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外国旅行の動向第 1 章
カナダ

 1 	外国旅行の現状と展望
①カナダ人の外国旅行市場
■カナダは世界でも高い出国率を誇る国である。2018 年の

総人口 3,700 万人に対する出国者数は 3,344 万人で、出国
率は 90.3％に達した。隣国の米国を除いた出国者数でも
1,243 万人に達し、その出国率は 37.2％となっている。

■カナダ人の出国者数は、2013 年以降は年間 3,200 万人か
ら 3,300 万人前後で推移しているが、その増減の主な理由
は、半数以上を占める米国への出国者数にある。米国へ
の出国者数は年間で概ね 2,000 万人から2,300 万人であ
り、景気や為替の動向によって 100 万人単位で変動する。
そのおよそ半数は陸路での出国である。

■カナダ人外国旅行者数の推移

年 2013 2014 2015 2016 2017 2018

人数（万人） 3,297 3,352 3,227 3,128 3,273 3,344

伸率（％） 2.1 1.7 -3.7 -3.0 4.6 2.2

資料：UNWTO、カナダ統計局
注：…米国行きを含むカナダ人外国旅行者数。（本数値には、1泊以上した

旅行者のみが計上されている。）

■カナダ協議委員会（The Conference Board of Canada）の
統計（Outbound Canada February 2019）によると、2018
年に最も多くのカナダ人が訪れた外国旅行先は米国

（2,100 万人）で、全体の 62.8％を占めている。
■カナダ人の外国旅行先上位 10 か国（2018 年）は、首位の

米国に続き、メキシコ（215 万人）、フランス（115 万人）、
キューバ（110 万人）、イタリア（109 万人）、ドミニカ共和国

（90 万人）、英国（84 万人）、中国（75 万人）、スペイン（44
万人）、ジャマイカ（39 万人）となっている。2018 年の日本
行きは 30.5 万人で 13 位であった。

■カナダ人の外国旅行先の主な特徴として、カナダが寒冷地
であるため、避寒目的で米国のフロリダ州、メキシコ、キュー
バ、カリブ海諸国などの温暖な地を訪問先として選ぶ傾向
が強いことが挙げられる。これらの旅行先は「サン・デス
ティネーション（Sun Destination）」と言われ、旅行先として
の一つの区分を形成している。米国の中では、オーランド
やフォートローダーデールを抱えるフロリダ州の人気が群を
抜いており、ロサンゼルスやサンフランシスコを抱えるカリ
フォルニア州がそれに続く。メキシコでは、カンクンを訪れ

る旅行者が約半数を占める。
■多くの移民によって構成されているカナダでは、先祖の出

身国に対する関心も高い。ヨーロッパ系カナダ人が人口の
大半を占めていることもあり、長距離外国旅行の訪問先
は、ヨーロッパが最多となっている。外国旅行先の上位 15
か国（2018 年）の中に、フランス、イタリア、英国、スペイ
ン、ドイツ、ポルトガルのヨーロッパ 6 か国が入っている。
東欧を訪問する旅行者はまだ少ないが、クロアチア（17 万
人）をはじめとして急成長している。

■この 30 年間、アジアから多くの移民が入ってきたことで、
外国旅行先が多様化している。特に、第 8 位の中国（75
万人）、第 11 位の香港（37 万人）、第 12 位のインド（35 万
人）の 3 か国は、この 3 年間に急激に渡航者数が増えた。
いずれも移民とその家族による里帰りが中心であると考え
られる。アジア諸国の中では、日本は中国、香港、インド
に次ぐ4 番目で、訪日者数は 2011 年から2019 年まで継
続して伸びている。

②訪日旅行の現状と展望
■2011 年には、3 月に起きた東日本大震災、福島第一原発

事故の影響で、訪日カナダ人数は前年比 33.9％減の10 万
1,299人と大幅に減少した。それ以降は、日本食ブームや
アニメの影響もあって、順調に増加している。

■特に 2017 年には、訪日カナダ人数が訪加日本人数を史上
初めて上回った。2018 年 6 月には、エア・カナダによる成
田⇔モントリオール便の通年運航が始まり、訪日カナダ人
数は、2018 年に前年比 8.2％増の 33 万人、2019 年に前
年比 13.5％増の 37.5 万人となった。

■しかしながら、2020 年 2 月時点で、日本・カナダ間の航空
座席供給量は前年比でほぼ横ばいが続いている。新規路
線としては、2018 年に上記エア・カナダの成田⇔モントリ
オール便の運航開始があった一方で、同社の成田⇔カルガ
リー便は冬期運休、中部⇔バンクーバー便は通年運休とな
り、全体としての航空座席供給量はほとんど伸びていな
い。

■カナダ発の訪日旅行需要は伸びているものの、日本発のカ
ナダ旅行需要が落ち込んでいるため、航空会社としては増
便に二の足を踏んでいるものと思われる。日系の 2 社（全
日本空輸と日本航空）もバンクーバーから東京（羽田空港、
成田空港）に毎日1 便を運航するのみで、カナダ東部への
新たな就航の動きは見られない。

■カナダは国内に豊富なオイルサンドを持つ資源国であり、
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国内総生産の伸率はこの10 年間で概ね 1％から 3％の間
で安定的に推移している。為替相場も基本的に１カナダド
ルが 80 円台で安定しており、訪日旅行の下地は整ってい
る。

■毎年、訪日旅行の経験者が増え、その口コミで伝わる日本
の土産話から、更に訪日旅行者が増えるという好循環の状
態にある。リピーターより初訪日の旅行者が多いため、訪
日旅行需要の拡大傾向は当面続くものと思われる。

