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要約 

2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、その影響により訪日外国人数が減尐した。

政府観光局（ＪＮＴＯ）の訪日外客統計によれば、震災直後の訪日外国人数は前年と比べ

半数以下に落ちこみ、その影響により日本各地の観光地等は重大な被害を受けた。本論文

では、外国人観光客の減尐という観点から、日本の情報提供のありかたについて論じてい

く。 

 

まず第 1 章では、訪日外国人の推移や観光地への被害についてまとめた。訪日外国人客

の減尐理由として考えられることは、地震や津波、放射能などへの不安感、震災に関する

報道による風評被害などが挙げられる。それらに加えて、私たちは特に、日本政府の対外

情報提供のあり方に問題があると考え、「日本政府の情報提供が的確に行われていれば、

これほどまでの影響を及ぼすことはなかったのではないか。」という仮説を立てた。もし

私たちの仮定の通り、今回の東日本大震災で、日本政府の情報提供に問題があるとすれ

ば、情報提供のあり方を改善することで今後このようなことが起きた際に、影響を尐なく

することが可能となる。 

また、日本政府はこれまで、訪日外国人客向けの情報提供や外国人観光客の誘致政策を

行ってきた。しかし、効果的なものとはいえず、問題点、改善点が存在すると考えられ

る。私たちの仮説は、それらを解決し、災害時の情報提供、また最終的には平時における

外国人観光客の誘致政策においてもより効果的に行うことができるようになると考える。 

 

次に第 2 章では、現状整理として政府が現在行っている政策について、平時のもの、震

災直後のもの、震災から一定期間が経過したあとに分けてまとめた。 

平時においては、ビジット・ジャパン計画等について分析し、震災直後においては正確

な安全上を迅速に提供できていたかどうかを検討した。震災から一定期間経過後における

政策としては、外国人観光客の誘致政策を取り上げ、外国向けのメッセージビデオである

Message from Japan や、1 万人無料招待計画については、観光庁へ電話インタビューを

実行した。また今後予定されている災害情報提供サイト創設計画に関しては、現在民間で

行われている情報サイトの例としてジャパンガイドについても言及する。 

結果的に、震災直後の政府の外国への情報提供では情報更新が遅い、信頼できない等の

問題点、震災から一定期間後における誘致政策では効果があまり望めないこと、また情報

提供サイト創設案には改善点があるのではないかという結論に至った。この点なども含め

第 3 章で外国人の実際の意見を調査した。 

 

第 3 章では、第 2 章で整理した現状の日本の政策が、効果的なものであるのか裏付ける

ためにも実際に外国人の意見を集め、どのような情報提供が求められているか分析した。

私たちは、Web 調査ページを作成し、おもに在外外国人の意見収集を目標とした Web 調

査や、実際に観光地に赴いての街頭インタビューなどを実施することで、外国人の直接的

な意見を集めた。これらの調査結果は本論文中に詳しく記載しているが、主なものとし

て、日本政府が首相官邸サイトにおいて英語で災害情報を提供していることを知っている
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人は尐数であり、実際にその情報を読んでいる人はさらに尐ないという事実や、日本への

イメージは震災後も悪くなっていないこと、災害の中でも特に、放射能についての関心が

高いことなどがわかった。 

また、海外メディアが実際にどのように震災について報道したのかを明らかにするため

に、Web 調査で複数の人が購読しており広く世界で発行されている英字新聞紙

「International Herald Tribune」の記事を研究し、実際に見られた記事を調査した。他

にも情報を誇張した表現などが行なわれていなかったかどうか調べた。 

これらの調査からは、海外メディアの報道では事実に基づいていない誇張的な報道がみら

れたり、海外メディアからの政府に対する批判も多いことが判明した。 

 

以上のような私たちの分析から得られた現状の課題をまとめると 

1、情報をより確実に多くの外国人に見てもらえるような効果的掲載場所の検討する 

2、提供する日本側と、受け取る外国側での求められている情報、ニーズのずれを尐なく

する 

3、より信頼されるような情報を提供する 

である。これらかの問題解決に向けて、政策を提言する。 

 

第４章では現状整理と、調査、分析から得られた上記のような課題を克服できるような

改善策を提案している。 

１については、多くの関連情報を提供しているとしても、本当に閲覧してもらいたい外

国人の目に触れない状態であっては、意味がない。だから、外国人がより目にするところ

に適切な災害情報を掲載していくべきである。そのためには、海外メディアとの協力が必

要であろう。 

2 と 3 については、本当に求められている情報を外国人の視点から考える必要がある。

求められている情報の提供と情報の信頼性を高めることは、相互に関連性が高い。なぜな

ら、信頼を得るためには情報のずれをなくす必要があり、また求められる情報を的確に提

供することにより、情報源としての信頼が高まると考えられるからである。求められる情

報を提供することで徐々に信頼を高めることにつながるであろう。そのためには外国人に

協力してもらい、情報を提供する側に入ってもらうことで、信頼度を高めることが期待で

きる。 

これらを総合して私たちは、災害情報・観光情報サイトの創設を提案する。こうして災

害時の情報提供が効果的に行われ、信頼されるようになる結果、災害時だけでなく平常時

においての、日本の効果的な情報発信につながるはずである。 

 

「効果的で信頼できる情報提供ができる国、日本」 

これが私たちの描く日本の将来像である。  
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はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から、8 カ月以上経過した現在もなお日本は

重大な危機に直面しているといえる。今回の震災では、歴史的に見ても最大規模の地震が

発生し、関東・東北地方の太平洋沿岸においては巨大な津波が発生し、沿岸の街が波にの

みこまれ、流されるなどして多数の命が奪われるという甚大な被害が生じた。また、福島

第一原子力発電所における原発事故も発生し、その被害は周辺住民をはじめ、日本全体、

はたまた世界各国を放射能汚染という恐怖で脅かしている。国民の生活への影響も大き

く、被災地ではなお続く仮設住宅での生活を始め、液状化現象、買占め、夏季の電力不足

への対策としての節電など深刻なものである。なかでも原子力事故に伴う放射能汚染の問

題は、解決までに長い時間を要すると考えられ、食糧汚染の問題など人々の健康に影響す

る可能性もあるため、日本だけでなく外国からの関心も高いと言える。 

こうした震災被害のひとつとして挙げられるのが、震災後の訪日外国人の減尐である。

政府観光局（ＪＮＴＯ）の訪日外客統計2によれば、震災直後の訪日外国人数は前年と比べ

半数以下に落ちこみ、その影響により日本各地の観光地等は重大な被害を受けている。訪

日外国人観光客減尐の理由としては、地震や津波など自体への不安感、福島第一原子力発

電所の放射能漏れ事故などの直接の影響も考えられるが、震災に関する報道による風評被

害、震災後の日本側の対応を引き金とする影響も大きいと思われる。そのため、今回の震

災に関する海外での報道状況や、外国人の直接的な意見を調査していくことが重要であ

る。同時に、日本政府がこれまでに行ってきた外国人誘致の政策についても問題点や改善

点があるかどうか研究していき、もしそのようなものがある場合には、より効果的な政策

も実施していくことが重要であると思われる。 

 また、上記と関連して震災では情報提供のあり方も浮き彫りになった。情報関連の問題

は、災害時だけでなく、平時においても受け取る外国側が求めているものと、発信する日

本側の意図が異なっているなどの問題が指摘できる。 

本論文においては、まず第 1 章で東日本大震災に対する外国人、外国政府の動向につい

て統計などを利用してまとめる。つぎに第 2 章で、現状整理として日本政府が行ってきた

政策について、平時と災害直後、災害から一定期間経過後に分類して研究する。同時に民

間の取り組みなどにも焦点を当て、参考となる事例を挙げる。第 3 章では、震災に対する

外国人の実際の反応を調査するためとして、実施した Web 調査、街頭インタビューの結果

を分析する。また海外メディアが報じた震災や日本政府への意見についても取り上げる。

これらの結果を利用することで実際に外国人が求めている情報や政府のありかたを導き出

し政策研究の材料とする。最後に第 4 章では、第 3 章までの内容をもとにして、より効果

的な情報提供のできる日本をテーマに現状の政策の改善策を提案する。 

 どのような対外政策、情報提供が求められているのかを、Web を利用した外国人向けの

調査、外国人への街頭インタビューなどの実施を通じて、その回答から実際にもとめられ

ている外国人のニーズを導き出し、外国人が求めるより信頼できる効率的な情報提供につ

いて研究する。この研究を行うことで、今回の震災における訪日外国人数の早期の回復、

                                                     
2 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）統計報道発表資料 2０11 年４月暫定値 
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それに関連する日本経済の復興につながり、また将来的にも、再びこのような事態に陥っ

た時に、訪日外国人客の減尐を抑制、さらなる訪日客数の早期回復が見込めるようなるこ

とが考えられる。最終的に、研究を通して災害時における情報提供の信頼性を高めことが

できれば、災害時だけでなく平時における日本の情報提供の問題も解決にもつながること

が期待できる。 

 

「効果的で信頼できる情報提供ができる国、日本」 

これが私たちの描く日本の将来像である。  
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第 1 章 東日本大震災に対する外

国の統計的動向 

第 1 節 訪日外国人数の推移 
日本政府観光局（ＪＮＴ

Ｏ）の訪日外客統計による

と、訪日外国人数は年々増加

傾向にあり、観光庁がビジッ

ト・ジャパン事業を開始した

2003 年からは、急激に増加し

ている。 2003 年は 521 万

1725 人であったのに対し、

2010 年は 861 万 1175 へと約

1.7 倍にまで増加した。また、

2011 年の 1 月は 71 万 4099 人

と前年同月比で 11.5％の増加

であり、2 月は 67 万 9398 人

と 2.2％の増加であった。しかし、3 月は 3 月 11 日に起きた東日本大震災の影響を受けた

ことにより、35 万 2666 人と前年同月比で 50.3％の減尐になり、4 月には 62.5％、5 月に

は 50.4％、6 月には 36.1％、7 月には 36.1％と 3 月の東日本大震災以降、訪日外国人数は

前年と比べ、減尐している。 

このように前年と比較すると減尐傾

向にあるものの、3 月は 35 万 2666 人

であったのに対し、7 月は 56 万 1489

人と回復傾向が見られる。3このように

3 月から比べれば、徐々に回復傾向には

あるが、昨年度と同様の水準にはまだ

届かない。依然として訪日外国人数は

尐ないのである。 

 

                                                     
3日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の訪日外客統計 

ビジット・ジャパン事業開始以降の訪日客数の推移
http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/vjc2003_2010.pdf 

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の統計報道発表資料 

http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/111021_monthly.pdf 

 

データ出典：日本政府観光局 

「統計報道発表資料」 

データ出典：日本政府観光局 

「統計報道発表資料」 
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第2節 外国政府の反応 
このように訪日外国人数が急激に減尐した要因はいくつか考えられる。その要因とし

