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○ 過去のオリンピック開催国では、オリンピック開催決定後インバウンド観光客数が増加する傾向に
あり、東京オリンピック開催決定による訪日外客数押し上げ効果への期待が高まっている。
○ 観光戦略が奏功したシドニーオリンピックの例を参考に試算すると、東京オリンピック開催により
訪日外客数が1,600万人押し上げられ、その経済効果は約3兆円となった（2020年までの7年間累計）。
○ 観光振興の施策は、訪日外客数増加効果のほかにも、国内旅行消費の増加や地域経済活性化といっ
た効果も期待できる。

１．オリンピック開催決定で期待される訪日外客数の更なる増加
オリンピック経済効果シリーズの第 7 弾なる本稿では「訪日外国人の旅行消費増加」を取り上げる。
ビジット・ジャパン事業（訪日外国人旅行者の増加を目的とした訪日プロモーション事業）が開始
された 2003 年以降、リーマン・ショックや東日本大震災による一時的な落ち込みを除き、訪日外客
数は増加ペースを急速に高めてきた（図表 1）。ビジット・ジャパン事業開始後 10 周年を迎える 2013
年は、
「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」
（2013 年 6 月）が策定され、東南アジア（タ
イ・マレーシア等）を対象にビザ発給要件が緩和されたことに加えて、円安や富士山の世界遺産登録
などが追い風となり、訪日外客数は 1,036 万人（前年比＋24.0％）と大幅に増加した。「日本再興戦
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（資料）日本政府観光局「訪日外客数の動向」よりみずほ総合研究所作成
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略」（2013 年 6 月）におけるＫＰＩ（政策群ごとに達成すべき成果目標）は、「2013 年に訪日外国人
旅行者数 1,000 万人を達成し、2030 年には 3,000 万人を超えることを目指す」とされており、その一
部を達成したことになる。
「日本再興戦略改訂 2014」では、2020 年東京オリンピック開催決定を受けて、ＫＰＩに「2020 年
に向けて、2,000 万人の高みを目指す」ことも追加された。過去のオリンピック開催国の多くで、開
催決定年を境に、インバウンド（海外から自国へ入ってくる）観光客数がそれ以前のトレンドを上回
って推移していることから、日本でも訪日外客数押し上げ効果への期待は高い。「観光立国実現に向
けたアクション・プログラム 2014」
（2014 年 6 月）では、聖火リレー等のオリンピックに関連した訪
日プロモーションや、「2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会」と連
携した多言語対応の改善・強化といった施策も盛り込まれた。
オリンピック開催決定を機に観光戦略を強化し、それが奏功した好例とされるのが、オーストラリ
ア（2000 年シドニーオリンピック開催）である。オーストラリアでは、海外からの観光客誘致のため
に様々な施策がとられた（図表 2）
。その結果、インバウンド観光客数はオリンピック開催決定年であ
る 1993 年以降、過去（開催決定年を含む過去 10 年：1984 年～1993 年）のトレンドを上回るように
なった。オリンピック開催年（2000 年）のインバウンド観光客数は 493 万人と、過去のトレンド（402
万人）を 22.6％上回る水準に達した（次頁図表 3）。
以下では、オーストラリアの例を参考に、東京オリンピック開催により押し上げられる訪日外国人
の経済効果を検討する。
図表 2 シドニーオリンピックにおける観光分野のレガシー効果拡大戦略（オーストラリア）
〈オリンピック開催年の需要平準化・開催都市以外の都市への観光誘致〉
・ オリンピック開催期間（3週間）以外にも、開催年に催しを企画。
開催年1年間を通じて、観光やビジネスに開放的であることをアピール
・ オリンピック開催期間にシドニーを訪れる観光客向けに、シドニー以外
の地域を目的地とした観光旅行の商品を、観光業者と協力して企画

①建設投資による、観光地やビジネス地としての
都市の魅力の向上
・都市の景観を良くするための投資
・道路整備・空港拡張
・ホテル等の観光施設の拡充

〈メディアを通した宣伝効果〉
・ 観光関連の出版等に携わる記者、公式な放送局や技術者等向けに、
オーストラリアに関する資料を提供（ファクト、映像、写真）
・ 非公式な放送局向けに、メディアセンターを設立
民間のスポンサーもセンターの運営を支援

②観光収入を最大化するための投資の拡大及び、
観光収入拡大のための戦略の立案・実行
3つの戦略

〈スポンサーを通した宣伝効果〉
・ 企業スポンサーの広告にオーストラリアを活用してもらったり、企業の
店頭等でのキャンペーンにオーストラリアの観光局が協力

訪問者を開催都市以外の地域へ誘導
国内外各機関との関係構築

〈海外旅行会社との関係構築〉
・ 国内観光機関が海外の旅行会社と一緒に働く等して、オリンピック開催
後も国内にとどまってもらう

都市の魅力を高める工夫
(建設投資以外)

