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1. 観光統計 

 

1.1 2019年上半期の観光統計 

今年 1～6 月上半期、観光事業は順調に発展し、主要観光

指標は想定の範囲内で推移している。国内観光では、旅行者

数は二桁に近い伸びを見せ、観光収入と出国旅行者数は二桁

の高い伸びを記録している。インバウンド観光でも入国観光

客数と国際観光収入はともに 5%という比較的高い伸びとな

っている。表1は文化・旅遊省の中国旅遊研究院が発表した

上半期の観光統計である。 

 

表1 2019年1～6月観光統計 

項 目 実 績 前年同期対比 

国内観光者数 30.8億人  8.8% 

国内観光収入 2.78兆元 13.5% 

出国観光者数 8,129万人 14.0% 

入国観光客数 7,269万人  5.0% 

国際観光収入    649億$ドル  5.0% 

*1元＝約17円、以下同じ 

 

需要動向では、国内観光需要の多くは祝祭日連休期間に集

中する傾向が強まっている。表2は、上半期の「春節」(2月

4～10日)、「清明節」(4月5～7日)、メーデー(5月1日)、端

午節(6月7～9日)、祝祭日連休期間の国内観光者数と国内観

光収入の増減状況を示している。 

 

表2 2019年上半期祝祭日連休期間の国内観光需要 

 春節 清明節 メーデー 端午節 

人数 7.6% 10.9% 7.0% 7.0% 

収入 8.2% 13.7% 16.1% 8.6% 

 

上半期の出国旅行者数は8,000万人を超え、前年同期対比

で14%の高い伸び率を維持している。海外旅行の人気目的地

は依然としてアジアに集中しているが、欧州への人気も高ま

っている。統計では、上半期の訪欧旅行者数は300万人に達

し、前年同期に比べ7.4%伸びた。 

インバウンド観光では、入国観光客数と国際観光収入はと

もに 5%伸びた。国別では、ロシア、マレーシア、韓国、タ

イ、インドネシア、英国からの観光客の伸びが目立ち、米国

市場は米中貿易摩擦の影響を受けずに順調に推移している。 

国家統計局の発表によると、中国人の消費構造が大きく転

換し、サービス消費が急速に拡大している。GDP に占める

第三次産業の成長率の比率は 1980 年の 20%程度から 2018

年の52.2%に上昇している。サービス業の中でも、飲食、文

化娯楽業、レジャー、健康美容などが新しい成長のホットス

ポットとなっている。 

中国では、経済成長に伴う生活水準が向上する中、膨大な

サービス消費需要が生まれている。2018年の国民一人当たり

の旅行回数は 4 回に増え、国内旅行者数は延べ 55 億人に達

し、1994年に比べ11倍拡大し、25年間の平均年間伸び率は

10.3%となっている。観光収入は、2018 年は 5 兆元を超え、

1994年対比で50倍拡大し、平均年間伸び率は17.7%という

高い水準となっている。2017年のGDPに占める観光業の比

率は前の年より0.1ポイント上昇して4.5%に高まり、観光業

の旅行サービス、旅行飲食サービス、旅行娯楽サービス、内

訳別規模はそれぞれ15.3%、15.1%、17.2%拡大した。 

出典：中国文化和旅遊部サイト 

https://www.mct.gov.cn/whzx/whyw/201908/t20190802_845475.htm 

https://www.mct.gov.cn/whzx/whyw/201908/t20190815_845722.htm 

 

1.2 国慶節大型連休の観光統計 

表3が示すように、10月1～7日国慶節大型連休期間の国

内旅行者数は7.82億人に達し、前年の同じ時期に比べ7.81%

伸びた。期間内の国内観光収入は 8.47%増の 6,497.1 億元だ

った。出国海外旅行者数はほぼ横ばいの700万人で、二桁伸

【中国】 

 

観光業の最新の動向 

 

 

蒋 垂東 文教大学文学部教授 

https://www.mct.gov.cn/whzx/whyw/201908/t20190802_845475.htm
https://www.mct.gov.cn/whzx/whyw/201908/t20190815_845722.htm


2 

びた前年の同じ時期に比べ足踏みの状態だった。 

 

