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日本人の知らない中国人観光客の世界	 

～アンケートでヒモ解くその実態～	 

	 

中央大学経済学部	 唐成ゼミ	 

大橋江理子・鬼澤和彰・郭瓔漫・重山惠理香・松本弘太郎	 

	 

1.	 問題意識と研究目的	 

2016 年の訪日外国人旅行者数は 2404 万人のうち、中国人旅行者数は 637 万人で全体の

26.5％を占めている。また、同年の訪日外国人旅行者による消費額は 3 兆 7416 億円にも達

しており、そのうち中国人旅行者による消費額は 1 兆 4754 億で、全体の 39.4％を占めてい

る。これは第 2 位の台湾 5,245 億円（同 14.0％）と比較しても非常に大きい規模であるこ

とを示している（『観光白書平成 29 年版』22 ページ）。このようにインバウンド消費にお

いて、中国人観光客はもはや無視できない大きな存在となっている。	 

しかし、ここにきて中国人観光客のニーズは所得の上昇に伴い「モノ」から「コト」へ

とシフトしているという指摘も数多く存在する（例えば、みずほ総合研究所	 （2016）『イ

ンバウンド消費減速の背景と今後の展望』）。だが、中国人観光客のコト消費を的確にと

らえて、いかに観光誘致を行うべきか、ということに対する具体的な分析はいまだなされ

ていない。	 

そこで、本研究の目的は独自のアンケート調査をもとに、年齢層や所得層、訪日回数、

訪日目的などをセグメント化し、これまで明らかにされなかった中国人観光客の特徴やニ

ーズを捉えた上で、訪日中国人に対する観光誘致戦略を具体的に提案することである。そ

の際に、「誰に」、「何を」、「どのように」プロモーションするのかを提言することで

ある。	 

	 

2.	 中国人観光客のニーズ分析	 

2.1 調査の概要	 

本論文はそれらを明らかにするために、2017 年 3 月～6 月の期間、銀座を主とする都内

数カ所で『唐成ゼミ訪日中国人観光客アンケート 2017』を実施した。得られた有効回答数

は 413 である。また、中国でコミュニケーションツールとして最も使われているアプリＷ

ｅＣｈａｔ（微信）を使用し、同内容のアンケートを実施した。回答する条件は訪日経験

があるとした。ＷｅＣｈａｔ（微信）から得られた有効回答数は 353 である。	 

	 

2.2 アンケート結果から見えた中国人観光客の特徴	 

①中国人観光客のニーズとは	 

インバウンド市場を拡大していくためには、中国人観光客のリピーター率を上げること

が重要であるという指摘がある（唐成ゼミ 2 班）。したがって、中国人観光客の「コト」	 
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表 1	 年代別から見た次回の来日目的（複数回答）	 

	 

注）我々のアンケート調査では、61 歳以上の回答者はわずか 8 名であるため、ここでの分

析結果には含まない。また表 2 も同じである。	 

出所）『唐成ゼミ訪日中国人観光客アンケート 2017』より。	 

	 	 

ニーズを掴むことがリピーター率向上につながると考えられる。このため、我々は次回の

訪日目的を具体的に尋ねている。具体的には、自然アクティビティ、日本食・酒を味わう、

流行文化に触れる、旅館や温泉、歴史文化体験などの質問項目を設け、ベスト３を回答す

る形式とした。表１は年齢区分を軸として、次回の来日目的を示している。	 

表１を見ると、「25 歳以下」のニーズは、「自然アクティビティ」、「日本料理・酒」、

「旅館・温泉」のいずれも 50％を超える高い比率を示している。また、「流行文化」もほ

かの年代層より高い比率である。さらに、「26～35 歳」以上の年代層は 1 つ大きな共通点

を持っていることが興味深い。「日本料理・酒」と「旅館・温泉」という２つの項目はい

ずれも高い比率を示している。だが、「46 歳以上」はこの 2 つのコンテンツ以外はあまり

選択率が高くないことも特徴的である。	 

このように、アンケート分析を通じて、中国人観光客はどの年代層も「日本料理・酒」

と「旅館・温泉」に最も興味を示していることが分かる。つまり、この２つのコンテンツ

が中国人観光客に魅力を感じさせられる重要な観光資源であることが示唆される。	 

	 

