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論文要旨：
中国・日本・韓国という三ヵ国では、自由貿易協定（Free Trade Agreement : FTA）

構想が打ち出されてからも、それぞれの対応も異なっており、積極的な国もあれば、消極
的な国もある。一方、三ヵ国間の「FTA」構想にあたって、メリットとデメリットがそれ
ぞれあるのも否めない。本論では、中日韓三ヵ国間の「FTA」経緯を論じたうえ、その理
論と内容に基づいて、観光分野の視点から、中日韓三ヵ国間の観光協力メカニズム構築へ
アプローチしてみたい。
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一、は じ め に

1．「FTA」について
そもそも、自由貿易協定（Free Trade Agreement : FTA）とは、物品の関税、その他の制
限的な通商規則、サービス貿易等の障壁など、通商上の障壁を取り除く自由貿易地域の結成を
目的とした、2国間以上の国際協定である［1］。地域経済統合の形態の中では、緩やかなものと
されている。2国間協定が多いが、北米自由貿易協定等の多国間協定もある。又、「FTA」に
は自由貿易地域（Free Trade Area : FTA）として、自由貿易協定を結んだ地域を指す場合も
ある。「自由貿易地域」の略語として用いる国が場合が多いが、日本では「自由貿易協定」の
略語として用いられる。自由貿易協定には、経済的な利益のみならず、政治的な利益が期待さ
れる。経済的なメリットとしては、自由貿易の促進拡大により、スケールメリットや、協定国
間における投資拡大の効果も期待される。また、地域間における競争促進によって、国内経済
の活性化や、地域全体における効率的な産業の再配置が行われ、生産性向上のメリットも期待
される。政治的なメリットとしては、協定国間の地域紛争や政治的軋轢の軽減、地域間の信頼
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関係の熟成などが期待され、また、貿易上の問題点や労働力問題なども、各国が個々に対応す
るよりも協定地域間全体として対応をすることができる。
一方でデメリットも憂慮される。協定推進の立場の国や人々は、地域間における生産開発の
自由競争合理化などを前提にしていることが多く、自国に立地の優位性がない場合、相手国に
産業や生産拠点が移転される可能性がある。このため、国内で競争力があまり強くない産業や
生産品目が打撃を受けたり、国内消費者が求める生産品の品質を満たせない製品が市場に氾濫
するなど、生産者にとっても消費者にとってもデメリットが生じる可能性が存在する。国外か
ら入ってきた製品がそれぞれの国におけるニーズに応えられるかどうかは未知数であり、他の
自由貿易協定（FTA）地域で起きたメリットと同じことが、また別の国家間で結ばれた
「FTA」においても起こるとは限らず、むしろ国民が望まない方向へ経済的に政治的に進む可
能性がある。ノーベル経済学賞受賞者であるポール・クルーグマンは、国際貿易に無知な人ほ
ど自由貿易の効力に幻想を抱きがちであると述べる［2］。自由貿易が経済にポジティブに作用す
るかのような神話がつくられやすい傾向があるが、貿易を専門とする経済学者はそのような
仰々しい見解（Grandiose View）を自由貿易に抱いているわけではない。また、自由貿易は
雇用創出をもたらさない。一般論として、輸出増で増えた分の雇用が輸入増での雇用減によっ
て相殺されてしまうからである。

2．中日韓三ヵ国間の FTA 構想の経緯
早くも 1990年代半ばより、中国、日本、韓国では、「中日韓三ヵ国の経済共同体構築には
現実性と重要性がある」、「日中韓を中心にしたアジア・太平洋協力こそ日本の今後の唯一の選
択」、「北東アジア地域協力にあたっては、経済的な補完関係と文化的な同質性を持つ韓中日を
主軸にすべきである」などと、相次いで中日韓共同体構築という見解が持ち出されてきた［3］。

