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 NEANET・OOA新研

国際観光と「越境EC」
－ウィズ＆ポストコロナ期・観光の救世主ー
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２．コロナ禍大打撃の国際観光と“観光立国ニッポン 変異株の現出etc.
⇓

「シナリオ３」に



【2003年 】521万人

アジア 344万人（66.1%）
うち東アジア 295万人(56.6%)
うち東南アジア 44万人（8.5%）

韓国
146万人
（28.0%）

台湾
79万人
（15.1%）

中国
45万人
（8.6%）

香港
26万人
（5.0%）

米国
66万人
（12.6%）

北米
78万人
（15.0%）

その他
39万人
（7.5%）

インド
5万人（0.9%）

ベトナム
2万人（0.3%）

フィリピン
14万人（2.6%）

インドネシア
6万人（1.2%）

マレーシア
7万人（1.3%）

シンガポール
8万人（1.5%）

タイ
8万人（1.5%）

カナダ
13万人
（2.4%）

イギリス
20万人
（3.8%）

フランス
9万人
（1.6%）

ドイツ
9万人
（1.8%）

ロシア
4万人
（0.9%）

オーストラリア
17万人
（3.3%）

欧州主要
3ヵ国
38万人
（7.3%）

2003年
総計 521万人

２．コロナ禍大打撃の国際観光と“観光立国ニッポン②



[観光白書2020]

[国内観光需要の
徹底的な掘り起こし]
●日本人海外旅行者

（クルーズ愛好者）
●在日外国人（280万人）

３.復活シナリオー「国内観光復活」＆「国際観光復活」
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第 回 ＯＯＡ新研究会／ミ
ニ・フォーラム

＜ウィズ＆ポスト・コロナ時代
の観光・クルーズ

３.復活シナリオー「国内観光」＆「国際観光」②

（ビジネス、実習生/留学生、VFR親戚知人訪問、一般観光etc.）

☆「コロナ感染拡大の抑止」 （経団連・提言etc.）
「早期治療を可能とする医療提供体制の整備」・「積極的な検査の実施」・「帰国・入国後隔離措置の適正化」

☆「ワクチン・検査パッケージ」 「ワクチンパスポート（新型コロナワクチン接種証明書）」
海外の渡航先への入国時に、相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用されるよう、
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、接種者からの
申請に基づき交付するもの（日本政府・外務省）。

☆観光再開の方法
●「トラベルバブル」 （TRAVEL BUBBLE)」（特定の条件が満たされたバブル[泡]の中の人々だけが自由に行き来）

例： 「オーストラリア⇔シンガポール」（11月21日開始⇒ 隔離なしの国際往来：11月19日豪首相発表）

「オーストラリア⇔日本」＆「オーストラリア⇔韓国」（2021年内、開始予定： 11月19日豪首相発表）

「シンガポール⇔韓国」（11月15日開始）

「台湾＆パラオ」（4月1日開始⇒急遽、中止⇒8月14日に再開）

「韓国⇔サイパン」（ 7月24日開始）

●RE-OPENING（国・地域）
※ 11月下旬・・・南アフリカからの変異種「オミクロン」による「観光再開への影響」



４.「国際観光」と「越境EC」の関係
・「国際観光」と「EC」＆「越境EC」

「近年の訪日外国人旅行者の増加がもたらす影響」観光白書（JTA）

Impact (1): 消費（売上高・・・“爆買い”etc.）

Impact (2): 地域経済
Impact (3): 投資（ホテルetc.）
Impact (4): 輸出（越境EC)

●「ＥＣ」とは、「SNSや通信販売サイトなどのオンライン上で行う『電子商取引』（Electronic Commerce）のこと」
（国内自社サイトでの販売、国内ECモールへの出店、海外ECモールへの出店、海外自社サイトでの販売など）

● 「越境ＥＣ」とは、国境を超えて行われるECサイトの取引のこと。

Cross-border shopping is any purchase made by consumers from retailers or providers 

located in a country other than the country in which a particular consumer is resident. 

