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わが国におけるクルーズ発展の可能性 

～旅行会社の中核ビジネスとなり得るか～ 

 

飯 田 芳 也 

 
 
１ はじめに 
 
米国のクルーズライン国際協会（Cruise Lines International Association:CLIA）は、2010 年版「ク

ルーズ大全」１） のなかで、クルーズは、観光産業のなかでもっとも成長が早い分野であると断言し

ている。1970 年の北米のクルーズ人口は 50 万人であったが、2009 年は 1,350 万人で実に 2,700％の

成長であり、2010 には 1,430 万人になると予測している。2008 年のクルーズ産業の全米での直接消

費額は 190 億ドル、経済効果は 402 億ドル、雇用は 357,000 人と推定している。急成長を可能にした

のは、何より、新造船による船床の供給増大である。80 年代に 40 隻、90 年代に 80 隻、2000~2009

年までに 100 隻以上の新造船が投入された。 

CLIA が創設された 1975 年時点で、クルーズは、小さなニューベンチャーに過ぎなかったと述懐し

ているように、この産業の歴史はきわめて新しい。クルーズの発展は、休暇旅行の形態に多くの進化

をもたらした。船会社は、新しい発地港、寄港地を開発し、船上に陸地に匹敵する娯楽施設を建設し

た。インターネットカフェ、ワイファイ、ロッククライミング壁、ボーリング場、サーフィン用プー

ル、複数船室を持つヴィラ、スパ、フィトネス施設が登場した。2008 年来の金融恐慌、燃費高騰、イ

ンフルエンザなどには全ての産業と同様に、大きな打撃を受けた。クルーズ評論家ダグラス・ワード

2) によれば、2009 年には、ウェブサイト、新聞紙上、旅行会社のウィンドー等あらゆるところに前

例のないクルーズ料金の割引が提示された。危機の初期には、船会社は、航海日程の短縮、予約申込

金半額、予約をしたのちに失職した人のための保険など、多くの販売促進策を提案した。2009 年初め、

カーニバルクル－ズは、｢究極の低価格｣として、カリブ海 3日クルーズを通常の 259ドルを 179ドル、

4 日間 279 ドルを 199 ドルまで下げた、一体どうしてこんな料金を出せるのか疑問の声も高かった。 

しかし、CLIA3) によれば、船を市場価値の高い地域に配置、効率的な経費管理、そしてなにより、

費用対価値の高い商品であるこの産業の利点のおかげで、「不況に強いクルーズ」の定評どおり、この

厳しい 18 カ月を乗り切り不況を克服することができた。これまでクルーズ産業が積極的に新造船投

資を継続したのは、クルーズ市場の巨大な潜在力に期待をしているからで、もっともクルーズが盛ん

な米国ですら、未だ米国人の 20％程度しかクルーズを経験していない。 

日本のこれまでの観光発展の歴史を概観すると、観光先進国との比較でもっとも未開拓な分野は長

期滞在型休暇とクルーズであると考える。この小論では、第一に、クルーズが今後、我が国で拡大・

普及する可能性があるのか、第二に、クルーズ大国である米国や英国で、クルーズの大半が旅行会社

で販売されているという流通構造を検証し、日本の旅行業界にとって、クルーズがこれからの時代の

戦略的な中核ビジネスとなり得るのかの二点について、一考察を試みたい。 
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２ 世界におけるクルーズの現況 
 
（１）クルーズの誕生 

19 世紀半ばから、世界中で大陸間の長距離移動を担ってきたのは、外洋客船(Ocean Liner)であり、

主要国は国威をかけて巨大・豪華な客船建造に覇を競い、ビジネスとしても、まれにみる成功をおさ

めた。ほぼ 1 世紀続いたこの栄華も、しかし、20 世紀半ばには航空機の登場によってその覇権をおび

やかされることになった。世界で最も華やかな航路とされた米国と欧州を結ぶ北大西洋横断航路も変

貌を迫られていた。1958 年、最初の商業ジェット機が大西洋を横断した。この年は、北大西洋を渡っ

た船客数が、航空旅客より多い最後の年になった。1960 年代初め、約 100 の船会社があった。60 年

代半ばまでは船の運賃が航空機より安かった。しかしジェット機の出現、とくに 70 年代初めのボー

イング 747 機の登場が決定的であった。1962 年に 100 万人が船で大西洋を越えたが、1970 年には

25 万人になった。毎週定期的に大西洋横断をした「クイーンメリー（81,237 トン）」は 1967 年に引

退した。1996 年までに建造された世界最大客船であった「クイーンエリザベス（83,673 トン）」は

1968 年に最後の航海をした。多くの船会社は廃業し、船は解体された。生き残りを模索した船会社は、

南の太陽を求めるレジャー客を対象とした船旅に活路を見出そうとした。バハマを含むカリブ海が魅

力的に見えた。これまでより小型の、カリブ海の島々の小さな港に入ることができる船が現れた。まっ

たく新しいビジネスだった。はじめは、ニューヨークなどの北の港から長い距離を南の海まで船客を

運んでいた船会社は、やがて本社をフロリダに構えた。寒い気候、荒れた海の航海を避け、燃費の節

約をするため船客をクルーズ船の出る港まで航空機で運ぶことが次の段階だった。フロリダがカリブ

海クルーズの、カリフォルニアはメキシコクルーズの、バンクーバーはアラスカクルーズの基地となっ

た。航空会社と船会社の新しい関係が構築された。Air/Sea 型、（あるいはフライクルーズ Fly Cruise

または sail and stay）と呼ばれる航空機とクルーズを組み合わせたパッケージ商品が誕生し、これが

その後のクルーズの主流となった。1970 年代を通じて、クルーズ産業は急速に拡大した。クルーズは

二地点間の移動を行う海運業（Shipping Business）ではなく、純粋にレジャー・観光を目的とした

船客を対象としたホスピタリティ産業（Hospitality Industry）となった。4) 

 

（２）クルーズの変貌 

わずか 40 年程の歴史のクルーズ産業も、この間に大きく変貌した。当初、長期間であるばかりで

なく、限られた富裕で高齢の退職者だけに許される贅沢な旅行という、定期船時代から引きずってき

たクルーズのイメージは、今や一変した。ここでは、この変化を、米国市場に例をとり、三点に絞っ

て指摘しておきたい。 

１）船の大型化 

クルーズの急速な発展の大きな要因は、船会社の旺盛な投資による客船建造であることは間違いな

いが、時代を追って客船規模は大型化している。大型船の船室は、これまでの標準サイズを維持して、

大型化が生むスペースはもっぱら客室総数の増加と、娯楽その他の共有スペースの拡大に充てられた。
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新造船は、例外なく、完璧な冷暖房と湿度管理、安定した航海のためのスタビライザー、高い水準の