1999年 11月末、韓国の元大統領は、フィリピンのマニラで開催された「アセアン 10＋中
日韓 3」大会において、当時の中国国家総理と日本の首相に「北東アジア経済共同体」という
構想を提案していた［4］。2000年 11月 24日、中日韓三ヵ国首脳が参加した「アセアン 10＋中
日韓 3」シンガポール大会においても、貿易と投資の分野における三ヵ国間の協力に合意し
た［5］。2001年 3月 29日－30日、韓国のソウルで中日韓の学者によって行なわれた「中日韓
三ヵ国経済協力と環黄海地域の自由貿易地域ネットワークづくり」をテーマにした国際学術フ
ォーラムでは、正式に中日韓自由貿易地域「FTA」の構想が打ち出されていた［6］。ところが、
政治的、経済的など様々な原因で、今日に至っても実現できないままになっている。過去を振
り返ってみれば、2002年 11月 4日、カンボジアのプノンペンで開かれた中日韓首脳会見で
当時の中国の朱鎔基総理が日本と韓国に中日韓自由貿易地域の構想を提案したうえ、第一、三
ヵ国協力の重点的な分野を明確にし、経済貿易、情報産業、環境保護、人的資源、文化を三ヵ
国の今後の重点的な協力分野にする。第二、三ヵ国自由貿易地域（FTA）構築の可能性を模
索する研究に取り組む。第三、「アセアン 10ヵ国＋中日韓 3ヵ国：10＋3」という枠組み内に
おける政策的な協調を強化し、アセアンをはじめとする中心的な役割を果たすとともに、三ヵ
国の「10＋3」枠組み内において、政策上の協力を強める、という三つの施策も提案した［7］。
それ以来、中日韓自由貿易地域構想が民間の検討段階から政府の実行可能性検討の段階に入っ
ていた。2003年 10月 6日、インドネシアのバリ島で開かれた中日韓首脳第五回会談では、
当時の中国温家宝総理、日本の小泉純一郎首相、韓国のノ・ムヒョン大統領が共同で「中日韓
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三者協力共同声明」に署名していた。これは、中日韓自由貿易地域構想が政府により推し進め
られる道に入り、地域経済一体化のガイダンスとして、三ヵ国の更なる協力の新たな段階に入
ったものである［8］。また、本論では、日本外務省の報告書に記載されている内容［9］を、以下の
ようにまとめた。
（1）2003年から 2009年まで行われた三国間の民間共同研究プロジェクトに基づき、2009

年 10月の中日韓サミットにて、産官学共同研究の立ち上げを目指すことで意見が集約され
た。翌 2010年 5月に韓国のソウルにおいて第 1回共同研究会合が開催された。
（2）2011年 5月の日中韓サミットの首脳宣言において、日中韓「FTA」産官学共同研究を
2011年中に終了させ、その後のフォローアップを行うべく、同共同研究を加速化すること
で合意した。
（3）2011年 12月の韓国の平昌における第 7回共同研究会合において、共同研究を終了し、
共同研究委員会による共同声明を発出した。
（4）2012年 3月に中日韓「FTA」産官学共同研究報告書を公表した。
（5）2012年の中日韓サミットにて、三首脳は日中韓「FTA」の年内の交渉開始につき一致
した。この目的を達成するため、三ヵ国は国内手続きや事務レベル協議を含む準備作業を直
ちに開始することとなった。（なお、日中韓「FTA」のさきがけとなる日中韓投資協定につ
いては、同サミットの機会に署名が行われた。）
（6）2012年 6月から 9月に、日中韓自由貿易協定（FTA）に関する事務レベル会合を、3

回にわたって開催し、実務的な協議を終了した。
（7）2012年 11月の ASEAN 関連首脳会議の機会に、日中韓経済貿易大臣会合が開催され、
中日韓 FTA 交渉の開始が宣言された。
（8）2013年 2月、東京において、実務レベルで日中韓「FTA」交渉の準備会合を開催し、
第一回交渉会合に向けた準備を行った。3月、ソウルにおいて、第 1回交渉会合を開催し
た。
（9）2013年 6月、東京において、実務レベルで日中韓「FTA」交渉の準備会合を開催し、
第 2回交渉会合に向けた準備を行った。
（10）2013年 7月 30日から 8月 2日まで、中国の上海において、日中韓自由貿易協定
（FTA）交渉の第 2回会合が開催され、同会合には、長嶺安政外務審議官（日本側首席代
表）をはじめとする関係省庁の関係者、中国から兪建華中国商務部国際貿易交渉副代表（中
国側首席代表）、韓国から禹泰熙韓国産業通商資源部通商交渉室長（韓国側首席代表）をは
じめとする交渉関係者がそれぞれ出席して、物品貿易、サービス貿易、税関手続、競争等の
分野について議論が行われた。第 3回会合は、日本で開催されることになった。

