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要約 

近年、グローバルな社会が進む世界となり、企業の中でも人材のグローバル化も進んできた

からこそ、海外に行き、国際感覚、語学力、異文化感性といった能力を身に着ける必要があ

る。そこで、本稿では、「若者が積極的に海外に行き国際感覚を身に着けることで、視野の広

いグローバルな人材が育つ」ことが、グローバル化が進む中で日本が目指すべきビジョンだと

し、このビジョンを達成させるために若者、特に大学生の出国要因に着目して研究を進めた。

大学生が海外に行く意義を見いだし、海外に行く際に生ずる阻害要因を気にせず、安心して海

外渡航できる政策の提言を行う。 

第 1 章では、過去の海外渡航者数推移のデータを用い、近年の日本人 20 歳代の海外渡航者

数推移と他年代の海外渡航者数推移を比較し分析を行う。さらに、廣岡(2010)の論文のデータ

を参考に日本人の海外出国率と諸外国の海外出国率と比較することで、日本の海外出国率の水

準を分析した。これらの分析を踏まえ、この章では海外渡航の阻害要因である、「パスポート

の取得」、「ビザ制度」、「海外旅行の代金」、「海外の衛星保険事情」を述べていく。グ

ローバル化が進む中で人材のグローバル化が進んできており、国際相互理解がより必要になる

国際社会となってきたため、20 歳代前半の若者は海外で国際感覚を身に着ける必要がある。し

かし、小林(2011)によると、留学の成果と考えられている語学力、異文化感性、国際感覚、専

門知識、国際的ネットワーク等といった留学促進要因と就職に対する危機意識などの阻害要因

とがせめぎあい、阻害要因が勝ってしまうことで海外留学を断念する若者が多い傾向にあると

指摘している。そこで若者の出国率を低下させている要因として 3 つの仮説であるインター

ネットの普及からくる魅力の低下、金銭的問題、時間的問題の 3 つを上げた。 

 この 3 つの仮説から、現在の若者が海外に行かないのではなく、若者が海外に行くことが難

しいのではないかと推測し、若者に対して阻害要因の影響を与えている問題意識を述べてい

く。 

 第 2 章では、若者の海外旅行離れに関する先行研究、若者の海外旅行に対する意識の研究

と日本の海外旅行についての研究について述べる。この 3 つの研究では、20 歳代の若者は海外

に行く時間がないだけでなく所得が少ないという金銭的な問題、海外旅行に対しての価値や必

要性を感じていない、少子化によって人口減少率よりもかなり早いペースで 20 歳代の若者の

海外出国数が減少している等が指摘されている。本稿は、廣岡(2010)を参考にして 20 歳代の出

国率に与えている要因に関して回帰分析を用いて検証を行った。その分析では廣岡(2010)で考

慮されていない要因も取り入れるとともに、計量分析がなされていない出国率と観光メディア

の関係性を明らかにした。また、大学生に対し海外旅行に対する意識調査アンケートを行い、

先述した 3 つの仮説について検証した。この 2 つの分析から、若者の出国率を低下させると考

えられる先述の 3 つの仮説の検証を行ったことが本稿の独自性である。 

 第 3 章では、本稿での分析の 1 つである出国率に与える要因分析の概要について述べる。

日本人の 20 歳代の出国率低下について本稿の仮説が影響を与えているかをみるために、出国

率に影響を与える要因の分析を行う。この分析では 47 都道府県についての 2006 年から 2011

年までの 6 年間のパネルデータを用い、変量効果モデルによるパネルデータ分析を行った。そ

の推定結果から出国率に影響を与える要因とその解釈を示した。しかし、この分析は 20 歳代

のすべての日本国民の出国率の要因を分析したもので、大学生以外の社会人データも含まれて
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いる。そのため、このデータでは大学生に関する我々の仮説を検証するには不十分である。こ

の不十分な点を解消するために、本稿では著者が所属する山口大学吉田キャンパスの 3 年生の

学部生を対象とした海外渡航の意識調査アンケートを行い、その概要を述べる。そのアンケー

トデータを用いて、海外渡航の有無に影響を与える要因を分析するためにロジットモデルの推

定を行い、その推定結果の解釈を提示した。さらに、そのアンケート調査で海外渡航を促進す

る 4 つの政策を回答者に提案した。その提案に対する回答者の賛否の結果も同時に示した。 

 第 4 章では、第 3 章の分析をもとに三つの政策提言をしていく。第 1 の提言は、「海外渡

航に関する講義の必修化」である。日本では英語教育が取り入れられ、小学校での英語教育が

必修化されたにも関わらず、海外への渡航を促す教育はしていない。また日ごろから講義以外

で英語を使用する機会がほとんどないため、講義で身に付けた英語力を上手く活用できてない

のが現状だと考える。島国である日本だからこそ、日本人は外国語を学び、海外へ行き、国際

感覚を養っていくことが必要である。そこで学生が実際に海外に行って体験したことをプレゼ

ンテーションするといった内容の講義をすることで、海外への魅力の向上に繋がるとともに、

今まで知識としてなかった海外へ行く方法の知識が身に付き、長期的に見て国際感覚を養って

いくことで出国率があがると考えたためである。第 2 の提言は、「長期休暇の延長と補助金政

策」である。廣岡(2010)によれば、「ある程度の自由時間とある程度のお金の自由」があれ

ば、現実的に海外旅行に行ける余地が高まるという結論を出した。しかし、大学生にとって

「ある程度の自由な時間とある程度の自由なお金」というのはどの程度かというのがわからな

い。本稿のアンケート調査からは大学生になって海外へ行った学生と行ったことのない学生の

間では、講座・講義を受けているか受けていないかで夏休みの余暇日数が 6 日間異なることが

明らかとなった。そのため、廣岡(2010)で挙げられている「ある程度の自由な時間」とは大学

生にとっては 6 日間と考えらえる。よって本稿では長期休暇の延長の導入することを提言し

た。また、「ある程度の自由なお金」に関しては、本稿のアンケート調査によって、海外へ

行った学生の平均費用は約 21 万円かであることが示された。そのため、大学生の「ある程度

の自由なお金」というのは、平均費用である約 21 万円とすることができる。しかし本稿のア

ンケート調査では大学生の 1 ヶ月に自由に使える金額の平均は約 4 万円というデータが出てい

るため、大学生が自由に海外へ行こうとすると金銭的に難しいことがわかる。また、現在では

多くの海外渡航に関する補助金制度があるにもかかわらず、アンケートでは海外へ行ったこと

ない人の最大阻害要因としてお金がないと答えた人が約 46%と半数近くに達している。これら

多くあるにもかかわらず利用されていない補助金制度を大学生により広く伝え、その制度を効

果的に活用する政策を提言する。 

第 3 の提言は「海外渡航の資格化」である。グローバル化が進む現代において、日本人の海

外出国率が他国と比較しても低いため、時間の拘束が少ない大学生である内に海外渡航を経験

し、国際感覚を身に付ける必要があると考えた。また、日本企業の社長も海外渡航の重要性を

示している。そこで、法務省と JATA とが連携をとり、海外渡航の資格化に取り組む。特定の

機関によって認証されるため就職活動や仕事での昇格時に有効に使えるようになる。よって、 

「海外渡航の資格化」提言する。 
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はじめに 

近年、国々の間で経済活動を始め、様々な分野での結びつきが強くなり、人やサービ

ス、情報などの移動がますます活発になってきた。日本の若者は、グローバルな人材とし

ての国際感覚を身につけている事を求められる世の中になってきている。国際感覚を身に

つけるために若いうちに海外へ行き、異なる文化や生活習慣に触れることは、非常に重要

である。 

文部科学省でも、日本人の若者が海外留学などを通じて国際感覚を磨くことは、国際理

解・知識の拡大、語学力の向上など学生の能力や可能性を広げ、留学を通じ国境を超えた

幅広い人的ネットワークの形成につながるとして海外への留学を勧めている。 

しかしながら、「お金がない」、「海外に興味がない」、「就職に有利にならない」、

「海外に行かなくてもインターネットで海外のことがわかる」などという声がある中で、

若者の海外渡航に対する意識の低下と魅力の低下が問題としてあげられる。今日海外へ行

くことが難しい時代になってきており、若者の出国率が低下してきているのが現状であ

る。 

本稿では、大学生の出国率を上げるため、何が若者の出国率低下を引き起こしているの

かを、山口大学で学生に対して海外渡航に関する意識調査を行い、回帰分析を用いて分析

し、これから日本を支えていく大学生が国際感覚を身につけるために海外渡航を積極的に

行う為の政策提言につなげる。 
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第2章  現状分析・問題意識 