安全と衛生管理機能を備えている。また、当初のクルーズ船上での楽しみは、食事と心地よいくつろ

ぎとされていたが、現在のクルーズ船は、多くの娯楽、スポーツ、勉学等の能動的アクティビティを

提供している。25 年前と同じ料金で、現在の巨大リゾートクルーズ船上では、高品質のエンターテイ

ンメント、多くのスポーツ、スパ等を楽しむことができる。 

今日のクルーズ船デザインは、大型リゾート船と市場特定型の小型船の二つの方向に分かれる。大

型リゾート船は、1996 年の「カーニバルデスティニー」(101,353 トン)が嚆矢とされるが、その後他

社も進出して、現在では 10 万トン以上の客船が多数存在する。大型化は、販売単価の引き下げにつ

ながり、クルーズの大衆化に貢献することになる。ただし、多くの大型船の問題は、船幅が広すぎて

パナマ運河を通過できないことである。一方、小型船が謳うのは、｢Small is beautiful｣で、船室数は

少なく、高品質で豪華な食事や人的サービスを提供する。クルーズにおいては、小型船の方が高級で

高い。小型船はまた、大型船の入れない小さな港に入ることができる。5) 

現在世界最大の大型船は、ロイヤル・カリビアン・インターナショナルが 2009 年 12 月に就航させ

た「オアシス・オブ・ザ・シーズ（Oasis of the Seas）」で、総トン数：229,000 トン、長さ：360 メー

トル、幅：47 メートル、喫水：47 メートル、船室：2,700、総収容船客：6,296、乗組員：2,164 であ

る。ロイヤルカリビアンは、同じ 22 万トンの「アリュール・オブ・ザ・シーズ（Allure of the Seas）」

の 2010 年 12 月就航を発表している。 

２）クルーズの大衆化 

米国クルーズのイメージの変貌は、とくに、ここ 10 年ほど激しいものがあった。CLIA が隔年に行

う市場調査の最新版 2008 Cruise Market Profile によれば、この年の全米のクルーズ参加客の平均年

齢は 46 歳(2006 年は 49 歳)、平均家計所得は 79,000 ドルで、定年退職者比率は全体の 17％に過ぎな

かった。平均クルーズ日数は 6.6 日、一人当たりの平均旅行費(クルーズ料金、航空券、船上での出費

を含めて)は 1,880 ドルであった。全体の 75％がカップルでの参加で、その大半は夫婦であるが、18

歳以下の子供を連れた家族旅行の比率が 2002 年の 13％から 25％に上昇している。総括すれば、平均

年齢の若年化、家族旅行の増加、クルーズ期間の短縮（カリブ海では 3 日間・4 日間のショートクルー

ズも多い）等であり、細かなことでは、ドレスコードの簡略化、席指定なしのパーソナルチョイスダ

イニングなどである。6)  クルーズは一部の富裕層の旅行ではなくなっていることが理解できる。大

衆化を象徴的に体現している一つの事実として、船内の等級制（クラス）の廃止も挙げられる。 

３）クルーズの多様化 

クルーズ会社は、ハード施設の投入・拡充と同時に、クルーズの内容の充実を図ってきた。元々世

界のクルーズに適したクルーズエリアは、事実上、カリブ海、米西海岸、アラスカ、パナマ運河、地

中海、バルト海などに集中しているが、エリア内、エリア外とも、新しいデスティネーション開拓を

進めてきた。また、テーマ性のあるクルーズの企画、カリブ海のプライベートアイランド等、船会社

やそれに協力する旅行会社の商品開発の努力もクルーズ拡大の理由の一つであったと考える。最近で

は、海洋クルーズだけでなく、リバークルーズの拡大が伝えられる。 
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（３）クルーズ市場 

１）クルーズ人口 

世界のクルーズ市場規模の把握は意外に難しい。ここでは、最大市場米国の CLIA， 欧州クルー

ズ協議会（European Cruise Council:ECC）、それにダグラス・ワードのガイドブックの 3 種の統計

から推定する。 

CLIA 統計 

CLIA は積極的に情報や調査結果を公開している。2010 CLIA Cruise Market Overview によれば、

1990 年のクルーズ参加者は 377 万 4 千人で、2009 年は北米(米国・カナダ)で 1,019 万 8 千人、外国

人で 324 万４千人、計 1,344 万 2 千人である。1990 年から実に平均年率 7.2％の増加である. 

ただ、CLIA はしばしば、この数字を全世界のクルーズ人口のように取り扱うようだが、正確には、

この数値は 2009 年末で CLIA 会員である船会社 25 社、198 隻の実績である。（ダグラス・ワードのク

ルーズ船評価対象となっている船だけでも 271 ある。）世界中の主要船会社はほぼすべて会員であると

はいえ、会員会社の例えば欧州で運航するクルーズの実績が考慮されているかどうかも不明である。し

たがってこの数値はあくまで北米地区でのクルーズ人口と理解する。ここ 10 年の推移は図１のとおり

で完璧な右肩上がりであり、金融危機の 2008~2009 年も微増ではあるが、前年を越えている。 

 

図 1 北米クルーズ船客数推移 

 

出典： 2010 CLIA Cruise Market Overview 

単位は千人 2010 年は推定値 
 

ECC 統計 

ここ数年、欧州でのクルーズ増大が言われている。従来、北米に従属する立場であったが、元々、

人口も北米より多く、長期休暇の習慣も広く定着している地域であり、近年のクルーズ拡大も不思議

なことではない。対ユーロドル安の時期には、米国の船会社が新造船を欧州海域に配置するなど、積

極的な欧州シフトをとったこともある。欧州のクルーズ統計は、欧州クルーズ協議会（European 
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Cruise Council：ECC)がまとめているが、英国の数値は、業界団体である船客運送協会（Passenger 

Shipping Association:PSA）、ドイツの数値はドイツ旅行業協会からとしているが、その他の国につい

ては同協議会メンバーのクルーズ会社 31 から集約したものと理解している。７） 表 1 の通り、2003

年から 2009 年まで、右肩上がりの堅実な成長（185％）を示している。英国が 153 万 3 千人(前年比

＋4％)で欧州全体の 31.0％、２位のドイツが 102 万 7 千人(前年比＋13％)で 21％を占め、両国で欧州

全体の 52％という比重である。さらに、以下のイタリー、スペイン、フランス等ほぼすべての国にお

いて、2003 年以来、年を追って増加傾向が明らかである。 

なお、経済効果については、2008 年の欧州全域でのクルーズ直接消費額は 142 億ユーロ、直接雇

用者は 150,369 人（関連まで含めて 311,512 人）としている。ただしこの数字には、ほぼすべてが欧

州内にある客船造船会社の数字も含まれている可能性がある。８）  

 

表 1 欧州クルーズマーケット 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

英国 964 1,029 1,071 1,204 1,335 1,477 1,533 

ドイツ 537 583 639 705 763 907 1,027 

イタリア 346 400 514 517 640 682 799 

スペイン 307 300 379 391 518 497 587 

フランス 212 222 233 242 280 310 347 

北欧 54 56 42 62 94 123 173 

ベネルクス 42 41 42 64 82 92 110 

その他 209 204 206 224 292 334 368 

計 2,671 2,835 3,126 3,409 4,004 4,422 4,944 

注：単位 千人 

出典 European Cruise Council STATISTICS 2009 

 