■訪日カナダ人旅行者数の推移

年 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

人数（人）152,766 182,865 231,390 273,213 305,591 330,588 375,200

伸率（％） 12.9 19.7 26.5 18.1 11.9 8.2 13.5

資料：日本政府観光局（JNTO）
注：2019年の数値は、2020年 2月時点の推計値である。

■JNTO の目的別統計によると、2018 年の観光目的の訪日
カナダ人は、全体の 89.4％を占めた。商用目的の訪日カナ
ダ人は 6.6％に留まっている。

■観光目的の訪日カナダ人を民族や言語、文化などの属性で
大別すると、①英語圏在住のヨーロッパからの移民を中心
とするカナダ人（メインストリーム系）、②英語圏在住の中華
系移民を中心とするカナダ人（中華系）、③フランス語圏在
住のヨーロッパ系カナダ人の三つに分けられる。

■観光庁の「訪日外国人消費動向調査」（2018 年）によると、
観光目的の訪日カナダ人の興味対象は、訪日前の段階では
日本食や日本酒、自然・景勝地観光、繁華街の街歩き、
ショッピング、歴史・伝統文化体験、日常生活体験などと
なっている。しかし、実際には上記の言語圏ごとの属性に
よって、興味や関心事が異なると考えられる。

■どの属性にも共通する最大の興味対象は日本食や日本酒
であるが、それ以外の興味対象は言語圏によって異なる。
JNTO が一般消費者向けのイベント会場で行ったアンケー
ト調査によると、英語圏メインストリーム系では、日本食に
次いで自然や伝統文化への関心が高いと考えられる。同じ
英語圏でも中華系では、繁華街の街歩きやショッピングな
どへの関心が高い。また、フランス語圏では、他の言語圏
に比べて伝統文化への関心度が高い。

③旅行情報の収集方法
■カナダに限らず、近年の旅行情報源は、新聞や雑誌、書

籍などの従来の媒体からインターネットに大きくシフトして
いる。新聞や雑誌自体もウェブサイト上で並行して情報を発

信しているので、インターネットでほとんどの情報検索が行
える。

■消費者が特に見ているのは、ブロガーによる体験談の投稿
や、ユーチューバーの動画であり、訪日経験者の口コミと
並び幅広く利用されている。訪日旅行情報を発信する場合
は、これらの手段を活用するのが最も効率的である。

④オンライン旅行会社の台頭
■カナダ協議委員会（The Conference Board of Canada）の

資料（Annual summer travel intension survey 2019）によ
ると、カナダでもオンライン旅行会社は幅広く利用されてい
る。中でも、エクスペディアの利用率は群を抜いている。旅
行先の検討段階では、旅行者の半数がエクスペディアを利
用している。トリップアドバイザーの利用も多い。

■価格の比較では、エクスペディアやトリバゴの利用が多く、
ホテルの予約ではエクスペディアに続いて、ブッキングドッ
トコムやホテル各社のウェブサイトが多く利用されている。

■国土が広く、人口密度が低く、冬が厳しくて外出もままな
らないカナダでは、消費者の利便性ゆえ、オンライン旅行
会社がシェアを拡大したとも言える。従来、店頭中心で営
業していた旅行会社は、並行して自社サイトを設けて営業
している。今後もオンライン旅行会社や旅行会社の自社サ
イトの需要が増えることが予測されるが、早晩、利便性の
高いサイトに利用者が収れんされるものと考えられる。

 2 	旅行に対する一般消費者の考え方
①旅行は余暇活動の中心
■カナダでは、「旅行」と「レクリエーション（娯楽）」が余暇

活動の中心と考えられている。
■しかし、カナダは寒冷地に当たるため、国内旅行に適した

時期は限られる。11月末から 3 月末頃までの厳冬期にお
ける国内旅行は、オーロラの観賞やナイアガラ・オン・ザ・
レイクのアイスワイン・フェスティバルなどを除き、控える傾
向にある。

■キャンプ、ハイキング、登山、カヌーなどの自然探索型の旅
行は、緑が多く、季節が良い 6 月末から 8 月末の夏期に行
われることが多い。この間、カナダ人の関心は専ら国内旅
行に向けられる。

②移民の母国訪問と避寒需要
■多くの移民で成り立っているカナダでは、「親族 ･友人訪

問」などの理由で外国旅行をする機会が必然的に多く、日
常生活の中に定着している。2018年に外国旅行をしたカナ
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ダ人 3,344 万人（米国への日帰り客を除く）の 62.8％が米
国を訪れているが、カナダと国境を接する米国の州への旅
行は国内旅行の延長線上にあると考えられる。

■冬場にフロリダ、メキシコ、キューバ、カリブ海諸国を訪れ
る旅行者も多い。これは、国土の大半が寒冷地にあるカナ
ダの気候と関係しており、冬場の厳寒期に暖かい地域や国
に行って寒さをやり過ごす傾向がある。この避寒需要があ
るため、カナダの総人口に対する出国率（米国への宿泊旅
行者を含む）は 90.3％（2017 年）と高い水準にあり、米国
を除いた出国率も 37.2％に達している。

③旅行以外の余暇の楽しみ方
■その他のレクリエーション（娯楽）としては、サイクリング、

テニス、ゴルフ、スキー、スケートなどのスポーツ、屋外で
のバーベキューやキャンプなど自然の中での活動、比較的
安価に楽しめる映画鑑賞などが一般的である。

■季節が良い夏期の週末には、都市部で様 な々イベントが開
催され、これらを楽しむこともレクリエーションの一つと
なっている。

■アイスホッケー、野球、バスケットボールなどはプロチーム
があり、それぞれが米国のプロリーグ（NHL、MLB、NBA
など）に加盟している。スポーツ観戦は極めて盛んである。

 3 	一般消費者の志向の変化
①退職したベビーブーマー世代の旅行志向
■日本同様、カナダでもベビーブーマー世代（1945 年～1964

年に生まれた世代）が退職し始め、様 な々余暇活動を楽し
んでいる。この世代は、子供が成人しているため可処分所
得が高く、自由な時間が十分に取れることから、旅行や体
験型の趣味に関心が高いとされている。特に、技術や知
識の習得にある程度まとまった時間を必要とする料理、歴
史、考古学、外国語学習などへの関心が高く、これらの
要素と旅行を組み合わせたツアーは訴求力が高いと考え
られる。