第1節 若者の出国者数の現状 
 

これからの世の中ますますグローバル化が進む一方で、以前に比べて若者の出国率の低下が

目立つ。法務省の出国者統計によれば 20 代の海外渡航者数が最多となったのは 1996 年の約

463 万人であり、これをピークに減少傾向に転じ、2008 年には約 262 万人となった。12 年間

で約 43.4％も減少している。20 歳代以外の各年代別の出国者数のグラフを見てみても、他の

年代に比べて、20 代の若者の出国者数の減少が著しいことがわかる。 

・図 1  日本の年代別出国者数 

 

 

出典：法務省「出入国管理統計表」 

 

さらに、廣岡(2010)によれば、2007 年日本人全体の出国率は 13%台であるのに対し、イギ

リスは 113%、ドイツは 93%と非常に高い。イギリス人は 1 年に 1 回以上は海外旅行に出かけ

ていることになる。しかしながら、これらヨーロッパの国は陸路出国が可能であり、陸路によ

る出国ができない海に囲まれた日本と比較するのは多少無理があるかもしれない。そこで日本

と同じく陸路出国ができない台湾やオーストラリアと比較してみても、台湾は 37%台、オース

トラリアは 23%台と、日本の出国率が諸外国と比べて低い水準にあることがわかる。 
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第2節 若者の出国者増加の意義 
 

海外に行くことは単に語学力を身に着けることができたり、異文化交流ができるだけではな

い。普段日本では当たり前だと思っていることが、海外では普通ではなく、とても珍しいこと

だと実感することが多いのではないだろうか。また逆に、日本では考えられないようなこと

が、海外では日常的に起こっていたりする。そういった意味で、海外に行くということは、と

ても刺激的であり、感受性豊かな若年層の間に海外渡航を経験するということは、これからの

人生において貴重な糧になるだろう。日本が世界に誇る企業である楽天の会長兼社長である三

木谷浩史氏とファーストリテイリング代表取締役会長兼社長である柳井正氏は若者が海外に行

くことに関してこう述べている。 

 

 三木谷浩史 氏 

「これだけ経済が発展し、世界が身近になった時代です。若い人たちはもっと新しいものや海

外に目を向け、グローバルな視点でものを考えるようになってほしい。他人の後追いではな

く、自分たちの手で自分たちの道を切り開いていく気概や進取の精神を持ってほしいと思いま

す。」 

出典：日本経済新聞社「今、若者たちへ君に伝えたい私の経験」より抜粋 

2007 年 10 月 29 日 

 柳井正 氏 

「私から日本の若者へのアドバイスはいたってシンプルだ。日本から出て行きなさい。このと

き、日本人は、異文化とのコミュニケーションがどうにもうまくできない。英語を上手に話す

人たちでさえ、心は閉ざしたままなのだ。(中略)日本にはヒト、モノ、金、技術、情報─すべ

てが揃っている。日本人の国民性は、正直、勤勉、まじめを特長としている。 

 それなのに国力が弱いという現状がおかしいのだ。自分たちの長所を活かして、自信を持っ

て世界に出ていくべきではないか。」 

出典：小学館「日本の未来について話そう」より抜粋 

2011 年 6 月 29 日 

 

 日本の代表するグローバル企業の社長も海外に行くことを、若者に強く勧めている。これか

らますますグローバル化が進む中で、グローバルな視点で世界を見つめることができるように

なるには、やはり生の世界を自分の目で見て、また肌で直接感じることが必要不可欠であると

言えるであろう。多くの若者が海外に行くことで、幅広い教養と語学力を身に着けることで、

三木谷氏や柳井氏のように世界で活躍できる日本人が増えていくのではないだろうか。 

第3節 海外旅行の阻害要因 
  

廣岡(2010)によれば、海外旅行に対する阻害要因の上位にはパスポートの取得、更新手続き

が煩雑、旅行代金が高すぎる、環境の変化に対応するのが難しいとある。そこで、第 1 項では

海外に行く際に必ず必要となるパスポートの取得方法、第 2 項では一部の国に入国する際に必

要な査証(ビザ)の取得方法、第 3 項では、海外旅行の代金について、第 4 項では、海外の保健

事情について述べる。 
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第1項 パスポートの取得 

外務省のホームページによればパスポートは現在 5 年間有効のものと、10 年間有効のものと

2 種類が存在する。10 年間有効のパスポートは申請日時点で 20 歳以上の場合、申請が可能で

ある。5 年間有効のものは年齢制限がなく、誰でも申請が可能である。申請手数料は 5 年間有

効のものが 11000 円(12 歳以上)、10 年間有効のものが 16000 円となっている。申請自体は問

題がなければ都道府県によって異なるが、だいたい 1 週間ほどで受け取ることができる。基本

的に住民票のある都道府県で申請しなければならないが、大学生のように地元を離れて大学の

下宿先の都道府県で申請する居所申請という制度もある。申請に必要なものは、規定のサイズ

の写真を貼り付けた一般旅券発給申請書と戸籍謄本あるいは戸籍妙本一通、申請手数料であ

る。居所申請の場合は居所申請申出書と住民票の写し、学生証または在学証明書、居所宛の郵

便物(公共料金の請求書など)が別途必要になる。申請は特別な場合を除き、委任状を書けば法

定代理人(親権者または後見人)による提出が認められるが、受け取りに関しては申請者本人が

出向かなければならない。受け取りの際に、申請手数料を納める。 

第2項 ビザ制度 

海外に行くためには基本的にはパスポートだけで入国することができるが、海外安全ホーム

ページによると、2013 年 1 月時点で日本政府の発行したパスポートを所持する日本国民は 153

の国と地域でビザが免除されており、35 の地域で到着時に査証取得(アライバルビザ)が可能で

ある。日本人の主な旅行先でビザが必要な国は以下の通りである。なお、一般社団法人日本旅

行業協会の海外旅行者の旅行先トップ 50(2013)を参考にして、日本人の主な旅行先をピック

アップした。 

 

 

出典：海外安全ホームページより筆者作成 

表１ ビザ要件 
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日本政府の発行したパスポートを持つ日本国民は、ビザ免除の国と、簡単にアライバルビザ

が取得できる国を合わせた 188 の国と地域に入国が可能である。そのような点で、日本人の大

学生はパスポートさえ取得すれば、世界中のほとんどの国と地域への門戸が開かれているとい

える。 

第3項 海外旅行代金について 

海外旅行に行くときに必要な経費は様々である。前項で述べたパスポートや入国ビザの申請

手数料、航空機や船舶などの交通費、ホテルやドミトリーの宿泊費、現地での食事代やお土産

代と列挙しきれない。その中で一番にネックになりがちなのが交通費である。旅行先にもよる

が、交通費が旅行代金の半分近くを占めているといっても過言ではない。この交通費がここ 10

年近くの原油の急激な高騰によって高くなっている。航空機はケロシンという灯油に似た燃料

を使用し、これはロケットにも使用される。ケロシンの原料となる原油価格において、2000 年

代終盤まで国際的に大きな影響を持っていたのは、アメリカのウェスト・テキサス・インター

ミディエイト(West Texas Intermediate, WTI)の先物価格である。IMF-Primary Commodity 

Prices によると、WTI の原油価格が 2000 年の 30.32 米ドル/バレル(1 バレルは約 158 リット

ル)であったのに対し、2014 年の WTI の原油価格は 99.82 米ドル/バレル であり、2000 年の 3

倍以上である。そのため、2005 年頃から一部の航空会社が従来の航空運賃に加えて、別途に燃

料サーチャージを徴収するようになった。ANA(全日空)によると、全日空の日本発欧米行の燃

料サーチャージは 2007 年 2 月時点で¥26,000 であったものが、2014 年 10 月時点では

¥42,000 になっている。その間に WTI の原油価格の変動と為替相場の変動により、サー

チャージの金額も変動を繰り返している。2009 年 8 月には一度廃止されたが、再び燃油価格

の上昇に伴い、同年 11 月にはサーチャージが再び課せられるようになった。燃料サーチャー

ジのため、単純計算で、燃料サーチャージが制度化される 2006 年以前と比べて、燃料サー

チャージの分海外旅行に行く費用が増加していることになる。下の図は 1991 年から 2014 年の

WTI の原油価格の推移のグラフと、2007 年 2 月から 2014 年 11 月までの全日空の日本発欧米

行の燃料サーチャージの推移のグラフである。   

 