ところが、長期的には、構想に対する中日韓三ヵ国の態度が異なる。中韓両国の積極的な態
度に引き換え、日本は慎重である。早くも 2001年、中日韓三ヵ国では「FTA」構想を打ち出
した際に、「その中の一つの国が保留的な意見を持つ」という重要な原因で、実施に至らなか
ったのである［10］。三ヵ国のそれぞれの立場から見れば、提案の発案国としての中国では、積
極的で、様々な研究が行なわれていた。韓国としても、北東アジア協力への情熱も高く、日本
との「FTA」調印の可能性が検討されていた。ところが、日本の立場から見た時に、最も懸
念するのは、中国の発展が日本にとって機会なのか脅威なのかということにある。「中国脅威
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論」がなお存在している。政治的、安全的、経済的にますます強くなりつつある中国は日本へ
の挑戦であるという論点が日本国内で喧騒している。そのため、日本の外交政策上には、中国
への警戒心がなお根強い。また、中日経済関係の補完性と競争性についても、経済発展の水準
と産業構造の大きな差異により、補完性を主とすることと考えられる。
こういったバリアを取り除くためには、本論では、幾つかの現実的な問題にも直面しなが
ら、諸先行研究［11］～［16］を参考にしたうえ、以下の論点を述べてみたい。
第一、経済水準の差異、特に中日韓の三ヵ国の間には産業分業の不均衡、中日韓貿易収支
のアンバランス及び貿易障害があるが、中日韓三ヵ国間の経済貿易関係が緊密なため、協力
の基礎となる。中日韓三ヵ国は北東アジアにおける三大経済体であり、経済関係が日増しに
緊密であり、経済的な依存度がますます強くなるため、この地域の貿易協力にはしっかりと
した基礎が築かれている。
第二、農業面から見た要因および影響によって、実施するには困難なのであるが、中日韓
三ヵ国の経済的な補完関係こそが「FTA」の物質的な前提を成す。労働力、人的資源、産
業構造、輸出商品構造の補完関係など、数多くの事例が挙げられる。
第三、中日韓三ヵ国間の政治的な相互信頼度が比較的に低いにもかかわらず、経済に関す
る発展戦略と開放政策の「ドッキング」が中日韓三ヵ国の「FTA」構築のために、制度的
な基礎を築いている。
第四、米国からの態度の制約もあるが、中日韓三ヵ国の地理的な隣接、文化価値の融合性
が協力環境を提供することができる。

要するに、三ヵ国間が、「全面的な経済パートナシップ」（CEP）を構築し、三ヵ国の協議
機関を一つの協力メカニズムにし、各分野間の関連性を強化し、協力メカニズムの効果をより
一層向上させる。また、政府、民間企業、学術の力を共にし、多次元、多分野における対話を
進めていくべきである［17］。そもそも国際地域経済協力に当たって、企業や非政府機関
（NGO）の役割がますます重視されつつある。

二、中日韓三ヵ国観光協力メカニズム構築

近年、中国、日本、韓国の三ヵ国も地域経済協力に基づいた「国境を越えた観光連合」の道
を共同で模索しており、地域の観光協力の新たな可能性になりつつある。これは、三ヵ国間の

「10＋3」枠組みにおける中国・日
本・韓国三ヵ国のサミット会議

多くの関係部門長官共同会議
（財政、経済貿易、人事、環境等）

中国・日本・韓国三ヵ国間の「官民
学」フォーラムの設立と開催

具体的な実行部門（部署を問わない
協調）が実施段階への模索

図 1 中日韓三ヵ国協力メカニズム構築図［18］
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相手国への自国民の旅行誘致だけでなく、欧州連合（EU）、北米、東南アジア諸国連合
（ASEAN）以外の新たな多国籍観光圏の形成につながり、三ヵ国以外の観光客を誘致するこ
とによって、巨大な市場潜在力を秘めるようになる。

1．中日韓三ヵ国の観光市場状況
1. 1 互いに重要な観光集客国と目的地である
中国の外交部（外務省）が発表した「中日韓協力の進捗状況報告書」によると、2012年に
中国への 1162.90万人の観光客の中で、韓国人観光客が 185.59万、15.96％を占め、日本人
観光客が 79.47万人、6.83％を占め、韓国と日本は中国のアジアにおける第一位、第二位の
最大の集客国である［19］。622万の訪日外国人観光客の中、韓国人観光客が 204万人、32.8％
を占め、中国人観光客が 143万、23.0％を占め、韓国は日本の最大の集客国である［20］。韓国
への 1114万の外国人観光客の中、日本人観光客が 352万人、31.6％を占め、中国人観光客
が 51万、11.5％を占め、日本は韓国の最大の集客国である［21］。その中、韓国政府の観光統
計を見ると、日本から韓国への訪問者数は、2012年上期（1～6月）は 181万 7043人で前年
同期比 30.2％増であったが、2012年下期（7～12月）には 170万 1749人に激減して、前年
同期比でも 10.2％減であった［22］、2013年に入って、この傾向に更に拍車がかかっていて、
上期の訪問者数は 133万 9155人へと更に激減し、前年同期比では 26.3％減、代わりに目覚
ましい勢いで増えているのが中国人観光客であり、2013年上期の訪問者数は 173万 5371人、
前年同期比 45.6％増であった［23］。韓国における外国人観光客と言えば、長年、圧倒的に日本
人観光客が最大勢力であったが、2013年上期の国別シェアは 24％で、中国人観光客（31％）
が最大勢力に取って代わったのである［24］。
こう見れば、ここ数年間、中日韓三ヵ国の主な集客国や観光目的地には、いくつかの変更が
あったにもかかわらず、全体的に比較的安定したパターンが見られ、中日韓三ヵ国は互いに集
客国と観光目的地になっているのが重要な特徴である［25］。
1. 2 アジア及び世界観光業における重要な位置づけ
国際的な観光市場では、アジア・太平洋市場が 2002年以降にアメリカにかわって、欧州に
次いだ第二の観光市場になった。特に、中日韓三ヵ国の観光産業の急速な成長は、アジア・太
平洋市場の台頭の要因である。急成長する中国の観光は、引き続き世界の観光大国としての地
位を維持し続ける。そのなか、1989年以来、韓国の観光産業は、毎年 8％－15％の成長率が
見られ、東アジア観光業発展の最速国の一つに成長してきた。日本のインバウンド観光はアウ
トバウンド観光の発展に遅れをとっており、2011年度の日本でのアウトバウンド観光は
1699.4万人に対して、インバウンド観光がわずか 621.9万人にとどまったため、日本が「観
光立国」戦略を打ち出し、積極的に海外プロモーションを実施していた［26］。現在、中国はイ
ンバンドでもアウトバウンドでも名実とも世界の観光大国になったが、中国国内における観光
業のサービス水準の向上や海外旅行への中国人観光客のマナー・モラルなど、様々な問題解決
に取り組む必要があると思われている。
1. 3 アジア及び世界における主要な観光消費状況
中国のアウトバウンド観光は、1990年代後半に急速な発展を経て、2001年より加速発展期
に入り、その成長率と消費能力が世界的に注目を集めている。国連の世界観光機関
（UNWTO）は、海外旅行した中国人は 2000年の 1000万人から 2012年には 8300万人に飛
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躍的に増加、世界最高の成長率を示したうえ、2012年における海外観光客の支出額調査を公
表し、730億ドルだった 2011年比では 40％の激増で、総額は中国人として過去最高の 1020