て、地震や津波、福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故による放射能への不安や、震災

に関する報道による風評被害などがある。その 1 つとしてあげられるのが、震災直後の各

国政府の対応である。アジアやヨーロッパ、北米などの各国政府が国民に対し、被災地へ

の渡航の自粛や退避を求める勧告を発出したのである。 

ここでは、韓国、シンガポール、アメリカの 3 カ国を例に挙げる。日本政府観光局（Ｊ

ＮＴＯ）の統計報道発表資料によると、日本の近隣国である韓国の外交通商部は 3 月 13

日に福島第一原子力発電所から半径 30 キロ以内を渡航制限地域、青森、岩手、宮城、福

島、茨城を渡航自粛地域、東京と千葉を渡航注意地域にそれぞれ指定した。3 月 17 日に

は、福島第一原子力発電所から、半径 80 キロ以内に滞在する韓国人に対して、退避を勧

告した。また、シンガポールの外務省は 3 月 17 日に、福島第一原子力発電所から半径

100 キロ以内に滞在するシンガポール人に対して、退避するよう勧告した。特に、福島、

宮城からは即時退避するとともに、近接する山形、新潟、群馬、栃木、茨城、埼玉、千

葉、東京、神奈川からも、その場に残らなければならない絶対的な理由がない場合を除い

て、退避を検討するよう強く求めた。さらにアメリカの国務省は 3 月 11 日に、政府関係

者などの不要不急の渡航を自粛するよう勧告した。3 月 17 日に、福島第一原子力発電所か

ら半径 80 キロ以内に滞在する米国人に対して退避するよう勧告し、日本への不要不急の

渡航を自粛するよう勧告した。4 

これら 3 カ国の他にも多くの外国政府が被災地への渡航の自粛や退避を求める勧告を発

出した。このような各国政府の対応は、訪日外国人に影響を与え、訪日外国人数の減尐に

つながったと考えられる。 

 

第3節 観光業への影響 
訪日外国人数が減尐したことにより、日本の観光業は多くの影響を受けた。ここでは、

2 つの例を挙げる。1 つ目は、訪日外国人消費動向、2 つ目は、新潟県、3 つ目は、千葉県

の例である。 

1 つ目の訪日外国人消費動向に関して、観光庁が発表した訪日外国人消費動向調査によ

ると、日本を訪れた外国人の旅行消費額の推計値は、2010 年 4～6 月は 2,274 億円で、

2011 年 4～6 月は前年同期比 46.9％減の約 1208 億円と大幅に落ち込んだ。2011 年の国・

地域別での旅行消費額は中国が 299 億円、韓国が 168 億円、台湾が 167 億円、米国が 146

億円であった。一方、外国人 1 人当たりの支出額は平均 11 万 1128 円で、前年同期の 10

万 4003 円とほぼ同水準だった。5東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故の

影響で訪日外国人客数が大きく減尐したことが響いたと思われる。 

2 つ目の新潟県の例に関して、朝日ドットコムのサイト内にある 2011 年 11 月 3 日の記

事によると、新潟県内の景気は東日本大震災の影響から脱しつつあるが、いぜん回復が遅

                                                     
4日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の統計報道発表資料 
5 国土交通省観光庁 『訪日外国人消費動向調査』 

平成 23 年 4 月～6 月期  報告書 http://www.mlit.go.jp/common/000167664.pdf 

平成 22 年 4 月～6 月期  報告書 http://www.mlit.go.jp/common/000147103.pdf 
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れている。県内を訪れる外国人は韓国、台湾、中国からで半数以上を占める。ホテルオー

クラ新潟（新潟市中央区）は「海外からの観光客は、がた落ち。4 月と 9 月は団体の滞在

がなかった」と言う。10 月上旪、韓国で旅行説明会に参加した湯沢町観光協会の担当者は

「東京でも福島第一原発に近い。旅行商品は大阪まで」「本州は全部ダメかと思ってい

た」と言われ、いぜん残る原発事故の影響を実感した。昨年度の県内の外国人延べ宿泊者

数は、県の調べで 7 万 7260 人。来年度は 13 万 2 千人に増やす目標だが、伸び悩んでい

る。6このように外国人観光客の数は原発事故の放射能と円高の影響で落ち込んでいる。 

3 つ目の千葉県の例に関して、読売オンラインにある 2011 年 4 月 19 日の記事による

と、千葉市中央区の「ホテルグリーンタワー千葉」は 4 月 18 日、7 月末で営業を終了する

と発表した。成田空港周辺のホテルも打撃を受け、業界団体の調べでは県内での宿泊予約

キャンセルがおよそ 4 万人に達するなど、深刻な影響が広がっている。運営会社のグリー

ンタワー（同市美浜区）によると、「福島第一原発事故が長期化する中、主要顧客だった

中国や台湾からの観光客が激減し、営業の見通しが立たなくなった。取引先の旅行会社二

十数社が宿泊予約をキャンセルするなどし、売り上げは前年比 6 割減に落ち込んでい

た。」という。開沼義正総支配人は「独特の営業方針でやってきたが、想定外のことが起

きた。原発問題も先が見えず、これでは家賃も払えない。大変残念」と話した。7このよう

に 3 つの例を挙げたが、このほかにも多くの観光地で甚大な影響が広がっている。 

 

第４節 問題意識・仮説 

第 1 節から第 3 節まで、外交の統計的動向をもとに、東日本大震災による現状を分析し

てきた。そこで私たちはこれらの現状を分析し、「日本政府が行う訪日外国人を対象とし

た情報発信のあり方に問題があるのではないか。」という仮説を立てた。今回の東日本大

震災で、日本政府の情報提供が的確に行われていれば、これほどまでの影響を及ぼすこと

はなかったのではないかと考える。また、これは平時の外国人の誘致政策においても言え

ることなのではないか。問題があるとすれば、情報提供のあり方を改善することで今後こ

のようなことが起きた際に、影響を尐なくすることが可能となる。さらに、平時の外国人

誘致政策においてもより効果的に行うことができるようになると考える。 

 

                                                     
6 朝日新聞社のサイト 朝日ドットコム 

「外国人観光客戻れ 震災後半減、円高が追い打ち 新潟」2011 年 11 月 3 日 0 時 36 分の記事 

 http://www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-66921/news/20110419-OYT1T00375.htm 
7 読売新聞社 読売オンライン 

「千葉のホテル営業終了へ…中国客５割、原発打撃」2011 年 4 月 19 日 14 時 48 分の記事 

http://www.asahi.com/travel/news/TKY201111020663.html 
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第2章  現状の日本における政策 

この章では、現状整理として日本政府の外国人観光客向けの情報発信や観光誘致の政策

について考える。そこで考察するうえで大きく 3 つにわけて 

１. 平時 

２. 東日本大震災の直後 

３. 震災から一定時間がたってから現在に至るまで 

の視点からそれぞれ考える。 

ここでは観光庁の HP に掲載されている資料を参考にする。また、わたしたちは、震災か

ら一定時間がたってから現在に至るまでの政策に関して観光庁に電話インタビューを実施

した。 

 

第1節 平時における政策 
政府が平時に実施している政策の一部として（1）訪日旅行促進事業（ビジットジャパ

ン事業）、（2）スクリーンツーリズム促進プロジェクトをとりあげる。 

1－1 ビジット・ジャパン事業（観光庁 HP 施策国際

観光より） 

動機・目的 
2003 年の 1 月に小泉総理大臣が施政方針演説において示した「2010 年に訪日外国人旅

行者数を倍増の 1 千万へ」の方針を受けて始まったもので、外国人を呼びこむことで地域

活性化やビシネス拡大を図ることを目的としている。 

 

 

概要 
将来的に訪日外国人旅行者数を 3000 万人にすることを目標とし、まず第一期に 2013 年

までに訪日外国人を 1500 万人にすることを目指す。訪日外国人旅行者の多い 12 の国、地

域（韓国、台湾、中国、香港、タイ、シンガポール、米国、カナダ、英国、ドイツ、フラ

ンス、オーストラリア）を重点市場として定め、特に東アジア諸国（中国、韓国、台湾、

香港）を当面の最重要点市場と定め、さらに今後大きな伸びが期待できるインド、ロシ

ア、マレーシアを追加し、KPI（広告効果等に関する客観的指標）の測定結果に基づく最

適なマーケティングプランを構築して選択と集中による効果的な海外プロモーションを展 

開する。8 

                                                     
8観光庁施策国際観光ビジット・ジャパン 
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効果 
 

キャンペーン開始から訪日客は

増えている。 

2003 年 4 月に始まり当初は 521

万人、2008 年には 835 万人に増

加。 

しかし、リーマンショックにより

2009 年には 679 万人と落ち込ん

でしまった。9 

 

 

 

1－2 スクリーンツーリズム促進プロジェクト（観光

庁 HP 施策国際観光より） 

動機・目的 
訪日外国人客数の増加と映像制作側の地域活性効果を期待。 

 

 

概要 
スクリーンツーリズムとは映画、ドラマ等の映像作品の関心を持つ人々が、当該映像作

品の視聴、もしくは作品に関する情報との接触をきっかけとして、映像作品の制作現場と

なった地域に来訪することをいう。（観光庁 HP「スクリーンツーリズム促進プロジェク

ト」スタート！より）この事業では海外からの観光客を呼びこむ効果のある映像を公募・

選定し、映像制作支援等を実施する。10 

 

 

効果 
平成 22 年 7 月から 8 回のワーキンググループを行い、平成 23 年 3 月にスクリーンツー

リズム促進ガイドラインができた。作品の公募・選定は 2 回行われた。しかし観光庁は具

体的なこの事業による訪日外国人客数増加の効果、反響はのせていない。 

 

 

                                                                                                                                                         
 
9観光庁施策国際観光ビジット・ジャパン事業 
10観光庁施策国際観光スクリーンツーリズム促進プロジェクト 

 

 

出典：観光庁 HP 

施策ビジット・ジャパン 

国際観光振興機構 
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第2節 東日本大震災直後 

現状整理 
東日本大震災が 2011 年 3 月 13 日に起こった。その直後の日本政府のとった海外への情

報提供のありかたを考える。 

まず、海外にむけて震災情報を更新するのが遅いことが問題である。首相官邸の HP の

英語版で地震直後に日本に何が起こったのかなどの情報を提供しており、わたしたちもた

びたび確認したが更新が遅かった。 

次に、首相官邸の HP にある東日本大震災災害情報特設ページでは、その HP の存在が

首相官邸の HP にアクセスした人にしか伝わらないので多くの外国人に日本政府から情報

を提供したとはいえないことも問題点としてあげられる。 

また信頼性の面からいうと原発事故の記者会見でのように発する情報が二転三転してい

た。このことも信頼性に欠ける要因になる。 

ゆえに震災直後の日本はより多くの外国人に向けて正確な情報を迅速に発信したとはい

えないのではないか。 

 

 