■カナダでは毎年厳寒期に、避寒のため長期間国を脱出す
る、スノーバード（Snowbird）と言われるシニア層が存在す
る。その主力がこのベビーブーマー世代であり、今後ます
ます訪日旅行のターゲットになっていくものと考えられる。

②多様なプロスポーツの人気
■カナダで最も人気が高いスポーツは、国技のアイスホッケー

である。主要 7 都市にナショナル・ホッケー・リーグ（NHL）
のプロチームがあり、国民の大多数が熱狂的なホッケー

ファンである。
■カナダ最大の都市トロントを本拠地とするトロント・メープ

ルリーフスと第 2 の都市モントリオールを本拠地とするモン
トリオール・カナディアンズは、宿命のライバルとして知ら
れている。

■アイスホッケーに次いで人気が高いスポーツは、野球であ
る。2019 年時点で、米メジャーリーグ（MLB）に所属して
いるカナダのチームは、トロントに本拠を置くトロント・ブ
ルージェイズのみであるが、カナダ全土に熱狂的なファンを
持っている。

■これらに加え、バスケットボールやサッカーの人気も高い。
バスケットボールでは、北米ナショナル・バスケットボール・
リーグ（NBA）に所属するトロント・ラプターズが、2019 年、
米国外に本拠地を置く唯一の NBAチームとして初めて優
勝した。トロント市役所前で行われた優勝祝賀パレードに
は 200 万人ものファンが押しかけ、首都オタワからトルー
ドー首相が駆けつけ大騒ぎとなった。

③日本のアニメ文化の浸透
■カナダでは、日本のアニメが十数年前から子供を中心に人

気を集めてきた。現在は子供の頃から日本のアニメに親し
んできた人々が成人となり、アニメ愛好者の年齢層が大き
く広がっている。ストーリー性に優れ奥が深いことから、日
本のアニメはファンの裾野を広げており、主なテレビ局でも
頻繁に放映されている。

■知名度が高いアニメとしては、『犬夜叉』、『ONE PEACE
（ワンピース）』、『美少女戦士セーラームーン』、『NARUTO-
ナルト-』、『ドラゴンボールZ』、『BLEACH（ブリーチ）」』、

『SLUM DUNK（スラムダンク）』などが挙げられる。また、
大型書店には漫画コーナーがあり、英文に翻訳された日本
の漫画を購入することができる。

■アニメだけでなく、コミック、SF、ホラー、ゲームなどのファ
ンを対象とする大規模な参加型イベントもカナダ各地で開
かれている。トロント郊外のミシサガ市では、毎年 5月下
旬の週末に「Anime North」という大規模なイベントがあ
る。2019 年には約 35 万人が来場し、コスプレをした来場
者で会場の内外が埋め尽くされた。

■アニメファンにとっての聖地である日本への関心も高い。
JNTOトロント事務所では、毎年 5月に「Anime North」で、
毎年 8 月にはモントリオールで開催されるイベント

「Otakuthon」で、アニメファンを対象に、訪日旅行促進の
ためのプレゼンテーションを行っている。

■「Anime North」は 20 年以上続いており、日本のポップカ
ルチャーの広がりを肌で感じることができる。
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④日本食への関心の高まり
■カナダでは中高年層を中心に、より若く健康で意欲的な生

活を送りたいという人が増えている。街中でジョギングをし
たり、スポーツジムで汗を流したり、積極的に健康な体を
維持しようとする中高年の姿も一般的なものとなってい
る。

■健康食に対する関心が高まっており、専門店も含め、オー
ガニック食品（有機肥料のみで栽培した有機農産物を使っ
た食品）を扱う店が増えている。

■長寿や生き甲斐という言葉が、健康意識が高い人 を々中心
に広がっている。特に沖縄がその中心的な存在として知ら
れるようになっている。これは、2002 年に米ニューヨーク
タイムズ紙が発行した「The Okinawa Program」や、2004
年に米ナショナルジオグラフィック誌が発行した「The Blue 
Zones」などの健康・長寿関連書籍の影響と考えられる。

■こうした背景もあり、日本食は引き続き一種のブームになっ
ている。特にトロントやバンクーバーなどの大都市部の街中
では、寿司やラーメンなどを出す日本食レストランの増加が
目立つ。ラーメン店は日本から本格的な店が多数出店して
いる一方、日本人が営業しておらず、味がやや異なる店も
多い。とにかく日本食ブームに乗り遅れまいと、他のアジ
ア料理店から乗り換えてくるようである。

■ここ数年、日本のチーズケーキや抹茶などのデザート店がト
ロントにも相次いで開店し、大盛況となっている。

■カナダの都市部では、日本食材の普及が進んでいる。アジ
ア系（日系、中華系、韓国系など）の小売店だけでなく、
一般の大型スーパーでも幅広く日本食材が入手できるよう
になっている。日本食という身近な日本文化に触れて、本
場で日本食を堪能したいと願っているカナダ人はますます
増えるであろう。

 4 	気候・風土が外国旅行に与える影響
①寒冷地ならではの欲求
■国土の大部分が寒冷地に属しているカナダでは、冬期の

気温が氷点下 30 度以下に下がることも珍しくない。国内
で最も南に位置するトロントでも、氷点下 20 度はよくある
ことで、そこに五大湖の強風が加わると、体感温度は更に
10 度下がると言われる。11月から翌年 4月末までの半年
間が冬に当たり、1月～3月頃は路面が雪や氷で覆われる。

■オタワやモントリオールなど東部の都市では更に冷え込み
が厳しくなり、1 年のうち 8 か月間は冬と言われるほどであ
る。厳寒期は、建物内での生活や車での移動を強いられ、
南の温暖な地域へ抜け出したいという欲求が自然と強くな