表 1 WTI原油価格 

出典：IMF-PrimaryCommoditiesPrices より筆者作成 
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表 2 全日空欧米行き燃料サーチャージ推移（往復） 

 

出典：全日空ホームページ筆者作成 

第4項 海外の衛生保健事情 

廣岡(2010)が調査した阻害要因の中に環境の変化への対応が難しいとあるが、厚生労働省に

よれば、日本と比較して海外の衛生保健事情は劣っているとある。一部の国を除いて、日本の

ように水道水をそのまま飲むことができず、一度煮沸してから飲む、あるいは煮沸しても飲め

ない国も少なくない。生水だけではなく、レストランなどで提供される氷も、生水から作られ

ている可能性が高いため、注意しなければならない。また、海外では日本ではかかりにくい感

染症が蔓延しており、渡航先や渡航期間によっては予防接種を受けることを勧められる。特に

狂犬病に関しては、現在の医療では治療が不可能であり、発症してしまうと致死率が 100％と

いう大変恐ろしい疾病である。厚生労働省によると、日本では 1956 年以降、日本での発症例

はなく、1970 年に 1 人、2006 年に 2 人海外から帰国後発症し死亡したケースがあった。狂犬

病予防法第二章第五条によると、「犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。

以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎

年 1 回受けさせなければならない。」とあり、日本では厳しく予防策がとられている。しかし

ながら、WHO(世界保健機関)によると、2004 年、年間死亡者数は世界全体で、55,000 人(うち

アジア地域 31,000 人、アフリカ地域 24,000 人)である。アジアで一番死亡者数が多いのはイン

ドである。厚生労働省によると、2008 年には 20,000 人もの人がインドで狂犬病にかかり亡く

なっている。人から人への感染はないものの、犬をはじめ、コウモリやサルに襲われるとただ

ちに注射を受けなければならない。感染の可能性のある国に行く場合は予防接種を受けること

を勧められる。保険適用外のため、高額であり、かつ数回接種しなければ免疫が完成しない。

そのため、一定間隔をあけて通院しなければならない。インフルエンザワクチンのように多く

の病院で扱っているわけではなく、特に輸入品のワクチンは取り扱っている病院が限られてい

る。こういった理由で海外に行って、海外の環境に適応するのが煩わしく、また、予防接種を

受ける場合も通院などに手間がかかり、非常に面倒である。狂犬病だけではなく、肝炎やマラ

リアなどの感染症にも気を付けなければならない。 
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第4節 問題意識 
Harvard Business Review(2012)によると世界で英語を話す人は全世界人口の 25％で、その

うち 80％は英語を母国語としないノンネイティブスピーカーである。そのような英語が求めら

れる国際社会で生きていくためには、若いうちに、特に社会人になるための準備期間である大

学生のうちに英語を学び、海外に行き文化・習慣の違いを肌で感じ国際感覚を身に着ける必要

がある。国際観光交流を若いうちに経験することで、彼らの国際感覚をバランスのとれたもの

とし、国際相互理解を増進させる。多様な価値観への寛容性と多彩な想像力を特に効果的であ

る若年層に伝えていくことが重要である。 

また PRESIDENT Online(2012)によれば、グローバル化が進む中で人材のグローバル化も進

んでおり、パナソニックは世界全体で採用の 8 割、ユニクロのブランドを持つファーストリテ

イリング社も半数を外国人採用しているのが近年の採用状況である。グローバル化が進む世界

だからこそ、若いうちから世界を実際に見て、国際感覚を身に着ける必要がある。しかしなが

ら、小林(2011)によれば若者にとって 20 歳代前半の 1 年間という月日は大変貴重で、留学の成

果と考えられている語学力、異文化感性、国際感覚、専門知識、国際的ネットワーク等といっ

た留学促進要因と就職に対する危機意識などの阻害要因とがせめぎあい、阻害要因が勝り、そ

の貴重な 1 年間の経験を諦めてしまう若者が多い傾向にあると指摘している。若者の出国率を

低下させている要因として 3 つ仮説が考えられる。第 1 に、大きな要因として、現代の若者達

は海外旅行に行く意義を見出せていないということがあげられる。山口(2010)によれば、「買

い・食い」にのみ執着した短期で行先の国を変えてもそれほど変わり映えのない現在の旅行ス

タイルに若者が魅力を感じなくなったのではないかと示唆している。また、インターネットが

普及した現代において、海外に行かなくても海外のことがわかるようになり、海外を訪れるこ

とそのものの魅力が低下しているという可能性もあると推測する。さらに、旅行ガイドブック

といった観光メディアが進歩したため、インターネットと並行して、大学生に海外の魅力を伝

えている。 

目に、金銭的な問題がある。平成不況といった近年までの不景気のあおりを受けて若者の所

得が上昇しづらいことや、親の所得が低いゆえに、親からの支援が以前よりも受けにくい状況

におかれているため、出国率を減少させているのではないかと推測する。 

最後に時間的な問題である。現代の大学生は長期休暇中に、アルバイトやサークル活動、イ

ンターンシップや集中講義などの海外旅行以外の様々な活動に時間をかけている。就職難のた

め、長期休暇中に様々な企業にインターンシップに行き、情報収集に励んでいる。以上のこと

から、現代の大学生を取り巻く社会が、大学生が海外に行くのを困難にさせているのではない

だろうか。海外に行くのは時間的にも金銭的にもハードルが高く、またそのハードルを乗り越

えたとしても、帰国後に十分にその渡航経験が処遇されるような社会的制度が整えられていな

いように感じられる。海外に行って得られる満足感も、インターネットの普及によって比較的

に簡単に味わえるようになった。以上、インターネットの普及からくる魅力の低下、金銭的問

題、時間的問題という 3 つの仮説を検証する。 
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第3章  先行研究 

