることは一般的である．フランスにおけ
るアリアンセ・フランセーズや，イギリスのブリ
ティッシュ・カウンシル，ドイツのゲーテ・イン
ティチュート，アメリカのアメリカンセンター等
がその代表的な例である．フランスの場合，1883
年から始め，現在は世界130ヵ国，1,000箇所以上
のセンターでフランス語を教えている．イギリス
の場合も220カ所，ドイツの場合も140カ所を超え
ている．韓国も同様の趣旨で，韓国の文字である
ハングルを世界に広めるために，2007年からハン
グル学校である「世宗（セジョン）学堂」を政府
レベルで設立し，2016年までに100カ所以上の設
立を目標としている．世界各国が自国文化を外国
に伝播し，自国言語の普及を通じて自国に対する
理解と好感度を向上させる文化発信戦略に力を入
れていると言える．日本の場合も，国際的な海外
文化機関の充実という目的で，国際交流基金
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図10　都道府県別外国人訪問者数（人口100万人あたり外国人訪問者数 ）（2004年）（出所）国土交通省

図11　都道府県別外国人訪問者数（推計）（2004年） （出所）国土交通省

図12　都道府県別韓国商品購買件数（2007、2008）

図13　都道府県別日本・韓国姉妹都市協定締結件数（2008年） （出所）CLAIR資料より作成
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交流や外国人訪問客数とはまた異なる経路で形成
されているとも考えられる．
　日本の観光産業の成長において，アジア地域か
らの観光客の嗜好は，重要な要因である．近年の
アジア地域からの旅行者数の増加は日本が持って
いる魅力と旅行者側の好奇心が一致しているから
である．表４でのように，今後数年は訪日外国人
観光客に占めるアジア地域観光客の割合が続けて
増加すると考えられる．したがって，日本からの
文化的価値の発信も，まずはアジア地域へ向けて
発信すべきであろう．グローバル化による国際化
も重要な課題ではあるが，アジア地域国家の文化
を理解した上で，相手国に対する日本のソフトパ
ワーを強化できるコンテンツの開発に努めるべき
である．そのためには，日本におけるアジア的価
値をまず再認識し，重点的に開発・発信すること
が，より効果的と思われる．

５．まとめ

　2008年日本の自民党において，外国人材交流推
進関連の提言案が発表された．日本の移民政策に

較から，姉妹都市提携等による人的交流が直接地
域の観光産業へ大きな影響を及ぼしているわけで
はないことが言える．すなわち，個人の観光行動
においても，個人が対象国について持っているイ
メージや観光規模内容が優先されると言える．し
かし，人的交流を含む地域の国際化と国際理解が
相手国に対する好感度を向上させ，潜在的な国家
の魅力につながることは確かである故に，人的交
流の従来の国際交流も地道に続ける必要性があ
る．次に図12では，相手国におけるイメージや好
感度によって，購買行動に影響されるかについて
考えてみたい．図12は，２年間にわたり，韓国文
化関連商品をインターネット上で公開し，販売を
行った結果を地域ごとにまとめたものである．販
売サイトの紹介やマーケティングは行わず，需要
側の検索により成立した件数である．結果から，
図10や図11のように，人口上の理由で，大都市の
実績が高い結果となっているが，北海道の韓国商
品に対する認知度は高い結果を見せており，岩
手，静岡，鹿児島などの韓国からの訪問客が比較
的に少ない地位からのアクセスが多いことから
も，韓国に関する関心や商品に対する需要は人的

表4　主要国・地域からの訪日外国人旅行者数

（出所）㈱共立総合研究所「レポート2007」Vol．114
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す住宅ローンのこと．通常のローンと比べて審査
基準はゆるいが，高い金利が特徴．

ⅱ ジェトロ貿易投資白書（2008）p7
ⅲ「労働生産性の国際比較」社会経済生産性本部

（2008年版）
ⅳ 高齢化社会白書（平成20年版）内閣府
ⅴ 高齢期を２期に区分する場合，65歳以上75歳未満

を前期高齢者，75歳以上を後期高齢者とする．
ⅵ ハーバード大学のジョセフ・Ｓ・ナイ教授が提唱

したもので，1990年に初めて使用した．軍事力や
経済力のようなハードパワーに対する概念とし
て，その国の文化や政治的価値・外交政策の魅力
が持つ良い影響力の概念．

ⅶ 韓国の評価（良い影響を与えている44％＜悪い影
響を与えている54％）

ⅷ 中国の評価（良い影響を与えている16％＜悪い影
響を与えている71％）

ⅷ  NHK放送文化研究所調査（2007年）
ⅸ  読売新聞2008年６月８日
ⅹ  2008年12月の参議院において，藤末議員によるア

ジア・ゲートウェイ構想の推進に関する質問に対
し，政府からは，一部のプログラムは推進してい
るが，同戦略会議は2007年９月にすでに廃止した
との答弁があった．
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