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要  旨 

 

小論では、爆買いという現象を巡って、まず、爆買いの概要について説明す

る。そして、爆買いという現象につながる原因について分析する。また、「訪

日外国人消費動向調査」によって、爆買いという現象は日本経済と社会にどの

ような影響を与えるかについて研究する、さらに、この現象はいつまで続くか

についても検討を行うことにする。 

こういう研究を通して、近年、円安・元高の影響、消費税免税制度の改正、

中国人に対するビザ発給要件緩和及び日本製品のよい品質と性能という原因で、

爆買いという現象を引き起こしたということが分かるようになってきた。そし

て、爆買いという現象は日本経済に積極的な影響を与えていると共に消極的な

影響も与えている。さらに、日本社会にも歓迎できない影響を与えているとい

う結論が出る。今後、中国人の爆買いの勢いが日々弱まっていく可能性がある

ということが予測されることができる。 
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摘  要 

 

    本论文围绕“爆买”这一现象，首先阐述“爆买”一词的概要，然后分析“爆买”现象

的原因，再根据《访日外国人消费动向调查》来研究“爆买”现象会给日本的经济和社会带

来什么样的影响，最后探讨“爆买”这一现象会持续到什么时候。 

通过这一研究，可以明白：近年来，由于日元贬值，人民币升值，消费税免税制度的修

改，对中国人签证政策的放宽以及日本产品的优良品质和性能的原因，从而引起了“爆买”

现象。还可以得出结论：“爆买”这一现象对日本经济造成积极影响的同时，也会造成消极的

影响。而且对日本社会也会带来不良影响此外，还可以预想到今后中国人“爆买”的势头有

可能会日益减弱。 

 

关键词：爆买  消费动向调查  爆买势头 

 



                                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 
２０１５年春節から、日本で中国人観光客が大量に商品を購買するという現象が出てき

た。この現象をさらに正しく解釈するために、爆買いという言葉が作られた。爆買いとは、

中国人観光客が日本を訪れ、一度に大量に買うことを表す言葉である。この言葉は一夜に

して両国で話題となっている。 

小論では、まず、爆買いという現象の概要について説明したいと思う。そして、爆買いと

いう現象につながる原因について分析する。また、爆買いという現象が日本社会と経済に

どのような影響を与えるかについて研究する、さらに、この現象がいつまで続くかについ

ても検討を行うことにしたいと考えている。 

こういう考察と分析を通して、爆買いという現象に対してさらに深く理解することができ

るということを期待している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.爆買いという言葉の概要 

  

1.1 爆買いという言葉の意味 

 

  爆買いとは、別に特別な行為を指しているというわけでなく、一度に大量に買うことを

表す言葉である。主に訪日した中国人旅行者が大量に商品を購買することに使われ、2014

年ごろまでに定着された。2015 年の春節と 2015 年の国慶節の休暇に、大勢の中国人が日本

へ旅行に行き、値段の高い商品から生活用品まで色々な商品を大量に購買する姿や様子を

「爆買い」という言葉で表して、たくさんの日本メディアに使われている。中国国内のメ

ディアによって 2015 年の春節の間、訪日した中国人観光客は約 45 万人に達した。消費額

は約 66 億元で過去を記録し、それが日系企業にとってビジネスの機会となっている。そし

て、この言葉は 2015 年新語流行語大賞の年間大賞に選ばれた。 

 

1.2 爆買いという言葉の歴史 

 

「爆買い」という言葉は、ニュースや新聞などの中では、2015 年の春節の頃から、たく

さん使われるようになったが、テレビの中ではそれ前よりすでに使われていた。実は中国

人が商品を大量に購買するという行為は 2008 年ごろから目立つようになってきた、そして、

2009 年 9 月 9 日にはフジテレビ放送の「スーパー特報／旋風拡大ニッポン“爆買い”現場

中国人団体ツアーを追え」において「爆買い」ということばが出てきた。また、個人ブロ



                                                         
 

 
 