②中国人観光客の情報源とは	 

次に、このような観光資源の魅力をいかに発信すれば、中国人観光客を誘致することが

できるのかを明らかにする。先行研究では、村山（2017）はインバウンド消費においての

効果的なプロモーション方法として SNS が重要であることを示している。また、小宮（2017）

はガイドブックだけでなく、スマホのアプリなどで観光地の情報を収集する旅行者が増え

ているため、SNS の活用が重要であると示している。そこで我々は「来日する際の情報源」

という質問項目を設けた。	 

	 

自然アク
ティビティ

日本料理・酒 流行文化 旅館・温泉 歴史文化体験

～25歳　（回答者：97人） 54.6% 55.7% 44.3% 52.6% 35.1%

26～35歳（回答者：101人） 50.5% 62.4% 38.6% 61.4% 35.6%

36～45歳（回答者：77人） 48.1% 70.1% 36.4% 66.2% 27.3%

46～60歳（回答者：63人） 38.6% 64.3% 31.4% 65.7% 22.9%

合計平均 40.9% 49.6% 31.9% 47.5% 26.4%
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表 2	 年齢別来日情報源（複数回答）	 

	 

出所）唐成ゼミ訪日中国人観光客アンケート 2017』より。	 

	 

表 2 はその結果を年代別で示している。これを見ると、先行研究で指摘されたこととは

異なり、「親戚・友人」が最も使われている情報源であることがわかった。このうち、25

歳以	 

下は「ネット・SNS」も 43.3％で、「親戚・友人」と同じ比率であるが、それ以外の年代層

はいずれも「親戚・友人」が第 1 位となっており、平均は 47.0％を占めている。また、今

回の調査では、「ガイドブック・雑誌」も昨年に比べて大きく上昇していることがわかっ

た（唐成ゼミ 2016）。したがって、本研究では、これまで注目されなかった「親戚・友人」

という情報源が、情報チャネルとして有効であるということ明らかとしたのである。この

点に関して、観光庁の外国人全体の旅行に関する情報源を見ても、「親戚・友人」は上位

にランクインされておらず、中国人ならではの特徴であるといえる。	 

なぜ、中国人は「親戚・友人」の関係を重んじるのかについて、千石保・丁謙（1992	 『中

国人の価値観	 :	 変わりゆく社会意識とライフスタイル』	 サイマル出版会）は「儒教では

血の繋がりを尊重し、感情を持った人間そのものを肯定した。だから血族の間には深い信

頼の文化があったといえるだろう」と指摘している。	 

また、劉柏林（2001「中日の親族呼称について」『言語と文化』第 5 号）は「中国では

長い間	 「宗法」	 社会が続いてきた。	 宗法社会の特徴は一族の血縁のきずなを重視するこ

とにある。すなわち親子、夫婦，兄弟及び親戚関係の構成の中で，家族を中心に、血統の

近遠によって親疎を区別する人間関係を作る」と述べている。	 

このように、中国ならではの文化、風習によって中国人は関係というものを非常に重視

する価値観となったのである。ゆえに中国人が親戚・友人からの情報を、非常に信憑性の

あるものとして活用するのである。	 	 

	 

3.中国人観光客の誘致戦略	 

3.1 口コミの重要性	 

ネット・SN S ガイドブック メディア 親戚・友人 漫画・アニメ

～25歳　（回答者：97人） 43.3% 34.0% 8.2% 43.3% 10.3%

26～35歳（回答者：101人） 33.7% 27.7% 9.9% 45.5% 3.0%

36～45歳（回答者：77人） 27.3% 22.1% 5.2% 53.2% 3.9%

46～60歳（回答者：63人） 20.0% 20.0% 4.3% 45.7% 1.4%

合計平均 32.2% 26.7% 7.2% 46.7% 4.9%
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以上より、中国人観光客の観光ニーズの多様化に対して、「コト」消費拡大のチャンス

ととらえ、それに対するプロモーション戦略を構築することが大切になってくると考えら

れる。本節では、「どのように」というプロモーション戦略を考えてみたい。ここでは中

国人観光客を対象に限定したうえで、効率的なプロモーション戦略とは何かを具体的に提

案したい。	 

	 観光誘致における口コミの重要性は多くの研究では指摘されているが（例えば、中平千

彦・薮田雅弘（2017）、北海道ニセコは口コミの成功事例の 1 つとして知られている。ニ

セコでは、豪州スキー愛好家の口コミから、ニセコの優良な自然資源がオーストラリア人

に広まった。加えて、ニセコ町役場では多言語対応強化、受入環境整備などを実施した（国

土交通省（2013）第４回「観光おもてなし研究会～ニセコ町の取り組みについて～」）。

これにより、口コミを通じ、優良な自然資源がオーストラリア人に宣伝され、現在ではニ

セコスキー場は多くのオーストラリア人で賑わっている。	 

この事例から口コミがプロモーション方法の有効的な手段であるとわかる。中でも中国

人観光客に対しては、「親戚・友人」の関係を重んじることからも、そこからの口コミを

利用することが、重要であると示される。	 

	 