第1節 先行研究 

第1項 若者の海外旅行離れに関する先行研究 

廣岡(2010)では、高い出国率のある 20 代の若者の出国率が他の年代と比べ下がっていること

を海外旅行振興においての由々しき問題と考え、若者が海外旅行に行かない理由を探るために

アンケート調査を実施した。その際株式会社マクロミルの「海外旅行に関する調査」のアン

ケートデータを用いて若者の海外旅行離れの原因を分析している。 

2008 年 7 月に実施されたこのアンケートの調査対象はマクロミルモニタの 15～39 歳の男女

で有効回答数は 4740 サンプルである。内訳は 10 代後半、20 代前半、20 代後半、30 代前半、

30 代後半の男女各 470 サンプルである。調査方法は、インターネットリサーチである。この

アンケートではいくつかの質問を用意した調査票を作成して行われた。このアンケート調査か

ら廣岡(2010)は満足度に関して重回帰分析を、阻害要因に関して重回帰分析と主成分分析を

行った。 

分析の結果として海外旅行を否定する要因は「価値があるのかわからない」「環境の変化に

対応するのが面倒」「地理・歴史・文化を知らない」「国内旅行の方が楽しめる」「休暇が

あったら、海外旅行に行くよりゆっくりしたい」「事前計画、情報収集が面倒」「他のレ

ジャー・趣味に優先的にお金をかけている」「海外旅行に興味がない」などが高い数値を示す

事がわかった。 

最後に、ある程度の自由時間とある程度のお金の自由があれば、現実的に海外旅行に行ける

余地が高まるという結論を出した。具体的に金銭的には年収 400 万円で海外旅行に行くことに

抵抗が少なくなり、600 万円あたりから海外旅行頻度が高まるという分析結果を出した。つま

り、年収 400 万円に届かない層が増えたために自分のお金で海外旅行に行く 20 代の若者の出

国率が低下するという考察を示した。 

第2項 若者の海外旅行に対する意識の先行研究 

金(2011)では、若者の海外旅行離れが進んだ要因について、消費者行動領域で古典的なモデ

ルとなっている計画的行動理論(Theory of Planned Behavior, TPB) に基づきながら、東アジ

ア三カ国で実施された調査データを用いて、若者の海外旅行をめぐる意思決定プロセスを考察

している。 

TPB モデルを用いた分析から浮かび上がった日本の若者像をみると、やはり社会や周囲に関

係なく、海外旅行自体に価値を見出すことだけが海外旅行への積極的な意図を形成する要因と

なっていることがわかった。ただし、阻害要因に対する認識による海外旅行の価値への評価が

低下する傾向には注意を払うべきであると述べている。 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

14 

 

一方で、ソウル及び広州の若者は、海外旅行そのものの魅力だけでなく、社会や周囲における

海外旅行人気に少なからず影響されていることがわかった。 

そこから、金(2011)では、今日の日本の若者にとって海外旅行は、本人がその価値や必要性

を感じてからこそ行くものであり、社会で言われているから、あるいは周りが行くから、など

の理由からは海外旅行に行くという意思決定は成立しにくいとの考察を示している。 

最後に、今後より多くの若者を海外旅行に送り出すためには、海外旅行はなぜ必要なのか、

海外旅行の真の楽しさはどこにあるのか、という根本的な問いに対して日本社会全体から答え

を提示していく必要があると結論を導き出している。 

第3項 日本の海外旅行についての先行研究 

山口(2010)では、少子化を考慮に入れても少子化による人口減少率よりもかなり早いペース

で 20 代の海外出国者数が減少していることから、若者の海外旅行離れは事実であると述べて

いる。 

若者が海外旅行に行かなくなった理由をリゾート地やアジアの都市に、往復の航空券と宿泊の

みの格安ツアーであるスケルトン・ツアーの隆盛によって、「買い・食い」しか体験しなくな

り、どこへ行っても変わらなくなったからだとしている。さらに、旅行と観光メディアの関係

性について、観光メディアが普及することも海外渡航の魅力を低下させているのではと示唆し

ている。 

そして、旅先の歴史や文化に触れることができ「買い・食い」以上に、旅行業界が新しい「歩

く」旅を魅力的に提示することができれば、若者の旅に新しい道が開けるかもしれないと指摘

した。 

第2節 本稿の位置づけ 
 

今回、廣岡(2010)を参考にし、20 歳代の出国率に与える要因を回帰分析を用いて検証する。

廣岡(2010)で考慮されていない要因についても今回の分析では取り入れる。山口(2010)で文章

では明らかにしているが、計量的に分析はされていない出国率と観光メディアの関係性につい

て本稿ではデータを用いて分析する。 

さらに、大学生に対し海外旅行に対する意識調査アンケートを行う。アンケートを行うこと

で、先述した仮説を検証する。 

この 2 つの分析から、若者の出国率を低下させると考えられる先述の 3 つの仮説を検証し、

政策提言を行う。 
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第4章  分析 

第1節 分析 1：出国率に与える要因分析 

第1項 分析 1 の概要 

日本人の 20 歳代の出国率の低下について本稿の仮説が影響を与えているかをみるために、

出国率低下の要因分析を行う。 

 被説明変数には、都道府県別の 20 歳代の出国率を用いる。本稿では、各都道府県の出国率

は、20 歳代の都道府県別人口を分母に、20 歳代の都道府県別出国者数を分子と表している。 

 説明変数には、出国率低下に影響を与えると考えられる仮説の検証のための変数を 7 つ用い

る。 

 本分析では 47 都道府県についての 2006 年から 2011 年までの 6 年間のパネルデータを用い

た。この 6 年間のデータは、筆者が入手可能なすべてのデータである。このパネルデータを用

いて変量効果モデルによるパネルデータ分析を行う。 

このパネルデータ分析は、分析ソフトの R を用いた。R の F 検定の統計量 98.4904、P 値

2.22e-16 で固定効果がないことが棄却され、LM 検定で個別効果が確率変数という形で存在す

ることが P 値 2.2e-16 でわかった。最後に Hauseman 検定で変量効果モデルが正しいという

帰無仮説が P 値 0.4564 により棄却されなかったため、今回のパネルデータ分析では変量効果

モデルが採択された。 

 モデル式は以下の通りである。以下でモデル式および変数名について述べる。 

なお、β₀～β₇は推計されるパラメータ、u は誤差項である。 

 

(モデル式) 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡 + 𝛽4𝑋4𝑖𝑡 + 𝛽5𝑋5𝑖𝑡 + 𝛽6𝑋6𝑖𝑡 + 𝛽7𝑋7𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

                            (t=2006~2011,i=1~47)             

 

    変数名 

     𝑌𝑖𝑡 :20 歳代の出国率 

     𝑋1𝑡:円米ドル為替レート 

     𝑋2𝑖𝑡:一人当たり県民所得 

     𝑋3𝑡:インターネット普及率 

     𝑋4𝑖𝑡:旅行会社の数 

     𝑋5𝑖𝑡:男性の短大・大学進学率 

     𝑋6𝑖𝑡:女性の短大・大学進学率 

     𝑋7𝑖𝑡:人口密度 

          𝜇𝑖:個別効果 
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      𝑢𝑖𝑡:誤差項 

 

分析 1 の基本統計量は以下のとおりである。 

 

表 3 分析１基本統計量 

変数名 平均 標準偏差 

20 歳代の出国率 14.08% 6.16% 

為替レート(円米ドル) 99.76155 14.10949 

一人当たり県民所得 2725.39 435.1271 

インターネット普及率 76.03% 2.57% 

旅行会社の数 222.8404 367.8087 

男性の短大・大学進学率 0.51799 0.07109 

女性の短大・大学進学率 0.48124 0.07568 

人口密度 644.567 1122.399 

標本数 282 

 

第2項 変数選択 

 本分析で用いる出国率に影響を与えると考えられる変数について述べる。 

 

●為替レート 

 この変数は米ドルと日本円を比べたときの 1 円の価値を表した変数である。円安になるほど

海外渡航の費用が多くかかるため出国率が低下するのではないかと考える。 

 

●一人当たり県民所得 

 この変数は各都道府県の経済力を示す変数である。廣岡(2010)でも示唆しているように経済

力があるほど海外渡航への抵抗がなくなるのではないかと考える。つまり、一人当たり県民所

得が大きいほど出国率が高くなるのではないかと考える。今回は都道府県別にみるために一人

当たり県民所得を用いた。 

 

●インターネット普及率 

 この変数は日本でのインターネット普及率を表す変数である。山口(2010)でも示唆している

ように観光メディアの普及によって結果的に海外旅行の魅力が低下していることに関して計量

的に分析するためにこの変数を用いた。インターネットが普及することで結果的に海外旅行の

魅力が低下するのではないかと考える。つまり、インターネット普及率が高いほど出国率が低

下するのではないかと考える。 

 

●旅行会社の数 

 この変数は都道府県別の旅行会社の本社の数を表している。本来は、旅行会社の窓口数や支

社数を変数として使用したかったが、入手できなかったため本社の数を代理として用いた。旅

行会社が多いほど出国率が高くなるのではないかと考える。 

 

●男性の短大・大学進学率、女性の短大・大学進学率 
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 この変数は高校卒業後、短大・大学への進学率を表したものである。進学率が高い地域ほど