グにおける「爆買い」ということばがそれ前からすでにあったということが証明された。

そのあと、2010 年 1 月 12 日に日本テレビ放送で「密着! 中国人旅行者現金飛び交う“爆買

い”ツアー」が、7 月 5 日テレビ朝日放送で「中国人が大挙来日! 美術品“爆買い”ツアー

で現金飛び交う」が放映されていて、そのあとも定期的に報道されている。 

爆買いという言葉は、中国資本による日本都市部での不動産投資にも使われている。特

に大量ではないが、大きな買い物でも現金で支払われるということから呼ばれている。ま

た、円安の影響のため、シンガポール、香港、ロンドンなどのほかの都市と比べれば、割

安感が増したことと、多くの新築物件の魅力となっている。そして、東京や大阪などへの

購入者のためのツアーも組まれている。 2015 年 4 月 30 日、NHK放送の『所さん!大変です

よ』においては、「文房具“爆買い”騒動の謎」をテーマにして、品質が高く使いやすいチ

ョークを製造していた羽衣文具の廃業が公表されたことを発端として、2014 年 10 月に日本

各地でチョークの爆買い騒動が起こったと報じられた。日本国内で備品として確保しよう

とする教育機関と教員による買い占めが相次いだばかりではなく、スタンフォード大学の

ブライアン・コンラッド教授を中心としたアメリカの数学者たちも、約 200 人で 1 トンの

チョークの在庫を共同購入した。1 

 

1.3 近年日本を訪れる外国人旅行者の事情 

 

近年、日本を訪れる外国人観光客の数が続けて増加している。日本政府が誘客のために

経済成長戦略として力を入れている。２０１３年に初めて１０００万人を突破したその数

は、昨年（１４年）は約１３４１万人に増え、今年（１５年）は１１月末で約１７９６万

人になった。この数はすでに昨年１年間を上回っている（数字は日本政府観光局（ＪＮＴ

Ｏ）調べ、推計値を含む）。さらに国土交通省は２２日、１９日時点で約１９００万人を超

えたということを発表した。 

この訪日ブームの主導者は中国人旅行者である。昨年は約２４０万人で、その前の年に

比べて８３％増となり話題となってきた。そして今年は１１月までで、その数は超えられ

て、約４６４万人となった、そして勢いは止まらない。国と地域別で見ても第２位の韓国

（約３５８万人）、第３位の台湾（約３４１万人）を大きく引き離してトップとなっている。2 

                                                             
1『チョーク爆買い騒動の謎』 2015年 5月 4日 
2 『意外と知らない中国人爆買いの理由』足立研究室 読売新聞 2015年 12月 25日 



                                                         
 

 
 

 

（日本政府観光局（ＪＮＴＯ）調べ、推計値を含む） 

1.4 爆買いの嗜好 

 

中国人観光客爆買いの人気商品として、「日本四宝」と言われているのは「セラミック包

丁」「保温瓶」「温水洗浄便座」「炊飯器」という四つのものである。そのほかには、ドラッ

グストアの薬や化粧品も人気を受けている。 

日本人の顔付きに基づいて開発されてきた日本国内向けの化粧品は、デリケートな色づ

かいや目元を大きく見せるなどの点で評判が高まっている。そして、日本人の顔付きと似

ているほかのアジアの国でも人気を受けている。化粧品のほかに、ドラッグストアで売ら

れているいろいろな物も人気が高まっている。そして、日本で留学している中国人が中国

国内にインフォメーション発信しながら、「代理爆買い」と呼ばれているショッピングを請

け負うサービスをはじめ、注文したい物をまとめて買う中国人の姿も夜の新宿に目立つよ

うになってきた。3 

『図解中国トレンド Express』において、2015 年 7 月から 9 月まで、日本を訪れた中国

人のクチコミから「日本で○○を買った」とコメントされた投稿内容を集計し、人気商品

トップ 10 を発表した。調査対象となった SNS は、中国版ツイッター「新浪微博」、チャッ

トサービス「微信」、ブログなど。下記 

                                                             
3 『夜の新宿は中国人の｢代理爆買い｣で沸騰中』 東洋経済新報社 2015年 8月 16日 
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本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的写

手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。这



                                                         
 

 
 

是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使用。

对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同一

个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断版

权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600 元），

即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再买断了，

更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目录

等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找老

师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买论

文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某一

部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重复

的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

2.爆買いという現象につながる原因 

 