ICCA 統計 

次にオーストラリア市場について概観しておく。オーストラレーシアクルーズ協議会（Int’l Cruise 

Council Australasia:ICCA）によれば、2009 年のオーストラリアクルーズ参加者数は 366,721 人で

前年対比＋11％である。2002 年から 2009 年まで、連続して前年を超えており、最近の前年対比を見

ても、2006 年+18％、07 年+17%、08 年＋26％と言う急成長である。2002 年での人口対比はわずか

0.2％であったが、09 年は 1.7％であり、2020 年には予想人口 2,400 万人の 4.2％の 100 万人達成を

目標にしている。ヨーロッパに負けず、オーストラリアでもクルーズは期待の分野であることがわか

る。9) 
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全世界のクルーズ人口 

後述する我が国をはじめとするアジア諸国の統計がないが、全世界でのクルーズ人口を推定してみ

る。ここで、ダグラス・ワード（Douglas Ward）の「クルージングとクルーズ船の完全ガイド 2010」
10) に掲載されている統計を参照したい。 

同書は1985年から毎年発行されているクルーズ入門書として著名であるが、クルーズの初歩知識、

世界中のクルーズエリアの説明、船会社の詳細、魅力的なクルーズを割引価格で買う方法までクルー

ズの全てを満載したクルーズ百科とも言うべきガイドブックであるが、2010年版 690ページのうち、

約 500ページは世界中の代表的なクルーズ船 271の詳細な情報と評価であり、毎年、全ての船の施設、

船室、食事、サービス、エンターテインメントなどの項目について評価点をつけている。 

同書の冒頭で自己紹介をしているが、ダグラス・ワード(Douglas Ward)は、当時世界最大のクイー

ンエリザベス号のジャズバンドのリーダーとしてクルーズ業界に入り、その後 17 年間、クルーズ会

社 8 社でスタッフとして働き、これまでに 990 クルーズに乗船し、海上生活総計が 5,500 日、大西洋

横断 154 回というベテランである。実際の体験に基づいた克明なガイドブックは読み物としても面白

い。このガイドブックが、「誰がクルーズに行くのか｣で紹介している 2008 年統計は表 2 である。北

米や欧州の数値は、先に述べた統計を活用していると思われるが、全体として、1,976 万 5 千人とい

う数字は、一つの目安として妥当なところではないかと考える。 

 

表 2 

誰がクルーズに行くのか（2008） 

アメリカ合衆国 13,500,000 人

ヨーロッパ(英国を除く)  2,900,000 

英国  1,477,000 

アジア(日本を除く)     600,000 

カナダ     500,000 

オーストラリア・ニュージーランド     330,000 

スカンジナヴィア     200,000 

日本     180,000 

キプロス    75,000 

貨客船船客     3,000 

合計 19,765,000 

出典：Complete Guide to Cruising & Cruise Ships 2010 P12 

 

この表から理解できることは、 

① 米国の比重が圧倒的に高く、世界の 68.3％を占める。米国とヨーロッパ計で、実に 90.4％であ
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る。ヨーロッパのなかでは、英国が 32.2％を占め、米国と英国 2 カ国の全世界に占める比率は

75.7％となる。現時点で、クルーズは一部の国に偏在している観光形態である。 

② 全世界の観光のなかでの、クルーズ分野の比重を評価する適切な統計はないが、敢えて、世界

観光機関（WTO）の国際観光旅行者と比較すると、2008 年の国際観光者数は 9 億 2,400 人とさ

れているのでクルーズ旅客はこの 2.1％に当たる。ただし、WTO の数値が、国境を越えた国際旅

行者であるのに対して、クルーズは国内旅行に分類される部分も大きいので、必ずしも正確な比

較とは言えない。観光全体のなかでの、比重はいまだきわめて小さいことは確かである。 

２）市場分析と今後の展望(米国と英国の例) 

それでは、クルーズ市場をどう分析し、今後の展望をどう見るかという問題である。ここでは、世界

の二大クルーズ国である北米と英国について、それぞれの業界が公表している展望と予測を概観する。 

北米(米国・カナダ) 

CLIA は、｢2010 年クルーズ市場概観｣11) のなかで、以下の指摘をしている。 

クルーズは若い産業である 

1980 年から 2009 年までに 1 億 7,600 万人がクルーズ旅行をしたが、そのうち 68％はここ 10 年間

の旅行者であり、40％は、直近 5 年間の実績である。 

市場潜在力の強さ 

他地域より多いとは言え、北米でのこれまでのクルーズ旅行経験者は人口の約 20％に過ぎない。

2008 年 CLIA 調査では、クルーズ経験者の 77％、未経験者の 55％が今後 3 年間にクルーズ参加の意

欲を持っている。この数は 50 万人以上と推定される。 

クルーズ商品の多様化 

過去 10 年、クルーズ産業は旅行者調査に基づいて、新デスティネーション開発、新しいデザイン

のクルーズ船設計、船上及び寄港地での新しいアクティビティの設定、テーマクルーズ開発等、旅行

者の多様な要望に応えられる商品企画に傾注してきた。 

クルーズへの高い評価 

初めてのクルーズ客も経験者もともに、他のタイプの旅行に比較して、クルーズを高く評価し、最

大の満足感を表明している。2008 年 CLIA 調査では、クルーズ経験者の 94.8％が「満足」しており、

44％は「きわめて満足」している。 

デスティネーションへの貢献 

クルーズ経験者の 80％が、最初にクルーズで訪れたデスティネーションを、別の形の旅行で再訪す

る意図を表明しており、40％はクルーズで訪れた地域を実際に訪問したと言っている。クルーズ客は

常にクルーズだけをしているのではなく、クルーズがその他の休暇旅行を喚起する。 

全米 50 州と全カナダが市場である 

航空網の拡大と港湾開発がクルーズ拡大を推進する。新しい発着港の開発により、発着港まで航空

機を使うか、自動車で行くか旅行者の選択肢が増大する。72％の米国人が、自宅に近い港があるとい

う理由でクルーズに乗ると表明している。2008 年の統計で、この年のクルーズ人口 1,305 万人のうち
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896 万人（全体の 68.6％）が米国内港湾からクルーズに参加しており、このうち 57％がフロリダに集