社会人ではなく学生の割合が多いので出国のチャンスが多いのではないかと考えた。つまり、

進学率が高いほど出国率が高くなると考える。 

 

●人口密度 

 都市部と過疎地において傾向の違いを見るためにこの変数を選択した。過疎地よりも都市部

のほうが出国率は高いのではないかと考える。 

 

以下、変数の出典をまとめた。 

 

表 4 変数の出典 

 
変数名 出典 

被説明変数 20 歳代出国者数 法務省「出入国管理統計統計表」 

 
20 歳代総人口 朝日新聞社「民力」 

説明変数 為替レート(円米ドル) Principal global indicators 「Exchange rates」 

 
一人当たり県民所得 内閣府「県民経済計算」 

 
旅行会社の数 一般社団法人 日本旅行業協会「旅行統計」 

 
インターネット普及率 総務省「平成 23 年通信利用動向調査」 

 
男性の短大・大学進学率 朝日新聞社「民力」 

 
女性の短大・大学進学率 朝日新聞社「民力」 

 
人口密度 朝日新聞社「民力」 

 

第3項 推定結果と解釈 

推定結果は以下の通りになった。 

 

表 5 分析１推定結果 

  pooling 固定効果 変量効果 

  係数 t 値   係数 t 値   係数 t 値   

切片 8.84E+00 2.8871 ***       4.18E+00 4.8253 *** 

為替レート -2.59E-02 -4.482 *** -1.63E-02 -10.3893 *** -1.68E-02 -11.548 *** 

一人当たり県民所得 2.62E-04 3.5982 *** 3.89E-04 8.8829 *** 3.58E-04 9.1799 *** 

インターネット普及率 -1.46E+01 -4.488 *** -5.86E+00 -5.8256 *** -6.42E+00 -6.9899 *** 

旅行会社の数 -3.36E-04 -3.301 *** 3.92E-04 0.8512   -3.63E-04 -1.1295   

男性の短大・大学進学率 3.49E+00 7.2693 *** -9.30E-01 -2.1543 ** -7.11E-03 -1.7975 * 

女性の短大・大学進学率 1.04E+00 2.0918 ** -9.46E-01 -2.4296 ** -8.34E-03 -2.3146 ** 

人口密度 1.59E-04 5.9842 *** 1.65E-03 3.5455 *** 5.55E-04 2.9661 *** 

標本数 282 

*:10%有意 **:5%有意 ***:1%有意 

 

 

 今回、出国率に与える要因として検証した変数は「旅行会社の数」を除き、すべて有意に推

定された。「旅行会社の数」が有意に推定されなかったのは、本来は旅行会社の窓口数や支社
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数を変数として使用したかったが、今回の分析では、旅行会社の本社の数を変数として用いた

ためではないかと解釈した。「一人当たり県民所得」、「人口密度」については正に有意、

「為替レート」、「インターネット普及率」については負に有意に推定され、予想通りの結果

となった。一方で、「男性の短大・大学進学率」、「女性の短大・大学進学率」は、予想とは

異なり負に有意となった。「男性の短大・大学進学率」、「女性の短大・大学進学率」は個別

効果を考慮しない Pooling 推定では正に有意に推定されたが、個別効果を考慮した固定効果推

定と変量効果推定では負に有意となった。予想と異なったのは、個別効果によるものであるこ

とは確かであるが、負に有意になったことに関しての解釈は不明である。 

 「為替レート」は負に有意になったため、円安になるほど費用がかさむため出国率は低下す

るということがわかる。「一人当たり県民所得」は正に有意になったため、経済力のある都道

府県の若者ほど海外に行くということがわかる。「インターネット普及率」は負に有意になっ

たため、インターネットが普及することが結果的に海外の魅力を低下させ、若者は海外へ行か

ないということが言える。山口(2010)の観光メディアの普及と若者海外旅行離れに関する主張

をおおむね計量的に明らかにすることができた。「人口密度」は正に有意になったため、人口

密度が高い都会の若者ほど海外へ行くということが言える。 

 これらの推定結果の解釈から、若者の出国率を上昇させるには情報の伝え方や金銭的な問題

への政策的アプローチを行うことが良いという示唆が得られる。しかしながら、これは 20 歳

代の若者の出国率の要因を分析したもので大学生以外の社会人のデータも含まれている。さら

に、分析 1 で用いたデータは全て公表されているデータであるため、入手可能性の制約があ

り、本稿の仮説を明らかにするには十分でなかった点があった。そこで、本稿はこれらを解消

するために大学生への海外渡航に関する意識調査アンケートを行うという結論に至った。 

目の分析 2 で大学生への海外渡航意識調査アンケートで得られたデータで分析を行う。 

 

第2節 分析 2：大学生への海外渡航意識調査 

第1項 分析 2 の概要 

大学生の出国率に与える要因を分析し、政策提言をするデータを集めるために大学生へ

海外渡航に関する意識調査アンケートを行った。なぜならば、前述したように、分析 1 で

は 20 歳代の若者の出国率の要因を分析したもので大学生以外の社会人のデータも含まれてい

ることや入手可能性の制約があり本稿の仮説の検証が十分でなかったからである。本来、分

析する母集団は日本の大学生であるため、日本全国の大学生にアンケートを行うことが理

想であるが、日数と金銭的な問題で現実的でないことから自身の所属する山口大学吉田

キャンパスの学部生にアンケートを行うことにした。設問は、大学に入学してからの海外

渡航経験と、海外渡航の有無に影響を与える要因を分析するための設問と本稿で提案する

4 つの政策の効果を見るための設問を設けた。また、大学に入学してからの海外渡航経験

を聞くために 3 年生にアンケートを行う。 

調査対象は、山口大学吉田キャンパス内に学部がある人文学部、教育学部、経済学部、

理学部、農学部、共同獣医学部の 3 年生である。山口大学の工学部、医学部は常盤キャン

パス、小串キャンパスというそれぞれ離れたキャンパスに所属しており、距離と日数の制

約で本稿の研究では吉田キャンパスに学部のある 6 学部を調査対象とした。調査方法は、

筆者の友人やつながりのある学生を頼りに紙媒体のアンケートを直接手渡しで配り集計し

た。調査時期は 2014 年 10 月 20 日～30 日までである。有効回答数は 173 で内訳は表のと
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おりである。この内訳は各学部の 3 年生の在校生の比率を考慮している。全体では男女の

割合も考慮した。 

 

 

表 6 アンケート内訳 

学部 男 女 合計 

人文学部 9 16 25 

教育学部 15 14 29 

経済学部 41 28 69 

理学部 18 1 19 

農学部 2 19 21 

共同獣医学部 3 7 10 

合計 88 85 173 

男女比 50.87% 49.13%   

 

第2項 質問の設定について 

本アンケートの設問について述べる。 

 

●海外渡航の有無 

この質問では、大学に入学してからの海外に行ったことがあるか否かを回答してもらった。

この回答で得られたデータを後の回帰分析の被説明変数とする。分析の詳細については後述す

る。 

 

●海外に行った回数 

 この質問では、大学に入学してから海外渡航経験のある学生の海外に行った回数を回答して

もらった。前の質問で、海外渡航の有無を回答してもらったが、これだけでなく海外渡航に対

する意識が行った回数にも表れる可能性があると考えたためにこの質問を設けた。 

 

●海外渡航にかかった費用、日数 

 この質問では、大学在学中に海外に行った学生が海外渡航でかかった金額を回答してもらっ

た。複数回の海外渡航経験がある人には最も多く費用が掛かった時の渡航について回答しても

らった。この回答で得られたデータを海外渡航未経験者の考える海外渡航への予算・日数と比

較する。 

 

●海外渡航未経験者の考える海外渡航への予算、日数 

 この質問では、大学在学中に海外へ行ったことのない学生が海外へ行くのにどのくらいの金

額、日数が必要と考えているかを回答してもらった。前述したように、この回答で得られた

データを海外渡航経験者が実際に海外渡航にかけた費用・日数と比較する。 

 