第3節 震災から一定期間経過後の政策 
2011 年 3 月の東日本大震災によって訪日外国人客数は落ち込んでしまった。そこで海外

の人々が求める正確な日本の安全情報を伝え、安心して訪日できること、観光客を呼びも

どすことが目標となる。 

ここでは（1）災害情報サイトの創設（2）Message from Japan（3）1 万人無料招待の

3 つの政策について考える。 

3－1 災害情報サイトの創設 

日本経済新聞 2011.10.14「外国人観光客に災害情報」によると観光庁は自然災害などの

発生時に訪日中の外国人観光客に対して情報を提供するポータルサイトを 2012 年に開設

する創設すると報じた11。そこで観光庁に電話インタビュー（別紙参照）をして、この政

策の進行状況等を尋ねた。しかし、まだ予算請求段階であり、実行されるかどうかは予算

がつかないと決定できないという。ゆえに、平成 24 年度予算概算要求概要として提出し

たものを参照する。以下観光庁ホームページ平成 24 年度予算概算要求概要 15 ページより 

「災害時における訪日外国人旅行者に向けた情報提供のあり方に関する調査事業」12 

 

 

                                                     
11日本経済新聞 2011.10.14「外国人観光客に災害情報」 
12観光庁ホームページ平成 24 年度予算概算要求概要 15 ページ目 
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目的・動機 
東日本大震災を踏まえ、訪日外国人旅行者が安心をして旅行できる環境を整備するた

め、自然災害等緊急時において、訪日外国人旅行者を対象に正確な情報を迅速に提供する

ための情報提供のありかたについて検討する。そうすることで安心を訪日前、訪日中に提

供し、訪日意欲、満足度を向上させる。また、日本国政府として外国人の受け入れ体制を

世界に向けてアピールできる。 

 

 

概要 
予算額 30 百万円 

まず、訪日外国人旅行者が必要とする情報である交通情報、観光情報（観光地の状況

等）、安全情報、トラブル対応（病院情報等）を調査する。そして情報の提供主体となる

官公庁、地方公共団体、公共交通機関、病院、在京外国大使館、在京外国政府観光局から

情報を発信し、情報の集約、多言語化をし、情報提供手段としてコールセンター、ホーム

ページ、テレビ、ラジオで伝える。13 

 

 

考察 

予算請求段階で政策内容はほぼ検討中14というためどのように実行されていくかは未定

であるらしい。実際に行われているこのような災害情報サイトの例として第 4 節で紹介す

るジャパンガイドがある。 

 

 

 

3－2 Message from Japan 

目的・動機 
東日本大震災後の訪日外国人旅行客の大幅な落ち込みを受けて、本格的な回復の実現に

向け震災直後からこれまでに多くの国や地域からに支援に対しての深い感謝の気持ちを伝

えつつ、災害の影響を受けなかった多くの地域は安全であり、観光整備が整っていること

をアピールするため。15 

 

 

概要 
予算額 いろいろなところからかき集めたものなので教えられない(観光庁国際交流推進課

より) 16 

観光立国ナビゲーターの嵐がメッセージフィルムで日本の観光地を訪問し、観光地の魅

力を紹介する。外務省・観光庁では世界各国の在外公館や屋外ビジョン、各国・地域の国

際空港や航空会社の協力のもと構内・機内のモニター等、全世界 133 カ国・地域以上で公

開し、世界各国の人々に日本からの感謝と歓迎のメッセージを伝える。言語は英語、中国

語、韓国語の 3 パターン。 

                                                     
13付録①観光庁ホームページ平成 24 年度予算概算要求概要 15 ページ目 
14付録①観光庁電話インタビュー国際交流推進課 
15 観光庁ホームページ 
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効果 
この施策については、その効果を疑問視する声がある。たとえば、仏フィガロ紙記者の

レジス・アルノー氏は、このメッセージフィルムを批判して「日本は美しくて洗練された

モダンな国だと外国人に思わせそうな、美しい映像は一切ない。『嵐の日本』は日本の素

晴らしさの源が破壊され、汚され、ばかにされている」と述べている17。 

観光庁電話ヒアリング（別紙付録①参照）より、台湾から「嵐が行っているので行って

みたい」という意見をもらっているなど効果はあるというが、実際には嵐は一部地域では

人気があるが、全世界であらゆる年齢層の人にとって知名度の高いグループではないため

訪日を訴える効果は限定されていると私たちは考える。また、メッセージフィルムの内容

も嵐メインで観光地の良さが引き立っていない。単なる嵐の PV に見えてしまう。あらゆ

る日本の観光地をもっと魅力的に伝えることができるはずだ。 

3－3 1 万人無料招待計画 

朝日新聞デジタル 2011.10.25『外国人 1 万人日本へ無料招待観光庁「安全」PR 狙う』

の記事によると観光庁が東日本大震災で落ち込んだ外国人観光客誘致に本腰を入れ始め、

放射能汚染によるイメージダウンを払拭しようと来年度、外国人 1 万人を日本に無料招待

する計画を打ち出したという。そこでこの 1 万人無料招待計画についても観光庁に電話で

問い合わせたところ（別紙参照）、災害情報サイト創設政策と同様、まだ予算請求段階で

あるという。ゆえにこちらも平成 24 年度予算概算要求概要として提出したものを参照す

る。 

以下観光庁ホームページ平成 24 年度予算概算要求概要より 

「Fly to Japan!事業」 
目的・動機 
震災支援への感謝の気持ちを伝えるとともに、未だ放射能等への不安を抱える外国人の

訪日を後押しするため、全世界から 1 万人の外国人を招待して「安全・安心な観光地・日

本」と「新しい観光スタイル」を全世界へ発信させたい。 

 

 

概要 
予算額 1,186 百万円 

全世界から日本への旅行希望者を募集する。応募に当たって、震災後の訪日イメージに

関する調査への回答と日本旅行への具体的計画の提出を求められる。ブログ、SNS 等の口

コミ発信力の高い人に重点を置き、審査を経て決定。審査が通れば、航空券のみ提供され

る。これによって国内旅行消費の創出、国際機関の次に自国民から発する情報の信頼度が

高いことから、全世界への口コミ発信（ブログ、SNS 等による母国へのリアルタイム発

信）により訪日不安の解消、訪日促進を期待できる。さらに、募集の際のアンケート調査

を分析して現状イメージを把握して訪日イメージの向上をはかる。18 

 
 

 
 
                                                     
17 Arnaud Regis （2011）「Tokyo Eye 嵐がニャーと鳴く国に外国人は来たがらない」
『Newsweek』8 月 24 日号 

18 観光庁観光庁予算平成 24 年度予算概算要求の概要 6 ページ目 

http://ci.nii.ac.jp/naid/40018934970
http://ci.nii.ac.jp/naid/40018934970
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考察 
この Fly to Japan 事業の問題点としてあげられるのは審査・選定では日本旅行のいいイ

メージなどを述べる必要があり、また旅行中におけるブログ・SNS 等での情報発信も日本

旅行のいいイメージを発信する必要がある。旅行中にもし悪いイメージになるような情報

を発信したらどうするのだろうか。そして 1 万人の無料招待客が書く記事をいちいち検査

できるのか疑問に思う。 

また、国内旅行消費だが、予算額が 1186 百万円で無料招待人数が一万人であるから単

純計算で一人 11,8600 円の国内消費を求める必要がある。本当に約 11 万円分消費してく

れるのだろうか。観光庁の「訪日外国人の消費動向」によると、平成 23 年 4-6 月期の訪

日外国人の旅行消費額では全国籍平均で日本国内における旅行支出は 111,128 円/人であ

る。しかし平成 4-6 月期の来訪目的別でみる訪日外国人一人当たり旅行中支出額の観光・

レジャー目的で来る人は全国籍平均で 88,377 円/人である19。訪日外国人観光客が期待す

る国内旅行消費をしてくれる可能性は低いといえるだろう。Fly to Japan 事業の費用対効

果に疑問を抱く。 

 

第4節 民間の情報サイトの例 
ジャパンガイド20 
ジャパンガイドは日本の観光情報を主体に日本の生活、歴史、文化について英語・中国

語、韓国語で発信する Web サイトである。 

3 月 11 日の地震発生後からは震災情報も提供し、寄せられた質問にも迅速に対応した。

ジャパンガイドではどこで何が起こっているか一目で分かるようにシンプルで分かりやす

い地図を作成し、毎日震災情報を更新した。ジャパンガイドの良い点は迅速な情報提供と

わかりやすさ、更新の速さ、また外国人観光客の知りたい情報を把握し、提供したところ

である。他国でされる報道の過剰な表現や勘違いや憶測による情報の払拭にも役立ったと

いえる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
19 観光庁予算平成 24 年度予算概算要求の概要 

付録②Web 調査 Q3-4,Q3-5 

付録③Web 調査 Q3-1,Q3-2,Q3-4 

付録④街頭インタビューQ12 

20 ステファン・シャウエッカー（2011）「外国人観光客に対してわかりやすく正確な震災情報

を発信―ジャパンガイド （特集 東日本大震災における外国人への情報支援） 」『国際人

流』第 290 号、10－13 ページ 

 

http://ci.nii.ac.jp/naid/40018911613
http://ci.nii.ac.jp/naid/40018911613
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第 3 章 外国人の実際の反応 

第１節  調査の概要 
現在、第 2 章にあるような日本の政策が実施されてきた中、実際に外国人はどのような

意見を持っているのか。この章では、より直接的な外国人の意見を集めるために私たちが

実施した調査と回答内容についてとりあげる。対外政策を考える上で、その対象となる外

国人の意見を聞き、政策に取り入れていくことは必須であり、より現実に近い形で意見収

集を試みたのが私たちの調査である。内容としては、主に在外外国人を対象とし、Web ア

ンケートページを利用した Web 調査と、実際に観光に訪れている外国人観光客を対象とし

た街頭インタビュー調査である。また海外メディアにも目を向け、実際にどのように報道

されたのかを調査し、誇張され誤解を与えるような表現をなされていなかったかも検討す

る。メディア調査においては、私たちの行った Web 調査で購読している人が複数見られた

英字新聞である「International Herald Tribune」の震災直後から 1 か月間の記事も調べ

た。「International Herald Tribune」は、フランスに本部を置き、広く世界で発行され

読まれている英字新聞である。世界 11 都市で印刷、164 ヵ国で発行され21、今回の調査に

も適していると考える。 

これらの調査結果を分析し、現在実施されている政策の改善点を浮き彫りにし、第 4 章

のより現状に合った政策提言につなげていく。 

 

第２節  Web 調査・分析 

2－1 概要 

今回の調査では、日本にいる外国人だけでなく、海外に在住している外国人の意見もと

ても重要であるため、そういった人の意見を収集するために Web アンケートページを利用

した Web 調査を実施した。実際に外国にいる人の意見を収集するのは、海外に赴くなどの

必要性があり、学生の私たちにも可能であると考案したのがこの方法である。Web 調査

は、まず 1 回実施しその傾向や、研究が進んだうえでの新たな質問などを検討して、2 回

目を実施した。ネットでのアンケート作成にあたっては、オープンソースソフトの Lime 

survey22を利用し、英文を用いてアンケートページを作成した。より多くの在外外国人の

意見を集めるため、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）である、Twitter 利用

によるツイートや、Facebook を利用して調査ページ URL の拡散を試みた。また、東京外

                                                     
21 ニューヨークタイムズ http://global.nytimes.com/ 
22LimeSurvey - the free & open source survey software tool    http://www.limesurvey.org/ 
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国語大学や神田外語大学、千葉大学の教授や講師の皆さまにもご協力いただき、さまざま

な国籍の方が調査対象となるように試みた。 

Web 調査のそれぞれの調査について、実施期間等は以下のとおりである。 

 

第 1 回 Web 調査 

・実施期間：6 月 15 日－8 月 31 日 

・対象：在外外国人、在日外国人留学生 

・回答数：38 

 

第 2 回 Web 調査 

・実施期間：9 月 15 日－10 月 31 日 

・対象：在外外国人、在日外国人留学生 

・回答数：35 

 

2－2 分析 

実施した 2 回の Web 調査について分析していく。 

Q：質問 

>>質問の意図 

・回答 

→分析   という構成でみていく。 

 

第 1 回 WEB 調査質問内容・回答和約（和訳：市川祐人） 

 

「The questionnaire about the great east Japan earthquake」 

 

Q1-1: Please select your gender. 

