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観光の経済効果は，観光政策を立案・実施していくため最も重要な KPI である。
近年，国は，観光の経済効果算出の基礎となる各種観光統計の整備を推進し，精度
の高い経済効果の把握を可能にする TSA の構築を行った。
本稿では，観光統計における諸概念，調査方法等に説明を加えながら，まず国に
対する観光の経済効果額について解説を行う。その上で，中国地域に対する観光の
経済効果を推計するとともに，地域間観光収支，労働生産性等の特性を分析し，経
済効果からみた観光振興の課題を明らかにする。
なお，中国地方総合研究センターが 2014 年 12 月に発行した「中国地域白書 2014
（中国電力(株)エネルギア総合研究所監修）」では「観光イノベーションへの挑戦」
をテーマとして事例分析等を基に観光振興の方向性をとりまとめた。本稿は，白書
2014 における分析・考察を補完するものである。

１．はじめに

なり，政策立案やその効果の検証のため明示的か

2006 年 12 月に成立した観光立国推進基本法で

つ定量的な指標が継続して求められるようにな

は，第 25 条において，国が観光旅行に係る消費

ったことが主な理由である。そして，観光振興に

や宿泊等の状況に関して統計を整備することが

お け る 最 重 要 の KPI （ Key Performance

定められた。同法の制定を受けて，翌 2007 年 6

Indicator，重要業績評価指標）が観光の経済効果

月に策定された観光立国推進基本計画では，一次

であり，TSA の導入は，国際統一基準に基づき，

統計として日本人及び訪日外国人旅行者に関す

かつ国民経済計算と整合的な観光の経済効果を

る統計を整備し，さらに二次統計 として TSA

算出することを目的としている。

1

（Tourism Satellite Account）2を導入することが

同様に，地域に対する観光の経済効果を的確に

決定された。観光庁は 2009 年から毎年 TSA を公

把握していくことは，地域が主体となって観光に

表している。

取り組み，自治体が観光振興策を推進していく上

国が一連の観光統計の整備に着手したのは，世

で必要不可欠であるということができる。地域に

界的な国際観光産業の成長とわが国の国内需要

おいては，観光の経済効果を分析するための統計

の低迷を背景に観光振興に本腰を入れるように

整備は道半ばであると考えられるが，本稿では，
国及び県の観光統計を利用して中国地域におけ

1

一次統計から加工・作成される統計。

2

旅行・観光サテライト勘定。サテライト勘定とは，中枢体系で
ある国民経済計算（SNA）と密接な関係を保ちながら，経済分析
や政策目的のため，別途，ある特定の経済活動を対象に，生産，
支出，分配の三面を推計する勘定である。わが国では，観光の他
に，環境保護活動，介護・保育，NPO 活動，無償労働についてサ
テライト勘定が作成されている。
（観光庁「旅行・観光産業の経済
効果に関する調査研究」を基に加筆・修正）
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る観光の経済効果の試算を行う。また，試算にお
いては，観光の経済規模に加えて，他産業への波
及性，地域間収支，労働生産性を検討し，経済効
果からみた観光の特性について考察する。

特 集

２．観光産業の範囲と経済規模

観光庁の TSA によると，観光産業は，
「主とし
て観光商品を生産する事業所の集まりであり，観

（１）観光産業の範囲
「観光産業」は，従来の産業分類からみると業
種複合的であり，生産波及が及ぶ産業の範囲は幅
広い。また，ある事業所が観光客に対してサービ
スを提供するのと同時に，地域住民にサービスを
提供することも多く，一般に結合生産3が行われ
る。このため，観光の経済効果を算出するに当た

光商品は，需要の大部分が観光客による財貨・サ
ービスである」と定義される。観光商品は図表 1
に示す通り「観光特有商品」と「観光関連商品」
の 2 つに大きく分かれており，図表 1 の区分は同
時に観光産業の生産活動（アクティビティ）も表
している。
次いで，図表 2 は観光産業を需要面から捉えた