億米ドル（現在の為替相場では約 9兆 9960億円相当）で、中国人が初めて世界の首位に立っ
たと報告した［27］。今後、中国経済と国民生活水準の向上及び人民元の元高によって中国人観
光客の海外旅行における支出が更に大幅に増加すると考えられる。
日本は長い間世界で旅行輸出と観光消費大国であり、国民の海外への観光旅行が多く、観光
購買力も強く、世界各国の観光目的地に人気のある観光客であった。2012年、日本人の海外
旅行における外貨支出額は 281億ドルで、2011年の 272億米ドルに比べ、3％増で、中国、
ドイツ、米国、英国、ロシア、フランス、カナダに次ぐ世界 8番目、アジア第 2位である［28］。
韓国は 2002年から 5日間勤務制が実施されて以来、アウトバウンド観光（特に短距離アウ
トバウンド観光）が急速に発展してきた。韓国のアウトバウンド一人当たりの観光消費支出額
は 2010年の 181.5473万韓国ウオン（約 1815米ドル）から 2011年の 254.6264万韓国ウオ
ン（約 2546米ドル）に増加した［29］。

2．中日韓三ヵ国間の観光協力の背景
2003年 10月 7日、中国、日本、韓国の首脳はインドネシアのバリ島において首脳会議を
行うとともに、初の共同文書である「日中韓三国間協力の促進に関する共同宣言」（以下「共
同宣言」）を発表した［30］。三ヵ国の首脳は、共同宣言において、経済・貿易、文化・人的交
流、及び政治・安全保障等をカバーする 14の分野における協力の促進とともに、三ヵ国の外
相により構成され、三国間協力を研究し、企画し、調整し及びモニタリングする外相三者委員
会の立ち上げに合意したほか、とりわけ三ヵ国の観光部門が共同で統一された観光地を連結
し、観光振興計画を実施することにも合意した［31］。また、共同宣言により外相三者委員会は、
同宣言に基づく協力活動の進捗状況に関する報告を毎年の首脳会合に提出する任務を負った。
初の外相三者委員会は 2004年 6月、中国の青島で開催され、三ヵ国の外相は、「三ヵ国間
協力に関する行動戦略」を 2004年 11月にラオスで開催される首脳会議に提出することに合
意した［32］。この三ヵ国間協力に関する進捗報告書は、外相三者委員会が国内関連当局と協力
しつつ、共同宣言発表後の一年間を中心とした三ヵ国間協力の進捗状況を、共同宣言における
協力分野毎に取り纏めたものである。その中の第八条には「三ヵ国観光セクターの協力覚書に
よって、三ヵ国がグローバルレベルで観光目的地の知名度を向上させ、三ヵ国周遊などの具体
的な施策によって、三ヵ国の観光産業の活力を活かす」と書かれている。
現在のところ、三ヵ国政府は、より多くの観光客の自国への観光を誘致するために、様々な
優遇政策を導入した。2004年 4月 1日から日本では中国香港特別行政区旅券（中華人民共和
国香港特別行政区護照）の所持者の無査証入国が実施されたほか、2000年と 2010年に、中
国大陸の旅券（中�人民共和国�照）所持者の日本への団体と個人観光もそれぞれ解禁され、
完全自由化された［33］。更に 2005年 8月より、台湾人観光客の日本観光査証の永久免除が実
施された［34］。一方、2005年より韓国では韓国経由でヨーロッパへ旅行する中国人観光客の 30

