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2011 年の海外旅行マーケットの実態をまとめた
『JTB REPORT 2012 日本人海外旅行のすべて』を発行

2011 年の日本人海外旅行者数は、2 年連続で増加し 1,699 万人に。
東日本大震災後に減少した海外旅行者数は、7 月以降大幅な増加（7 月〜12
月累計で男性が前年同期比 5.7％増、女性が同 9.1％増）に転じた結果。
7 月〜12 月の大幅な海外旅行者数増加を牽引したのは韓国（前年同期比
21.0％増）・台湾（同 23.1％増）とシンガポール（同 28.0％増）。
2012 年の日本人海外旅行者数は、1,800 万人〜1,900 万人近い史上最高の
数を予測。上記３方面を軸に勢いが続き、円高傾向の継続、日系ＬＣＣの
国際線就航が相次ぐことも追い風。
巻末では、日本人女性の間で盛り上がる韓国人気の秘密も分析。

JTB は、2011 年の日本人海外旅行マーケットの実態をまとめた JTB 版“海外旅行白書”
「JTB REPORT 2012 日本人海外旅行のすべて」を発行しました。
1988 年以来、今年で 25 回目の発行となるこのレポートは、JTB 監修のもと、独自の
アンケート調査や各関係機関の統計資料に基づき、株式会社ツーリズム・マーケティン
グ研究所及び 6 月 1 日より同社業務を継承した株式会社ＪＴＢ総合研究所（所在地：東
京都千代田区、代表取締役社長
析し、編集・発行したもの。

日比野

健）が海外旅行マーケットの動向、構造を分

今回のレポートの概要は以下の通り。

１．2011 年の海外旅行総括
（１）2011 年下期日本人海外旅行マーケットを想定外の拡大に導いたのは“女性”
2011 年の海外旅行者数が前年を上回った大きな要因は、7 月〜12 月までの下半期の
女性の海外旅行者数が前年同期比 9.1％増と大きく増加したこと。（男性は同 5.7％増）
しかし、暦年計では男性の前年比 2.4％増に対して、女性は 1.8％増にとどまっている。
その理由は東日本大震災後から 6 月にかけて、男性に比べて女性の減少幅が大きかった
ことによる。特に 60 歳以上の女性で海外旅行者数の減少幅が大きく、3 月から 5 月まで
毎月前年比 20％を超える減少が続いた。（男性でも 60 歳以上の減少幅は大きかった。）
＜2011 年の月別出国者数＞
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資料：法務省「出入国管理統計」

（２）韓国を軸に一段と深まった「安・近・短」傾向
2011 年のもう一つの大きな特徴は、韓国、台湾、シンガポールが 7 月〜12 月の下期計
で前年同期比 20％超の大きな増加をみたこと。これら 3 デスティネーションに共通する
のは、①羽田の国際化で定期便が新規就航または大幅な増便となったこと、②比較的近
距離で、短い旅行日数で旅行が楽しめること、③テレビ番組やＣＭへの登場回数が多い
こと。特にシンガポールでは、ＣＭの舞台となったマリーナ・ベイ・サンズ人気が旅行
者数の増加の原因となったようだ。
その一方で、円高メリットが最も大きいはずのハワイ、グアムなど米ドル圏やヨーロ
ッパの大半の国では日本人旅行者数は微増か微減であった。

＜2011 年 7-12 月の国・地域別日本人訪問者数 前年からの伸び率＞

資料：各国政府観光局
（３）8 月と 12 月の海外旅行者数が史上 2 位を記録
8 月と 12 月の海外旅行者数がそれぞれ史上 2 位の高い数値を記録した。その原因とし
て、多くの企業や団体が節電への取り組みの一環として夏休みや年末年始休暇の長期取
得を推奨したことで、休みを取りやすい“雰囲気” が生まれたことが大きいと考えられ
る。また、12 月にはクリスマスイブが祝日と休日に挟まれる“特別な 3 連休” ができ
たことも海外旅行者数の増加を促したとみられる。

２．今後の海外旅行の動向
（１）2012 年の海外旅行マーケットを占う
㈱ツーリズム・マーケティング研究所（現・株式会社ＪＴＢ総合研究所）では、昨年
末に 2012 年の海外旅行者数を前年比約 2.4％増の 1,740 万人と予測した。
しかし、昨年下半期から続く海外旅行マーケットの活況は勢いが衰える様子がみえな
い。また、①韓国、台湾への日系ＬＣＣの就航も控えていること、②ハワイアン航空（2010
年 10 月羽田就航、2011 年 7 月関空就航、2012 年 4 月福岡就航、11 月札幌就航予定）
やデルタ航空（6 月から福岡／ホノルル定期便就航）の新規就航が相次ぐハワイなど欧
米も今年は比較的堅調に推移することが見込まれる。そうした環境の良さから、2012
年の海外旅行者数は当初の予測を大きく上回り、1,800 万人台に到達する可能性が非常

に高いだけでなく、1,900 万人近い水準に達することもあり得る。
ただし、韓国、台湾を軸とする「安・近・短」傾向が大きなトレンドであることに変
わりはない。今年の訪韓日本人旅行者数は 400 万人近い数値（昨年は約 329 万人）とな
る可能性が非常に高く、また台湾への日本人旅行者数が 150 万人（昨年は約 130 万人）
を大幅に超える可能性も高い。

（２）Ｋ-ＰＯＰがきっかけとなった若い女性の韓国旅行ブーム
2008 年から 2009 年にかけて大幅に増加したのが女性の訪韓旅行者数。特に大きな増
加をみたのが 20 代女性。昨年は 20 代女性の海外旅行者数のほぼ 3 割に相当する 51 万人
が韓国を旅行している。
＜訪韓日本人旅行者数の性・年齢層別推移と為替レートの推移＞

資料：韓国観光公社
三菱東京 UFJ 銀行
注：航空会社等乗務員は除く
若い女性の間で韓国旅行ブームが起こるきっかけとなったのは「K-POP」人気とそれ
に関連するようにテレビのバラエティ番組などで韓国特集が数多く組まれるようになっ
たこと。
「冬のソナタ」
（2003 年から 4 年にかけて放送）が中高年女性の間に韓流ブーム
巻き起こした数年後に、
「K-POP」が若い女性の心を射止めたことになる。
なお、韓国が最も近く、安く行ける旅行先であることが、ブームの高まるのに比例して

旅行者数を増加させることになった大きな要因であることは見落とせない。手軽に心のリ
フレッシュが実現できる旅行先として、若い女性を中心に韓国人気はしばらくの間続くも
のと思われる。
＜年齢層別 韓国旅行に関心を持つようになったきっかけ＞

資料：(株)JTB 総合研究所 「韓国旅行に関するアンケート調査」
注：回答者は 3 年以内に韓国へ旅行をした女性

※ ニュースリリースに記載されたグラフ及び数値は JTB REPORT 2011 及びバックナ
ンバーを参考にしました。
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