る。

②カナダ人にとって身近な避寒地とは
■実際に冬期には、避寒のために多くのカナダ人が温暖なフ

ロリダ、メキシコ、カリブ海諸国などを訪れる。カナダから
直行便で 3 時間～ 4 時間圏内にあり、米国以外の国では
現地の物価も安いので、長期滞在が可能である。

■旅行商品でも、こうした温暖な国々はサン・デスティネーショ
ン（Sun Destination）と言われ、旅行先としての一つの区
分を形成している。特に退職者を中心とする人々はスノー
バード（Snowbird）と呼ばれ、長期間、避寒地に滞在する
傾向がある。この避寒の動きが、カナダ人の出国率が高い
ことの最大の理由と見られる。

③高い出国率
■冬場の避寒需要に支えられて、カナダ人の出国率は 2018

年に 90.3％となっている。つまり、年間で総人口に近い数
の国民が外国旅行に出ていることになる。出国率が 100%
を超える国・地域は、香港やシンガポールなど世界でも幾
つかあるが、カナダほどの広い国土を持つ国が高い出国率
を記録することは極めて珍しい。特に同じ大国である隣国
の米国と比べると、出国率も、出国者に占める訪日者の比
率も、カナダは米国の約 2 倍となっている。

■良好な気候に恵まれる夏は、多くのカナダ人が国内に留ま
り、爽やかな気候と美しい自然を堪能できる国内旅行に出
掛けることが多い。蒸し暑さを嫌うカナダ人にとって、夏場
の訪日旅行は好まれない。

 5 	外国旅行の旅行形態別特色
①旅行形態
団体旅行
■観光庁の「訪日外国人消費動向調査」（2018 年）によると、

訪日カナダ人の旅行形態に占める団体旅行の割合は、他の
欧米諸国同様、個人旅行の割合に比べて圧倒的に小さく、
6.2％に留まっている。しかし、フランス系カナダ人が約80％
を占めるケベック州では、言語に対する不安が強いため、
団体旅行の希望者が多い。

■一般的な団体ツアーの訪問地は、東京、富士山、箱根、
京都、奈良、大阪といった、いわゆるゴールデンルート上
の都市が中心で、滞在日数は 1 週間から10 日ほどである。

個人旅行
■観光庁の「訪日外国人消費動向調査」（2018 年）によると、
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訪日カナダ人の旅行形態は、個人旅行が全体の 93.9％を
占め、団体旅行の利用者を大きく上回っている。

■個人旅行の場合、インターネットなどで格安航空券やホテ
ルを個人で手配することもあるが、日本のように馴染みが
薄い旅行地に関しては、旅行会社のカウンターあるいは電
話で旅行商品を確認しながら購入する傾向が強い。

■訪日旅行に関しては、航空券と宿泊などが組み込まれた個
人旅行用パッケージツアーが、中華系を中心とする中堅の
旅行会社により数多く造成されているので、こうした旅行
商品の利用者も多い。

②旅行の種類
パッケージツアー
■カナダ人外国旅行者のパッケージツアー利用率は低下傾向

にある。パッケージツアーは、ホテルと航空券を組み合わ
せたタイプ（スケルトンタイプ）や、航空券を含まない現地
発着型の旅行商品が主流となっている。これらの旅行商品
の主な訪問先は、米国南部、メキシコ、カリブ海諸国など
の温暖な地域や、ヨーロッパ、アジアとなっている。また、
本格的なパッケージツアーだけでなく、旅行者が航空券、
滞在型宿泊、鉄道パスなどを組み合わせられる、自由度
の高いものもある。

■シニア層を中心にクルーズ旅行の人気も高い。特に、桜や
紅葉の時期に日本各地を巡るクルーズ旅行の人気が高い。

テーマ旅行（スペシャル・インタレスト・ツアー：SIT）
■カナダでは、趣味やスポーツなど、特定の目的を持った訪

日旅行商品が人気である。
■一般的にカナダ人は、ハイキング、サイクリング、カヌーな

ど、自然と親しむ屋外スポーツを好む傾向が強い。
■屋外スポーツのツアー商品を専門に造成している旅行会社

では、日本でのサイクリングツアーやスキーツアー、ウォー
キングツアーを販売している。また、空手、柔道、剣道、
生け花、茶道、絵画、陶芸、建築などの日本の武道や伝
統文化をテーマとした訪日ツアーが随時催行されている。こ
れらのツアーは、愛好者の団体の構成員を対象としたもの
が多い。

■上記以外では、健康に良いと言われている日本食、日本酒
などをテーマとしたツアーや、宿坊体験が含まれたツアーな
ども催行されている。

■この他、カナダで最も人気が高いスポーツであるアイスホッ
ケーの試合を中心とした、小・中学生による交流親善ツ
アーなども行われている。

インセンティブ旅行
■カナダからのインセンティブ旅行の目的地は、米国、メキシ

コ、カリブ海諸国、ヨーロッパなどが一般的である。日本
はカナダからの飛行時間が 10 時間以上あり、不利な立場
にある。加えて、宿泊、飲食、娯楽などの経費が他国より
も一般的に高いとされることが多いため、カナダ企業のイ
ンセンティブ旅行の目的地にはなりにくい。

■しかしながら、カナダには自動車、機械、電器関連の日系
企業が数多く進出しており、これら企業が、日本の本社や
工場の視察を兼ねたインセンティブ旅行を企画する例は多
い。主な訪問地は、東京、京都、大阪、愛知などである。
但し、カナダの税務当局は、インセンティブ旅行の提供を
受けた参加者に対して、譲渡所得としての課税を行うこと
が多いため、各企業ともツアーの企画には慎重になってい
る。