 私の立場から見ると、中国人観光客の爆買いにつながる原因は大きく分けて言えばだい

たい四つある。第一、近年円安と元高の影響。第二、外国人旅行者に対する消費税免税制

度の改正。第三、中国人に対するビザ発給要件緩和。第四、製品のよい品質と性能。 

 

2.1 円安・元高の影響 



                                                         
 

 
 

 

近年来、円安と元高の影響のため、そして、中国の最新の税制による内外価格に差があ

る。現在の中国の税関制度によって、中国である特定の日本製品を買うより、日本で買っ

て中国に持って帰ったほうがかなり安くなっているから、大勢の中国人観光客が休暇を利

用して日本を訪れ、値段の高い商品から生活用品までいろいろな商品を大量に購買する。 

 

2.2 外国人旅行者向け消費税免税制度の改正 

 

2013年 12月 12日、日本観光庁によって、「外国人観光客に対する消費税免税制度の改正」

という政策が発表された。外国人旅行者の目を引くために取り組みがはじまった。2014 年

度の税制改正において日本を訪れた外国人観光客向け、消費税免税制度の改正が実施され

た。今まで、免税となった対象の種類は電気製品、装飾品、服、靴、かばんなどに限られ

ていたが、まだ免税販売できなかった消耗品について、例えば食品類、飲料類、薬品類、

化粧品類、一定の不正防止措置を取ることを前提に免税対象とした。その措置が 2014 年 10

月から行われた。そして、同年の税制改正では、スタイルの弾力化と手続きの簡素化も実

施され、「購入記録票」と「購入者誓約書」は、特定のスタイルに限らず、記載すべきこと

を記載していればいいこととなった。訪日外国人観光客の急増や上述のような消費税免税

制度の改正のため、2014 年に入ってから、免税店の店舗数が急に増えてきた、4 月 1 日ま

でではすでに 5777 店であった、しかし、2015 年 4 月 1 日まででは 1 万 8779 店となった。

この店舗数は去年より約 3 倍増加した。 

 

2.3 中国人に対するビザ発給要件緩和 

 

中国人観光客向けビザを発給するための要件緩和という政策は 2015 年 1 月 19 日に実施

した。具体的な内容については、下記のとおりである。 

（1）ビジネス目的の人や文化人や知識人への数次ビザ 

 いままで求めていた日本国への渡航歴要件の廃止と日本側の身元保証人からの身元保証

書などの必要な条件が省略される。 

（2）個人旅行者向け沖縄と東北三県数次ビザ 

 これまでの「相当な経済力がある人とその家族」のほかには、新たに必要な経済条件を

緩和する、「一定の経済力があり、そして、過去 3 年以内に日本で短期滞在した経験がある

人とその家族」に対しても、数次ビザが発給できる。また、これまで家族だけの渡航は認

めていなかったが、家族だけの渡航も可能になる。それにともない、滞在期間を以前の 90

日から 30 日までに変更する。 

（3）相当の高所得者向け個人観光数次ビザ 

 新たに、「十分な高所得がある人とその家族」に対して、1 回目の訪日の時における特定



                                                         
 

 
 

の訪問地要件に限らない数次ビザの発給を始める。そのビザの有効期間は 5 年、また 1 回

の滞在期間は 90 日となっている。4 

 

中国人観光客向けビザ発給要件緩和という措置のおかげで、近年、訪日した中国人観光

客の人数が大幅に増加している。そして、両国の歴史文化の交流も経済の交流も促進され

ている。 

 

2.4 製品のよい品質と性能 

たくさんの中国人が日本製品の品質と性能を信頼している。そして、日本の高品質・高

性能の商品を買いたいという強い意欲がある。中国人観光客爆買いの人気商品として、「日

本四宝」と言われているのは「セラミック包丁」「保温瓶」「温水洗浄便座」「炊飯器」とい

う四つのものである。そのほかには、ドラッグストアの薬や化粧品も人気を受けている。

例えば、化粧品から言うと、日本人の顔付きに基づいて開発されてきた日本国内向けの化

粧品は、デリケートな色づかいや目元を大きく見せるなどの点で評判が高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.爆買いによる日本経済と社会への影響 

 

3.1 日本経済への積極的な影響 

 