日間の無査証入国が実施された［35］。
ここ十数年来、中日韓三ヵ国間の都市と企業レベルで観光協力も盛んに実施されている。

2004年 3月、中国の上海市と韓国の全羅南道は、「上海市と全羅南道友好交流協力覚書」に
調印した。2004年 4月、中国民間航空情報ネットワークと韓国アシアナ航空のダイレクトプ
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ロジェクトが正式に開始された、中韓双方は、ホスト・システムとの間の販売の直接接続を実
現し、アシアナ航空は正式に中国航空システムを介してチケット販売を行なう外国の航空会社
の一つとなった。2004年 6月 14日、楽天株式会社（以下楽天）は、2003年 12月、米ナス
ダック市場に上場している中国企業で、旅行サイトの運営やホテル・航空券の予約事業を展開
する携程旅行網（Ctrip.com International）に、約 120億円を出資すると発表した［36］。6月
21日に株式譲渡を受け、発行済株式の 21.6％（完全希薄化後 20.4％）を取得する予定で、購
入資金は手元現金と銀行借入で賄う。楽天は今後、中国の個人旅行者に加えて日中間の旅行者
の増加が見込まれることから、今回の出資を決めた。具体的な協業内容については、今後協議
を進めることとなっている。出資先の携程旅行網は、1999年初頭に中国国内で総合旅行サイ
トを開設し、現在は上海に本社、北京、広州、深圳、香港に支社を設けている。経営理念とし
て起用している五つの言葉、「Customer、Teamwork、Respect、Integrity、Partner」の頭
文字が、社名である「C−trip」となっている。