中している。言うならば、米国クルーズの 7 割弱は国内旅行なのである。さらに付け加えれば、1,305

万人中、米国内在住者は 929 万人で全体の 71.1％で、外国人比率が 3 割程度ある。 

業界団体の報告書であるから、多少割引して聞かなければならないことは言うまでもないが、客観

的な数字からも、クルーズ産業の継続的発展への期待は、CLIA だけでなく、北米観光産業全体が共

有するものであろう。 

英国 

英国市場について、英国のクルーズ・フェリー会社の業界団体である船客運送協会(Passenger 

Shipping Association:PSA)のクルーズレビュー12 ) により概観したい。 

クルーズ人口 

不況下での、2009 年実績値は 153 万 3 千人(対前年＋3.8％)で過去最高値であり、1996 年 66 万 3

千人の 231.2％になる。とくに近年の成長が顕著で、2006 年前年比＋12.4％、2007 年＋10.9％、2008

年＋10.5％と連続して二桁成長であった。2009 年は英国のホリデイパッケージツアーの 10％がク

ルーズであった。なお、この時点での推定値として、2010 年は 165 万人(＋7.6％)、2011 年 175 万人

(＋6.1％)としている。2010 年伸長の理由は、「アズーラ」、「セレブリティ・エクリプス」、「クイーン・

エリザベス」等４隻の新造船の英国市場への投入である。PSA は、今後もクルーズ拡大が続き、2014

年には 200 万人に達するという強気の予測をしている。なお、2008 年の英国クルーズ産業の直接消

費額は 22 億 6,300 万ユーロである。 

低料金化と豪華クルーズの伸長 

2009 年の特記すべき現象は、超豪華船(クリスタルクル－ズ、ポナントクルーズ、シルバーシーク

ルーズ等)の予約が前年より 51％増大したことで、この理由は不況対応策としてこれらの船会社が思

い切った割引価格を提示したことである。全クルーズ平均価格は 1,330 ポンドで、前年対比－6％で

あるが、クルーズ期間が長くなっていることを考慮すれば、実質 11％の値下げであった。 

デスティネーション 

2009 年の英国人クルーズの目的地別比率は、地中海 39.8％、北ヨーロッパ 19.3％、カリブ海 17.9％、

大西洋島嶼 6.5％、その他 17.4％であるが、この年の特徴は、前年対比で、地中海が－2％、カリブ海

＋8％に対して、北ヨーロッパ(バルト海及びノルウェイのフィヨルド)が＋20％と伸長した。なお、参

考までに、ECC2009 年統計では、全ヨーロッパクルーズ客のデスティネーション別比率は、地中海

58％、北ヨーロッパ 18％、カリブ海その他が 24％となっている。 

クルーズ期間と平均年齢 

クルーズ期間は 2005 年から毎年長くなる傾向が明らかで、2009 年の平均が 11 日、冬季だけでは

12.5 日となっている。クルーズ参加客の平均年齢は、1999 年が 53.5 歳、2009 年が 55.6 歳と、10 年

間で、＋2.1 歳と微増である。フライクル－ズだけでも、1999 年 52.3 歳、2009 年 54.4 歳と同傾向で

ある。 
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英国港湾発の増加 

英国内港発着クルーズとフライクルーズの比率は、人数ベースで、2009 年で、38.7％：61.3％であ

る。2002 年はこれが、30.7％：69.3％であり、ここ数年確実に、英国港湾発クルーズ客の増加が明ら

かである。 

人口対比 

2009 年英国・北アイルランドのクルーズ客 153 万 3 千人は、人口 6,530 万人の 2.35％にあたる。

ECC によれば、対人口比率は、スペインで 1.45％、イタリア 1.38％、ドイツ 1.25％と続き、全ヨー

ロッパ平均は 0.6％である。ヨーロッパが今後のクルーズ発展に寄せる期待が十分首肯できる数字で

ある。 

 
 
３ 日本におけるクルーズの現況 
 
（１）戦後のクルーズ発展 

世界的にも名を馳せた戦前の日本の外航定期船時代は別にして、わが国の戦後のクルーズ発展の歴

史を簡単にたどってみる。 

1989 クルーズ元年 

戦後の雌伏 40 年余を経て、ようやく日本の船会社がクルーズへの進出を宣言した年で、業界では、

｢クルーズ元年｣と称する。この年以降、新造船が相次いで就航した。 

1989 ふじ丸(23,235 トン、商船三井) 

1990 にっぽん丸(22,472 トン、同上) 

おりえんとびいなす(21,884 トン、日本クルーズ客船) 

クリスタルハーモニー(48,621 トン、クリスタル・クルーズ) 

1991 飛鳥(28,856 トン、郵船クルーズ) 

1998 ぱしふぃっくびいなす(26,594 トン、日本クルーズ客船) 

日本を代表する戦前からの船会社がクルーズ事業に意欲を表明し、事実上の日本のクルーズの始ま

りであった。しかし、振り返れば、この年はバブル景気終焉に近い時期にあたり、業界では将来的な

クルーズ市場目標を 100 万人とする声が大きかったという。期待に反して、1991 年に「飛鳥」が日

本船籍最大客船として登場した時はすでに、日本はバブル後遺症と経済の低迷に苦しんでいた。 

1990 日本外航客船協会（Japan Oceangoing Passenger Ship Association:JOPA）設立 

1995 クリスタル・シンフォニー（51,044 トン）就航 

2000 スタークルーズ日本就航 

3 月に現在世界第 3 位のマレーシアの船会社スタークルーズ社が、神戸発着の韓国クルーズに「スー

パースター・トーラス」（25,000 トン、船客 960 名）を配船し、3 泊 4 日クルーズを一人 3 万円から

と言う破格の料金で売り出した。3～5 月の 3 ケ月間に約 2 万人の参加があり、同社はさらに「スーパー

スター・エーリス」（37,000 トン、船客 700 人）による 10 月末から 3 月まで福岡・長崎発の日韓ク
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ルーズを設定した 13)。クルーズ元年から 10 年後の日本のクルーズ人口は 169,300 人で、元年の

153,800 人から 10 年間で 1 割程度しか増えていない状況のなかで、スタークルーズの快挙は業界に

大きな期待を抱かせたが、2001 年末、世界経済の落ち込みと、9.11 以後の旅客減少、コスト高騰を

理由に、日本から撤退してしまった。業界内には、スタークルーズの「安値攻勢」を失敗とみて、「ク

ルーズは必ずしも値段が安ければお客様に受け入れられるものではない。」とのコメントもある。14) 

2003 クルーズアドバイザー制度 

JOPA と日本旅行業協会（Japan Association of Travel Agents:JATA）が共同で、旅行会社社員を

対象に、クルーズの専門知識を有する専門家養成制度を創設した。 

2003 クリスタル・セレモニー（68,870 トン）就航 

2006 クルーズイヤー2006 

JATA クルーズ推進部会は、クルーズ市場の需要喚起アクションプランとして「クルーズイヤー2006」

を設定、1 月の「ジャパン・クルーズ・シンポジウム」を皮切りに各種イベントキャンペーンを実施

した。 

2006「飛鳥Ⅱ」（50,142 トン）就航 

2009 クルーズイヤー2009 

キャンペーンは JATA2000 万人プロジェクト（2010 年までに海外旅行者 2 千万人達成）の一環と

して継続中。 

 

（２）日本のクルーズの動向 

１）日本のクルーズ人口 

国土交通省海事局 15) は、2009 年（1～12 月）のクルーズ人口は、国内クルーズ 85,000 人、外航

クルーズ 78,000 人の計 163,000 人(対前年－14％)と発表した。クルーズ元年の 1989 年からの推移は

図 2 のとおりである。この統計にはフライ・クルーズも含まれる。 

下記コメントを述べる。 

① クルーズ元年の 1989 年から 2009 年まで、丁度 20 年間で成長は＋6％と極めて低い。過去最高

値は、国内クルーズがこれまでの最高であった 1995 年である。また、過去はじめて、外航クルー

ズが国内クルーズを上回った 2000 年および 2001 年の数値は、先に述べたスタークルーズの就航に

よるものと推定される。2009 年のクルーズ旅行者 163,000 万人の、総人口対比は 0.13％(2009 年

10 月総務省発表人口 1 億 2,751 万人)である。外航クルーズ旅行者 78,300 人の、同年の出国日本人

数 1,444 万 5 千人に占める比率は、0.51％である。 

② 2009 年の対前年減少率は計 14％だが、内訳は、外航クルーズ－24.0％、国内－2.2％である。減

少の理由として、国土交通省は、2008 年来の景気低迷、新インフルエンザの流行に加えて、「にっ

ぽん丸」の長期ドック入りを挙げている。 

③ 2009 年の外航クルーズは、1 泊から 3 泊のショートクルーズが全体の 42％で、平均泊数は 10.4

泊。国内では、1 泊から 3 泊が全体の 78％であり、平均泊数は 2.6 泊である。 
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④ 図には記載されていないが、外航クルーズの日本船と外国船の利用比率は、2009 年では、14,700