・男性…15 人 女性…23 人 

 

Q1-2: What age group do you fall under? 

・10 代…8 人 20 代…26 人 30 代…3 人 40 代…1 人  

 

Q1-3: Please tell me where do you live in?  

 

オーストラリア…1 人 

日本…7 人 

インドネシア…16 人 

ドイツ…2 人 

アメリカ…3 人 

フランス…1 人 

イギリス…2 人 

メキシコ…1 人 

シンガポール…1 人 

フィンランド…1 人 

チリ…1 人 

ニュージーランド…2 人  
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→アジア、アメリカ、オセアニア、 

ヨーロッパ、南米など世界各国からの意見を聞くことができた。 

 

 

Q2-1: Have you ever been to Japan? 

・Yes…21  No…17 

→目標であった実際に日本を訪れたことのない人も対象とできている。 

 

Q3-1: Do you know that the Earthquake took place in Japan March 11th? 

・Yes… 32  No…1  無回答…1 

 

Q3-2: How has the news of the earthquake broadcasted in your country? 

>>日本の災害の様子が実際にどのように放映されたのかの手掛かりとなる。 

 

・すべてのメディアから被害を聞いた 

・地震によりたくさんの現象がおきた（津波、放射能事故） 

・地震の様子は伝えられたが、仙台や福島の外側がどれくらいで普通の生活に戻れるの 

か説明されていなかった 

・もし日本にいるインドネシア人がいたらすぐに帰国するよう伝えられていた 

・報道にたくさんの時間が費やされ、ライブ放送も行われていた 

・たくさんの建物や交通機関が壊れた 

・メインのメディアも 2 日間完全に日本について放送していた 

・ニュース映像には NHK のものが使用されていた 

・仙台が津波の被害にあい、福島では原発の問題が起こった。 

 

→震災直後では多くのメディアが日本の震災報道に時間を使っていたことなどが分かる。 

 

Q3-3: How did you get the information of the disaster? If you choose "Newspaper" or 

"magazine" please write the name of them at the blank of right. 

>>人々がどのようなメディアから震災の情報を得たかの質問。 

 

新聞 …30 

・ International Herald 

Tribune、Compus 

TV ニュース …30 

雑誌 …1 

Web ニュース …18 

日本の友人 …15 

日本政府のサイト …4 

Youtube …8 

Twitter …9 

Facebook …15               

  

その他 

・ラジオ、 

・アメリカの友達 
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→これによると、TV や Web、新聞、日本の友人などが多数選択されている半面、日本政

府の Web サイトから情報を得ていた人が尐ないことが明らかとなった。 

ここで複数登場したメディアのうち、千葉市中央図書館で過去記事まで閲覧可能あった英

字新聞「International Herald Tribune」を海外メディアの調査に用いた。 

 

Q3-4: Do you know that Japanese government announces the disaster information in 

English such as:  

www.kantei.go.jp/foreign/incident/index.html   

>>日本政府が英語で災害情報を提供していることを知っているかどうかの質問。      

・Yes…9  No…21  無回答…8 

→Yes と回答した人は、9 人で全体の 25％に満たないことが読み取れる。 

 

Q3-5: if your answer of Q3-4 is Yes, have you read them?     Q3-4、Q3-5 

・Yes…3   

 No… 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→Q3-4 で、「知っている」と答えた人のうち実際にその情報を読んだのはさらに尐なく

なっている。 

 

Q3-6: Which information do you know ?  

  1：In the disaster, over 15000people died … 18  

2：Some accidents are happened by the disaster at the "Fukushima daiichi nuclear 

power plant" …15 

3：The tsunami has taken many houses and even now, people who lost their houses  

a reliving in school gyms, public halls etc…. …23 

4：A lot of foreigners left Japan after the earthquake …20. 

 

Other 

・福島原発が危険で、政府が何もできていない 

・放射能汚染が広がっている 

・津波の被害は北部である 
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Q4-1: A number of foreigners visiting Japan is decreasing.  Why do you think that they  

won't  to visit  Japan? 

 

>>訪日外国人が減尐している

理由を考えてもらう質問。 

 

地震 …11 

津波 …9 

放射能 …29 

自粛 …4, 

日本の政策 …3, 

情報不足 …10, 

情報が信頼できない …11 

物流の問題 …2 

旅費が高い …5 

日本人が嫌い …0 

 

 

 

>>大部分の人が放射能を懸念しているのではないかと回答。地震や津波なども高かった

が、時間がたった現在は放射能問題が最も大きな関心を得ているといえる。 

 

Q5-1: After the disaster, has your image of Japan changed? 

>>震災が起きて、日本に対するイメージがどう変わったかという質問 

 

Much better … 6 

・経済の復興が早かった 

・災害から立ち上がる人々が好印象 

・日本人は強い魂を持っているし、お互い助け合っていた 

・政府は災害から人々を守るためにいい決断をしている 

Get better … 7  

・日本の人々は復興によい行動をしている。しかし首相が代わることではなにも決まった

ことにならないことにきづいていない。 

・災害の後には幸福をもたらすと信じている 

・日本は平和的。混乱が起こらなかった。 

・政府のイメージが悪くなったが、人々が団結していることがより印象が良い。 

 

The same … 13 

・いろいろな意見があるが、もし同じことが他の国で起こったとしても、同様かそれ以下

の対応しかできないのではないか。 

・日本の人々の準備のよさや団結の反面、原発事故によってさまざまな問題が浮かび上

がったから。 

 

Get worse … 3 

・日本政府は、放射能漏れに対処することができなかった（対応の遅れ＋不十分で信頼で

きない情報） 
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・イメージは変わらないが、私の家族が日本の近く（ウラジオストク）に住んでいるので

心配だ。また汚染水を海に流すのもよくない。 

 

Much worse … 0 

無回答… 9 

 

→Get Worse の回答は 3 件にとどまり、ほとんどが、以前と同様であるかそれ以上に印象

が良くなっていると回答。このことからわかるように、日本に対するイメージは悪くはな

っていないし、今後も日本を訪れたい人は多くいることがわかる。また記述部分において

は政府の対応について、「いい反応をした」と「行動が遅かった」など賛否両論であっ

た。 

 

Q5-2: Have you wanted to visit Japan for sightseeing before the disaster occurred in 

Japan on March 11th? 

・Yes…23  No…6  無回答…9 

Reason 

Yes 

・日本にはたくさんの観光名所があるから 

・日本にはいつも行きたいと思っている 

No 

・なし 

 

Q5-3: Do you want to visit Japan for sightseeing after the disaster? 

・Yes…24  No…5  無回答…9 

Reason 

Yes 

・あなたたちを助けたい 

・日本は安全だと思うし、日本を立ち去らないことで日本社会に貢献できるのなら嬉しい 

・災害が起こっても日本が好きだ 

・地震や津波などの災害は日本だけで起こるものではない 

・もしできるものならそうしたい 

・日本は他の国にない魅力をたくさん持っている。私はそういうところを訪れたい。 

・（被災地でなく）他のエリアは安全だし、日本を愛しているから 

・何が起こっても日本に行きたい 

 

No 

・今は厳しい。また起こることを警戒している。 

・放射能が怖いから 

・すぐには厳しい。わたしはもっと詳しい放射能のリスクの情報を待っている 

 

→Q5－2 と Q5－3 より、震災前と震災後で「日本に行きたい」と考えている人の数はほ

ぼ変わっていないことがわかる。これより、そういった人々により詳しい情報を伝達する

必要があると考える。 

否定的な記述の中にも、詳細情報を得たいというものが見られた。 
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Q5-4: Suppose you visit Japan for some reason (such as sightseeing), at what resource 

would you get information?  

>>実際に日本を訪れるときにどんな情報源に目を通すのかという質問。 

 

・Books…6 

例：Lonely Planets、 

・Web site…25 

例：ジャパンガイド、Google、wikitravel.org, lonelyplanet.com、kaskus、Yahoo 

・Travel agency…3 

 

・Other 

・日本に住んでいる友達 

理由：日本にいる人々のほうが、災害について疑い深いような情報を提供するメディアより

正確だと思うから。 

・日本に行ったことがある友達 

 

→Web サイトを参考にする人が多く、その例として第 2 章で取り上げた「ジャパンガイ

ド」という意見も複数あった。 

またその他の回答では、「日本にいる人々のほうが、災害について疑い深いような情報

を提供するメディアより正確だと思うから」という理由で日本にいる友人を回答した例

もあった。 

  

 

第 2 回 WEB 調査質問内容・回答和約（和訳：藤原妹子、市川祐人） 

 

「The questionnaire about the policy of information （Great east Japan earthquake)」 

 

Please select your gender. 

・男性…18 人  女性…17 人 

 

What age group do you fall under? 

10 代…6 人 20 代…21 人 30 代…2 人 40 代…5 人 50 代…1 人 

 

Please tell me where do you live in?           

 

日本…17 人  

アメリカ…3 人  

スイス…1 人 

ハンガリー…1 人 

韓国…6 人  

インドネシア…3 人  

台湾…1 人  

オランダ…1 人  

不明…2 人 
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→日本在住の留学生の回答も多かったものの、第 2 回目も幅広い地域の海外の方に協力を

いただけた。 

 

Q1: A number of foreigners visiting Japan is decreasing. Why do you think that they 

won’t visit Japan? 