っては，まず，観光産業の定義を明確にする必要

ものであり，観光客が観光のために消費する品目

がある。

図表 1 観光商品
区分
観光特有商品

観光産業のアクティビティ
宿泊施設サービス

ホテル及びその他の宿泊施設サービス，自己利益のための無償のセカンド
ホームサービス

飲食供給サービス

観光関連商品

旅客輸送サービス

都市間鉄道サービス，道路，水運，航空，付帯サービス，運輸機器レンタ
ル，運輸機器の維持・修理サービス

旅行会社，ツアーオペレーター，旅
行ガイドサービス

旅行会社，旅行情報，旅行ガイドサービス

文化サービス

舞台芸術，美術館，その他の文化サービス

レクリエーション，その他の娯楽サ
ービス

スポーツ，レクリエーションスポーツサービス，その他の当該サービス

その他各種ツーリズムサービス

金融・保険サービス，その他の財貨のレンタルサービス，その他の当該サ
ービス

財貨
サービス

資料：観光庁「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」より作成

図表 2 観光消費の品目
区分

品目

旅行会社収入分

旅行会社収入分

交通費

飛行機（国内線，現地）
，飛行機（国際線）
，新幹線，鉄道（新幹線を除く）
，バス，タクシー・ハイヤー，船舶
（内航，現地）
，船舶（外航）
，レンタカー代，ガソリン代，駐車場・有料道路料金（高速道路料金を除く）
，高
速道路料金

宿泊費

宿泊費

別荘の帰属家賃

別荘の帰属家賃

飲食費

飲食費

土産代・買物代

農産物，農産加工品，水産物，水産加工品，菓子類，その他の食料品，繊維製品，靴・カバン類，陶磁器・ガラ
ス製品，出版物，木製品・紙製品，医薬品・化粧品，フィルム，電気機器・関連商品，カメラ・眼鏡・時計，ス
ポーツ用具・CD・文具，その他製造品

入場料・娯楽費

立寄温泉・温浴施設・エステ，美術館・博物館・動植物園・水族館，スポーツ観戦・芸術鑑賞，遊園地・博覧会，
スポーツ施設，スキー場リフト代，キャンプ場，展示会・コンベンション参加費，観光農園，遊漁船，ガイド料，
レンタル料，マッサージ，写真撮影代

その他

郵便・通信料，宅配便，旅行保険・クレジットカード入会金，パスポート申請費用，ビザ申請費用，美容室・理
容室，写真の現像・プリント，クリーニング，その他

資料：観光庁「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」より作成
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1 つの生産過程から複数の異なる生産物を生産すること。
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が整理されている。図表 1 の観光関連商品は，図