国際会議
■カナダには多くの大企業や国際機関、非政府組織の本社・

本部があり、これらの企業・団体の中には、数年に 1 度、
米国やカリブ海諸国を中心とする地域でオフショア会議＊1

を開催している所もある。しかし、日本でオフショア会議を
開催した例は少なく、危機管理と経費管理の面から、遠
距離のオフショア会議の開催には制約が大きい。

＊1：…会議の開催提唱団体、会議の主催団体が所属する国以外の国で行
う会議。

 6 	日本の競合旅行地
■主な日本の競合旅行地としては、中国、香港、タイが挙げ

られる。これら3 か国・地域の旅行市場としての特徴は以
下のとおりである。

①中国
観光魅力
■悠久の歴史に培われた文化
■美しい風景
■世界遺産
■中国料理
■ショッピング
■偉大な文明を創造した中国人そのもの
観光インフラ
■日本と比べて必ずしも優れているとは言えないが、物価が

安いため、パッケージツアーは比較的安価なものが多い。



JNTO…訪日旅行誘致ハンドブック…2020（欧米豪 9…市場編） 35

豪 

州

カ
ナ
ダ

米
国

ロ
シ
ア

ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

英
国

イ
タ
リ
ア

ス
ペ
イ
ン

第
1
章
　
外
国
旅
行
の
動
向

マイナス要素
■深刻な大気汚染、水質汚染などによる健康被害への懸念

や、鳥インフルエンザ、新型肺炎の発生などにより、「衛生
的に劣る」といった印象を持たれている。また、「非民主
的」、「自由度の低さ」というマイナスのイメージも根強く
残っている。

■内陸部では大地震が多い。
■中国入国前に査証を取得する必要がある。
政府観光局などによる外客誘致活動
■中国文化旅遊部は、カナダ人旅行者を誘致するため、カナ

ダのメディアに対して積極的に支援事業を展開している。
多数の訪中旅行記事がメディアに掲載され、大きな成果を
上げている。

■2013 年に開始された、外国人旅行者に対する72 時間トラ
ンジット査証免除プログラムは、2019 年 4月時点で、カナ
ダを含めた 53 か国を対象に実施されている。北京、上海
などの空港では、72 時間から144 時間に延長して、同プ
ログラムを実施している。
旅行業界による外客誘致活動
■カナダには中華系ツアーオペレーター（自らツアーを造成す

る旅行会社）が多数あり、自社の訪中ツアーをパンフレット
や新聞広告を通じて大々的に宣伝している。また、自社系
列の旅行代理店（自社ではツアーを造成せず、小売を専門
とする旅行会社）に対しては、セミナーを通じて、中国の
観光情報を積極的に提供している。

■2019 年 9 月時点で、カナダ⇔中国間の直行便を運航して
いる航空会社は、以下のとおりである。
エア・カナダ： トロント⇔北京便（週 7 便）、トロント⇔上海

便（週 7 便）、バンクーバー⇔北京便（週 7
便）、バンクーバー⇔上海便（週 7 便）、モン
トリオール⇔上海便（週 3 便）

中国国際航空： バンクーバー⇔北京便（週 7 便）、モントリ
オール⇔北京便（週 7 便）

中国東方航空： トロント⇔上海便（週 7 便）、バンクーバー
⇔上海便（週 7 便）

中国南方航空： トロント⇔広州便（週 7 便）、バンクーバー
⇔広州便（週 7 便）

海南航空： トロント⇔北京便（週 7 便、うち週 4 便は北京
経由重慶）、バンクーバー⇔深圳便（週 2 便）、
カルガリー⇔北京便（週 3 便）

厦門航空：バンクーバー⇔厦門便（週 3 便）
北京首都航空：バンクーバー⇔青島⇔杭州便（週 3 便）
四川航空：バンクーバー⇔鄭州⇔成都便（週 2 便）

②香港
観光魅力
■中国料理
■ショッピング
■東西文化の共存
■大都市の賑わい
観光インフラ
■宿泊施設、交通機関も整備されている。
■英語が広く通じるため、言葉の心配がない。
マイナス要素
■都市を中心とする観光地なので、長期の滞在には向いてい

ない。
■カナダと中国本土を結ぶ直行路線の拡充などにより、香港

を経由するツアーが減少している。
■香港系カナダ人が減少している。
政府観光局による外客誘致活動
■香港旅遊発展局は、カナダ人旅行者を誘致するため、カ

ナダのメディアに対して積極的に支援事業を展開してい
る。具体例として、共同広告や、旅行会社招請（視察旅
行）などを通じたツアー造成販売支援策が挙げられる。
旅行業界による外客誘致活動
■カナダには中華系ツアーオペレーターが多数あり、パンフ

レットや新聞広告を通じて、香港ツアーおよび同地域を含
むツアーを大々的に宣伝している。また、自社系列の旅行
代理店に対しては、セミナーを通じて、香港の観光情報を
積極的に提供している。

■2019 年 9 月時点で、カナダ⇔香港間の直行便を運航して
いる航空会社は、以下のとおりである。
エア・カナダ： トロント⇔香港便（週 7 便）、バンクーバー

⇔香港便（週 7 便）
キャセイ・パシフィック航空： トロント⇔香港便（週 7 便）、

バンクーバー⇔香港便（週 14
便）

香港航空：バンクーバー⇔香港便（週 3 便）

③タイ
観光魅力
■ビーチリゾート
■ユニークで神秘的な文化
■タイ料理
■様 な々娯楽
観光インフラ
■宿泊施設、交通機関とも整備されており、問題がない。
■観光地では英語も広く使われているため、言語の障壁がそ
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れほど高くない。
マイナス要素
■カナダからの直行便がない。
■政情が不安定との印象も強い。
■メキシコ、カリブ海諸国などのビーチリゾートと比較して価