3．三ヵ国共同観光目的地構築の中の中国観光の位置づけ
中国の観光産業への影響であるが、一方、世界経済のグローバル化とローカル化という大き
な背景のもとで、「地域統合」と「地域観光の統合」の傾向は、国際観光の競争の中で単一の
観光地を優位にすることを困難にする。そもそも地域協力は、国際観光の動向に沿ったもので
ある。三ヵ国協力は、正に「両刃の剣」のように、中国の観光産業に「正」（プラス）と「負」
（マイナス）の両方の効果をもたらすに相違ない。
3. 1 プラスの影響（ポジティブなイメージ）
東アジア市場をより深く開発し、三ヵ国が連携するブランディング観光目的地の形成に資
し、更に日本人と韓国人観光客の誘致に取り組むほか、日本と韓国への他地域からの観光客に
は中国にも足を運んでもらうようにすべきである。通常、国際的な環境変化や突発的な事件が
もたらす長距離観光への影響が大きいが、地域観光への影響が比較的に小さい。特に国際的な
原油価格の上昇、国際的な政治情勢と自然環境、気候変化の不確実性や人民元の上昇によっ
て、地域市場は比較的安定している。そのため、インバウンド観光市場における地域市場の観
光客の人数を増やし、地域市場をより深く開発することは、中国の観光産業の安定的な発展に
はプラスの効果を持っている。また、三ヵ国間の連携によって、観光客が三ヵ国間で便利な移
動ができるとともに、観光客の流れを三ヵ国間へ環流させ、観光客の流れの倍増を促進し、ア
ジアの観光産業の規模を拡大して、国際的な観光市場におけるアジア市場のシェアを高めるこ
とができる。このような観点から見れば、地域観光のブランディングづくりは、中国の直接利
益になる。
3. 1. 1 観光大国から観光強国への長期的な取り組み
世界観光機構と中国国家観光局が発表した統計データによると、1995年から 2009年まで
中国へのインバウンド観光一人当たりの外貨収入はわずか 160～500ドルであり、2011年度
訪日外国人の旅行中の支出 113,917円（約 1139米ドル）よりも低かった［37］。原因を分析す
れば、中国の観光商品の全体的な低価格に加えて、観光商品の種類も少なく、ショッピングに
関するサービスの質も欠けて、観光需要の開発のための技術革新の欠如以外に、インバウンド
観光客の構造も重要な一因となっている。これに引き換え、2011年の中国のインバウンド観
光外貨収入は、484.64億米ドルであり、世界第四位で、アジアの首位に輝き、世界第 28位の
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日本の 109.66億米ドル、世界第 22位の韓国の 123.04億米ドルを大きく上回った［38］。中日韓
三ヵ国共同観光目的地を実現して、日本人と韓国人観光客の中国観光に積極的に取り組み、地
域観光市場の規模拡大によって形成されたブランド効果で観光客集客構造を改善することは、
中国のインバンド観光市場の一人当たりの外貨収入の向上に有用な意義を持っており、観光大
国から観光強国への開発に向かう中国の長期的な取り組みの一つとなるだろう。
3. 1. 2 観光産業の国際競争力向上への寄与
三ヵ国が連携する観光目的地は、アジアないし世界における観光産業の優位性が互いに補い
合う「観光プレート」になろうとしている。この「プレート」内における三ヵ国の観光業界間
の更なる貿易交流、資本の流れ、情報技術の移転・交換を通じて、中国の観光産業の技術革新
と向上に寄与し、中国の観光産業と観光企業と国際的な観光市場との提携を促進し、中国の観
光産業のメカニズムの向上と観光商品の構造合理化を加速し、観光産業の競争力を向上させ
る。
3. 1. 3 観光産業の開発環境の国際化の向上
三ヵ国の連携により、中国の更なる観光研究と国際化観光政策の策定を促進することができ
る。地域化された国際観光の商品と環境を改善、開発し、三ヵ国国民間と、日韓経由で中国を
観光する欧米人観光客に無査証入国の便宜を与えて、国際的な航空業界と国際連盟（アライア
ンス）を実施し、中国の観光発展環境の国際化を絶えず向上させる。このような国際化地域観
光環境の改善は、2008北京オリンピック大会を契機に、全世界に向けて「統合マーケティン
グ」を行なっているためである。
3. 1. 4 他国間との「国境なき」協力の促進
三国観光地連携によって形成された世界第二位の地域旅行市場は、世界のその他の国と国際
機関に興味を示されて、潜在力の大きな、統一された観光地の開発と関与につながり、この重
要な観光地域の競争力と競争力を強化するためである。中国は、多面的な、多国籍観光協力関
係の確立と、更なる広い市場の範囲戦略的な優位性を求め、中国の観光産業の国際的な成長を
拡大させるチャンスをつかむべきである。
3. 2 マイナスの影響（ネガティブなイメージ）
中国の観光産業の構造は垂直分業体系によって三ヵ国連携に影響をもたらすだけでなく、統
一された観光市場では、日本と韓国の観光企業はその先進的な販売網とブランドの影響力を介
して海外観光販売の主導権を率先して握り、国内集客市場と発展途上国市場との最適な組み合
わせを実現する。こうすれば、中日韓三ヵ国の観光目的地連携においては、国際間の観光産業
の垂直分業ができ、インバウンド観光市場で中国の観光市場がバリューチェーンの中下層に組
み込まれてしまう。日本と韓国の観光企業の中国への投資は、中国の観光産業をその垂直分業
の階段に引き込み、観光に関する核心的な技術を自分の手に握り、ローテクプロセスだけ中国
に移し、中国の観光産業の構造に悪影響を及ぼしかねない。
3. 2. 1 外国為替のいくつかの損失
中国は集客国とした場合、三ヵ国連携によって引き起こされたアウトバウンド観光市場の成
長と裏腹に、外国為替の損失になる一方、観光目的地とした場合、管理契約、人的資本の投
入、海外向けのプロモーション、人的資源の海外研修を通じた他の手段は、観光外貨流出とい
う現象が発生する恐れがある。
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3. 2. 2 外部経済への依存性の増加
三ヵ国連携後、さらに日本や韓国などの観光外資企業は、全額出資、合弁事業および他の方
法を通じて中国に進出するが、中国の観光企業の管理経験の欠如などの原因で海外の投資と管
理を余儀なく依存され、外部経済への依存度が強まる。
3. 3 中国における三ヵ国の観光地対策の実施
中国の観光産業の現状では、三ヵ国連携の実施は戦略的に、次の問題に対処する必要があ
る。第一は、地域のカップリングの選択である。第二は、国内地域の観光協力を促進するため
に、この機会を利用する方法である。第三は、中国はどのように日本と韓国企業間との協力を
進めるとともに、バリューチェーンで競合するのかである。第四は、連携後、中国の集客市場
はさらなる開発に如何に取り組むのかである。これらの 4つの問題に対応するため、中国は
三ヵ国の核心的な連携を成し、三ヵ国間の三次元のチャネル、観光インフラ整備などによって
具体的な連携対策を構築すべきである。

三、中国の三ヵ国観光目的地連携の戦略的選択

1．十二都市を中心として、国内三大連携地域への放射
地域経済理論によれば、地域計画開発の初期段階で「ポイントエリア開発戦略モデル」、即
ち代表的な都市を成長ポイントに選択し、地域経済の発展に伴って、「点軸」と「ネットワー
ク」の開発モデルに適する［39］。三ヵ国協力の初期に、競争力のある都市を最初の連携ポイン
トとして、中日韓は連携観光目的地を確立し、三ヵ国周遊計画を実現させる。日本や韓国やそ
の他の国の観光客を引き付けることができる、魅力的で、豊かな自然と文化の観光資源に恵ま
れた都市自体が持つ競争力と発展潜在力を持ち、周辺地域への社会経済放射力も強いとされて
いる。