人(18.8％)対 63,600 人（81.2％）である。1995 年までは、日本船利用が外国船より多かったが、

以後は外国船比率が高くなり、ここ数年は、外国船が約 8 割を占めている。 

⑤ 2009年の外航クルーズのデスティネーションは、地域としては、欧州が 34,000人で全体の 43.3％

を占める。ついでアジアで 21,600 人(27.5％)で、両者で 70.8％となる。カリブ海は 2,700 人(2.8％)

に過ぎない。注意するべきは、欧州のなかで、最大は 22,000 人（全体の 28.0％で、大半が 2 泊以

下）が参加した北欧・バルト海クルーズであることで、これは過去から日本人旅行者に人気があり、

多くの日本発パッケージツアーに組み込まれているヘルシンキ～ストックホルムを 1 泊 2 日で結ぶ

シリアラインやオスロ～コペンハーゲンのDFDSＳシーウェイズクルーズなどの北欧海域でのミニ

クルーズのことと推定される。旅行会社としては、クルーズと言う意識でなく、北欧旅行の一部に

組み込んだ船旅が、もっとも利用の高いクルーズという結果になっている。地中海・エーゲ海クルー

ズの参加者は、バルト海の約半数の 10,900 人（全体の 13.9％）である。 

 

図 2 

 
出典  国土交通省 H22.06.15 2009 年の我が国のクルーズ等の動向について 

 

２）我が国の外航クルーズ船 

我が国の船会社が運航するクルーズ船は、表 3 のとおりである。歴史のところで提示した情報と異

なる船があるのは、その間に所有船会社が変わったり、異なる船名に変わったためである。例えば、

飛鳥Ⅱは、元々のクリスタルシンフォニーが改造され船名が変わった例であり、飛鳥そのものはドイ
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ツ船会社フェニックス・ライゼンに売却され、現在は「アマデア」（Amadea）としてバルト海に就航

している。同様に、先に紹介した 1990 年建造の「おりえんとびいなす」は、デルフィン・クルーズ

社（Delphin Cruises）に売却され、「デルフィン・ボイジャー（Delphin Voyager）」と改名した。 

クリスタル・クルーズは日本郵船出資の米国子会社であり、2 船とも船籍はバハマで、正式には日

本船社とは看做されない。当初から、日本人に限らず世界中の、とくに米国の富裕層を主要な対象と

しており、世界有数の豪華客船との定評を得ている。これらの外航客船は、外航のみならず、国内ク

ルーズにも就航している。日本人クルーズ旅行者は日本船だけでなく、日本へ寄港する多くの外国船

に乗船するほか、航空機で世界中のクルーズ発着地まで赴き、クルーズに参加する形態（フライクルー

ズ）も多くあることは言うまでもない。 

 

表 3 

 

出典 国土交通省 H22.06.15  2009 年の我が国のクルーズ等の動向について 

 
 
４ 日本でクルーズが拡大・発展する可能性はあるのか 
 
ここまで見てきたとおり、クルーズは北米や欧州で急速に発展しているとはいえ、その市場が観光

全体に占める比重はまだ小さい。しかし、船会社を中核とする業界は、未経験者の比率が高いだけ、

今後の急速な拡大が期待できるとして、積極的な投資を重ねて新造船を建設し、基本インフラの充実

を図り、大胆な価格政策も実施している。一方、我が国でのクルーズは、社会一般での認識度も低い

が、実際にクルーズに参加している旅行者数はそれよりもさらに少ないという印象である。今後、我

が国で、欧米並みとは言えないまでも、クルーズが普及し、クルーズ人口が増えることが期待できる

のであろうか。 

先ず、欧米クルーズ先進国と比較して、日本のクルーズ発展を阻む問題点および、および日本のク
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ルーズ商品や流通の特異性について述べ、そうした課題を解消する手段として何が考えられるか検証

してみたい。 

 

（１）日本のクルーズの特殊性と問題点 

１）地理的条件 

世界のクルーズエリアとして名高い、カリブ海、地中海、アラスカ、北欧等の海域に比べ、日本近

海の海象・気象条件は厳しく、クルーズには元々適さないという指摘がある。日本近海で快適なクルー

ズを楽しめるシーズンが短く、運航海域を転々としなければならないとも言われる。また、日本沿岸

や周辺に魅力的な寄港地がないとも言われる。日本各地の港湾に魅力がないというのは抵抗があるか

もしれないが、世界最大のクルーズエリアカリブ海の魅力と比較すれば必ずしも的を外れている主張

でもないだろう。16) 先に述べたように、米国人にとってのカリブ海は、業界で言う国内旅行の範疇

であり、クルーズが米国人にとって身近な存在であることが推定できる。 

欧州は、米国と同じとは言えないにしても、地中海、バルト海等の魅力ある海域に近接している点

では日本とは比較にならない好条件を有する。 

２）日本船が少ない 

日本企業が所有するクルーズ船はわずか４隻であり、市場が小さいので無理はないと思う一方、ク

ルーズの基本インフラである船舶と船床がもっと増えて欲しいとの願望は観光業界の共通した思いだ

ろう。現在、新造船計画はないと、郵船クルーズ、商船三井客船、日本チャータークルーズ 3 社が述

べている。17) 

外国船社は、周知のとおり、最近、積極的な買収・合併により 3 大グループへの寡占化が顕著であ

る。それでは、外国船の日本就航は増えているのか。これも、市場の大きさに比例するのは当然で、

2008 年で、3 大クルーズ会社で、日本へ来たのは 10 船、その他外国会社を含めると計 19 船で 18) 、

必ずしも多いとは思えない。 

３）長期休暇取得の難しさ 

日本の外航クルーズの平均泊数は 10.4 泊であり、先に述べた英国と同水準であり、米国より長い。

フライ・クルーズが多いことなどが理由と推定される。観光庁（平成 22 年度観光白書、平成 21 年観

光の現況）によれば、2009 年の日本人海外旅行者滞在期間は、全体の 62.3％が 5 日以内だが、10 日

以内が 24.1％、15 日以上が 13.6％であり、必ずしも休暇日数の短さがクルーズ推進の阻害要因とも

言えない。 

むしろ、日本の職場で、休暇時期を半年とか１年前に決定するのが難しいことがより大きな問題で

ある。後ほど説明するように、クルーズ、とくに外国船の予約時期は、日本の旅行予約の平均的慣習

よりずっと早いのである。 

４）クルーズの理解の不足 

クルーズの内容や魅力が社会一般によく理解されていないことが問題だという指摘が以前からある。

これだけ情報が溢れている現在でも本当にそうなのであろうか。一例として、2009 年 10 月～11 月に
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株式会社ジェイティービー（JTB）がクルーズに関するアンケート調査を実施した。19) 