格が高い。
政府観光局による外客誘致活動
■タイ国政府観光庁は、カナダのメディアを対象に、記者招

請や旅行会社招請を積極的に展開している。

 7 	訪日旅行の価格競争力
①訪日旅行商品の価格　
■日本を含むアジアや、南米へのパッケージツアーは、他地

域へのツアーと比べて高額になる。
■アジアへのツアーは、観光通訳ガイドの費用がかかる。一

方、ヨーロッパやカリブ海諸国へのツアーは、定期航空便
やチャーター便の数が多く、航空運賃が安価になりやす
い。

■訪日ツアーと他のアジア諸国へのツアーを比べた場合、日
本国内での滞在経費が高いため、訪日ツアーの価格のほ
うが高くなる。

②カナダ発外国ツアー価格比較表

旅行先 日数 価格
（カナダドル）

価格
（日本円）

中国（北京、西安、ラサ、成都、重慶、揚子江クルーズ、蘇州、上海） 17… 10,989… 901,000
豪州（メルボルン、アデレード、アリススプリングス、ケアンズ、シドニー） 13… 7,869… 645,000…
日本（京都、奈良、姫路、広島、宮島、高山、東京） 12… 6,885… 564,000…
タイ（バンコク、チェンマイ、プーケット） 10… 1,508… 123,000…
中国（北京、西安、上海、蘇州） 10… 2,358… 193,000…
カンボジア（シェムリアップ、プノンペン、ケップ） 9… 1,551… 127,000…
ベトナム（ホーチミン、ホイアン、フエ、ハノイ） 8… 1,857… 152,000…
韓国（ソウル、慶州、釜山） 7… 2,381… 195,000…
インド（デリー、アグラ、ジャイプル） 6… 707… 57,000…
日本（東京、富士、箱根、京都、奈良） 6… 2,289… 187,000…
台湾（台北、高雄、台東） 5… 834… 68,000…
香港・マカオ 5… 990… 81,000…
パリ 4… 1,239… 101,000…
ロンドン 4… 938… 76,000…
カンクン※ 7… 1,409… 115,000…
キューバ（ビーチリゾート滞在）※ 7… 1,179… 96,000…
ホノルル 4… 624… 51,000
注：2019年 9月時点。1カナダドル＝ 82円で算出（下 3桁切り捨て）。
注：価格には往復航空券、税金、燃油サーチャージは含まれていない。
注：※印のみ、往復航空券、税金、燃油サーチャージが価格に含まれる。
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 8 	日本のイメージ
 8-1 	一般的な日本のイメージ
■日本の外務省は 2019 年 2月に、18 歳以上のカナダ国民を

対象に、アンケート「カナダにおける対日世論調査」（回答
者数 1,500人）を実施した。以下はその結果である。

①日本に対するイメージ
・豊かな伝統と文化を持つ国（68％）
・経済力、技術力の高い国（60％）
・自然の美しい国（38％）
・生活水準の高い国（35％）
・ アニメ、ファッション、食など新しい文化を発信する国
（33％）

②日本に関してもっと知りたいと思う分野
・ 文化（伝統文化、ポップカルチャー、和食などを含む）
（49％）

・歴史（37％）
・観光情報（34％）
・科学・技術（31％）

③日本に関する項目のうち関心があるもの
・和食（52％）
・生活様式、考え方（41％）
・建築（30％）
・盆栽（30％）
・茶道（22％）
・書道（21％）

④日本との関係
・とても友好関係にある（26％）
・どちらかというと友好関係にある（47％）

■また、カナダとアジアの関係に焦点を当てた非営利組織「カ
ナダ・アジア太平洋 基 金（Asia Pacific Foundation of 
Canada：APFC）」は、2018 年に、アジアに対する世論調
査『Canadian Views on Asia』（回答者数 3,561 人）を行っ
た。この調査は、各質問に対して、1～10 の度合いで答
える形式となっている。以下はその結果である。

■「各国に対して温かい・良い感情を抱くか」という問いへの
回答は、英国（7.8 ポイント）、EU（7.5 ポイント）、日本（7.2
ポイント）、韓国（6.4 ポイント）、香港（6.3 ポイント）、シン
ガポール（6.2 ポイント）、台湾（6.2 ポイント）、ベトナム（6.0

ポイント）、インド（5.7 ポイント）、米国（5.6 ポイント）、中
国（4.9 ポイント）であった。

■全体的にカナダ人はアジアに対して高い好感度を抱いてい
るが、その中でも日本は首位を占めた。

 8-2 	旅行地としての日本のイメージ
■多くのカナダ人にとって、日本は、富士山や桜などの自然景

観、アニメやファッションなどの新しい文化、寿司や刺身な
どの独自の食文化がある国であると思っている。「いつかは
行きたい憧れの国」である反面、訪日旅行に関する知識が
十分にあるとは言い難い。

■訪日カナダ人の多くは、ヨーロッパ系カナダ人とアジア系カ
ナダ人が主流を占めている。ヨーロッパ系カナダ人にとって、
日本は、「異国情緒があり洗練された伝統文化」、「歴史的
建造物」、「日本食」、「日本独自の生活様式（畳、浴衣、旅
館など）」、「日本人のおもてなし」などが日本の観光魅力と
映っている。アジア系カナダ人にとっては、「買物」が日本
の観光魅力の一つであり、その品目は、衣類から電化製品
まで多岐にわたっている。

■流行の最先端を行く日本の現代文化（ファッション、ポップ
カルチャーなど）、多様な魅力にあふれている近代的な都
市、温泉なども、日本の観光魅力となっている。

■「物価が高い」、「遠い」、「言葉が通じない」というイメージ
も定着しており、潜在需要を掘り起こす上で阻害要因と
なっている。

 9 	評価の高い日本の旅行地
■観光庁の「訪日外国人消費動向調査」（2018 年）によると、

2018 年の訪日カナダ人観光客のうち、初めて日本を訪れた
人の割合は 70.1％である。この割合は、2011 年の 55.8%
から徐々に上昇している。

■初訪日のカナダ人旅行者が訪問する場所は、いわゆるゴー
ルデンルートである。上記調査の都道府県別訪問地調査で
も、2011 年と 2017 年を比べると、東京、京都、大阪、兵
庫などのゴールデンルート上の都市への集中がますます進
んでいる状況が分かる。