                       

>>第 1 回調査でも実施した、訪日外国人減尐の理由を選択してもらった 

 Q1-1 

 

地震 …21 

津波 …11 

放射能 …25 

自粛 …1 

日本の政策 …0  

情報不足 …5 

情報を信頼できない …8 

物流の問題 …2 

旅費が高い …8 

日本人が嫌い …2 

その他 …4 

 

 

 

 

 

→第 1 回から尐し時間がたっていたこともあり、放射能を理由とする回答が特に多くなっ

ていることがわかる。 

 

Q2-1: How did you get the information of the disaster? Please check and write a 

concrete example (yahoo, Herald, Times, ABC news, etc…) 

>>こちらも第 1 回調査でも質問した内容 

                            Q2-1 

 

 

Newspaper, …18 

TV news, …28 

Magazine …2 

Web pages …13 

Web page of Japanese government, 

Japanese friends …5 

Youtube …2 

Twitter …7  

Facebook,  …10 

その他 …3 
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→震災の情報源は新聞や TV ニュースが多く、日本政府のサイトと回答する人は非常に尐

なかった。実際に政府のサイトから情報を得ている人は尐なく、もっとより多くの人の目

に触れるような場所に情報を提供するべきである。 

 

 

Q2-2:What is your most reliable resource ? 

 

>>最も信頼する情報源についての質問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→TV ニュースと新聞がほぼ同割合でトップだった。このふたつは、Q2-1 でのメインの情

報源であり、人々は信頼する情報源から情報を入手している傾向が見いだせる。また、日

本政府のサイトが最も信頼できると答えた人はグラフからもわかるように尐数であった。 

 

 

Q3-1:Do you know that Japanese government announces the disaster information in 

English such as: 

 www.kantei.go.jp/foreign/incident/index.html  

・Yes…16  No…17  無回答…2 

 

Q3-2:If your answer of Q3-1 is Yes, have you read them? 

・Yes… 6  No…8   無回答…2 
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>>すべての調査で質問している内容であるが、今回は第 1 回調査よりも時間が経過してい

ることもあり、日本政府が災害情報を発信していることを知っている人の割合は半々に

なった。しかし、実際に読んだことがあるかどうかという質問に対しては、Yes と答える

人の割合は依然として低かった。ただ存在を知られているだけでなくその情報内容も大き

な要素となることが分かる。 

 

 

Q3-3:Do you trust the information from Japan? 

・Yes…18  No…14 無回答…3 

 

Q3-4:If your answer of Q:3-3 is NO, please tell us the reason. 

 

日本の情報を信頼できない理由 

・ 情報提供が遅すぎる 

・ 日本政府の出す情報はどんどん変わっていく 

・ わたしは日本の公式な情報は信じない。日本政府は正確な情報を隠していたし、隠し

ているから。 

・ 情報が多すぎてどれを信じていいか分からない。 

・ 日本のメディアは人々を安静にさせるために悪い情報を隠していたと聞いたことがあ

るから。故に完全には信じられない 

・ 日本と海外メディアの流す情報にギャップがある。 

・ 日本政府は本当の安全よりも社会の安定の維持を気にかけているように思う。 

 

→Q3－3 と Q3－4 は日本の情報を信頼するかどうかという趣旨の質問。こちらでは、信

頼すると答えた人が信頼しないという回答をやや上回っていた。 

信頼できないという人に理由を書いてもらったところ、情報提供が遅すぎる、日本のメデ

ィアは人々を安静にさせるために悪い情報を隠していたと聞いたことがあるから、日本と

海外メディアの流す情報にギャップがあるから、などの意見が見られた。これらの問題を

解決することが、政府が信頼される情報源になるためのカギとなるだろう。 

 

 

Q4-1:Do you know this message video? Please click this URL and watch the 

video.  www.youtube.com/watch 

 

>>震災から一定期間たった後の、観光誘致政策についての質問として、第 2 章で触れた外

務省・観光庁が制作した海外向けビデオ「Message from Japan」を実際に見てもらって

答える質問 

 

・Yes…12  No…15  無回答…8 
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Q4-2:That message video was made by the Foreign Ministry of Japan. We 

think  that  video  cannot  fully convey the charm of Japan. Please write your 

impression and point out the problems of that message video. 

 

>>ビデオの内容について、わたしたちは外国人に日本の魅力を伝えるには十分ではないと

考えたのでその趣旨を聞いた 

 

・ このビデオは日本にはまだ訪れるべきたくさんの文化的な場所があることを示してい

る。しかし、人々は地震や放射能の心配をしているので日本には行きたがっていない。

このビデオはそういった地震や放射能の情報をとりあげておらず全く問題がないよう

に見えるので、私たちの必要としている情報を与えていないし、偽りのように見える。

けれども、私は日本に行きたい。なぜなら、日本はたくさんのすばらしい文化がある

美しい国だから。 

・ 私たちが知りたいには、もし日本に行ったら身体的にどんな影響があるのか、また地

震が起きる可能性である。 

・ 最初に、私には彼らが何をしているのかまた何を伝えたいのかが分からない。このビ

デオには行きたいと思わせる場所や食べ物などはない。 

・  

・ 日本は原子力事故の問題をどのように解決したのかという説明や日本が安全だと示す

ものがない。外国人にとって放射能の問題は重要である。このビデオは美しい風景や

ツアーを紹介しているにすぎない。 

・  

・ このビデオには外国人観光客を日本に行きたいと思わせるような効果はほとんどない。

なぜなら、嵐は外国で有名ではないから。また BGM は最近の日本の流行りに詳しい

人しか分からない。もっとふさわしい場所の映像や音楽があるはず。また、旅行客は

様々なライフスタイルであるから若い男性の映像だけでないほうがよいのでは？ 

 

・ 嵐はこのビデオのための最も良いアイドルだ。 

・ このビデオを見た後、とても日本に行きたくなった。問題は日本のすべての 

場所が紹介されていないことかもしれない。 

 

→Q4－1 映像を見たことがあるかどうかという質問には No が Yes をやや上回った。在日

留学生も含めての調査であるので実際に海外のみでの認知度とは直結しないが、日本在住

を考えなければこの値より認知度は下がるのではないか。 

 

→Q4-2 このような観光 PR ビデオは、この他にも多く制作されているが、本当に外国人

が求めている情報とずれていることが考えられる。平時からの観光誘致政策についても調

査する必要があるだろう。 

 

 

Q5:To invite many foreigners from all over the world, what Japanese government 

should do? 

>>より多くの外国人を日本に呼ぶためにはどのようにすればよいかという質問 

 

・ 福島の原子力発電所や放射能の範囲などのような放射能の正確な情報を与えて欲しい 

・ 放射能に関する情報の供給 

・  
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・ ない。日本の政府はすでに良いから。安定するまで待っていれば、直に外国人観光客

は来るとおもう。 

・  

・ 良い情報、悪い情報、持っている全ての情報を流す 

・ 飛行代を安くする。尐なくとも放射能の問題がおさまるまで 

・ 日本の伝統的なものの紹介と同じように外国人旅行客の注意をひくようなものや旅行

客に食料が十分にあること示すべき。 

 

→放射能に関する詳しい情報がほしいという意見が多く、より具体的で科学的根拠のある

情報も求められていることがわかった。 

 

２－３ Web 調査まとめ 

2 回の Web 調査を実施することで明らかになったことは、おもに以下の４点である。 

まず 1 点目に、日本政府の Web サイトで災害情報を提供していることを知っている人は尐な

いということである。また知っていても実際に読む人はさらに尐ない。2 点目に、日本政府の

情報を信頼している人が多くないということである。信頼されることが情報提供では大きな役

割を果たす故、改善していかなければならない。3 点目に、観光客誘致目的で行なわれている

政策は尐し的がずれているということである。設問では「Message from Japan 」について問

うたが、これは平時の誘致政策についてもあてはまることが考えられる。最後に、実際に求め

られている情報を提供できていないという事実である。求められている情報を的確に流すこと

は信頼の創出にも関わることであると考えられるので重要な点である。 

 

 

第３節  街頭インタビュー調査・分析 

3－1 概要 

実際に震災後に日本を訪れる外国人観光客の意見を収集することを目的として、外国人

が訪れる著名な日本の観光地において、街頭インタビュー調査も実施した。質問内容・和

約回答内容は、付録③として WEB 調査質問内容の後に記載している。WEB 調査と同様

の質問を含め、実際に日本を訪れるときに参考にしたもの等の質問も追加した。調査方法

としては、用紙に書かれた質問事項に記入してもらう方式を採用した。また、調査中に口

頭によるコミュニケーションが可能であることも WEB 調査とは大きく異なる点である。

街頭インタビュー調査の概要は以下の通りである。 

 

 

街頭インタビュー調査 

・実施日：2011 年 7 月 18 日 

・対象：外国人観光客 

・実施場所：東京都、浅草寺 
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・回答数：20 

 

3－2 分析 

まず、街頭インタビューのポイントは、対象が実際に日本を訪れている人というところで

ある。その点も考慮しながら分析していきたい 

 

 

街頭調査質問内容・和約回答（和訳：東條晃子、市川祐人） 

 

Q1：Where are you from？               Q1 

 アメリカ 8 人  

イギリス 3 人  

フランス 2 人  

ロシア 2 人  

オーストラリア 1 人  

ドイツ 1 人  

香港 1 人  

不明 2 人 

 

 

 

 

 

 Please select your gender.        Female・male 

・男性…12 人 女性…8 人    

  How old are you? 

 20 代…12 人 30 代…4 人 40 代…3 人 50 代…1 人 

 

→欧米観光客が多かった。また、こういった街頭調査において英語を使用するということは、

アジア国籍の対象者の意見を集めることが難しい点が判明した。 

年齢としては、Web 調査で難しかった 50 代の方の意見も聞くことができた。 

 

Q2: Why did you come to Japan? 

観光…15 人 ビジネス…4 人 研究…1 人 

 

   If the answer of Q2 is sightseeing, could you show me your Japanese guidebook and 

so on?(Example: Sightseeing, Business…) 

 ・Lonely Planet、D.K  

 

→外国人に人気のありスポットという理由で浅草寺を調査地として選択したこともあり、予想

通り観光目的に日本を訪れた人が多数であった。 

持っていたガイドブックとしては、D.K や Lonely Planet が複数見られた。 

 

 

Q3: Do you know that the Earthquake took place in Japan March 11th? 
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 >>東日本大震災について知っているかどうかの質問 

 

・Yes…20  No…0 

 

→100％知っているという結果であり、日本を訪れる際には震災の情報を手に入れてから検討

している人がほとんどであることがわかる。 

 

 

Q4: Did you worry about coming to Japan? 

>>日本に来るに際して、心配したかどうかという設問 

 

 ・Yes 4  No 16                       Q4 

 

・Reason 

Yes の理由 

・尐し放射能が心配 

・もう一度起こるかもしれない 

・余震の危険があるから 

・国民について心配していたが、適応してい

るようだった 

 

 

No の理由 

・大使館が東京を危険から安全と判断した 

・東京は安全だと信じている 

・安全だと思う 

・友人がすべて大丈夫だと教えてくれたから 

・これ以上の悲劇はもうないと思うから 

 

→No が圧倒的に多かったが、Yes も 20％あり、日本を訪れる人全員が何も心配せず日本に訪

れているわけではないということがわかる。また Yes の理由はやはり放射能が懸念されてい

て、No の理由としては、日本にいる友人が教えてくれたという意見もあった。 

 

 

Q5: A number of foreigners visiting Japan is decreasing. Why do you think that they 

won’t visit Japan?(Example: radiation, tsunami…) 

 >>すべての調査で実施している質問 

 

・放射能、地震、津波 

・中国が安いから、日本は高い 

 

→こちらでも地震、津波、放射能の意見が多かったが、震災とは関係のない金銭面の理由もみ

られた。 

 

 

Q6: How did you get the information of the disaster? 