アンケートの有効回答数は、3,198．概要は以下のとおり。 

 クルーズに参加した経験：ある 22％、ない 78％ 

 参加したクルーズ：日本船 45％、外国船 40％、両方 15％ 

 参加したクルーズ期間：1～3 日 77％、4～7 日 15％ 

 参加したクルーズの目的地：国内 45%、地中海・エーゲ海 13％、アジア 12％ 

 今後もクルーズに参加したいか：参加したい 90％、したいと思わない 10％ 

 これまで参加していないが：参加してみたい 84％、参加したいと思わない 16％ 

 参加するとしたらどこへ：地中海・エーゲ海 39％、日本国内 22％、世界１周 19％ 

参加していない理由：高額なイメージ 43％、長期不在できない 27％、機会がなかった 10％（外国

語が心配は 1％） 

クルーズに参加したい潜在的な希望は強くありながら、参加していない人は、やはり過去からの、

クルーズは高価で長期間の旅行というイメージを引きずっている印象を受ける。クルーズはまだ十分

に理解されていないことは確かだ。このアンケート中、意外なのは、外国語が心配と言う人が僅か 1％

であることだ。 

５）日本のクルーズ商品の特異性 

日本の現在のクルーズ商品の多くは、とくに外国船外航クルーズは、添乗員付きのパッケージツアー

である。団体として、クルーズに乗船する。添乗員同行により、船内での不安は相当部分解消される。

これに対して、米国は個人旅行者（FIT）が主流である。パッケージツアーがクルーズ全体のどれく

らい占めているのか、業界全体での統計は見つからないが、JOPA・JATA 共催クルーズ販売セミナー

200720) で、MSC クルーズの販売総代理店（GSA）である ICM 社担当者は、「取扱いの 90％がグルー

プのパッケージツアーだ」と述べている。また、同セミナー21) で、ロイヤル・カリビアン・インター

ナショナル、セレブリティ・クルーズ、アザマラ・クルーズ 3 社の GSA のミキツーリストが、「全体

の取扱の 8 割が添乗員付きのパッケージで、残り 2 割が FIT か単発ツアー」と言っており、同じセミ

ナーでプリンセス・クルーズとキュナード・ラインの GSA であるクルーズ・バケーションも、両社

ともグループベースのパッケージ商品が大多数と述べている。それでは 2 割の FIT 旅行者は欧米人な

みに個人旅行者としてクルーズを楽しんでいるのかというと、むろんそうした旅行者もいるのだが、

かなりの外国船が、日本人旅客を対象として、日本人コーディネーターを乗船させる例が多い。添乗

員ではないが、船上で困ったことがあれば、日本語で相談できるし、日本語の船内新聞が配られるこ

ともある。 

６）予約時期が遅い・変動制価格 

やや技術的な問題になるが、クルーズ流通において、日本と米国等との商習慣の違いが外国船予約

を困難にしている。JOPA/JATA 共催クルーズ販売セミナーの講演「日本と米国におけるクルーズ販

売の違いについて」22) でミキツーリストの担当者が詳しく説明している。米国でのクルーズ予約は

６カ月前～１年前が一番多く、キャンセル料発生は大体 2 か月前となる。一方、日本の一般のパッケー
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ジツアーは年 2 回のパンフレット作成時期と、休暇予定を早く決めるのが難しい等の理由で、2～4

カ月前予約が一般的である。こうした日本式の遅い予約では、外国船のいい客室を予約するのは難し

いうえに、せっかく事前予約しても、キャンセル料発生の 2 か月前には参加の有無を決断しなければ

ならない。団体だと最終人数や氏名確認が遅いので、船会社から船室返却の要求も起こり得る。そう

した状況のなかで、唯一例外は、日本船の世界１周クルーズで、例えば、JTB では、2007 年の「飛

鳥Ⅱ」の世界一周クルーズを、2005 年に販売を開始している。23) もうひとつは、米国式の変動制料

金である。日本のパッケージツアーは固定料金であるが、米国では、航空、ホテルを含めてレジャー

全体で変動制料金が主流である。原則は早い予約ほど安いというもので、ロイヤルカリビアンでは、

全世界共通で、1 年半前から予約できる。この料金が一番安く、時間の経過とともに徐々に上がり、

予約のピークである 1 年前から半年前に一気に上がる。最終的に一番高い料金が、最低価格の 3 倍に

なることもある。日本式の遅い予約では高い料金を払わざるを得ない。この料金制度は日本人旅行者

にとって不慣れな方式であり、時として反発も起こる。米国では、変動制料金がより早期予約を促進

しているといわれる。日本側としては日本の商習慣を主張したいところだが、圧倒的大多数の船客数

を誇る米国基準がグローバルスタンダードであり、これに従わなければ、船室確保ができないのが現

状である。弱小マーケットの悲しさというか、ここにも日本のクルーズ発展を阻害する要素がある。 

７）堅調な国内クルーズ 

ここまで述べた課題は、ほぼすべて外航クルーズについての問題点であり、国内クルーズはやや異

なる状況下にある。国内クルーズは原則として、日本船だけであり、日本船は、外航航路により多く

配船しており、2008 年で、「飛鳥Ⅱ」で、外航クルーズ日数 178 に対して、国内クルーズ日数は 91、

「にっぽん丸」で、136 日にたいして 89 日。「ぱしふぃっくびいなす」で 181 日対 98 日といずれも

国内配船日数は外航を下回る。大体各社とも国内運航日数は 90日程度で、運航回数は概ね 30回強で、

平均日数は 3 日間前後となる。人気のコースは小笠原、屋久島、石垣島、利尻島、礼文島等の離島と、

花火、祭り等のテーマクルーズが良く売れている。数少ない供給能力を賄うに足る安定的な需要が底

堅くあり、これに的確に応えたサ－ビスを提供することに各社が成功していることが伺える。24) 逆

にいえば、手堅いニッチなマーケットで、大きな発展は望めないということか。 

 

（２）クルーズ振興の具体的方策 

上記の課題を解決し、わが国でのクルーズを発展させるために何をなすべきか。それぞれの項目に

ついて、私見を述べる。 

１）今後期待できるクルーズは 

そうした条件のなかで、日本が力を入れるべきクルーズはなにか。 

国内クルーズ 

第一には、国内クルーズではないか。短期間の旅行が中心であるので休暇の問題がない。日本船が

中心なので、外国船への抵抗感がない。現に、外航クルーズより実績は大きい。国土交通省も「景気

の動向等に左右されることなく、堅調に推移している｣と述べている。25) それにしても、この 20 年
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間の参加者数の成長率は低い。初めの 10 年の毎年 10 万人前後が、ここ 10 年、10 万人を割っている。