表3 2019年国慶節大型連休期間の観光統計 

項目 実 績 前年同期対比 

国内旅行者数 7.82億人  7.81% 

国内観光収入 6,497.1億元 8.47% 

出国旅行者数 700万人 ― 

(文化・旅遊部発表) 

 

 国内観光では、旅行者数が増えただけでなく、お得感作戦、

高速道路の無料化、文化観光の充実化、行政監視の強化など

がプラス要素となって、旅行者の満足度も上がっている。お

得感作戦では、安徽省では38の国有観光施設が入場料を10%

引き下げ、湖北省の武当山は3日間再入場可能な入場券を導

入するなど、各地で採られた様々なお得感のある措置が多く

の旅行者を引き付けた。連休期間中、高速道路が無料化とな

るため、マイカーを使っての旅行が急増し、マイカー旅行者

数は全体の 30.75%を占めるに至っている。各地の主要博物

館で導入された特別展の展示期間延長、開館時間の延長、夜

間展示などの措置が好評を得て、アンケートでは、86.36%の

被調査者は2つ以上の文化活動に参加したと答えている。行

政監視では、旅行社、観光施設などに対する行政の監督が強

化され、観光市場の秩序維持が一層図られた。 

 出国旅行では、出入国旅行者数は平均 198 万人で推移し、

7日間で700万人を超えた。出国先の上位10カ国は、日本、

タイ、マレーシア、シンガポール、オーストラリア、フラン

ス、イタリア、ロシアで、チェコ、オーストリア、ハンガリ

ー、スロバキア、ポーランド、クロアチア、マルタ、カンボ

ジアへの旅行者が二桁伸びた。一方、台湾と香港への旅行者

は大きく減少した。 

出典：中国文化和旅遊部サイト 

https://www.mct.gov.cn/whzx/whyw/201910/t20191007_847119.htm 

 

1.3 中国、アジア太平洋地区最大の観光客送出し国に 

 アジア太平洋地区観光目的地人気ベスト5のバンコク、シ

ンガポール、クアラルンプール、東京、ソウルのいずれにと

っても中国大陸が最大の送客国であり、中国大陸は 2012 年

に日本を超えて、アジア太平洋地区最大の送客国となってか

らの地位を不動のものにしている。これはマスターカードが

このほど発表した「2019’アジア太平洋観光目的地指数報告」

で明らかにしたものである。 

 同報告書はアジア太平洋地区で最も人気のある観光目的地

161 地点を調査対象としている。それによると、中国大陸は

161 の半数以上である 82 の目的地にとってベスト 3 に入る

送客国である。また、バンコク、シンガポール、クアラルン

プール、東京、ソウルを含むベスト 20 では、中国大陸はそ

の内の13の目的地にとって最大の送客国となっている。 

 一方、上記 161 の目的地の内、中国大陸の 41 都市がラン

クインして、全体の26%を占めている。このことは中国大陸

が観光目的地としての地位も強化されつつあることを示して

いる。 

出典：2019年10月7日新華社 

http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-10-07/c_1125075200.htm 

 

2. 台湾、香港への旅行者数が大幅に減少 

 国家移民局によると、10 月 1～6 日の全国出入国者数は

1,045 万人で、前年の同じ時期に比べ 11%減少した。内訳、

大陸住民は607万人で15.1%減少、香港・マカオ・台湾住民

は303万人で7%減少、外国人は135万人で、1.4%の増加だ

った。大陸住民が大きく減少した理由は以下の通りである。 

 