〈開催前にトレーニングに来た選手等との関係構築〉
・ 来訪したメディアや企業等との関係構築
・ トレーニングに来た選手に、その都市の観光大使になってもらう

3種類のターゲット

〈海外企業との関係構築・ビジネス誘致キャンペーンの実施〉
・ オリンピック関連収益に絡んだビジネスのネットワークシステム開発
・ ビジネスマンの集える施設の開設

観光客
ビジネス客
（新規ビジネスの副次効果有り）

〈MICEの誘致キャンペーン〉
・ 海外支社を持つ国内企業を中心に、会議開催地や海外支社のインセン
ティブ旅行の目的地にオーストラアを選択してもらうキャンペーンの実施

MICE
（訪問客の支出は観光客の7倍）

シドニーオリンピックにおける、観光旅行者数増加によるレガシー拡大

（資料）Laurence Chalip（2000）
「Leveraging the Sydney Olympics for Tourism」などよりみずほ総合研究所作成
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２．訪日外客数の増加による経済効果は約 3 兆円
（１）2020 年の訪日外客数は 2,000 万人を突破
はじめに、東京オリンピック開催により押し上げられる訪日外客数を試算する。シドニーオリンピ
ック前後におけるオーストラリアのインバウンド観光客数のトレンドからの上振れ率を参考に、2020
年にオリンピック開催決定前のトレンド対比 22.6％増加すると仮定しよう。開催決定前のトレンドに
ついては、ビジット・ジャパン事業開始からリーマン・ショックで一時的に落ち込む前にあたる 2003
～2007 年（毎年 16 万人増加）を基準とした。その結果、開催決定前のトレンドでは 2020 年の訪日外
客数は 1,769 万人となるが、オリンピック効果により 400 万人押し上げられ、2020 年の訪日外客数は
2,169 万人となった（図表 4）。7 年間（2014～2020 年）累計での押し上げ効果は 1,600 万人に上る。

（２）訪日外客数増加によるＧＤＰ押し上げ効果は約 3 兆円（7 年間累計）
次に、訪日外客数の消費が増えることによる経済効果を試算する。日本政府観光局等の調査によれ
ば、2013 年の訪日外国人一人当たりの消費額は 15.8 万円であるが、訪日外国人の日本での訪問先が
増加傾向にあること等から、今後徐々に増加することが予想される。そこで、一人当たり消費額は 2020
年時点で 17.4 万円（2013 年比 10％増加）まで増加すると仮定した。訪日外客数の増加（オリンピッ
クの押し上げ効果分）と 1 人当たり消費額の増加を勘案した経済効果（ＧＤＰ押し上げ効果）は、7
年間（2014～2020 年）で累計 3.1 兆円となった（次頁図表 5）。これは、2013 年の名目ＧＤＰ（481
兆円）の約 0.6％にあたる。
図表 3 インバウンド客数（オーストラリア）
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（注）1 年以内の滞在を目的とした外国人到着数。
（資料）Australian Bureau of Statistics

（資料）日本政府観光局などよりみずほ総合研究所作成
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３．おわりに
東京オリンピック開催が決定したことで世界の日本に対する注目は高まっており、ビジット・ジャ
パン事業には追い風が吹いている。訪日外国人の増加に向けた施策のなかには、航空ネットワークの
充実（ＬＣＣ専用ターミナル整備等）といった国内旅客増加が期待できるものや、都市部やゴールデ
ンルート以外の観光ルートの開発など地域経済活性化に一役買うものもある。東京オリンピックとい
う一つの目標に向かい官民が一体となって観光振興に取り組むことは、
「観光立国日本」実現のための
大きな礎となるほか、地域の魅力向上といった遺産（レガシー）をもたらすだろう。

図表 5 訪日外国人消費増加の経済効果
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(注) 1.2020 年の訪日外客数は、オリンピック開催を受けて 2,169 万人に増加すると想定。
2.訪日外国人の日本での訪問先が増加傾向にあること等から、2020 年の 1 人当たり消費額は
2013 年対比 10％増加するとした。
（資料）日本政府観光局などよりみずほ総合研究所作成

●当レポートは情報提供のみを目的として作成されたものであり、商品の勧誘を目的としたものではありません。本資料は、当社が信頼できると判断した各種データに
基づき作成されておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。また、本資料に記載された内容は予告なしに変更されることもあります。

4