●インターネット利用時間 

 この質問では、学生の 1 日にパソコン・スマートフォンでインターネットをどのくらいの時

間利用しているかを回答してもらった。この回答で得られたデータを後の回帰分析の説明変数
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とする。インターネットの利用時間が多い人ほど結果的に海外への魅力が低下しており海外渡

航をしない傾向にあるのではないかと考える。 

 

〈長期休暇の過ごし方に関する設問〉 

 1 番最近の長期休暇である 2014 年の夏休みの 2 ヵ月間の学生の過ごし方について回答して

もらった。比較的時間の余裕がある学生でもやはりまとまった休みがないと海外にはいけない

だろうと考え、長期休暇の過ごし方を質問し、特徴付けをしようと考えた。また、1 番最近の

長期休暇の過ごし方を聞くことでそれ以前も同じような長期休暇を過ごしているのではないか

と考えたため 2014 年の夏休みの過ごし方を回答してもらった。学生の長期休暇の過ごし方が

海外渡航の有無に影響を与えているのではないかと考え、アルバイトの日数、部活・サークル

の日数、インターン・実習の日数、講座・講義の日数、ボランティア・社会奉仕活動の日数の

項目を設けた。後の回帰分析の説明変数に用いる。 

 

●1 ヵ月の収入・自由に使える金額 

 この質問では、学生の 1 ヵ月の収入とその中から自由に使える金額を回答してもらった。こ

こでの自由に使える金額とは、1 ヵ月の収入から毎月掛かる家賃・食費・光熱費・通信費など

固定的に掛かる金額を差し引いたものである。この自由に使える金額が多い人ほど海外行く余

裕ができるのではないかと考えた。自由に使える金額を後の回帰分析の説明変数に用いる。 

 

 

〈4 つの政策の効果を図る質問〉 

●海外渡航経験のキャリア(資格)化 

 山口(2010)と分析 1 の推定結果から海外旅行の魅力が低下しているというおおむねの推測が

できたため、海外渡航の経験を TOEIC 等のような資格として認定するという「海外渡航経験

の資格化」政策を考えた。海外渡航経験を資格化することで新たな海外渡航の意義付けをする

という狙いである。政策の詳細は第 4 章の政策提言で述べる。この「海外渡航経験の資格化」

という制度が導入されたら今までより海外へ行きたいという意欲が高まるか否かという設問を

設けた。 

 

●海外渡航費への補助金 

 廣岡(2010)と分析 1 の推定結果から所得と海外渡航経験には関係性があることがおおむね推

測ができたため、海外渡航費への公的な「補助金」政策を考えた。海外渡航費を補助すること

で出国を促進させる狙いである。政策の詳細は第 4 章の政策提言で述べる。学生が海外渡航費

への公的な「補助金」制度が導入されたら今までよりも海外へ行きたいという意欲が高まるか

否かという設問を設けた。 

 

●海外渡航に関する講義 

 山口(2010)と分析 1 の推定結果からインターネットの普及により結果的に海外の魅力が低下

していることがおおむね推測できたため、大学生の興味・関心をより持ってもらうために大学

で「海外渡航の講義」を大学で必修化するという政策を考えた。政策の詳細は第 4 章の政策提

言で述べる。学生が大学で海外渡航の講義が実際に行われるようになったら今までよりも海外

へ行きたいという意欲が高まるか否かという質問を設けた。 

 

●長期休暇の延長 

 廣岡(2010)での若者はある程度の時間がないと海外へ行かないという示唆から、大学生の長

期休暇の中でより海外に行くための時間を増やすために「長期休暇の延長」という政策を考え
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た。政策の詳細は第 4 章の政策提言で述べる。学生が長期休暇が今よりも長くなったら今まで

よりも海外へ行きたいという意欲が高まるか否かをという質問を設けた。 

 

 

分析 2 のアンケートで入手したデータの基本統計量は以下のとおりである。 

表 7 分析２基本統計量 

 
平均 標準偏差 最大 最小 

海外渡航の有無 37.57% 48.57% 1 0 

行った回数(回) 1.938 1.424 8 1 

かかった費用(円) 216692.31 170807.54 650000 40000 

渡航日数(日) 12.38 9.52 30 2 

未経験者の考える予算(円) 214205.61 183303.22 1000000 10000 

未経験者の考える日数(円) 9.51 13.58 90 2 

インターネット利用時間(時間) 3.14 2.10 12 0.5 

アルバイト(日) 16.94 13.74 50 0 

部活・サークル(日) 10.15 15.85 100 0 

インターン・教育実習(日) 2.29 3.44 22 0 

講座・講義(日) 9.69 13.72 50 0 

ボランティア・社会奉仕活動(日) 0.95 3.19 20 0 

1 カ月の収入(円) 93473.99 39898.06 200000 10000 

自由に使えるお金(円) 42132.95 26316.27 150000 0 

 

 

第3項 ロジット分析 

 この研究では海外渡航の有無をロジットモデルで分析する。yi
*という潜在変数を以下の

式で定義する。 

 

 (モデル式) 

 

 

この yi
*は観察不可能であり、正である時に海外渡航を行い、負である時に海外渡航を行

わない。また、海外渡航を行ったときに 1 をとり、行かなかったときに 0 をとる変数とし

て定義する。すると、以下のような関係があるといえる。 

 

                                       if  

                                       if  

 

 

変数名 

    Yi
*：潜在変数    𝑌𝑖;海外渡航の有無 

        𝑋1𝑖：インターネット利用時間 

    𝑋2𝑖：アルバイト日数 

    𝑋3𝑖：部活・サークル日数 

1iy 0* iy

0 0* iy

iiiiiiiiiii eDDxxxxxxxy  2918776655443322110

* 
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    𝑋4𝑖：インターン・実習日数 

    𝑋5𝑖：講座・講義日数 

    𝑋6𝑖：ボランティア日数 

    𝑋7𝑖：1 ヵ月に自由に使える時間 

    𝐷1𝑖：性別ダミー 

    𝐷2𝑖：文系ダミー 

         𝑒𝑖:誤差項（ロジスティック分布に従う） 

 

この関係をもとに、誤差項がロジスティク分布に従うと仮定して、最尤法によりパラ

メータの推定を行った。 

 

第4項 変数の説明 

 以下に、分析に用いるダミー変数について述べる。 

 

●性別ダミー 

 この変数は、性別の違いを表した変数である。性別の違いが海外渡航の有無に影響を与える

かを検証する。男性を 1、女性を 0 とした。 

 

●文系ダミー 

 この変数は、学生の所属学部が文系か理系を表した変数である。学部の違いが海外渡航の有

無に影響を与えるかを検証する。文系の学部を 1、理系の学部を 0 とした。なお、文系の学部

は人文学部、教育学部、経済学部で理系の学部は農学部、理学部、共同獣医学部とする。 

 

第5項 推定結果と解釈 

 推定結果は以下の通りになった。 

表 8 分析２推定結果 

  係数 ｔ値   

切片 1.38E-01 0.252   

インターネット利用時間 -2.14E-01 -2.355 ** 

アルバイト日数 -7.71E-03 -0.562   

部活・サークル日数 -1.84E-02 -1.554   

インターン・実習日数 1.38E-01 2.616 *** 

講座・講義日数 -4.72E-02 -3.125 *** 

ボランティア日数 2.67E-02 0.497   

1 ヵ月に自由に使える金額 1.49E-05 2.064 ** 

性別ダミー -7.41E-01 -2.097 ** 

文系ダミー 1.64E-01 0.407   

標本数 173 

*:10%有意 **:5%有意 ***:1%有意 
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そう思う