内旅行と日本人海外旅行の国内消費分，そして訪

表 2 の「土産代・買物代」及び「その他」に該当

日外国人旅行者の消費から構成され，日本人国内

する。

旅行は，宿泊旅行と日帰り旅行に二分される。最

観光産業が観光客と地域住民の両方に対して

も金額が大きいのは日本人国内宿泊旅行で 15.3

生産活動を行っているとなると，観光客と居住者

兆円である。日本人国内日帰り旅行は 4.4 兆円で

の間を線引きする観光客の定義を明らかにする

あり，両者を合計すると全体の約 88％を占める。

必要がある。観光客の定義も，TSA では次の通り

また，日本人海外旅行の国内消費分は 1.4 兆円で

明示されている。観光とは「日常生活圏外に出る

あり，訪日外国人旅行の 1.3 兆円を上回る。すべ

旅行で滞在期間 1 年以内，
雇用以外の目的のもの」

ての合計額は 22.5 兆円である。

であり，その個人を「観光客」と呼ぶ。したがっ

この消費額を基に，観光庁が算出した観光

て，1 年を超えて滞在すれば，その地域の居住者

GDP が図表 3 の右の円グラフに示されている。

とみなされる。また，日常生活圏外とは，
「移動

観光 GDP とは観光客の消費のために生産された

時間と滞在時間の合計が 8 時間以上，または片道

財貨・サービスの粗付加価値額である。図表 1 に

の移動距離が 80km 以上の圏域であり，宿泊を伴

整理した観光商品に該当する GDP が観光産業観

う場合はすべて日常生活圏外」とされる。このよ

光 GDP であり，2012 年では 6.9 兆円であった。

うに，観光が人々の行動によって定義されるため，

この金額には，図表 1 にある商品であっても非観

観光産業の経済規模は，まず図表 2 の品目に対す

光客が購入したものは含まれない。反対に，非観

る観光客の消費額から把握されることとなる。

光商品であっても観光客が購入したものは非観
光産業観光 GDP として勘定され，2012 年は 4.0

（２）観光の経済規模

兆円になる。例えば，地元住民の利用がほとんど

図表 3 の左の円グラフが，2012 年の国内におけ
る観光消費額である。国内観光消費は，日本人国

のコンビニエンスストアで観光客が購入したペ
ットボトル飲料はここに含まれる。両者の合計

図表 3 観光産業の経済規模と経済波及効果（2012 年）
国内観光消費額（合計 22.5 兆円）

訪日外国人旅行1.3兆円
日本人海外旅行（国内分）
1.4兆円

観光関連産業ＧＤＰ（合計 23.8 兆円）

日本人国内宿泊旅行
15.3兆円
観光産業観光ＧＤＰ
6.9兆円

日本人国内日帰り旅行
4.4兆円
観光ＧＤＰ計10.9兆円

非観光産業誘発分
12.9兆円

資料：観光庁「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」より作成
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非観光産業観光ＧＤＰ
4.0兆円
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が観光 GDP であり，2012 年は 10.9 兆円であっ

成の基本情報となる観光消費額を把握するため，

た。観光 GDP が左の消費額 22.5 兆円の半分以下

日本人に対しては「旅行・観光消費動向調査」
，

であるのは，観光消費額が売上げベースであるの

訪日外国人に対しては「訪日外国人消費動向調

に対して観光 GDP が付加価値ベースであること

査」を実施している。これらの調査は，複数の都

による。

道府県を訪れた者を含む観光客が，旅行終了後に

右図の非観光産業誘発分は観光 GDP の生産か

（外国人は帰国時の空港等で）回答する調査であ

ら非観光産業に対して波及した生産を付加価値

ることから，旅行全体の消費額に対して与えられ

ベースで捉えたものである。例えば，観光産業で

る訪問地情報は「主な目的地」
（旅行・観光消費

ある自動車輸送業が観光客から受け取った運賃

動向調査）や「主な宿泊地」
（訪日外国人消費動

のうちガソリンの国内生産額などが含まれる。ま

向調査）の 1 地域だけである。このため，両統計

た，観光産業等で働く就業者の賃金は一定割合が

から正確な地域別消費額を把握することは難し

消費に回るが，この消費に伴う生産活動の金額も

い。

非観光産業誘発分に含まれる。2012 年では，非観
光産業誘発分は 12.9 兆円であった。

一方，観光庁は，国が基準を作成した観光入込
客統計の導入を都道府県に対して働きかけてお

これらの総額（観光関連産業 GDP）は 23.8 兆

り，2010 年から各都道府県が作成した統計をまと

円であり，国内観光消費額 22.5 兆円が生み出し

め，
「共通基準による観光入込客統計」として公

た付加価値ベースの生産額のうち国外への漏出

表している。それまで，各都道府県が作成する観

分を除いた金額である。同年のわが国の

光入込客統計は，それぞれ独自の手法により調査

GDP475.1 兆円の 5.0％に相当する。しばしば観

されており，集計結果も，年度・暦年の違いや，

光が「国内の 5％産業」といわれる根拠である。

実人数・延べ人数の違いがあるなど，地域の合計

特に，経済効果の中核である観光 GDP 10.9

や地域間比較ができなかった。

兆円は，自動車産業の付加価値額 13.4 兆円（経

共通基準による観光入込客統計では，日本人と

済産業省「工業統計調査」2012 年）に迫る金額で

訪日外国人の観光消費額が把握されている。各都

ある。国内での観光消費は，観光産業を中心にわ

道府県内の観光地点調査であり，かつ県内分の消

が国最大の産業である自動車に匹敵する生産活

費額が共通基準により把握されているため，地域

動をもたらしているということができる。

別の観光消費額を算出し，地域に落ちる経済効果

また，観光消費の直接効果である観光 GDP

を推計する目的に適う統計であると考えられる。

（10.9 兆円）に対する観光関連産業 GDP（23.8

このため，本稿で中国地域における観光の経済効

兆円）の比率は 2.2 倍であり，これが国内観光消

果を算出するに当たっては，中国地域 5 県が作成

費の生産誘発倍率に該当する。

した共通基準による観光入込客統計を利用する。
ただし，前章で解説した TSA ベースの全国の経

３．中国地域における観光の経済効果
（１）共通基準による観光入込客統計
観光立国推進基本計画の策定後，国は，TSA 作

済効果と比較するに当たっては，次の相違点に留
意する必要がある。まず，観光入込客統計には，
日本人の海外旅行国内消費分が含まれていない。
次に，観光地点調査であるため，定められた地点
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を訪問していない観光客は捕捉されていない。こ