■カナダから発着する航空路線が、夏場の関西⇔バンクー
バー便を除き、全て東京（成田空港、羽田空港）発着であ
るため、旅行者はまず東京に滞在し、平均滞在日数で行
ける標準的な観光コースに行く。旅行会社の販売担当者が
必ずしも十分な訪日旅行の知識を持っているとは限らない
ため、ゴールデンルートは客に勧めやすいという側面もあ
る。
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■初回の訪日旅行者に好まれる訪問先としては、ゴールデン
ルート上の都市に加え、少し足を延ばして行ける広島・宮
島や高山・白川郷、長野県などの地域がある。特に、広
島は世界平和を考える上で重要な場所と考えられており、
カナダの教育関係者の間で評価が高い。これらの訪問先
への移動には、JR（特に新幹線）が使われることが多い。
ジャパンレールパスで行ける地域の中から訪問先が選ばれ
ているようにも見受けられる。

■リピーターの実数は、2011 年から一貫して増加している。
中華系カナダ人は、香港・台湾系を中心に、春節の里帰り
の途中で日本に立ち寄ることが多い。ゴールデンルートを
旅行した経験があるリピーター客が、北海道、九州、沖縄
などを訪れることも増えている。

■カナダ人が訪日旅行をする際に、一般的に体験したいと考
えている観光魅力は、以下のとおり挙げられる。

カナダ人が体験したい日本の観光魅力
・日本食
・城、神社仏閣、日本庭園などの歴史的建築物
・桜、紅葉、山（富士山など）、火山、湖などの自然景観
・東京、大阪、名古屋など大都市の街歩き
・新幹線や鉄道の乗車体験
・ 旅館、温泉、茶道体験、祭り、魚市場見学、博物館、

日本酒の蔵元訪問、伝統工芸品の鑑賞と購入など、日
本独自の文化体験

・ハイキングやサイクリングなどの屋外スポーツ体験

 10 	訪日旅行の不満点
■地方に行くと、観光地でさえ外国語表記が少ないか、外国

語表記がない。
■地方の観光地やイベントについて、インターネット上に英語

での情報が少ないか、情報がない。
■地方の観光地への交通が不便である。
■外国人が予約をしにくい仕組みになっている所がある。
（例：一部の寺などで行われている往復郵便での事前申
し込みなど）

■多くの列車が事前に予約できない。（ヨーロッパを旅行する
時は、事前に全て予約でき、E チケットをもらうのが一般
的である。）

■路線バスに関する情報が少ない。
■喫煙する人が多い。
■飲食店が禁煙でなく、分煙していても、禁煙席に煙が来て

臭いがする。

■ベジタリアン（菜食主義者）や食事制限がある人に対応でき
る飲食店が少ない。

■ホテル・旅館の消臭対応の部屋がたばこ臭い。
■ホテルの客室、トイレ、浴室が狭い。
■ホテルの客室が狭く、スーツケースを開けるスペースがない。
■無料 Wi-Fi が通じにくい。
■無料 Wi-Fi につなげる度に、メールアドレスを入力、ログイ

ンしなければならないのが面倒である。
■鉄道会社が複数あり、乗り場や料金が異なっているため、

交通システムが分かりにくい。
■通りの名前が書かれた標識が少なく、住所が見つけにくい。
■英語で書かれたドライブ地図が手に入りにくい。
■景勝地では、ただ見て回るだけでなく、歴史や背景なども

知りたい。（案内文の英語表記の充実など）

 11 	訪日旅行の買い物品目
①ヨーロッパ系カナダ人
■訪日旅行の最大の目的は、カナダにはない長い歴史に育ま

れた異国情緒がある文化と、それに根ざした人々の生活に
触れることである。

■買い物品目としては、帰国してからも旅情を思い出させてく
れるような品物が好まれる。その代表が、浴衣と法被（カ
ナダでは英語の「Happy」にかけて、ハッピーコートと呼ば
れている。）である。浴衣はサイズの限定がなく、家でも気
軽に羽織ることができるため、評価が高い。各地の工芸品
も人気があり、中でも陶磁器類は特に喜ばれる。

■多種多様な形をしたキャンディやスナック菓子が人気であ
る。カナダ人に限らず、欧米人はホームパーティーをよく開
くが、その際のつまみとして出しながら、訪日旅行の思い
出を客人に披露することもある。

②中華系カナダ人
■買い物自体が訪日旅行の目的の一つでもあるため、衣類か

ら最先端の電化製品まで、買い物品目は様々である。特に
衣類はデザインだけでなく、体に合うサイズが選べることも
人気の理由の一つである。電化製品は、カナダでは販売さ
れていない新しいモデルの商品が好まれる。秋葉原はお目
当ての製品を探す絶好の場所となっており、人気がある。

■日本のスナック菓子や食料品などは、既に日常生活に溶け
込んでいる。それらを本場で購入する楽しみがあるようであ
る。
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 12 	日本の食に対する嗜好
■カナダでは健康志向の食生活が注目され、日本食は健康

食として人気が高まっている。バンクーバー、トロントなど
の大都市を中心に、日本食レストランが急速に増えている。
日本食材も普及しており、日系、中華系、韓国系の小売店
に留まらず、一般の大型スーパーマーケットでも、幅広い日
本食材を容易に入手できるようになってきている。

■日本食は、白人系・中華系を問わず、カナダ人の間で広く
浸透しており、中でも寿司、刺身、天ぷら、うどんの人気
が高い。近年では、ラーメン店や居酒屋も増えており、日
本酒の人気も高まっている。チーズケーキや抹茶など、日
本のデザート店も増えている。

■観光庁の「訪日外国人消費動向調査」（2018 年）によると、
観光目的の訪日カナダ人が、訪日旅行前に日本でやってみ
たいこととして、「日本食を味わう」が 91.0％と圧倒的な割
合を占めた。また、実際に訪日旅行中にしてみたこととし
て、「日本食を味わう」が 98.8％を占め、そのうち満足した
人の割合は 99.0％であった。

■ヨーロッパ系カナダ人の中には、生の魚介類が苦手な人も
いる。また、カナダのレストランでは菜食主義者用のメ
ニューが用意されていることが多く、食べられない食材や
食物アレルギーに対しても柔軟な対応がされているため、
日本でも同様の配慮を行うことが望ましい。