50%

ややそう思う

27%

どちらとも思わ

ない

9%

あまりそう思わ

ない

9%

そう思わない

5%

そう思う

63%

ややそう思う

24%

どちらとも思わ

ない

8%

あまりそう思わ

ない

3%

そう思わない

2%

今回の分析 2 で有意に推定されたのは、「インターネット利用時間」、「インターン・

実習日数」、「講座・講義日数」、「1 カ月に自由に使える金額」、「性別ダミー」の 5

つであった。正に有意に推定されたのは「インターン・実習日数」、「1 カ月に自由に使

える金額」である。「インターン・実習日数」が正に有意に推定されたのは、インターン

や実習を行う学生は就職に対する意識が高く、語学力が求められる今日では留学など海外

に行くことは就職に有利に働くと考えられるため、就職意識の高さを表しているのではな

いかと解釈した。「1 カ月に自由に使える金額」が正に有意に推定されたのは、廣岡

(2010)や分析 1 でも明らかにしたように金銭的な余裕が学生は海外渡航にいくと解釈でき

る。 

負に推定されたのは「インターネット利用時間」、「講座・講義日数」、「性別ダ

ミー」である。「インターネット利用時間」が負に推定されたのは、分析 1 で明らかにし

たが、インターネットを利用することで、海外の魅力や情報が正確に伝わらず、結果的に

海外の魅力が低下しているのではないかと解釈した。「講座・講日数」が負に有意に推定

されたのは、講座や講義で自由な時間がない学生は海外に行く時間がないのではないかと

解釈した。 

 図 2 質問の回答割合    

 

表 9 質問の回答数 

海外渡航の資格化 

そう思う 86 

ややそう思う 47 

どちらとも思わない 16 

あまりそう思わない 16 

そう思わない 8 

合計 173 

 

 

 

 「海外渡航の資格化」の政策を導入したら海外に行きたい意欲が高まるか否かの質問に

対して、77％の学生が肯定的な回答をした。このことから、「海外渡航の資格化」を導入

することで学生の海外渡航に対する意欲が高まるのではないだろうか。 

 

 図 3 質問の回答割合             

 

表 10 質問の回答数 

補助金 

そう思う 110 

ややそう思う 41 

どちらとも思わない 14 

あまりそう思わない 5 

そう思わない 3 

合計 173 
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そう思う

35%

ややそう思う

29%

どちらとも思わ

ない

20%

あまりそう思わ

ない

9%

そう思わない

7%

そう思う

43%

ややそう思う

21%

どちらとも思わ

ない

17%

あまりそう思わ

ない

12%

そう思わない

7%

 海外渡航に対して公的な「補助金」が支給されるようになったら海外に行きたい意欲が

高まるか否かの質問に対して、87％の学生が肯定的な回答をした。これはロジットモデル

の分析結果と整合性を持つ。このことから、「補助金」政策を導入することで学生の海外

渡航に対する意欲が高まるのではないだろうか。 

 

 

図 4 質問の回答割合   

表 11 質問の回答数 

 

海外旅行の講義 

そう思う 60 

ややそう思う 50 

どちらとも思わない 34 

あまりそう思わない 16 

そう思わない 13 

合計 173 

 「海外渡航の講義」が大学で行われれば海外

に行きたい意欲が高まるか否かの質問に対して、65％の学生が肯定的な回答をした。この

ことから、大学が「海外渡航の講義」を導入することで学生の海外渡航に対する意欲が高

まるのではないだろうか。 

 

 

図 5 質問の回答割合     

表 12 質問の回答数 

 

長期休暇の延長 

そう思う 75 

ややそう思う 36 

どちらとも思わない 30 

あまりそう思わない 20 

そう思わない 12 

合計 173 

 

 

 

 

 大学の長期休暇が延長されたら海外に行きたい意欲が高まるか否かの質問に対して、

66％の学生が肯定的な回答をした。このことから、大学の長期休暇を延長することで学生

の海外渡航に対する意欲が高まるのではないだろうか。 
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第5章  政策提言 

第1節 政策提言の方向性 
 

本稿では、20 代の出国率の低下の要因を 47 都道府県の 2006-2011 年のデータを元に変量効

果モデルによるパネルデータを用いた。その結果、出国率の低下をもたらす要因として、いく

つかの要因が見えてきた。出国者に及ぼす要因としては、20 代の①所得によるもの、②イン

ターネットの普及率によるもの、③人口密度から分かるものが見えてきた。しかしながら、大

学生の渡航者数の出国率を調べるにあたって、データが不十分であること、大学生とそれ以外

の 20 代の出国率が違うということを考えて、先述でもあるよう本稿でのアンケート調査を

行った。アンケート調査では、海外渡航の回数・費用・日数や海外渡航の有無などを政策提言

に繋がる 4 つの質問を行った。 

 

① 海外に行った経験が今後、TOEIC 等のような資格として認められ、就職や昇格に有利に

働くとしたら、今よりも海外に行きたいと思うか 

② 海外の渡航費用に対して補助金が出るとしたら今よりも海外に行きたいと思うか 

③ 大学で海外旅行に関する講義があったら、今よりも海外にいきたいと思うか 

④ 大学の長期休暇が今よりも長くなるとしたら、今よりも海外に行きたいと思うか 

 

この 4 つの質問を山口大学吉田キャンパスの 3 年生の学部生をターゲットにアンケート調査

行った。ここで、なぜ 3 年生をターゲットにしたのかと言うと、就活を控える大学 3 年生が

海外渡航についてどう考えているのか知りたかったからである。 

このアンケート調査の結果を基に、「若者が積極的に海外に行き国際感覚を身に付けるこ

とで、視野の広いグローバルな人材が育つ」というビジョン実現のために、以下の政策の提

言を行う。 

 

 

 

Ⅰ 海外渡航に関する講義の必修化 

Ⅱ 長期休暇の延長と補助金政策 

Ⅲ 海外渡航の資格化 
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第2節 政策提言 

第1項 海外渡航に関する講義の必修化 

今日、日本では英語教育が取り入れられているのにも関わらず、海外への渡航を促す教

育はしていないため身に付けた英語力を上手く活用できてないのが現状だと考える。現在

の出国率のままであると、日本で英語教育する必要性に関して疑問が浮かびあがってもお

かしくない。島国である日本だからこそ、他国の言語を学び、他国へ行き、国際感覚を

養っていくことが必要ではないだろうか。 

本稿で行った 20 代の出国率に関する回帰分析では「インターネットの普及率」が出国

率に対して負に有意と出た。さらに、本稿でのアンケート調査で「パソコンとスマート

フォンでのインターネットの利用時間」が海外渡航の有無に対して負に有意と出た。イン

ターネットの普及によって世界の情報が容易に手に入るようになったことによって、海外

に対する関心が以前よりも減少してきた可能性があると考えることができる。そのことか

ら、インターネットが普及し続ける現代において、より魅力的な宣伝や広告を提示するこ

とで近年、奪われかけている海外へ興味や関心を取り戻すことができると考えた。イン

ターネットでの情報配信は時折、過大・過小評価されすぎた情報が存在している可能性が

高い。インターネット網が拡大されている現代でのインターネット制限を行ったところで

出国率が上がるといったことは考えにくい。これらの問題を解決するためにも、違った情

報提供の仕方が必要になってくる。 

そこで本稿では、大学での「海外渡航に関する講義の必修化」を提言する。これは国に

よって、国公立私立大学関係なく必修化する必要がある。アンケート調査でも、阻害要因

としてあげられている、パスポートの手続きやビザの取得方法、治安が本当に悪いのかま

たどのような補助金があるのかということや、学生が実際に行って体験したことをプレゼ

ンするといった内容の講義をする。そうすることによって、海外への魅力の向上に繋がる

とともに、今まで知識としてなかった海外へ行く方法の知識が身に付く。この政策によっ

て、すぐ出国率が上がると考えにくいが、長期的に見て国際感覚を養っていくことで出国

率があがると考えることができるのはないか。 

文部科学省のホームページによれば、文部科学省は現在、「官民協働海外留学支援制度

～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～」が行われている。このプロジェクトの

目的としては「海外での異文化体験や実践活動を焦点にした留学を推奨することにより、

学生時代により多様な経験と、自ら考え行動できるような体験の機会を提供すること」で

ある。そのため、「諸外国の大学等といった教育機関での留学だけでなく、企業でのイン

ターンシップや学生が立案した多様なプロジェクト等の留学を支援している」と示されて

いる。この留学支援制度と併用して、「大学の講義の必修化」を採用し、本当の意味での

「官民一体」となった海外渡航プロジェクトを行っていく必要がある。そのためにも、正

しい情報と現在施行されている制度の発信を行い、大学生の出国率を上げるためにも、

「海外渡航に関する講義の必修化」の採用を提言する。 

 