・インターネットと TV ニュースが多数 
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・新聞も次に多い 

 

→情報源は、インターネット、TV ニュースに集中していた。 

そういったメディアに積極的に情報提供していくことが効果的であると思われる。 

 

 

 

 

Q7: How has the news of the earthquake broadcasted in your country? 

>>震災の様子はどのように伝えられたかという設問 

 

・はなはだしい様子 

・家を流された人々の様子 

・地震もだが、メインは放射能だった 

・1 ヶ月間ニュースを見た 

 

→地震より放射能がメインだったという回答もあり、放射能問題への関心の高さがうかがえ

る。 

 

Q8: Do you think there are some differences of information between your country and 

Japan? 

>>日本の情報と、被験者の国の情報では違いがみられるかという設問 

 

・Yes…14  No…3 どちらでもない…3   

Reason  

Yes の理由 

・言葉が違う 

・海外はより警戒的 

・交通の便がとてもよかった 

・私たちは概要しか知らない。日本の情報はより詳しい 

・海外はもっとネガティブ、原子に対抗するエネルギーを使う必要があるかも 

 

No の理由 

・日本の情報で東京の放射能はノーマルレベルだと知ったから 

 

→Yes が多く、その理由としては、海外はもっとネガティブ、日本国内の情報は詳しかったと

いう意見なども見られた。逆に交通の便が良くて驚いたという意見もあった。 

 

 

Q9: Do you trust the information of Japan? 

>>日本の情報を信じるかという設問 

 

・Yes…15  No… 2  どちらでもない…3 

 

Reason 

Yes の理由 

・日本政府の情報を信じる 
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・おそらく情報は正しい、しかし基本的な問題が具体的でない 

No の理由 

・日本の情報を持っていない 

 

→ここでは、実際に日本に訪れている対象者ということもあり、やはり信頼度は高かった。と

すると、やはり信頼度が高い人は日本に来るが、来ない人は信頼度が低くなっているという事

実がうかがえる。 

Yes の中には、情報が具体的ではないなどの批判的な意見もあった。 

 

 

Q10: Which information do you trust?  Your country or Japan? 

 ・日本の情報を信じる…7 被験者の国の情報を信じる…4 その他…9 

 

→この質問は、回答するのが難しかったようであり、質問内容を工夫することが必要であっ

た。 

 

Q11: What is the most reliable resource of information? 

(Example: news paper, Facebook, magazine…) 

>>最も信頼する情報源を聞く質問 

 

・新聞や V ニュース 

・日本に住んでいる友人 

・学問的な記事、科学的な報告 

 

→日本に住んでいる友人や、科学的根拠のある報告などという意見が見られた。より信頼され

る情報発信にはこういった視点も取り入れる必要がある。 

 

 

Q12: Do you know that Japanese government announces the disaster information in 

English at the Web site?             Q11、Q12 

・Yes…5 No…15 

 

  If the answer of Q12 is Yes, 

have you read that? 

・Yes…2  No…3 

 

→日本政府がサイトで災害情報を

提供していることを知っていたの

は 25％。さらに実際に読んだ人は

全体の 10％であった。より多くの

外国人が政府の情報を目にするよ

うなしくみが必要で会うことがわ

かる。 

 

 

Q13: How do you feel about the Japanese government’s measures devised to deal with 

the earthquake and nuclear power plant problem? 
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>>日本政府の震災に対する施策について尋ねた質問 

 

・福島の英雄のことを聞いた 

・ベストを尽くしている 

・できることはチャレンジしていると思う 

・とてもよく対策していて取り扱っていると思う 

・よい 

・原子力発電を終わりにして代わりのエネルギーを利用することに賛成する 

 

 

・海外からの絵助けをもっと受け入れるべき・正直な情報を公共に伝えるべき 

・政府にとって難しいことだと思うが十分でないと思う 

・大げさにやりすぎている感じがする。原子力発電所を閉鎖する代わりに発電所を安全に

する 

・政府にとって難しいことだと思うが十分でないと思う 

・政府の対策は遅く、信頼できない。もっと早く行動できたはずだし、地震前に規則に従

うべきだった 

・反応は良いが、日本政府は、日本国民と情報を共有していない 

・サポートが尐ない 

・行動が遅いしノープラン 

・パニックを引き起こさないようなバランスが必要 

 

→肯定的な意見がある反面、批判的な意見、アドバイスも多く見られた。 

 

 

3－3 街頭調査まとめ 

今回の調査で得られたのは、以下の二点である。 

第一に、実際に日本に来ている人々は、来ていない人より日本に対してよい印象を持っている

という傾向があることである。このことからも、政府・国に対する信頼度はとても重要である

ことが分かる。訪日外国人がまだ完全に回復していない現状において、正確な情報を優先的に

提供すべきなのは、日本の情報についてあまり信頼しておらず訪日を避けている人や、日本に

来たいと思っているが情報不足などで不安があり来ることができていない人々である。そのよ

うな人々に、情報を提供するためにはどうすればよいのだろうか考える必要がある。 

第二に、日本政府サイトから災害情報を得ていた人は尐数であることである。どんなに情報

を流していたとしてもそれらが実際に外国人の目に触れなければ意味をなさない。もっと情報

を発信する場、発信内容を見直していかなければならないだろう。 
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第４節  海外メディアが見た東日本大震災 

4－1 概要 

 

前節の調査によると、海外に在住する外国人への情報提供が重要であることがわかった

が、それでは、彼らには、どのような情報が伝わっているのだろうか。この点を把握する

ために、われわれは、海外のメディアにおける報道状況を調査することとした。 

今回の震災は世界中で大きくニュースとして取り上げられた。それだけ、海外メディア

の関心も高いことがうかがえる。震災から一定期間が経過した現在においては、特に放射

能汚染の問題が日本だけでなく海外諸国にとっても重大な事項となっている。震災当初で

は、災害の情報が正しく外国に提供されず、海外メディアの行き過ぎたセンセーショナル

な報道もあり、訪日外国人客数に影響を与えたと考えられる。もちろん、多くのお見舞い

の記事や冷静な分析をしている記事もあったものの、迅速に正確な情報を外国に提供でき

なかった点は今後改善されなければならない。また、海外メディアからの日本政府に対す

る意見なども検討する。 

本節においては、Web アンケートでも回答が見られた外国人が目にする海外メディアと

して英字新聞紙「International Herald Tribune」を調査した内容を中心に、海外メディ

アでの報道について触れる。 

 4－2 世界中で報じられた震災 

今回の震災はその被害の状況や放射能漏れ事故について世界中でニュースとなってい

る。海外メディアの記事調査として、私たちの Web 調査で購読しているという回答が複数

あり、世界における発行部数も多い英字新聞紙「International Herald Tribune」で掲載

された東北関東大震災の被害の記事を抜粋する。23（訳者：亀井諭） 

 

・thousands in north join growing exodus in panic over spread of radiation 

放射線漏れの拡大によるパニックにより、何千もの人が東北から避難している。 

日本人も東電は本当のことを言っていないと考えている。避難区域以外の地域の人も不安

になり避難している。（Challenges mount as threat rises 3 月 19 日・20 日 ） 

 

・Japanese nuclear agency raises severity level amid reports of more damage 

日本の原子力委員会はさらなる被害を受けてレベルを 7 に挙げた。 

 

・Fight cool reactors intensifies 

木曜に核燃料のはいったプールを冷やした努力は無駄に終わった。 

アメリカ政府が一番心配していたのは、自衛隊による熱心な発電所に水を入れようとする

努力が、意味をなさないこと。「今見ているものは見込みのない努力だ。なにかうまくい

くだろうという期待がこもった（むだ）」一人のアメリカの原子力に係わった役人がいっ

た。 

 

・マグニチュード 9.0 の地震はとても大きく、東京タワーのてっぺんを曲げてしまった。 

日本経済は尐なくとも短期間の間は苦しむだろう。 

                                                     
23 International Herald Tribune 紙 3 月 12 日～4 月 11 日記事 
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この震災をきっかけに新しい日本を作ることが可能だ。（3 月 21 日） 

 

・とある日本人にきくと、「私は規定値を超えた牛乳などを買おうとも思わない。他にも

超えているものがあるはずだし、政府のことを信用していない」 

この記事からは日本人の中にも政府への不信感が存在することがわかる。 

 

・陸前高田では 10 人に 1 人以上が亡くなったか行方不明になっている。公式の発表で

は、津波で 775 人が亡くなり、1700 人が行方不明になった。（3 月 23 日） 

 

・Radiation prompts water warning for Tokyo. 

東京周辺では水道水を飲むべきではないと警告された。残念なことだが、放射能は確実に

空気中を伝わり運ばれている。福島では 11 種類の野菜の出荷が禁じられ、汚染された地

域からの輸出も禁じられた。（3 月 24 日） 

 

 

以上の調査では、実際の被害が伝えられている様子が見られた。調査結果としては、災害

の様子や放射能の問題を多く取り上げていて、日本を訪れる際に肝心な、安全であること

や、通常の生活が営まれているという情報が伝わりづらい状況にあるのではないだろうか

という結果が得られた。 

海外メディアが報道する際、日本メディアの情報を利用している点にも気づくことができ

た。 

 

4－3 海外メディアのセンセーショナルな報道 

今回の震災で問題となったのが、海外メディアによる被害の誇張表現などがされた風評

記事である。こういった問題にも情報が正しく伝えられていない実体が尐なからず影響し

ているはずである。ここではその一例を見ていきたい。 

読売オンラインの記事には「3月 15日付の英大衆紙サンは 1面トップ記事で「数千人が

放射能漏れを恐れ、東京から脱出を開始」と仰々しく伝えた。別の英大衆紙デイリー・

メールの 3月 16日付 1面の見出しは「核パニックにとらわれた国」「日本の核危機は制

御不能」などと書き立て、白いマスクをつけて涙を浮かべる女性の写真を添えた」とある

24。また、「GET OUT OF TOKYO NOW」という警告メッセージが英国大衆雑誌の「The 

Sun」の 3月 16日付の記事の見出しに大きく載った25。これを見た人々は、あたかも東京

も直ちに危険であると思いこんでしまうことだろう。 

産経新聞（4 月 20 日）の記事では「外務省によると、英国のタブロイド紙は先月 20 日付

の紙面で、「福島で放射性物質（放射能）の影響で 5 人が亡くなったらしい」という趣旨

の記事を掲載」という記事があった。また「別の米地方紙は、事故と原爆投下を同一視し、

                                                     
24 読売オンライン４月７日記事 

25 The Sun 3 月 14 日記事 http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article3470486.ece 

http://www.iza.ne.jp/izaword/word/%25E5%25A4%2596%25E5%258B%2599%25E7%259C%2581/
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先月 15 日に 3 つのキノコ雲に『ヒロシマ』『ナガサキ』『フクシマ』と書いた風刺画を