（EU COMM.欧州委員会）

＜ウィズ・コロナ＞
ヒトの出入国制限

⇓
モノが国境を越える



４.「国際観光」と「越境EC」の関係 ・「国際観光」と「EC」＆「越境EC」②

[世界の B to C-EC市場規模（旅行・チケットを除く）

（単位：兆US ドル）] (2020:推計値/2021-24:予測値)

[世界の越境EC市場規模の拡大予測]

資料）電子商取引に関する市場調査」（経済産業省2021年7月） 資料）電子商取引に関する市場調査」（経済産業省2021年7月）

「国内EC」以上に、
「越境EC」が高い成長率！



４.「国際観光」と「越境EC」の関係 ・ 「越境ECは、国際観光の救世主」

[世界の EC市場規模（旅行・チケットを除く）]
[日本・米国・中国 3 ヵ国間の越境 EC 市場規模推計]

（単位：億円）

（資料：電子商取引に関する市場調査：経産省2021）（資料：電子商取引に関する市場調査：経産省2021）



[日本製品の購買のきっかけ]

４.「国際観光」と「越境EC」の関係
・ 「越境ECは、国際観光の救世主」②

観光白書平成30年版（概要版）
（資料）JETRO「中国の消費者の日本製品等意識調査」に基づき観光庁作成



[中国における越境ＥＣ・購買理由]

４.「国際観光」と「越境EC」の関係 ・ 「越境ECは、国際観光の救世主」③



４.「国際観光」と「越境EC」の関係 ・ 「越境ECは、国際観光の救世主」④

2020年消費傾向：「日本ロス消費」（訪日ラボ2021.1.07抜粋）
https://honichi.com/news/2020/11/18/ecranking/#ecranking-2-1

●2020年の消費傾向の特徴としてあげられることとして、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響により日本への旅行が難しくなったため、EC

での購買意欲の増加につながったこと。
●従来から人気のアニメやゲームといったJapanコンテンツ以外にも、
ライフスタイルに寄り添う商品も日本からオンライン（EC）で購入する
傾向。

[地域的特色]

＜東アジア＞日本アニメの熱烈ファンが多い。フィギュアやトレーディ
ングカードの需要。陶磁器、カメラ、ブランド品、万年筆、知育玩具など
＜東南アジア＞日本ブランドへの信頼。バイク、カーパーツ、時計など
の高品質なアイテム。ゴルフ、フィッシングなどのホビー用品。包丁な
どの調理器具。
＜アメリカ＞ Japanカルチャーが人気。おもちゃ、ゲーム、コミック、ア
ニメ系が人気。ビデオゲーム、アニメコンテンツ。ゴジラなどの特撮系。
＜ヨーロッパ＞伝統文化の志向。配送料が高いがこだわりの強い商
品。盆栽用具、浮世絵、武具など日本の伝統文化に関わる商品。
洋楽CDやレコードなどオーディオ関連や楽器。

（資料）BEENOSグループ集計「2020年1月1日～2020年9月30日」

[中国における越境ＥＣ・人気商品]

https://honichi.com/news/2020/11/18/ecranking/#ecranking-2-1


４.「国際観光」と「越境EC」の関係 ・ 「越境ECは、国際観光の救世主」⑤

[越境 EC の事業モデル （「電子商取引に関する市場調査」から抜粋)]

（資料：経済産業省2020年7月）

小
売
・
メ
I

カ
I

https://www.digima-japan.com/knowhow/china/4746.php



４.国際観光と越境ECの双方関係・ 越境ECの実際と予測
ーPRE/WITH/POSTコロナ

[1]越境ＥＣの実際ー岐阜県飛騨高山市ー
[PREコロナ 2017年5月]

外国人観光客の来日前・来日中のPRはできていても、
「来日後」へのPRはできているでしょうか。帰国後に、
「あれ美味しかった、また食べたい！」、「次も行きたい！」など
「買ってくれる・探してもらう」にはどうすれば良いか？ それを
実現するのが越境ECです！ [インバウンド→アウトバウンド
（越境EC）→外国人観光客リピーター量産というループを]
（資料：岐阜県HP/公益財団法人ソフトピアジャパン
https://www.softopia.or.jp/events/20170519ouentaiseminar/）