しかし、外航クルーズへの入門編として、抵抗感がすくなく、クルーズ振興の基本となるものだと理

解している。同時に、最近顕著なのは、地域がクルーズ船誘致に積極的に取り組み、経済効果と人的

交流を目的とした地域振興の一つとしてとらえていることで、今後のクルーズ振興を支える一要素と

して期待したい。 

フライ・クルーズ 

外航クルーズに関しては、国内港湾発クルーズの選択肢が圧倒的に小さいので、誰が考えても、今

後のクルーズ振興はフライ・クルーズが主体となることは論をまたない。フライ・クルーズは、世界

中のどの海域のクルーズにも参加できるので、選択肢は無限と言ってもいい。現に、先に述べたバル

ト海クルーズや、エーゲ海の 1 日クルーズ等、日本の旅行業界は以前から事実上のフライ・クルーズ

商品を多く企画・造成している。船会社や旅行会社が企画するパッケージツアーでも、個人旅行でも、

これまで以上に業界は、多くの客船とデスティネーションの組み合わせの選択肢を提案することに努

めるべきである。 

２）早期の休暇時期決定の難しさ 

休暇の問題は、クルーズに限らず、日本の観光分野のもっとも根本的で難しい課題である。観光産

業だけでできることは少ない。とくに、1 年～1 年半先の休暇時期決定は、現在の日本の企業文化の

なかでは非現実的である。業界としては、クルーズ保険でリスクをカバーするよう旅行者に推奨する

ことくらいしかできない。欧米の例から推測すれば、1 か月とは言わないまでも 2～3 週間の休暇が一

般化すれば、企業も自衛上、早期休暇時期決定を認めるであろうが、果たしていつそういう時代にな

るのだろうか。 

３）クルーズ理解の促進 

クルーズの無理解と不安感が旅行者のクルーズ参加の意欲を阻害することは、日本だけの現象では

なく、クルーズ先進国でさえ最近まで言われていた。クルーズ未経験者が抱いている４つの神話(船酔

い、年配富裕層の世界、高い料金、単調で退屈)の呪縛から解放する手法がオーストラリアの業界紙で

紹介された。26) 

クルーズの魅力と実態を旅行市場に情宣することは、忍耐強く継続するしかない。JOPA・JATＡ

共催のクルーズ販売セミナーは、旅行会社社員を対象に、講師に船会社、外国船会社 GSA, クルーズ

専門旅行会社を招き、2006 年から現在まで継続しておこなわれているが、これを通読すれば、クルー

ズ販売の最前線にいる旅行会社社員が旅行者に対して積極的に情報発信している様子がわかる。これ

は明らかにそれ以前に比べれば、業界としての進歩である。クルーズの古いイメージがそろそろ変わっ

てもいいのではないか。最近は新聞等のメディアでも、クルーズが取り上げられることが多く、大衆

的なクルーズ時代を紹介する記事も多く、この効果も期待できるのではないか。 

４）日本固有のクルーズ商品 

クルーズに不安を覚える旅行者にとってより抵抗感の少ないのは、日本の客船に乗ることであろう。

これは外国語に弱いといわれる日本人だけの問題ではないようで、2007 年 12 月に、欧州最大の旅行
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グループ TUI がクルーズ産業への参入を表明し、2009 年に就航させた改造船ギャラクシー(Galaxy)

（現在は改名して Mein Schiff）はドイツ人の趣向に合った施設、食事、娯楽を提供し、船上での言

語はドイツ語とすると発表した時には、多少の驚きを感じた。27)  日本船なら日本人旅客も個人での

参加が容易だ。そうは言っても、現行の市場環境では、日本船が急に増えることは期待できないので、

やはり、パッケージツアー主体の形態が継続し、日本語アシスタントが求められるのは当分やむをえ

ない。他の海外旅行形態でこれだけ個人化が進んでいる事実を見れば、クルーズだけが添乗員付きで

ずっと継続するとは考えられない。やがて変わると期待したいが、相当長い時間を覚悟するべきであ

ろう。 

５）予約早期化への業界の努力 

外国とのクルーズ予約慣行の違いは実務上の大きな障害であった。外国船社の在日総代理店（GSA）

と旅行会社は、この解決に二つの方向からアプローチした。第一は法的措置である。予約の遅い日本

の標準旅行業約款では、旅行取消料の発生は通常時期で旅行開始日 30 日前（ピーク時で 40 日）と定

めているが、外国クルーズ船は、会社によって異なるが、45 日～120 前に発生し、旅行者の取消料支

払い義務発生時期と、旅行会社の船会社への取消料支払い発生時期に齟齬が生じ、クルーズ販売を阻

害する結果となっていた。業界の働きかけを受けて、国土交通省は、クルーズ振興のために、この取

消料を実態に沿うよう標準旅行業約款の取消料規定より早い時期に収受することができるよう「フラ

イ＆クルーズ約款」を認可した。この約款は旅行の取消料をカバーする保険（キャンセル保険）に旅

行者が加入することにより旅行者が不利を蒙ることのない体制を整備する条件で認可される。早期申

し込みの後、様々な事由でクルーズをキャンセルすることで蒙る被害を保険で補償する考え方で、こ

れはすでに欧米では広く普及しているとのことである。28） 

第二には販売促進や予約の現場での旅行会社のこれまでと異なる販売手法の導入である。クルーズ

パンフレットは、従来より早く作成し、説明会を早めることが主要各社で始まっている。こうしたク

ルーズ販売の特異性を旅行会社社内で、周知徹底させる試みもおこなわれている。2006 年から行われ

ているクルーズ販売セミナーの記録を通読するとこうした地味だが大事な作業が継続的に行われてい

ることがよくわかる。しかし、本来の社会習慣と大きく異なり、しかも、生活の流れが忙しくなり、

旅行も直前での申し込みが増えている環境のなかで、クルーズだけが特別扱いというのは、旅行者に

なかなか受け入れられないという危惧は変わらない。変動制料金については、航空券については、わ

が国でも予約・購入時期により運賃が異なることは旅行市場にも浸透しており、時間とともに理解の

得られることではないか。 

ここまで、テーマごとに、対応策らしきものを考えてみたが、いずれも決定的な効果を直ちに期待

することは難しい。 
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５ クルーズ産業における旅行会社の役割 
 
次に、クルーズ産業における旅行会社の役割について考えてみたい。 

これまで、クルーズ先進国においては、旅行会社が販売経路の大半の流通を担い、クルーズ会社と

旅行会社が緊密な連携を保っていると聞くことが多い。また、旅行会社の収入のなかで、クルーズが

大きな比率を占めているとの情報もある。クルーズ産業における旅行会社の存在感は想像以上に大き

いという印象である。一方、我が国ではクルーズ販売は少なくとも現時点においては、旅行会社業務

のなかでは明らかに微小であり、存在感も薄い。欧米との乖離はかなり大きいと判断せざるを得ない。

しかし、今後、日本の旅行会社が欧米の例に倣って、クルーズ販売を中核事業として拡大することは

できないだろうか。欧米での実態との比較においてこのテーマを検証したい。 

（１）欧米におけるクルーズの旅行会社経由予約比率 

ダグラス・ワードは、クルーズガイドのなかで、「いかに最善の取引をするか（How to get the best 

deal）」という旅行者へのアドバイスの冒頭で、「先ずクルーズ専門のいい旅行会社を見つけなさい」

と述べている。なぜなら、「旅行会社は、もっとも有利な料金を提示できるし、旅行者個人では獲得で

きないアップグレードやその他の条件も提案してくれる。大手旅行グループやコンソーシアムは多数

の船室をあらかじめ確保している。また、小さな独立系の旅行会社からも、インターネットでは獲得

できない大幅な割引を得ることができる。クルーズ会社は旅行エージェントを最重要な流通チャネル

と看做しており、インターネットには出さない特別割引料金や付加価値を旅行会社に提供している。」

29) これから参加するクルーズ旅行を探している旅行者、とくにクルーズ未経験者にとっては、著名

な入門書がこれだけはっきりと書いた記述は相当大きな影響を与えることは想像に難くない。ワード

によれば、クルーズ初期の 1960 年代には、クルーズの大半は船会社の直接販売であり、旅行会社経

由は 10％程度であった。大手のアメリカンエクスプレス、トマスクックをはじめとする一部の旅行会

社がこの分野に着目して、販売を強化した。クルーズ会社も、営業経費の削減になるものと歓迎した。

70 年代に、旅行会社経由比率は急速に拡大し、今日では、全てのクルーズ予約の 80％は旅行会社が

行い、20％が、インターネットを含む直接予約である。30)  