また，県別では，広島県が最も多く 2,152 兆円

れには多くのビジネス目的の旅行者が含まれる

（中国地域内シェア 31.6％）
，
これに山口県 1,510

と推察される。加えて，各地域の旅行中の消費で

億円（同 22.2％）
，岡山県 1,383 億円（同 20.3％）

あり，旅行前及び旅行後の消費は除外され，別荘

が続き，島根県は 888 億円（同 13.1％）
，鳥取県

の帰属家賃も含まれない。

が 873 億円（同 12.8％）となっている。ただし，

また，2013 年 4 月１日現在，共通基準による観

2011 年度の県内総生産では島根県の中国地域内

光入込客統計を導入していない地域があるため，

シェアは 8.5％，鳥取県は 6.3％であり，両県の

観光入込客統計により全国シェア等の算出はで

観光消費額はそれぞれの経済規模に比して大き

きない。

い。
中国地域における観光消費額 6,807 億円を基に，

（２）中国地域における観光の経済効果

中国地域産業連関表を用いて観光の経済効果を

共通基準による観光入込客統計によると，2012

試算した結果が図表 5 と図表 6 である。まず，地

年の中国地域における観光入込客数は 7,240 万人

域に対する直接効果となる生産額は 6,670 億円で

回4であり，その観光消費額は 6,807 億円であった

ある。写真フィルムや医薬品など一部の観光商品

（図表 4）
。観光消費額の内訳は，
「日本人観光目

に中国地域の自給率を適用したため消費額より

的」が 4,112 億円（観光消費額合計に占める構成

もいくらか金額が小さくなっている。粗付加価値

比 60.4％）
，
「日本人ビジネス目的」が 2,429 億円

ベースでは 3,855 億円であり，これが，入込観光

（同 35.7％）
，
「訪日外国人」
が 266 億円
（同 3.9％）

客がもたらした中国地域の観光 GDP に相当する。

である。2012 年の TSA による国内観光消費額は

直接効果である域内生産額 6,670 億円は，中国

日本人海外旅行（国内分）を除くと 21.1 兆円で

地域における非観光産業の生産額を間接的に誘

あり，これに対して訪日外国人消費額は 6.2％を

発する。この間接的な生産誘発額を算出すると

占める。したがって，中国地域の訪日外国人消費

3,466 億円となり，直接効果額と合計した総効果

額の割合は全国に比べかなり低いといえる。

額は生産額ベースで 1 兆 136 億円に上る。粗付加
価値では 5,847 億円であり，中国地域の入込観光

図表 4 中国地域における目的別観光消費額
（県内・県外及び宿泊・日帰りの合計，2012 年）
（百万円）

客による観光関連産業 GDP を表す金額である。
これに対応する雇用者誘発効果は約 8 万 4 千人で

日本人

日本人

観光目的

ビジネス目的

鳥取県

58,426

27,370

1,541

87,337

中国地域の観光関連産業 GDP は，2011 年度の

島根県

72,947

15,484

411

88,842

域内総生産の 2.4％に相当する。2012 年の工業統

岡山県

86,612

47,970

3,698

138,280

広島県

99,850

96,960

18,434

215,244

山口県

93,374

55,074

2,559

151,007

3,469 億円であり，入込観光客がもたらす中国地

411,209

242,858

26,643

680,710

域の観光 GDP は中国地域の主力産業である鉄鋼

県

中国地域

訪日外国人

合計

資料：観光庁「観光入込客統計」より作成
4実人数。観光地点ごとの重複を除いた数値であり，1 人の観光入

込客が当該都道府県内の複数の観光地点を訪れたとしても 1 人回
と数える。
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ある。