日本観光庁の訪日外国人観光客の消費動向調べからみる「爆買い」現象 

「訪日外国人動向調査」とは、日本の港や空港から帰国するために出国する約 1 万人の外

国人の中に、聞き取り調査を行うというものである。この調査は毎年 3 カ月ごとに行われ

                                                             
4 『中国人に対するビザ発給要件緩和』 外務省 平成 27年１月 6日発表 



                                                         
 

 
 

るとなっている。 

2015 年 4 月から 6 月までのデータによって、一人あたりの観光客が日本での消費額はお

よそ 18 万円であった。しかし、外国人旅行者の国や地域によって、使い道も違う。観光の

目的だけで日本を訪れた人からみると、中国人旅行者の消費額は最も多い、約 28 万 160 円

でほかの国の人を大きく引き離している。内訳は、宿泊費が約 18％を占め、飲食費が約 13％

を占め、ショッピングが約 61％を占め、およそ 17 万円が使われた。オーストラリア人の消

費額が、約 27 万 3069 円で中国人の消費額に迫る。内訳は、宿泊費が約 40％を占め、ショ

ッピングは約 15％を占め、およそ 4 万円だけ使われた。韓国人や台湾人も観光客の数は多

いが、中国人観光客のショッピングの欲望には及ばない。韓国人は、1 人あたりの観光客の

使ったお金は約 7 万 445 円だった。同じく、台湾人は、1 人あたりの観光客の支出額が約 4

万 7003 円で、ショッピングの割合は約 44％を占めた。したがって、「爆買い」という現象

は中国人ならではの行為と言えることができる。 

観光客が日本で使ったお金の総額は、一人あたりの平均消費額の上に人数を掛けて計算

する。最新の日本政府の観光庁の調査によって、2014年に日本を訪れた外国人はおよそ 1341

万人だった。免税で買える商品の品目が増加したから、外国人観光客にとって、円安で割

引きに日本に旅行に行くことができることもあり、前より約 3 割増えている。支出額の総

額も、2013 年の 1.4 倍となり、支出額の総額は約 2 兆円になり、いままで最も多いであっ

た。2015 年には、中国人旅行者の訪日ビザが緩和され、中国人観光客が前年の 2 倍以上の

スピードで増え、訪日外国人全体でも 1.5 倍に増えた。それにつれて、消費額も増加し、

2015 年 11 月の時点までこのスピードで行けば、年間 3 兆円の消費額の規模になること予測

されている。この金額は、日本の全国の総生産の総額の約 0.6％を占めることになる。販売

額では全国の百貨店販売額である約 6 兆 8000 億円、ドラッグストアの販売額である約 4 兆

8000 億円に迫る規模である。 

2015 年 10 月 21 日日本観光庁によって、7 月から 9 月までの「訪日外国人消費動向調査」

が発表された。この四半期の消費額は前年同期より約 82％増加した、約 1 兆 9000 億円とな

り、この消費額、初めて 1 兆円の金額に上った。そして、訪日観光客も 534 万人でもっと

も多い、一人当たりの支出額も前年同期より、約 18％増えた。中国人観光客は 7 月から 9

月までの調べによって、前年同期より約 19％増えた、約 28 万円が使われ、そのうち、ショ

ッピング費用が約 14 万円を占めた。旅行あるいはレジャーの目的で訪日した中国人、日本

での宿泊日数は前年同期の 5.7 泊から 2015 年度の 6．1 泊まで拡大した。旅行期間の長期

化により、これから、一人あたりの消費額がますます増加していくことが予測されること

ができる。 

そして、主要百貨店 4 社の 2015 年度中間決算によって、訪日中国人たちの爆買いにより、

百貨店の高級品がよく売れ、3 社とも前年同期より売上が大幅に上がってきた。 

日本では、東京と大阪の外国人が多いから、たくさんの百貨店の情況が好調でうまくい

き、前年同期より約 1.4％増えた。また、免税品の販売額は、一部の地方の店を除いて、全



                                                         
 

 
 