掲載していた。」という。26 

このようなセンセーショナルな記事を完全になくすことは難しいことかもしれないが、

災害直後などは特に広く監視し、行き過ぎた報道にはきちんと訂正を求めていく姿勢が重

要である。また、メディア側に協力を要請することも必須で、正確な情報をより詳細に素

早く共有することが求められる。 

 

4－4 海外メディアからの批判 

 

海外メディアからの批判にも目を向けてみる。 

以下の文は、英字新聞紙「The Sun Herald」に掲載されていた、日本政府への批判、意見

文の一部である。 

 

・政府と東電はあいまいな言葉を使って報道した。 

外国人原子力の専門家や国内メディアは政府や東電に怒りを感じた。政府は原発に関する

情報を隠しているかでまかせを言っているかと疑っている。 

爆発後 5 日間は不十分な情報からの無責任な報道発表が行われた。 

ここまで強いリーダーシップを日本が求めたことはない。政治システムの無能力さ。 

アメリカ大使館は日本にいるアメリカ人に対して 80 キロ以上離れることを伝えた。

「日本政府が設定した非難区域の半径 20 キロよりもずっと大きな半径で非難するべきだ

とした」日本の役所的なリーダーシップは凍結した。日本の政治システムでは統一の意見

を出すのが遅い。しかしこの問題は展開が早いので日本の取り組みは意味がない。 

（3 月 18 日  US disputes Japan’s threat assessment ） 

 

・日本政府は公に流す情報を限定している。「今の時点では何も言えない」といったよう

に。政府と東電への不信は震災前から存在し、以前よりも人々は怒りを感じている。現在

の政権には明らかな司令塔の欠陥がある。 

 

・新たな疑問が浮かんできた。東電の役人は事故が起こった直後の重要な時間を無駄にし

たかもしれない。これは東電が安全だと信じ込んでいたか、原発という価値の高いものを

失いたくないという思いからかもしれない。海水を注入する前にも、原発という価値ある

投資物を台無しにするという考えがあったため遅れすぎたのではないか。専門家による

と、東電の役人たちは事故直後リスクについて気づいていなかった。本来なら地震が起き

た 3 月 11 日には冷却措置を取るべきだったのにせず、水素爆発がおきてからも 4 時間以

上待ったあとに海水を注入した。彼らは数日間燃料プールに水を入れようとしたこともな

かった。彼らは金曜の午後、パニックになった。彼らの心配事は原発炉であった。 

 

・Warnings ignored at crippled reactor  

原子炉への警告が無視された。 

地震が起こる 1 カ月前に、政府は安全性への疑問があったにもかかわらず、古い 6 つの原

子炉についての 10 年間の延長を許可していた。延長の許可が得られた数週間後、6 基の原

                                                     
26 産経ニュース 4 月 20 日記事 
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子炉で冷却システムに関する 33 か所もの欠陥を見つけ損ねていたとサイトで軽く認めて

いた。原発をなるべく拡大して化石燃料の使用を抑えてたいという政府の思惑、世界的な

流れが長くあった。 

 

・水や食べ物の汚染が広まっており、福島や茨城、群馬などでとれた農産物に基準値超え

の放射線が見つかった。この汚染の状況は WHO が当初想定していたよりもひどかった。

そして福島県からの汚染された農産物が海外に輸出された可能性があることも言った。し

かしこの被害は、事故発生直後に誰もが考えていたような、つまりこの手の被害は 20～30

キロ内に限られたものだろうと考えていた時よりもずっとはるかに深刻である。 

 

これらの記事では、政府の司令塔としての対応などの問題点、東京電力の対応の遅さな

どが指摘されている。 

 

第５節  ネット社会 
 

 ネット社会が情報に与える影響も強大である。たとえば今回の例でいうと Google の画像検

索を利用すれば「Fukushima nuclear」のワードで千葉県の石油タンクの火災の画像が大量に

出てくる。関連して、動画サイト Youtube ではその激しい火災の様子が放映されるニュース映

像の題名が「Fukushima nuclear plant」となっていた27。この例はほんの一部であり、こう

いった誤解を招くような動画や信憑性の薄い内容の動画は Youtube だけでなくさまざまなメ

ディアを通して海外の人々が目にしてしまう状況になっているといえる。このようにネット社

会は正しい情報提供を妨げる要素が多く存在しているといえる。私たちの実施したインタ

ビュー調査などの結果でも、情報を Web ページから得る人が多いことが分かっている。そのよ

うな誤解をいかになくすか、正しい情報を提供する日本側も継続して監視しなければならな

い。 

第 6 節 求められる情報提供方法 
 

以上、第 3 章では、私たちが行ってきた調査とその結果について述べてきた。 

これらの調査から 

1、情報をより確実に多くの外国人に見てもらえるような効果的掲載場所の検討する 

2、発信する日本側と、受け取る外国側での求められている情報、ニーズのずれを尐なく

する 

3、より信頼されるような情報を提供する 

というキーワードが明らかになった。 

 

これらの論点をふまえてこのあとの第 4 章では、将来の日本のための対外情報提供政策

の改善案を提案する。 

 

  

                                                     
27 Youtube サイト内動画「Radiation Rising At Fukushima Nuclear Power Plant in Japan」 

http://www.youtube.com/watch?v=nzvZeAKyvVM&feature=related 2011．11．14 
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第 4 章 将来の日本における対外情

報提供のありかた 

第１節  効果的な情報提供 
 

Web 調査や街頭調査から明らかになったように、日本の首相官邸ホームページに掲載されて

いる東日本大震災関連情報の英語版の存在を知っている人は尐なく、例え知っているとしても

実際に読んでいる人は尐ないことがわかる。多くの関連情報を発信しているとしても、本当に

閲覧してもらいたい対象である外国人の目に触れない状態であっては、意味がないのではない

だろうか。となれば、外国人がより目にするところに適切な災害情報を掲載していくべきであ

ろう。 

例えば、第 3 章の調査結果より実際に日本に来るときに何を参考にするかという質問に対し

て、旅行用のホームページやガイドブックを利用している人が多いことが分かる。そういった

媒体と協力して政府が発信する情報が載っているページの URL を掲載してもらうことも可能

ではないか。私たちも、外国に旅行に行くときにわざわざその国の公式のホームページを見て

いこうとする人は尐ないであろう。外国に旅行に行くとして実際に参考にするものといえば、

民間の観光情報サイトであったり、書店で販売しているガイドブック等を参考にするはずであ

る。街頭インタビューでもガイドブックを持っている人が多かった。よってそういったガイド

ブックに災害情報や観光情報を掲載したりすることも考えられるし、政府公式ホームページを

見てほしければ URL を掲載するなどの方法を取るほうが、日本の公式情報がより多くの外国

人観光客の目に触れる機会をもつことができる。 

また調査では、最も信頼している情報源という質問に対して新聞という回答も多かった。新

聞にも政府の情報を載せるのはどうか。第 3 章でふれたように、今回の震災ではタブロイド紙

のような誌面に、多くの誇張表現が使われた記事や誤った情報が載って人々に余計な不安を与

えてしまったという事実がある。そういった風評被害を防ぐ目的としても、むしろそういった

情報誌に政府は抗議するだけではなく、情報提供をさせてもらう場所を設けさせてもらう手も

あるだろう。海外のメディアと政府が今後さらに協力していかなければならない。 

優先的に情報を伝えなくてはならないのは、日本の情報に疑いを持っていて遠ざけている人

や、日本に来たいと思っているのに十分な情報がなく不安を抱いている人々でもある。そう

いった人々に的確な情報を伝えるためにも、ただサイトに情報を載せていわば「見てくださ

い」ではなく、積極的に情報に触れられるような環境を作ること、見てもらえるように積極的

に働きかけていくことである。公式な情報が広がれば、一部のメディアによる誇張問題や風評

被害を軽減できるに違いない。 

重要なのは、伝えたい情報がより効率的に多くの外国人の目に触れることができる環境にあ

ることである。 
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第 2 節 求められる情報の把握と提供 
 

情報を発信する日本側と受け取る外国側で、求められている情報やニーズのずれを小さくす

る必要がある。アンケートの結果からも「悪い情報を隠していると聞いたことがある。」「旅

行客に食料が確保されていることを示すべき。」「地震がおきる可能性、放射能が人体にどの

ような影響があるのか、科学的に示してほしい。」「日本は本当の安全より社会の安定を意識

して報道しているから信用できない。」など求められている情報の提供をするべきであり、ま

た信頼できる情報提供を行うべきであるということがわかる。 

このように、求められている情報を的確に提供し、信頼を得ることが必要である。求められ

ている情報の提供と情報の信頼性を高めることは、相互に関連性が高い。なぜなら、信頼を得

るためには情報のずれをなくす必要があり、また求められる情報を的確に提供することによ

り、情報源としての信頼が高まると考えられるからである。 

求められる情報の収集には外国人の協力が不可欠である。外国人の協力として 2 つ考えられ

る。1 つ目は、外国人の求める情報の調査である。外国人に協力してもらい、外国人が求める

情報やニーズはどのようなものかを調査する。調査を行うことで、実際に外国人が求めている

情報の内容等を知ることができ、日本が提供する情報を外国人のニーズにあったものとするこ

とができる。 

2 つ目は、調査を行うだけでなく、日本在住の外国人や訪日外国人に情報提供側に協力して

もらうことも必要である。より信頼性が高いのは、メディアや政府が行う情報提供よりも、日

本在住の外国人や訪日外国人が述べていることだ。調査結果でも「日本にいる人々のほうが、

災害について疑い深いような情報を提供する、メディアより正確だと思うから。」という意見

があった。また、旅行情報源について観光庁が発表した訪日外国人消費動向調査によれば、出

発前に得た旅行情報で役に立ったものとして、その他インターネットの 28.1％と日本在住の親

族・知人の 25.2％が上位 2 つである。これらを国籍別にみると、韓国では「その他インター

ネット」が 37.3％、「個人のブログ」が 28.8％と高く、台湾では「個人のブログ」が 31.7％

と高い。また中国では、「日本在住の親族・知人」が 27.5%、「その他インターネット」が

17.9％、「自国の親族・知人」が 13.2％ と高く、米国では、「日本在住の親族・知人」が

37.4％であり、他国籍に比べ圧倒的に高い。28このように、日本在住の親族・知人や個人のブ

ログ、自国の親族・知人などが旅行情報源として各国で活用されていることがわかる。つま

り、日本在住の人が提供している情報は、外国人にとって信頼が高いといえる。 

だからこそ、実際に日本にいる外国人に協力をしてもらい、外国人の意見を反映した情報提

供を行うこと、また、日本在住の外国人に日本での状況等、訪日外国人客にとって役立つ情報

を周知してもらうことが有効な情報を提供することにつながる。これらを実現するためには、

外国人と協力し、ニーズにあった情報提供ができる制度やシステムを作る必要があり、それが

日本の信頼される情報提供への大きな足がかりとなると考えられる。 

 