計調査では，中国地域の鉄鋼の付加価値額は

を大きく上回る生産規模を有している。
また，生産誘発倍率を計算すると，全国の 2.2
倍に対して，中国地域は 1.5 倍であった。

特 集

図表 5 中国地域における観光産業の経済規模と経済効果（入込観光客による試算，2012 年）
中国地域観光消費額（合計 6,807 億円）

中国地域観光関連産業ＧＤＰ（合計 5,847 億円）

訪日外国人
266億円

間接効果
1,992億円

日本人
ビジネス目的
2,429億円
直接効果
3,855億円

日本人
観光目的
4,112億円

資料：観光庁「観光入込客統計」
，中国経済産業局「平成 17 年中国地域産業連関表」
，内閣府「県民経済計算」より作成

図表 6 中国地域における観光消費の経済効果（入込観光客による試算，2012 年）
（百万円，人，倍，％）
経済波及効果
間接効果
区分

直接効果
①

間接一次

間接二次

間接効果

効果

効果

合計

②

③

総効果

誘発

中国地域

倍率

全体に対
する割合

④

⑤=①+④

⑤/Ａ①

Ａ

生産誘発効果

667,010

215,939

130,657

346,595

1,013,605

1.52

1.9

Ｂ

粗付加価値誘発効果

385,489

115,413

83,791

199,204

584,693

0.88

2.4

Ｃ

雇用者誘発効果

65,600

10,958

7,237

18,195

83,795

0.13

2.7

注：中国地域全体に対する割合を算出するために用いた産出額（産業）
，県内総生産（産業）
，雇用者の年次は 2011 年度である
資料：観光庁「観光入込客統計」
，中国経済産業局「平成 17 年中国地域産業連関表」
，内閣府「県民経済計算」より作成

４．観光収支
ここまで，国と中国地域に対する観光の経済効

80％に達し，観光はまさに移出産業であるという
ことができる（図表 7）
。反対に，ある地域の居住

果を示した。本章では，もう一歩踏み込み，観光

図表 7 中国地域各県の出発地別観光消費額（2012 年）

が各地域で経済効果を生み出す結果，47 都道府県

（百万円）

の経済構造に対してどのような効果を与えるか
を検討する。
ある地域に他地域の観光客が移動して消費す
ると，当該地域は観光商品を移出したと捉えるこ
とができる。中国地域各県では県外からの入込観
光客が消費した金額は観光消費額全体の 60％〜

県

日本人県内

日本人県外

訪日外国人

71,116

1,541

合計

鳥取県

14,680

87,337

島根県

20,270

68,161

411

88,842

岡山県

25,599

108,983

3,698

138,280

広島県

60,712

136,098

18,434

215,244

山口県

52,755

95,693

2,559

151,007

注：日本人は観光目的とビジネス目的の合計
資料：観光庁「観光入込客統計」より作成
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者が，他地域に旅行して消費を行った場合，その

等は収支算出のため差額を取ることにより相殺

地域は観光商品を移入したことになる。

される。それでもなお，目的地の把握が「主な目

観光商品を他地域へ販売した移出額から，観光

的地」であることが正確な地域別移出額を算出す

商品を他地域から購入した移入額を差し引いた

ることの支障となるが，今回の試算ではこの点は

金額が観光収支である。国際間の観光商品の輸出

簡略化して考えることとした。

入については，国際観光収支を世界観光機関

図表 8 によると，目的地別観光消費額は 47 都

（UNWTO）が公表している。ここでは，観光庁

道府県の中で東京都が最大である。北海道，長野

の旅行・観光消費動向調査を利用して 2012 年に

県，沖縄県の金額も大きいが，総じて大阪府，愛

おける 47 都道府県の地域間観光収支の試算を行

知県など大都市圏の都府県の目的地別観光消費

った。

額が大きい。ところが，大都市圏の都府県は人口

図表 8 では，旅行・観光消費動向調査から，各

に比例して居住地別観光消費額も大きいため，千

都道府県が「主な目的地」となっている観光消費

葉県，京都府等の例外はあるものの観光収支額は

額とともに，各都道府県居住者の観光消費額を負

おおよそ赤字である。一方，地方圏は，北海道，

値の控除額としてグラフに表した。また，これら

沖縄だけでなく，東北，甲信越，北陸，山陰，四

の合計額を観光収支額と捉え，折れ線で表示して

国，九州等の多くの県で観光収支が黒字となって

いる。共通基準による入込観光客統計と異なり，

いる。

旅行・観光消費動向調査では，居住地での旅行

観光収支額は移出額から移入額を差し引いた

前・旅行後の消費，日本人の海外旅行国内消費分

純移出額であって最終需要を構成する。このため，

等が含まれるため，先の目的地別消費額や居住地

その黒字の増加は地域の所得増に直接結びつく。

別消費額は，国内観光における各地域の移出額や

そして，国内の地域間観光収支が，総じて，大都

移入額ではない。しかし，居住地域内での消費額

市圏で赤字かつ地方圏で黒字であることは，観光

図表 8 都道府県の地域間観光収支額（試算，2012 年）
（十億円）
2500
各都道府県が「主な目的地」となる観光消費額
各都道府県の居住者による観光消費額
観光収支額