第2項 長期休暇の延長と補助金政策 

廣岡(2010)によれば、「ある程度の自由時間とある程度のお金の自由」があれば、現実的に

海外旅行に行ける余地が高まるという結論を出した。だが、大学生にとってここでいう「ある

程度の自由な時間とある程度の自由なお金」というのはどの程度かというのがわからない。 
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ロジット分析で「インターン・実習日数」の項目で海外渡航の有無に対して正に有意、「講

座・講義の日数」が負に有意とでた。このことから「講座・講義の日数」は出国率に影響を与

えることが分かる。「講座・講義」によって、本来海外へ行けたであろう学生が海外に行けな

かった可能性もある。 

本稿のアンケート調査から、大学生になって海外へ行った学生と行ったことのない学生の間

では、講座・講義を受けているか受けていないかで夏休みの余暇日数が 6 日間変わってくる。

廣岡(2010)で挙げられている「ある程度の時間」とは、今回、本稿でアンケート調査を行った

山口大学の 3 年生にとっては、6 日間と言えるのではないか。本来は、阻害要因として存在す

る「講座・講義」を減らすのが効果として明確になるのかもしれないが、現実的に難しいた

め、長期休暇の延長の導入を義務化する。具体的な日数としては、本稿のアンケート結果から

出た 6 日間が適切だと考えるが、これは山口大学吉田キャンパスでの推測結果であり、他の大

学では違った日数が出る可能性がある。これらを参考に、「大学生の長期休暇の延長」を導入

することを提言する。 

また、「ある程度のお金」とは、山口大学でとったアンケート調査によれば、海外へ行った

学生の平均費用は約 21 万円と示された。ここでは、学生の「ある程度のお金」というのは、

平均費用である約 21 万とすることができる。しかし、学生の 1 ヶ月に自由に使える金額の平

均は約 4 万円というデータが出ているため、大学生が自由に海外へ行こうとすると金銭的に難

しいことがわかる。前章図 3 では、海外渡航に対して公的な「補助金」が支給されるように

なったら海外に行きたい意欲が高まるか否かの質問に対して、87％の学生が肯定的な回答をし

た。 

  

まず、現在行われている補助金政策は目の通りである。 

 

 

JASSO (日本学生支援機構) 
   ・海外留学支援制度(長期・短期) 

   ・第 2 種奨学金(海外) 等 

 

 

外務省 
    ・ロータリークラブ国際親善奨学金 

    ・ユナイテッドワールドカレッジ奨学金 

    ・一般財団法人国際開発機構(FASID)奨学金プロジェクト 等 

   

JSAF (日本スタディ・アプロード・ファンデーション)  

    ・JSAF 奨学金 

    ・パートナー校奨学金 

    ・成績優秀者奨学金 等 

 

 

ここにあげた補助金政策以外にも様々な補助金制度があり、給付型のものもある。しかし現

在では多くの海外渡航に関する補助金制度があるにもかかわらず、アンケートでは海外へ行っ

たことない人の最大阻害要因としてお金がないと答えた人が約 46%と半数近くに達している。

補助金制度が多数あるのにもかかわらず利用されていない補助金制度を大学生により広く伝

え、その制度を効果的に活用する政策の提言を行う。 
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ここで重要になってくるのが、先述であがった「海外渡航に関する講義の必修化」である。現

行の補助金制度をさらにより良いものにするために、海外旅行に関する講義によって、多数の

大学生に提示し、さらなる国際化を目指していく必要性がある。 

 

 

第3項 海外渡航の資格化 

第 1 章でも挙げているように、日本人の海外出国率が他国と比較しても低く、このままでは

グローバル化が進む現代において日本だけ遅れをとる可能性がある。社会人と比較して時間の

拘束が少ない大学生である内に海外渡航を経験し、国際感覚を身に付ける必要があると考え

る。そこで、TOEIC や日商簿記のような 1 つの資格として「海外渡航の資格化」を提言す

る。 

前章図 2 では、本分析のアンケート調査で海外渡航経験が資格化されるなら海外へ行くかと

いう問いに対し、そう思う・ややそう思うという肯定的な回答が 77%と出た。現在でも、海外

へ行った経験を重要視している企業もいくつかある。第 1 章でもあげているように、楽天や

ファーストリテイリングの社長が海外へ行くことの重要性を述べている。これらの考え方が日

本の企業に広がり、現状より海外渡航の経験が重要視され、就活や昇格に有効に働くようにな

ることが考えられる。この政策は、法務省によって施行される必要がある。現在、パスポート

によって出入国の管理がされている。また、JATA(日本旅行業協会)はパスポートの写しを受け

取ることによって、大学生の資格を認定し、認定証の発行を行う。 

JATA とは、JATA ホームページによると、日本の旅行業のメンバーで構成される組織で

あり、「旅行需要の拡大と旅行業の健全な発展を図るとともに、旅行者に対する旅行業務の改

善並びに旅行サービスの向上等を図ること」を目的としている組織である。JATA では、旅の

力として 5 つの効果・効用を紹介しており、「文化の力」「交流の力」「経済の力」「健康の

力」「教育の力」が紹介されており、その中の「教育の力」では、「旅による自然や人とのふ

れあいを通し異文化への理解、やさしさの思いやり、家族との絆を深めるなど人間形成の機会

を広げる」とされている。これは、私たちの目指す「若者が積極的に海外に行き国際感覚を身

に付けることで、視野の広いグローバルな人材が育つ」というビジョンと目的が一致する。そ

こで、法務省によるパスポートでの渡航経験の回数の管理が必要となってくるのと、JATA に

よる海外渡航の資格化を推進するとともに、資格化認定の業務を行っていく。 

具体的な政策として、行った地域によって階級があがる制度である。そこで、全世界の地域を

6 大州とし、アジア・ヨーロッパ・アフリカ・南アメリカ・北アメリカ・オセアニアに区分す

る。これらの地域へ 1 度行くことで 1 つの資格とし、最大 6 とする。 

 

表 13 資格の階級 

行った地域の数 資格 

6 Six areas 

5 Five areas 

4 Four areas 

3 Three areas 

2 Two areas 

1 One area 

 

  筆者作成 
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 この 6 つの階級を資格とする。JATA が大学生から送られてきたパスポートの写しが正規なも

のであるかを法務省と連携し確認をとる。それによって、申請を行った学生がどの階級に属す

るかを認定する。そうすることで、TOEIC や日商簿記のような資格としてのあり方をはっき

りさせることができるのではないだろうか。 

以上のことから、これまで制度として無かった、「海外渡航経験の資格化」を提言する。 

 

 

図 6 海外渡航経験の資格化のイメージ 

 

 

 

資格化の 

実施宣伝の要求 

学生の出国調査 
渡航経験の    

資格化を委託 

法務省 

JATA 

大学 

大学生 

資格化の申請 

海外渡航に関する 

講義の実施 

渡航経験の資格認定 

パスポートの交付 

筆者作成 
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 おわりに 

本稿では、「若者が積極的に海外に行き国際感覚を身に着けることで、視野の広いグロー

バルな人材が育つ」というビジョン実現のために 20 歳代の出国率、大学生の海外渡航の

有無に影響を与える要因について研究を行った。その上で、Ⅰ.海外渡航に関する講義の必

修化、Ⅱ.長期休暇の延長と補助金政策、Ⅲ.海外渡航の資格化について提案した。これら

の提言は今後推進されるものである。そして、さらなる詳細な分析を行うことでより細や

かで有効な政策を行うことができると考える。今後、グローバル化が進む中で大学生が海

外に行って国際感覚を身に付けることはますます重要になってくるため、それを支援する

制度の情報を積極的に発信していくことが必要である。 

 若者、特に大学生にとってより身近な海外を目指して、さらなる有益な分析・議論を行

うために今後も研究を進めていきたい。 
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