2.1 台湾への個人旅行が停止へ 

 7月31日、中国大陸観光分野の対台湾交流窓口である海峡

両岸旅遊交流協会は、8月1日より大陸47都市から台湾への

個人旅行を暫定的に停止すると発表した。 

 大陸住民の台湾への個人旅行は馬英九総統時代の 2011 年

6月28日より双方の合意の下で始められたもので、範囲は当

初の北京、上海、厦門3都市からその後の4回の拡大を経て

現在は 47 都市となっている。これまでの個人旅行者総数は

延べ 723 万人に達している。2018 年に台湾を訪れた大陸住

民270万人の内、団体旅行者が130万人、個人旅行者が140

万で、今や個人旅行は台湾観光の主流となっている。 

台湾観光当局の試算では、8月から来年の 2 月までの半年

間で大陸住民の訪台者数は上記により 70 万人減少する見込

みである。また、訪台する大陸住民の一日当たりの平均消費

金額が６,200台湾ドルで、消費金額1台湾ドルにあたり、2.5

台湾ドルの効果をもたらすことから個人旅行の停止により下

半期の台湾観光業が総額で760億台湾ドルの損失を被ると台

湾観光発展協会の副理事長が試算している。 

台湾では、現在の蔡英文政権が発足以来、脱中国化政策の

一環として東南アジア重視の「南進政策」を推し進めている

が、訪台する海外観光客の人数は 2015 年の 1,044 人から

2018年の1,106万人へ、3年間で僅かに62万人しか増えて

おらず、思ったような効果が見られない。 

大陸側が台湾への個人旅行を停止した理由について、台湾

https://www.mct.gov.cn/whzx/whyw/201910/t20191007_847119.htm
http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-10-07/c_1125075200.htm
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海峡両岸の関係が悪化したためと説明している。蔡英文政権

発足後、政治面では前政権が認めている大陸・台湾がともに

一つの中国に属する 1992 年の合意である「九二共同認識」

を認めようとせず、教育面では中国史を外国史として扱い、

言論面では大陸に対して中立的な立場にあるテレビ番組を圧

力で打ち切りにさせるなどと独立色を強めている。特に総選

挙が近づくにつれて、蔡英文の民進党が大陸からの観光客を

「台湾に浸透するための」スパイだと決め付けて、民衆の大

陸への敵意を煽り立てている。このように、大陸側が台湾へ

の個人旅行を停止にした背景には、政治的な原因の他に、台

湾を旅行する大陸住民にとってリスクが高まったという現実

的な理由もあると考えられている。 

出典：中国文化和旅遊部サイト 

https://www.mct.gov.cn/whzx/ggtz/201907/t20190731_845439.htm 

捜狐サイト 

http://www.sohu.com/a/331602071_120002653 

 

2.2 デモ長期化で、香港旅行者が大幅に減少 

 5月に始まった香港の「反送中」(逃亡犯を中国に送還する)

条例制定に反対するデモが長期化し、空港の占拠、鉄道・駅

の破壊、道路の封鎖、商業施と金融機関の破壊、中国大陸の

ジャーナリストと旅行者への暴力など、エスカレートする暴

力行為は多くの旅行者の足を滞らせ、香港の観光業に深刻な

ダメージを与えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港を訪れる観光客は1～6月で前年対比13.9%増の3,500

万人に達し、好調に推移していたが、デモの影響により7月

より前年割れが続いている。香港観光局の発表によると、7

月に香港を訪れた観光客は約520万人に止まり、前年同期対

比4.8%減少し、内、大陸住民は416万人で、人数で24万人、

率で5.5%減少した。香港特区政府商務＆経済発展局長による

と、8 月 15～20 日の 1 週間の観光客数は前年同期対比で

49.6%も減少し、内、大陸住民の減少幅が52%で、落ち幅は

全体を上回った。ホテルの客室稼働率は昨年8月の90%から

30～40%に落ち込み、小売業の売上が5割も下落した。 

中国移民局のデータによると、10月1～6日大型連休期間

中の北京、上海、広州主要ゲートウェーの出入国者数が平穏

に推移し、マカオへの出入国者数が44万人で6%伸びたのに

対し、香港への出入者数は、羅湖ゲートは13.5万人で47.8%

減、深圳湾ゲートは10.6万人で31.2%減、福田ゲートは10.5

万人で37.7%減、と大幅な減少となっている。香港のイミグ

レーション統計資料でも、国慶節大型連休期間中に香港を訪

れた大陸住民の数が前年同期対比で3割以上減少したことを

示している。 

出典:新華社 

http://www.xinhuanet.com/2019-08/31/c_1124943914.htm 

中国新聞社 

http://www.chinanews.com/ga/2019/08-23/8936206.shtml 

http://www.chinanews.com/ga/2019/10-10/8975494.shtml 

https://www.mct.gov.cn/whzx/ggtz/201907/t20190731_845439.htm
http://www.sohu.com/a/331602071_120002653
http://www.xinhuanet.com/2019-08/31/c_1124943914.htm
http://www.chinanews.com/ga/2019/08-23/8936206.shtml
http://www.chinanews.com/ga/2019/10-10/8975494.shtml