2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000

沖縄県
鹿児島県
宮崎県
大分県
熊本県
長崎県
佐賀県
福岡県
高知県
愛媛県
香川県
徳島県
山口県
広島県
岡山県
島根県
鳥取県
和歌山県
奈良県
兵庫県
大阪府
京都府
滋賀県
三重県
愛知県
静岡県
岐阜県
福井県
長野県
石川県
富山県
新潟県
山梨県
神奈川県
東京都
千葉県
埼玉県
群馬県
栃木県
茨城県
福島県
山形県
秋田県
宮城県
岩手県
青森県
北海道

-2500

資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」より作成

7 ■エネルギア地域経済レポート No.489 2015.4

特 集

の経済効果が地域間の所得格差を縮小する効果

他の産業と異なって，経済波及効果を地域の取り

を内蔵（ビルトイン）していることを示す。この

組みによって効果的に高めることができる産業

効果は，観光の「地方創生効果」とも呼ぶべきも

である。観光は，六次産業化の取り組みにみられ

のであり，観光の他では自然エネルギーの活用等

るように，農林水産品等の地域資源に，第二次産

でみられる。国の観光振興策は，訪日外国人観光

業・第三次産業の事業を融合化して事業創出を図

の増加による国際観光収支の改善に加え，地方圏

る場でもある。また，水の一滴まで地域産にこだ

における地域間観光収支の黒字増加を通じて所

わることが観光客のニーズにつながることも考

得格差是正効果を持つ。

えられる。
国の生産誘発倍率を地域で達成することは現

５．経済効果からみた地域における
観光振興の課題
ここまで行った観光の経済効果の分析を基に，
地域における観光振興の課題を考察して本稿の

実的でないにしても，上記の観光産業の特質から，
地域の連携意識の変革と取組強化により，生産誘
発倍率を現状より高めていくことは可能であろ
う。

結論に代える。

（２）観光産業の生産性の向上
（１）生産波及の強化
本稿では観光の経済規模を算出するに当たっ

中国地域の観光の経済効果を算出する際，生産
額に加えて，粗付加価値額と雇用者数の推計を行

て観光の生産波及効果を推計した。観光消費の生

ったが，しばしば観光は雇用者一人当たり GDP，

産誘発倍率は，国では 2.2 倍，中国地域は 1.5 倍

すなわち労働生産性が低いといわれる。

であった。国の生産誘発倍率を上限値と捉えると，

実際に，わが国の主要産業について雇用者の労

中国地域は生産波及効果をもっと高めることが

働時間当たり GDP を算出して比較すると，観光

できると考えられる。ある産業における地域間の

産業の生産性の低さがわかる（図表 9）
。2010 年

生産誘発倍率の違いは，技術構造の差異とともに，

頃に，国の産業政策に関連してサービス業の生産

波及過程で生じる間接的な需要がどれだけ域外

性向上が取り上げられたことがあった。観光産業

に漏出するかを反映する。このため，生産誘発倍

はそのサービス業に比べてもさらに生産性が低

率の差は，観光消費需要から直接・間接に生み出

い。観光は地域間の所得格差を是正する効果を有

される付加価値をどれくらい地域が取り込むこ

することは既に述べた通りであり，労働生産性の

とができるかといった力の差であり，中国地域は

向上は，地方圏において雇用者の流出を食い止め，

観光における付加価値の取り込み力をもっと強

生活の質の向上を図る上で重要な鍵になり得る。

化することが課題である。

ところが，観光における生産性の向上は難しい

一般に，財貨・サービスの域内自給率は当該地

面を持っている。1 つは，生産性向上を合理化と

域の経済規模の影響を強く受ける。したがって，

捉えると，サービスを含む観光商品の標準化が指

国と中国地域の経済規模の差を考慮すると，ある

向され，観光客の個別ニーズへのきめ細かな対応，

産業の生産誘発倍率が国を大きく下回っていて

あるいは地域の特性を活かしたサービスの差異

も課題とすることはできない。ところが観光は，

化とは方向性が食い違うかもしれない。
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また，農山漁村地域で盛んな体験型観光や民泊