 

                                                     
28国土交通省観光庁 『訪日外国人消費動向調査』 

平成 23 年 4 月～6 月期  報告書 http://www.mlit.go.jp/common/000167664.pdf 
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第 3 節 災害情報・観光情報提供サイトの創設   
 

第 2 章でも述べているように、観光庁は災害情報サイトの創設を考えている。しかし、

観光庁への電話インタビューによると政策はまだ予算請求段階であり、新聞で述べられて

いることも実際に決定しているわけではないという。そこで、本論文の政策提言として、

観光庁が予定している災害情報サイトの改善策を提案したい。震災直後に災害情報のサイ

トは、首相官邸サイトや、ほかにも政府観光局などさまざまなものが存在するが、実際に

は Web 調査や街頭インタビューでも分かったように、あまり認識、閲覧されていないのが

現状である。わたしたちの提案する情報提供サイトは、そういった外国人の目に行き届い

ていないという現状を改善するような新しいものを考える。 

政府の案である災害情報サイトの創設に関して、予算案によると、調査対象は訪日外国

人となっている。訪日外国人となると、実際に日本を訪れている外国人や、日本に来よう

と思っている外国人ということになる。日本に来たいと思っている人や実際に観光で訪れ

ている人は、街頭インタビューと Web 調査の結果からもわかるが、日本の情報を信頼して

いる人が多い。だからこそ、本当に災害情報を提供すべきなのは、情報を疑っている、ま

た信頼していない人々なのではないだろうか。つまり、求められている情報等の調査対象

とすべきなのは、訪日外国人だけでなく、在外外国人なのではないか。在外外国人の意見

を集め、意見を参考にすることで、より多くの人が情報を共有し、訪日外国人の増加が見

込み得るのではないか。 

また、政府の案では災害情報のみ提供の予定であるようだが、提供する情報の内容に関

して、災害直後は災害情報を、災害から一定期間後は観光情報など、その時々のニーズに

合った情報を提供するべきである。使用される言語は、新聞に掲載されている言語は 3 カ

国語（英語、中国語、韓国語）であるが、訪日外国人旅行者の多い国に焦点を当てている

点良い。しかし、できるだけ多くの言語で情報が提供されることが望ましいのは自明であ

る。今回の Web 調査でも感じたことではあるが、英語など数カ国語だけでは、情報の偏り

は避けられない。 

似たような民間の例として第 2 章 2 節の（1）で取り上げたジャパンガイドの情報提供

サイトあるが、このような民間と異なるところが必要である。政府、公的機関の持ってい

る強みは情報量の多さ、公共性、規模の大きさ、予算の大きさなどである。また、災害時

に重要な国際機関や他の外国諸国とのつながりも民間より圧倒的に強い。このような政府

としての強さを民間との差としてアピールしていくべきである。 

そして、海外向けの情報ページの作成にあたって最も重要なのが、信頼されることであ

る。どんなに多くの人の目に触れる環境が整ったとしても、肝心なのは共有され、信頼さ

れることである。信頼を急激に回復することは容易なことではなく、徐々に回復を目指す

ことが重要である。そのためにも継続した改善や努力が必要である。 

まずは、今回の反省として、情報を素早く最新なものに更新することが必要である。情

報伝達で重要なのは速さと正確さであり、特に災害発生直後においては情報更新の重要性

が高い。また、信頼性を得るために外国人の人を利用して情報を提供するべきである。外

国人が知りたい情報を日本政府はあまり熟知していないので、外国人に対してどんな情報

を欲しているのか調査をするべきである。しかし、ニーズを調査するだけでなく、外国人

に情報提供側に協力してもらうべきではないだろうか。 

このように情報提供の部分を強化すれば、信頼性を得ることができるし、外国人観光客

の誘致にもつながる。第 2 章で観光庁の様々な政策があるが、税金を使うならば、航空券

をばらまいたりするのではなく、外国人の求める情報を提供する手段など、有効に使って

ほしい。最終的に信頼が回復すれば、震災関連の情報だけではなく、平時おいてもあらゆ
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る情報の問題が解決される。信頼性を得ることで、訪日外国人客数も徐々に回復し、観光

業も回復するだろう。 

 

第４節   おわりに 
 

今年、日本は東日本大震災という震災に見舞われた。その影響で、様々な問題が発生

し、現在の時点まで、情報提供の問題が浮き彫りになったのは事実である。このような事

態を一刻も早く改善するためにもわたしたちの提案する、災害情報・観光情報提供サイト

が大きな役割を果たすことが考えられる。実際に求められている情報を正確で信頼される

方法によって、より多くの目に触れる場所に掲載する。これにより、外国にも正しい情報

が共有され、観光客の早期の増加、経済の復興が見込める。私たちの調査でも、日本に対

するイメージは震災後に関して、むしろ震災前より良くなっているといえる。この外国か

らの期待を裏切らないためにも、情報提供する側の立場と諸外国、メディアと協力して引

き続き努力していかなければならないだろう。 

また災害の無い国というのが一番望ましい状態であることに変わりはないが、日本は地

震、津波、台風、火山の噴火などが頻発する国であり、そういった歴史を歩んできた。自

然災害は完全になくすことはできない。もし、再び災害が起こってしまった時、今回の反

省をいかすことが必須である。その場合にも、私たちの提案する政策が役立つに違いな

い。そのような意味では、今回の震災を意味のあるものにすることが今求められているの

である。 

このように災害時における情報提供の効率性や信頼性を高めることで、問題視していた

平時における情報提供の場面でも改善がみられるであろう。観光立国をめざす日本として

も、平時からの信頼が高まることで外国人観光客のさらなる増加を期待できるはずであ

る。 

以上が私たちの考える将来の日本像「効果的で信頼できる情報提供ができる国、日本」 

である。 
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      付録 

付録① 
観光庁電話インタビュー概要 

 

先方：観光庁国際観光政策課 高槻さん（1 について） 

   観光庁国際交流推進課 本間さん（2，3 について） 

日時：2011 年 10 月 27 日 13 時ころ 

内容：日本政府の外国人への情報発信政策、外国人観光客誘致政策の概要について 

 

1、災害情報発信サイトについて（日本経済新聞掲載） 

①いま、どのくらい進行中か？ 

→政策自体まだ検討中。来年度の予算要求をしている段階であり、予算をつけてもらえな

いと実施できない。 

②調査対象は訪日外国人だけなのか？ 

→検討中 

③どこにそのサイトをリンクさせるのか？ 

→検討中 

④民間が行っている災害情報発信とは何が違うのか？ 

→この政策自体がまだ決定したものではないので。 

⑤政府が災害情報発信を行う強みは？ 

→④に同じ 

 

2、一万人無料招待計画（朝日新聞 2011,10,25 外国人一万人日本へ無料招待観光庁「安

全」PR 狙う） 

①いま、どのくらい進行中か？ 

→財務省と協議したうえで予算がつかなければ、実施しない。 

②予算は？ 

→だいたい一万人くらいがいいと思っている。 

③どの国の人でも行くことができるのか？ 

→はい。広く世界中から来てほしい。 

④審査基準、条件とは具体的にどのようなものか？ 

→発信力の高さ 

⑤その審査基準に値する発信力の高さとはどのようなものか？ 

→twitter やブログなどによる母国へのリアルタイムでの情報の発信力。Twitter のフォロ

ワー数などによってその人が母国に情報を発信してくれるかどうかなど。 
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3、アイドルグループ嵐を起用したイメージビデオ「message from Japan」について 

①予算はどれくらいか？ 

→複数の予算が関係しているので答えることはできない。 

②震災後、予算ななぜすぐに用意できたのか？ 

→いろいろなところからかき集めてきた。 

③放映はなぜ空港だけなのか？ 

→一番、観光客が目にする機会があるから。 

④成果はどうでしょうか？ 

→台湾の方から嵐が行っているから実際に行ってみたいと思ったという声をいただいてい

る。 
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先行論文・参考文献・データ出典 

① 《先行論文》 

・ステファン・シャウエッカー（2011）「外国人観光客に対してわかりやすく正確な震災情報

を発信―ジャパンガイド （特集 東日本大震災における外国人への情報支援） 」『国際人

流』第 290 号、10－13 ページ 

 

② 《参考文献》 

〇第 2 章 

・ステファン・シャウエッカー（2011）「外国人観光客に対してわかりやすく正確な震災情報

を発信―ジャパンガイド （特集 東日本大震災における外国人への情報支援） 」『国際人

流』第 290 号、10－13 ページ 

・Arnaud Regis （2011）「Tokyo Eye 嵐がニャーと鳴く国に外国人は来たがらない」

『Newsweek』8 月 24 日号 

〇第 3 章 

・International Herald Tribune 紙 3 月 12 日～4 月 11 日記事 

・読売オンライン 4 月 7 日記事 

・The Sun 3 月 14 日記事  

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article3470486.ece 

・産経ニュース 4 月 20 日記事 

③ 《データ出典》 

〇はじめに 

・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）統計報道発表資料 2011 年 4 月暫定値 

 

〇第 1 章 

・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の訪日外客統計 

ビジット・ジャパン事業開始以降の訪日客数の推移 

http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/vjc2003_2010.pdf 

・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の統計報道発表資料 

http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/111021_monthly.pd 

・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の統計報道発表資料 

・国土交通省観光庁 『訪日外国人消費動向調査』 

http://ci.nii.ac.jp/naid/40018911613
http://ci.nii.ac.jp/naid/40018911613
http://ci.nii.ac.jp/naid/40018911613
http://ci.nii.ac.jp/naid/40018911613
http://ci.nii.ac.jp/naid/40018934970
http://ci.nii.ac.jp/naid/40018934970
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平成 23 年 4 月～6 月期  報告書 http://www.mlit.go.jp/common/000167664.pdf 

平成 22 年 4 月～6 月期  報告書 http://www.mlit.go.jp/common/000147103.pdf 

・朝日新聞社のサイト 朝日ドットコム 

・「外国人観光客戻れ 震災後半減 円高が追い打ち 新潟 2011 年 11 月 3 日 0 時 36 分記事 

http://www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-66921/news/20110419-OYT1T00375.htm

読売新聞社 読売オンライン 

・「千葉のホテル営業終了へ…中国客 5 割、原発打撃」2011 年 4 月 19 日 14 時 48 分記事 

http://www.asahi.com/travel/news/TKY201111020663.html 

 

〇第 2 章 

・観光庁施策国際観光ビジット・ジャパン 

・観光庁施策国際観光ビジット・ジャパン事業 

・観光庁施策国際観光スクリーンツーリズム促進プロジェクト 

・付録①観光庁電話インタビュー 

・観光庁観光庁予算平成 24 年度予算概算要求の概要 15 ページ 

・観光庁「訪日外国人の消費動向」 

 

〇第 4 章 

・国土交通省観光庁 『訪日外国人消費動向調査』 

平成 23 年 4 月～6 月期  報告書 http://www.mlit.go.jp/common/000167664.pdf 