3.2 プロモーションの両面戦略	 

このように観光誘致はただプロモーションをするのではなく、それぞれの観光資源を活

かした、それぞれに見合ったターゲット層を考えながらのプロモーション戦略が効果的で

あることが示され、本研究ではその戦略というものを紹介したい。	 

そこで、本研究ではインフルエンサー・マーケティングを提案する。これは、影響力の

強い人が情報発信源となって宣伝していくというアプローチ手法である。本研究では、中

国人観光客にとって、「親戚・友人」は影響力の強い存在であるといえることから、地域

観光の魅力や情報をネット・SNS と合わせて活用し、広めていくプロモーションが効果的で

あると考えられる。具体的に以下の両面戦略のプランを提案する。	 

	 

① 旅行者による「生の声」のプロモーション戦略	 

すでに分析した次回訪日目的の上位である「自然アクティビティ」、「旅館・温泉」、

「日本料理・酒」を回答した人は、どれも来日情報源に「親戚・友人」と回答する人が多

い。つまり中国人はメディアや企業が発信する情報を信頼せず、知り合いや身内の口コミ

というものを大切にするという性質を示しているが、これは儒教の考えを受けているため

今後も変わらないと見られる。このことを考えると、次回来日する際も「親戚・友人」と

いう情報源を活用する可能性が高く、インバウンド需要に与える影響も大きいと考えられ

る。したがって、「親戚・友人」を活用するのは有効なプロモーション戦略であると考え

られる。これは中国人の「家族や友人を大事にする」という価値観から、自分が体験した

こと、実感したことを他人にも共有したいという心理にも合致しているはずだ。	 
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②「インフルーエンサーメンバーシップ」戦略	 

前述したように、どの年齢層からも「日本料理・食」、「旅館・温泉」へニーズがあっ

たことを鑑み、これらの観光資源を持っている地域に住む中国人を活かしたい。現在、日

本に住んでいる中国人は約 70 万人いる（『在留外国人統計』2016）。日本に住んでいる中

国人だからこそ日本の魅力を知っていて、その生の声を発信することができれば、大きな

影響を与えることができる。藻谷・山田	 (2016『観光立国の正体』新潮新書)は、地域の観

光振興において、地域住民の参加も重要という指摘をしている。このように、地域の観光

振興は地方自治体や観光業のみならず、地域住民とも一体的に協力し合うことが大切なこ

とである。したがって、自治体からその地域に住んでいる中国人に呼びかけ、彼らによる

地域の情報発信、観光の魅力発信を行うことが有効である。	 

このような両面戦略を活かし情報を伝えられる手段は Wechat である。Wechat には、日本

でいうタイムラインや、ツイッターといったモーメンツ機能があり、ここに情報を載せて

もらうのである。これに情報を載せてくれた中国人観光客や地域在住中国人には、地方の

特産をプレゼント、旅館・温泉、レストランの割引券の配布といったインセンティブを与

えれば、中国人観光客に対する有効なプロモーションがなされるのである。また、広告媒

体などを利用した観光誘致のプロモーションよりもはるかに安価である。この SNS を利用

して、インフルーエンサー（在日中国人）を例えば『Regional	 Chinese	 in	 JAPAN』のよう

にネットワークし、それぞれの行政単位区域のディープかつ来日中国人向けの有益情報を

定期発信するなども有効であると考えられる。	 

	 

4.まとめと今後の課題	 

本研究は独自のアンケート調査をもとに、中国人旅行者の観光ニーズが多様化している

中で、年代別で共通のニーズである「旅館・温泉」、「日本料理・酒」を見出している。

その上で、先行研究では明らかにされてこなかった「親戚・友人」という情報源の存在の

重要性を明らかにした。最後に、日本人の知らない中国人旅行者の世界である「親戚・友

人」を活用する具体的なプロモーション戦略を①観光客の「生の声」と②「インフルーエ

ンサーメンバーシップ」を活かす Wechat 戦略を提案した。今後の課題は、具体的な観光地

域を絞り、こうしたプロモーション戦略をいかに実現していくかを掘り下げていくことで

あり、さらに実践的な研究を深めていきたい。	 
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