生産性を向上できる余地が大きいと期待される。

等は，もともとは農林漁業者が取り組んでいるこ

（３）地域観光統計の充実

ともあり，営利重視というより交流による地域活
性化を目指したものも多い。このことも観光の生

国が観光政策の立案・実施に当たって各種の観

産性の低さの要因になっている可能性が考えら

光統計の整備を進めたのと同様に，地域が主体と

れる。むしろ，観光を農林水産業の生産性を高め

なった観光振興を強化するためには地域観光統

る取り組みとして一体的に捉える方が適切かも

計の充実が必要である。これは，観光を振興する

しれない。

地域政策に対しては地域を対象とした正確な

一方，観光産業の大半を宿泊，飲食，文化・レ

KPI 算出が不可欠であることに加え，地域におい

クリエーション等のサービス業が占めることは，

ては特にマーケティングに観光統計を有効利用

生産性向上を考える上でポイントになる。サービ

できると考えられるためである。以下に，地域観

ス業は地方では拠点都市等に集中的に立地する

光統計の充実を図る 2 つの方向を挙げる。

ことは周知の通りであり，中小都市や農山漁村地

第一に，県民経済計算と連携した地方版 TSA

域で高度なサービス業の創出を図るのは容易で

の整備が求められる。KPI となる経済効果の精度

はない。ところが，サービス業の本質的特徴の 1

向上も目的となるが，TSA の地方版がなければ，

つは，技術進歩の成果が，製造業のように機械設

入込観光客統計により観光消費額はわかっても

備等の資本に体化するのではなく，人に体化する

生産面から観光を捉えることに限界がある。産業

ことである。観光は，地域の取り組みしだいで，

連携や地域連携が観光振興の鍵であるなら，観光

拠点都市以外でもサービス業の創出を可能にす

の経済効果が，どの地域のどの産業にいくら帰着

るとともに，高度な人材育成の取り組みを通じて

するかは重要な論点になる。国の協力を得ながら，

図表 9 主要産業の労働生産性（全国，2012 年）
(千円/時間)
9

8.8
7.7

8
6.6

7
6
5

4.7

4.4

4.8
4.0

3.5

4

3.4

3.2

3.3

3

2.8

2
1

観光産業
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サービス業

資料：観光庁「旅行・観光消費動向調査」
，内閣府「国民経済計算」より作成

情報通信業

運輸業

金融・保険業

卸売・小売業

電気・ガス・水道業

建設業

製造業

鉱業

農林水産業

産業計

0

特 集

県単位や中国地域で地域版 TSA の整備に取り組

きの岡山県，広島県，山口県の観光資源のポテン

むことが望まれる。

シャルの高さ等を踏まえると，これらの県の観光

第二に，市町村等，県域より小さな地域単位で

収支の黒字化は十分可能であると考えられ，今後

観光統計を充実することである。中山間地域等の

一層，観光を地域の主力産業と捉えた取り組みの

市町村では，経済全体に占める観光のウエイトが

強化が求められる。また，中国地域を主要目的地

大きくなり，産業振興等において観光が果たす役

に設定する観光客を増やし，中国地域内を周遊す

割が増すことが考えられる。これに加えて，小地

る観光振興に一層力を入れることが，観光収支黒

域になるほど地域特性の差異が明瞭になり，セグ

字化のポイントになるであろう。

メント化が進む観光ニーズに応えるマーケティ
ングのため観光統計の重要性が増す。観光客の属
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赤字であるという特徴を持っている（図表 8）
。鳥
取県及び島根県の収支は黒字であるものの，岡山
県，広島県，山口県の 3 県が揃って赤字であり，
中国地域全体では赤字になっている。国内観光収
支が赤字であることは，観光がネットで地域に所
得をもたらしていないことを示している。
これら 3 県の観光収支が赤字であるのは，工業
集積や都市型サービス業の集積が支える人口が
多く，地域経済の観光産業への依存度が小さいこ
とが要因の 1 つである。その一方で，旅行・観光
消費動向調査の目的地の捉え方が「主な目的地」
であるため，赤字 3 県への旅行の多くが，主目的
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地ではない「立ち寄り型」になっていることも推
察される。
観光産業のこれからの成長性，他県と比べたと
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