[岐阜県庁]WITHコロナの実例（2021年3月）
Ｅコマースを活用した“モノ×観光”の一体的ＰＲ
○“匠の技”と呼ばれる岐阜県が誇る伝統産業「美濃
和紙」「関の刃物」「陶磁器」「木工」などの県産品。
・旅行前や帰国後の買い物を可能とするとともに、県
産品の販路拡大につなげるため、楽天(株)と連携し、
フランス及びアメリカ向けＥＣサイトにて“匠の技”が生
み出す県産品など60商品（18社）を販売。
[伝統産業PR：フランス語にて:資料岐阜県&PRTIMES]
■フランス語 https://fr.shopping.rakuten.com/event/gifu

＜ウィズ・コロナ＞
ヒトの出入国制限

⇓
・モノが国境を越える
・POSTコロナ観光活性化へ

https://www.softopia.or.jp/events/20170519ouentaiseminar/
https://fr.shopping.rakuten.com/event/gifu


４.「国際観光」と「越境EC」の双方関係
・ 越境ECの実際と予測ーPRE/WITH/POSTコロナ②

[2] 「越境ＥＣの実際」（WITHコロナ実例：青森県）

（青森県の越境ECは台湾向けにスタート。その他、アメリカ、香港、イギリス、シンガポール、バーレーン
など、結果として広い地域で商品が購入されている）。
資料：青森県HPから抜粋/BEENOShttps://netshop.impress.co.jp/node/8453



４.「国際観光」と「越境EC」の双方関係
・ 越境ECの実際と予測ーPRE/WITH/POSTコロナ③

取組の背景(青森県庁担当者のコメント)

新型コロナウィルス感染症の影響により渡航制限等がある中、青
森県内企業を支援するため、今回の取組を実施することとしまし
た。越境ECに挑戦したくても、1社だけでは超えられない翻訳や

決済、物流などの壁があります。青森県の支援によってその壁を
取り払い、少しでも多くの事業者様に海外販売にチャレンジいた
だければと思っております。

新型コロナウィルス感染症の収束はまだ見えないですが、この
取組により台湾のお客様に青森の魅力を知っていただき、将来
的にはぜひ青森を実際に訪れていただければと思います。



４.「国際観光」と「越境EC」の双方関係 ・ 越境ECの実際と予測ーPRE/WITH/POSTコロナ④

[3] 越境ＥＣの実際
「海の京都 与謝娘酒造
オンライン・ツアー」（2021年）
国の「重点支援DMO」に選定された一般社団法人 京
都府北部地域連携都市圏振興社（通称：海の京都
DMO）は、オンラインツアー×越境ECによるインバウ
ンド向け施策として、台湾人観光客に向けた「海の京
都 与謝娘酒造オンラインツアー」

（資料：「海の京都DMO」HPから抜粋
一般社団法人・京都府北部地域連携都市圏振興社

/BEENOS Travelビーノス トラベル㈱発表）

●オンライン・ツアー X 「越境EC」 （コト消費 ＋ モノ消費）



４.「国際観光」と「越境EC」の双方関係
・ 越境ECの実際と予測ーPRE/WITH/POSTコロナ⑤

アリババ・ニュース （JNTO） 2021年度下期予算
アリババ、日本政府観光局（JNTO）の 中国向け観光プロモーションを初支援

オンラインツアー×ライブコマースの統合型バーチャル旅行体験を提供
中国の消費者に日本8地域の魅力・特産品を伝え、地域経済を支援

https://jp.alibabanews.com/jnto_alibabajapan_special_promotion/



４.「国際観光」と「越境EC」の双方関係
・ 越境ECの実際と予測ーPRE/WITH/POSTコロナ⑥

[4]越境ＥＣの実際
海外イタリア 「ワイナリー観光＋ワイン」

https://firenzeintasca.com/winerytour-online

https://firenzeintasca.com/winerytour-online


1]  [国内観光⇒国際観光]

2]  [観光リピーター＆越境ECリピート購入者]

3] [政府/JNTOによる“観光の救世主・越境EC”支援策/効果発表]

＜追加・考察＞ 「北東アジア観光フォーラム」
北東アジア（中国・韓国・ロシア・モンゴル）における「観光振興＋越境ＥＣ」

ご清聴をありがとうございました。
E-mail：masarusuzuki0308@gmail.com                      
http：//tourism-nippon.com

５. 最後に