部前年同期より約 4.5 倍（約 181 億円）増加した。目標を本来の年間 250 億円から 350 億

円までに引き上げた。しかし、近年、中国不景気の影響のため、日本を訪れる観光客の数

がだんだん減っていくことが多少心配されているが、社会の流れが急に変化しないだろう

と山本良一社長言った。 

日本の高島屋は、日本国内の売上高が前より 0.3％増加した、そして、高島屋大阪店での

免税品が意外に 4 倍以上に売れた。免税品の販売額は上半期までで約 144 億円にのぼり、

2014 年 3 月から 2015 年 2 月までの売上高よりすでに 140 億円を上回った。 

松屋の売上高が前年より約 23.7％増え、特に銀座店は主力店として売上高全体に占める

免税品の部分が、前年はただ 8％に過ぎなかった、しかし、今年は 25％に上った。銀座で

は、訪日観光客のほかには、富裕層も多いから、客単価は 2 割上がってきた。 

ソゴウと西武の売上高は、地方店の不調の影響のため、全体としては 3％が減少したが、

渋谷店や池袋本店などの都市部の店舗の数が増加している。 

商品の種類により、それぞれの爆買い効果を分析すると、銀座松屋における化粧品の売

上高が 2014 年 3 月から 8 月までの売上高より約 60％増え、宝飾品と腕時計などの高級品が

2014 年 3 月から 8 月まで同期より約 50％増え、新宿店の高島屋においては、宝飾品と腕時

計などの高級品が 2014年 3月から 8月まで同期より約 23％増え、池袋店の西武においては、

化粧品が 2014 年 3 月から 8 月まで同期より約 30％増え、大丸松坂屋においては時計が 2014

年 3 月から 8 月まで同期より約 25％増えた。5 

 

3.2 日本経済への消極的な影響 

 

世界中のすべてのことは積極的な影響があるとともに、消極的な影響もある。言うまで

もなく、爆買いという現象もある程度日本経済に消極的な影響を与えている。 

消極的な影響というのは、個人消費とともに輸出の落ち込みということである。世界中

に注目されている中国人旅行者による爆買いは、GDP 統計の面では「輸出」に分けられてい

る。その「爆買い」について、「訪日外国人旅行者による消費額は約 6.1％増えたが、GDP

への寄与度は約 0.03％程度に留まった」と報じられている。 

 2015 年訪日旅行者の数は 1 月から 3 月まで約 413 万人、4 月から 6 月まで約 501 万人、

成長率は約 21％。しかしながら、爆買いからの影響が少なくないが、意外に GDP への寄与

度がただ 0.03％だけの程度に留まり、そのほか、輸出額も以前より約 4.4％減少した。 

 そして、現在の勢いから見ると、これから、日本従来の「財貨と輸出サービス」がます

ます落ち込んでいる可能性が予測されることできる。 

 

3.3 爆買いによる日本社会への歓迎できない影響 

                                                             
5 『百貨店３社売上増 中間決算免税品｢爆買い｣効果』 朝日新聞 2015 年 10 月 10 日 朝刊第９面 



                                                         
 

 
 

 

外国人は日本で爆買いすることにより、確かに日本経済に積極的を与えているが、実際

に日本社会へ、このような爆買いのあての観光客が訪れるようになるということにより、

引き起こした良くない影響も多くあり、日本人に悪い印象を残っている。その悪い印象の

源は中国人旅行者である。 

その良くない影響の一つは「爆買い」ということばが言われているように、観光客は日

本で爆買いする時、マナーがよくない行為がよく見かけていることである。例えば、大き

な声でのけんかしていることがよく見かけている、また、中国人旅行者により、並ばず勝

手に割り込みして、行列していないからの揉め事もめずらしくない。買っても買わなくて

も高級品を勝手に触り、持ち帰りの専門店で物を買ってからすぐに食べ始め、注意してあ

げて逆に「このくらいは普通だ」と言われて、気持ちが悪くなって、｢お金を返せ｣という

クレームも少なくない。 

そして、成田空港においては、大勢の爆買いする目的の旅行者たちは飛行機が出発する

直前まででも、空港の免税店で大量におみやげを購買するため、飛行機の遅れがしょっち

ゅう出てきたという問題もある。 

そして、「爆買い」あとのゴミは山ほど出てきた。「爆買い」の目的で訪日した中国人観

光客により、残したゴミが日本の空港に溢れてきた。なぜならば、観光客が搭乗の時に、

搭乗口で荷物の重さを減少させるために、商品の箱や包装などを大量に捨てているからで

ある。日本空港はそれに対応するために、2015 年４月下旬から国際線出発ロビーの清掃員

を約３倍に増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

4. 爆買いという現象への思考 

  