2003年の中国国家観光局の統計データと中国の都市競争力研究に関連する成果によると、
北京、天津、大連、瀋陽、ハルビン、上海、蘇州、杭州、無錫、南京、深圳、広州などの 12

都市を最初のコアシティとする［40］。これらの都市では、観光資源に独自の特徴を持っている
だけでなく、中国の古今風貌と自然風貌と地理的優位性を持ち、経済的に発達した省レベルの
都市であり、日本人と韓国人観光客には人気のある 12都市でもある。
このほか、この十二の都市は競争力が強く、重要な観光都市として、周辺地域へ放射して、
環渤海地域、珠江デルタ地域、長江デルタ地域という国内三大経済地域をなしている。強い放
射力と活力のある「ポイント軸」の発展を形成し、高付加価値のビジネス旅行市場と欧米向け
の観光市場の長期的発展への助長を駆動することができる。

2．海外観光の受け入れと観光水平分業のシステムの構築
中国の観光企業は、日本と韓国企業との綿密な協力を通じて、先進的な管理経験を学び得
て、コンパクトな資産再編を通じて、国際競争力のあるコングロマリットと上場企業を設定
し、観光企業グループ、ネットワーキング、専門化、特色化の建設と開発を促進し、三ヵ国の
連結により、中国のアウトバウンド観光市場をさらに成長させ、中国の海外観光客の受け入れ
体系を構築したうえ、現在の国際観光における垂直分業システムを打破し、水平分業システム
を形成し、国際的な観光市場におけるバリューチェーンの向上につながると考えられる。
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3．三ヵ国周遊を利用した三カ国以外の集客市場への取り組み
中国は日本と韓国と連携して、統一された観光目的地を確立するために、日本、韓国及び東
アジアの集客成長に満足することができるだけでなく、三ヵ国以外の集客市場を大いに開発す
るには、中国の観光客の構造を多様性させるような対応が必要である。2008年の北京オリン
ピックを契機にした欧米市場へのプロモーションを更に強化し、日本人と韓国人観光客の増加
と、三ヵ国周遊によるその他の集客市場の導入を通して、観光支出水準と観光外貨収入を向上
させて、観光大国から観光強国への発展目標の実現を目指す基礎を作るべきである。

四、三ヵ国連携観光目的地実現のための具体的な施策

1．迅速で便利な観光協力のためのビザ制度の実施
ヨーロッパと世界各地における多国籍観光企業の協力の経験を踏まえ、三ヵ国政府間の協力
を強化すべきである。「三ヵ国連携の統一された観光目的地協定」を締結して、各国の法律法
規間の衝突が原因で観光連携にもたらされた障害を解消するために、観光協力のための制度的
なサポートが必要となる。三ヵ国間では、条件付きで「落地��」（到着査証、アライバルビ
ザ、VOA）または「免�」（無査証）制度を確立するほか、相手国の国民である観光客の入国
手続きを更に簡素化すべきである。現在、日韓間は無査証で入国可能であるが、日本人に対す
る中国観光・商用のための 15日間の査証免除に対して、中国人に対する日本の査証取得の煩
雑な手続きなど、中日間と中韓間の一方的な無査証優遇措置を一日も早く改めるべきである。