 13 	接遇に関する注意点
■カナダは移民国家であるため、カナダ人は一般的に、外国

の文化、伝統、習慣を尊重する傾向にある。カナダに移住
してきたカナダ人（移民 1 世）は、祖国の文化や宗教をその
まま受け継いだ人が多い。

■カナダ人の中には、菜食主義、食物アレルギーなどの理由
から、食べられる食材に制限がある人がいるため、旅館や
レストランでの柔軟な対応が望まれる。

■フランス語圏在住のカナダ人を含むヨーロッパ系カナダ人
には、生の魚介類や活き造り、魚の頭を使った盛り付けな
どが苦手な人もいる。

■日本に旅行する際、言葉が通じないのではないかと不安に
感じるカナダ人が多い。ウェブサイトや店頭の看板、メニュー
などを多言語表記（少なくとも英語表記）とすることが望ま
しい。

 14 	訪日旅行の有望な旅行者層
①英語圏在住のヨーロッパ系カナダ人（メインストリーム系）
■カナダ人が抱く日本のイメージは、米国やヨーロッパの人

が抱くものと同じで、長い歴史に育まれた「異国情緒のあ
る文化・伝統工芸」と、世界に誇る「最先端技術」である。
特に「最先端技術」のイメージに関して、日本の存在は他
のアジア諸国とは際立っている。

■カナダ人にとって、2,000 年以上続く歴史と、21 世紀の
最先端技術が融和している日本は、中国とは異なる神秘
的なイメージを醸し出している。文化や伝統の観点から、
古都京都は外せない観光地であり、その対比として、最
先端技術や現代の大都市といった観点から、東京も象徴
的な訪問地となっている。

■広大な自然に囲まれているカナダでは、野外で自然に触
れることは日常の一部である。自然美にあふれた富士山
は、ヨーロッパ系カナダ人にとっても日本のシンボルとして
魅力的に映る。また、日本の自然環境に親しむ自転車で
のツーリングやハイキング、登山などの野外活動に大きな
関心を示す人も多く、歩くことに抵抗がない。

■近年は、日本をクルーズ船で周遊する客層が急激に増え
ている。これは「フライ＆クルーズ」と呼ばれる旅行形態
をとっている。飛行機で一旦日本に入国してから、クルー
ズ船で日本を周遊するものである。

■外航船の場合、旅程の中で近隣の外国に1 か所寄港する。
利用者の中心はシニア層の夫婦である。滞在中の日本語
の壁と宿泊手配を心配しなくても良いクルーズ旅行は、利
便性と経済性の観点から好評を得ており、需要が毎年拡
大している。2019 年時点で、日本沿岸の周遊クルーズに
は 16 社もの運航会社が入り乱れ、しのぎを削っている＊2。

②英語圏在住の中華系カナダ人
■トロントやバンクーバーなど、英語圏の 2 大都市に居住す

る中華系カナダ人の志向は、カナダでの生活期間の長さ
によって異なる。

■移民1世の世代を中心とする、カナダ在住10年程度の人々
は、訪日旅行の重要な客層である。彼らは本国の親戚や
友人に会うために定期的に里帰りするが、その際、日本
にも立ち寄ることが多く、リピーター率が高い。

■日本に関する彼らの情報源は、香港や台湾、中国など、
出身国・地域のメディアであることが多い。出身国でブー
ムが起きると、その影響を受けやすい。例えば、アジア
諸国でブームとなり、その後人気が定着した北海道は、
彼らの間でも人気を集めている。
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■中華系カナダ人は日本の情報に頻繁に接しているため、
ヨーロッパ系カナダ人（メインストリーム系）向けの旅行会
社の商品では満足できず、主に中華系旅行会社が造成し
たツアーを利用している。今後も、出身地である香港や台
湾での旅行の流行が、時間を置いてカナダの中華系社会
に波及する傾向は継続すると思われる。

■移民の 2 世以降を中心とする中華系カナダ人は、カナダ
での生活年数が長いため、一般的にヨーロッパ系カナダ人
と同様の志向を有している。

③フランス語圏在住のヨーロッパ系カナダ人
■カナダのフランス語圏では、フランスでブームが起こってか

ら、一定期間を経て、流行すると言われている。日本食
レストランもようやく増えてきており、フランスの「日本ブー
ム」がカナダに伝播し、定着しつつある。

■英語圏に住むヨーロッパ系カナダ人同様、日本の美しい自
然景観、歴史的・伝統的建造物、最先端技術を持つ都
会のそれぞれに興味を抱いている。異文化に対して興味
がある、潜在的訪日需要が望める層である。

■ケベック州をはじめとするカナダ東部は、高い山や大きな
スキー場が少ないため、昔からスキー旅行需要が存在する。
行き先はカナダ西部のカナディアンロッキーが主流である
が、冬場のスキーリゾートのピーク料金の高さを考えると、
国内を諦めて、スイスやアメリカンロッキーのスキーリゾー
トに滑りに行く人々もいる。

■この 5 年ほどは、日本のスキーリゾートとカナダの旅行会
社の間での販促活動が実り、ニセコ（北海道）や白馬（長
野県）などに滑りに行く人々も増えてきた。訪日スキーは、
航空代金がオフ期で安いこと、雪質がパウダースノーであ
ること、スキー設備が充実していることに加えて、日本食
や温泉体験などの異文化体験も楽しめるため、今や冬場
の定番の旅行商品となりつつある。

■ケベック州はサイクリングが盛んであり、スポーツ活動を
テーマとした訪日ツアー商品の人気が高い。

＊2：…2020年1月に、横浜港沖に停泊したクルーズ船内で新型コロナウ
イルス感染症（COVID-19）が流行し、その対処をめぐって世界
中から注目を浴びた。2020年2月時点で、今後のクルーズ旅行需
要の成り行きが不透明な状態にある。