近年来、日本を訪れる外国人観光客の数が続けて増加している。特に、2015 年の春節、

2015 年の国慶節の休みに大勢の中国人旅行者が日本へ旅行に行き、免税店において、一度

値段の高い商品から生活用品までいろいろなものを大量に購買する。爆買いの現象が一夜

にして話題になってきた。この現象は中国にも、日本にも、いずれも深い影響を与えた。

では、この「爆買い」の傾向はいったいいつまで続くかについて、最近騒いできた。 

図１ 



                                                         
 

 
 

 

（観光・レジャー目的の中国人に聞いた「今回の訪日旅行でしたこと」「次回したいこと」―観光庁「訪日

外国人消費動向調査」） 

図１の観光庁「訪日外国人消費動向調査」によると、訪日中国人旅行客の中、今回「シ

ョッピング」をしたという人は６６．３％となっている。しかし、次回したいことからす

ると、「ショッピング」をあげた人は３１．８％となっている。それに対して、もし今回「日

本の伝統文化と日本の歴史体験」は１２．４％、「農漁村体験と自然体験ツアー」をした人

は６．４％、「日本生活体験」は９．６％、「四季の体感」は５．７％と少数派に過ぎない。

しかしながら、次回したいことからすると、「日本の伝統文化と日本の歴史体験」２２．４％、

「農漁村体験と自然体験ツアー」２１．８％、「日本生活体験」２６．５％、「四季体感」

３４．１％とそれぞれ２倍～６倍の体験意向を示している。 

図１から見知ることができることは２点である。その１つは一回日本に行って爆買いし

た中国人旅行者は、次回再訪日の時に、必ずしもショッピングをするとは限らないという

ことである。そのもう一つは、今回いろいろな原因で日本という地域ならではの歴史、文

化、自然風景など、楽しむことができなかったから、その後の訪日の時には必ず体験した

いという強い意欲を持っている人が多いということである。6 

 そして、新たな調査によると、２０１６年の春節の間、訪日した中国人旅行者の数が安

定的に保っているが、中国人旅行者の情況が少し変わった。業界関係者はこれが「爆買い」

の勢いが少し弱まっていく気配と言われた。中国人のツアーは以前ほど目立たなくなって

きた。その変化は日本政府部門の政策に関しているだけではなく、中国人旅行団の成長の

勢いが弱化していく同時に自由行の人は急速に増えていることにも関している。日本一部

の企業から発表された最新統計データによると、最近の円高などの原因の影響のため、中

国人観光客２０１６年の春節の消費額は昨年同期より 15 %～25 %減少した。 

したがって、今のところでは、中国人の爆買いがいつまで続くかについて、まだ精確的

に言えないが、しかし、このように、「爆買い」をあてにした中国人の勢いが日々弱まって

いくということが予測されることができる。 

 

                                                             
6 『知って得する観光統計』観光庁 神山裕之 2015年 10月 18日 
 



                                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終わりに 

以上の分析に基づき、中国人が日本で爆買いする現象が起こる理由がはっきりしている

ようになってきた。なお、近年の爆買いブームは日本経済にも日本社会にも深い影響を与

えているという結論が出る。言うまでもなく、積極的な影響もあり、消極的な影響もある。

中国人の爆買いは日本における訪日外国人の旅行消費額の増加に促進する。そして、日本

経済にも大きな影響を与えると思われる。しかしその反面、本来の輸出額は大幅に落ち込

んでいった。また、中国人は日本で爆買いする時、マナーがよくない行為がよく見かけて

いるため、日本社会に歓迎できない影響を与えている。そして、「中国人の爆買いがいつま

で続くか」という問題を分析した結果は、目前には精確的に言えないが、中国人の爆買い

の勢いが日々弱まっていく可能性があるということが予測されることができる。 

本論は、参考資料が不足し、分析が不十分であるなどでさまざまなところに問題がある

と思われている。そのため、この研究をきっかけに、爆買いという現象についての研究を

続けていくべきだと思う。もしも本論は今後の研究にささやかな力になれば幸いである。

そして、今後の課題にすることを期待している。 
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