2．三カ国間の三次元チャネルの構築に積極的な関与
さまざまな観光客が統一された目的地での円滑な流れを確保するために、中国は積極的に三
ヵ国間の三次元チャンネル構築に関与すべきである。
2. 1 交通チャネル
現在の三ヵ国間のトラフィックチャネルは依然として航空を主として、水路を従としている
ので、中国は積極的に三ヵ国間の新しい航空線路就航と直航都市に参与し、三カ国間の戦略的
提携、国内主要都市の旅行社の三ヵ国観光コースの設計、計画に取り組むべきである。と同時
に、黄海、渤海、東海（東シナ海）の国際的な配送チャネルの建設を積極的に促進し、三ヵ国
間と、地域を跨る海上観光に関する協力と発展を強化し、鉄道網規模を大いに開拓し、省、区
を跨る主要都市の観光用道路の建設を加速し、快適で安全な観光道路交通ネットワークを構築
することが必要である。
2. 2 情報チャネル
観光情報チャネルの建設を加速することにより、統一された観光地や中国の観光産業の発展
を推し進めるためには、とても不可欠なものである。三ヵ国で調印した「情報通信分野提携の
取り決め」のもとで、中国は国内における主要都市を三ヵ国放射の観光情報ハブにし、統一さ
れた観光目的地に完備された情報サービスを提供する必要がある。観光協力や情報交換などの
ネットワークを改善し、総合情報インフォメーションの発表、ネットを含めたオンラインの投
資、電子商取引などの機能を含めた、三ヵ国国民と観光産業向けの電子ネットワーク総合サー
ビスシステム及び観光客のための完備の旅行予約システムづくりに取り組むべきである。
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3．インフラのマッチング、クロスボーダーの観光ルートづくりへの取り組み
日本人と韓国人の観光客からは、一般的に中国の観光施設が古くて、快適さとセキュリティ
及び日本語と韓国語の観光環境の欠如が指摘されている。これらのマイナスイメージを軽減
し、最終的には取り除くために、中国では観光ルートをマッチングしたインフラ整備、観光環
境の最適化に多大な努力を必要とする。本論では下記のような、幾つかの措置を示したい。
3. 1 観光識別システムの改善
関係地域内では、特に都市の観光スポットの中心、商業施設、交通施設などの地域で中国語
と英語以外に、標識案内の設置やローカルマップの設定やレストランのメニューなども日本語
と韓国語の表示が必要である。これらの効果的な措置を通じて、観光識別システムを改善し、
日本人と韓国人観光客の観光目的地への親近感と親和性を増やす。また、地域観光市場開発に
よって生じかねない日本語と韓国語の通訳案内ガイド不足の解消や語学力及びモラルの向上に
も努める。
3. 2 観光客サービスセンター（ツーリストビューロー）の建設
観光客に包括的な、質の高いサービスを提供するためには、情報インフォメーション、旅行
予約、苦情処理、緊急救助やその他の多機能、高品質の観光サービスセンターを作るほか、治
安警察、交通警察、健康、外交、病院、保険会社、観光企業や他の関連部門との提携によって
成立された「観光安全緊急救助チーム体制」づくりも大変重要なことである。
3. 3 清潔で環境保護機能付きのトイレの整備
中国の公衆トイレに関する問題は、長期的に日本人と韓国人観光客を悩ませてきた重要な課
題である。日本の観光業者の話では、中国がトイレの衛生状況の改善と改築と整備に真剣に取
り組めば、より多くの日本人観光客が中国旅行を選択するに違いないという。そのため、トイ
レの問題は、三ヵ国連携観光目的地の実施にあたって、重要視すべきであり、中国国家観光ト
イレの建設基準に基づき、主要都市の観光交通幹線、観光スポットのツーリズムエコトイレの
建設を加速し、中国における観光のトイレ環境を向上させねばならない。

4．日本と韓国市場向けの特殊な観光商品市場の積極的な開発
インバウンド観光消費力の低さによって、観光大国から観光強国への発展が制約されてい
る。三ヵ国連携の統一された観光目的地構築の着眼点（焦点）は、観光客の人数の増加だけで
なく、観光を通じた外貨収入の質を向上させるべきである。したがって、日本と韓国向けに特
殊な観光商品の市場を開発し、日本人と韓国人観光客の中国国内における購買力を向上させる
ほか、欧米人観光客向けに、オリンピックのブランドを活かし、欧米でのビジネス観光市場の
潜在力を開発するのは、本論の見解の一つでもある。

5．中国観光企業のグループ化と多国籍経営インタラクティブ開発の勧奨
現在、中国には中国国際旅行社、中国青年旅行社、錦江国際旅行社など資産規模、管理モデ
ル、観光ブランド、市場シェアにおいて優位性をもつ観光企業があり、多国籍的なビジネス経
験と強さを持っている。三ヵ国の協力によって、中国の観光企業は機会を生かし、統一された
観光目的地の観光ルートの構築と延長を用いて、中国企業のサービスを交通運輸システム、情
報サービスシステム、日本人と韓国人観光人客の受け入れシステムまで拡張し、多種多様な多
国籍経営を展開し、中国観光企業のグループ企業化の実現と多国籍企業経営の増加を勧奨すべ
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きだと思われる。

五、お わ り に

世界経済のグローバリゼーションとローカライゼーションによって、国際的観光市場の発展
は、明らかな地域統合の特徴がますます現れつつある。「国境なき観光圏づくり」といった観
光協力がすでに欧米諸国やアセアンで実施されている。中日韓三ヵ国間の「FTA」の構築は、
三ヵ国間に大きな影響をもたらすだけでなく、北東アジア地域全体協力と東アジア経済圏づく
りに寄与するものでもある。北東アジアにおける最も代表的な三ヵ国からなる経済共同体は、
決して排他的なグループではなく、開放的な、核心的な役割を果たし、徐々に周辺諸国へ拡散
して、最終的に北東アジア経済圏づくりに寄与できるようになれば、より効果的ではないかと
考えられる。
本論では、上述した諸内容を踏まえて、中日韓三ヵ国間の観光協力メカニズム構築の視点か
らアプローチしてみた。但し、筆者の研究限界と到達点及び枚数に制限もあるので、もっと深
く、細かく分析と研究ができないままになってしまったのが実に残念なことである。今後はミ
クロ的でかつ多視点、多次元から本課題の研究へ引き続きアプローチしていきたい。
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