この数字を、業界団体が公表している統計等で検証してみる。 

米国 

「CLIA クルーズ大全」では、クルーズ休暇の 90％は旅行エージェント経由予約される。また、旅

行会社の販売額の半分以上をクルーズが占める。31) 一方、米国旅行業協会（American Society of 

Travel Agents:ASTA）がメンバーを対象に毎年おこなう調査 32） によれば、2009 年で ASTA 加盟

旅行会社の旅行販売額のなかで、クルーズは全体の 26％を占め、これはパッケージ旅行販売の 29％

に次ぐ第 2 位を占める。2002 年には 22％であった。参考までに、旅行会社取扱額中、最大の比重を

占めていた航空券販売は、2002 年の 34％から 2010 年 24％と減少している。なお、ASTA 会員の 50％

が CLIA に加盟している。CLIA と ASTA の数字の整合性は手元にある資料だけでは十分説明できな

い。 
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英国 

PSA によれば 33)、英国の旅行者は、クルーズについてインターネットで情報収集を行うが、実際の

予約は旅行エージェントで行うことを好むと述べている。2008 年と 2009 年の、クルーズ予約チャネ

ルは、表 4 のとおりである。 

 

表 4  英国のクルーズ予約経路 

予約経路と方法 2008 2009 

旅行エージェントでの面談 20% 25% 

旅行エージェントに電話 50% 38% 

旅行エージェントにインターネットで 9% 17% 

クルーズ会社に直接予約 21% 20% 

（うちインターネット経由） (11%) (12%) 

出典：PSA The Cruise Review May 2010 

 

旅行会社経由予約比率は、2008 年で、79％、2009 年で 80％である。しかも、旅行会社への予約方

法の大半が、直接の面談（face to face）と電話と言う古典的な手法であることが興味深い。 

 

（２）なぜ旅行会社経由になるのか 

世界規模で、観光産業の流通を担う旅行会社の機能低下が言われているなかで、クルーズ先進国で

ある米国と英国において、予約の大半が旅行会社経由であり、インターネットの介在が意外に小さな

事実は、日本の旅行会社から見れば衝撃的である。しかも、PSA の統計にあるように、その販売・予

約が、旅行エージェントとの直接面談や電話と言う相対的に古いコミュニケーション手段を通じて行

われていることは、大げさに言えば、旅行業の原点を見る思いがする。なぜ、クルーズ分野で旅行会

社の存在感がかくも高いのか、業界で一般に言われていることは下記のとおりである。 

１）高いコンサルティング機能が求められる 

クルーズはきわめて特異な旅行商品である。クルーズの基本構成要素は海洋と船舶である。船は移

動手段であり、同時に宿泊・食事や、船上アクティビティの舞台である。航空機や列車と決定的に異

なるのは、船そのものが旅行目的の大きな要素であることだ。加えて、重要な要素は、クルーズ船が

たどる航路がどこか、また、デスティネーションとしての寄港地である。寄港地は観光的魅力のある

ことが求められる。クルーズは旅行のあらゆる要素を包括的に提供する究極のパッケージツアーであ

ると言える。 

しかも商品の数が多い。ダグラス・ワード 34) によれば、世界中のクルーズ運航会社は約 75 社，

同書が評価対象としているクルーズ船は計 271、クルーズの寄港地は全世界で約 2,000、これを組み

合わせたクルーズのコース選択はきわめて難しい作業であることが理解できる。旅行者の要望と、選
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んだクルーズとのミスマッチがもたらす失望は決定的でとり返しがつかない。この故に、ワードの入

門書の存在理由があり、旅行会社での懇切・的確なアドバイスが必要とされる。当然ながら、こうし

た旅行者の要望に応えられる知識・経験を旅行エージェントが有していることが条件となる。クルー

ズ販売には、クルーズ船の知識のみならず、クルーズ行程、寄港地での観光に至るまで広範な知識が

求められる。 

２）旅行会社で買う方が有利 

米英では、先にワードが述べているように、旅行者がクルーズを旅行会社で買うことにより、直接予

約より有利な条件で割引や付加サービス等メリットを享受できるシステムが業界全体に構築されてい

る印象が強い。この背景には船会社と旅行業界の緊密な結びつきがあるように思われる。これについ

ては後ほど詳説する。 

３）インターネットの存在感 

ここまで見てきたように、クルーズのインターネット販売の存在感は薄い。ワードは、インターネッ

トは優れた情報源ではあるが、旅行者が自分の求めるものを完全に把握している場合を除いて、クルー

ズ予約には適していない。オンラインは質問に対して返事をしてくれない。クルーズ会社がインター

ネット上に載せる情報は厳密にマーケティングタイプである。様々なクルーズ船を紹介しているサイ

トも、しばしば特定の船を売り込もうとするバイアスがかかっていることが多く、誤解を招きやすい。

もし、オンライン専門エージェントで予約した場合は、必ず、船会社に連絡して、予約が本当に入っ

ているか、送金が確認されているか確かめるようお勧めする。こうしたインターネットエージェント

はライセンスも持たないところが多いから、と相当露骨な批判をしている。 

また、予約の過程で問題が発生すると、オンラインでは、ほとんど対応してくれないが、旅行エー

ジェントはパーソナルサービスが売り物なので、多くの適切な対応が期待できるとまでいっている。

35) このコメントが正しいかどうかは別にして、一般に、航空券やホテル手配・予約がインターネッ

トに適しているのと異なり、内容の濃いパッケージツアーは、インターネットになじまないとは、業

界での常識だが、クルーズもまさにそうした種類の商品だということだろう。クルーズのオンライン

販売の実態については、JOPA・JATA クルーズ販売セミナー36) でインターネット販売が全体の８割

という株式会社パシフィックリゾートの担当者が、クルーズ予約は実際にはインターネットだけでは

完結せず、3 分の 1 から半数の顧客が、電話で問い合わせた上で、来店するという報告が興味深い。 

 

（３）船会社と旅行会社の連携によるクルーズ販売 

上記の説明のなかで、米国や英国(たぶん欧州の他の国も含めて)での旅行会社の成功は第二の理由

が最も重要なのではないかと考えるので、その中核である米国の CLIA および英国の PSA の旅行会

社との関係について述べる。 

CLIA 

CLIA は 1975 年創設、その使命は、「クルーズの価値と魅力を促進し、安全で健全なクルーズ環境

の確立」としている。正式メンバーは 25 クルーズ会社であるが、北米地区 16,000 の旅行会社・トラ
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べルエージェントが準会員(affiliate member)として加入しており、これらの旅行会社は CLIA の紋章

（Seal）を店頭に掲げることができる。ASTA メンバーは 14,000 であるから、CLIA が全米最大の旅

行会社を支援する団体だと自称するのも偽りではないようだ。CLIA の主要事業はメンバーである旅

行会社社員を対象としたクルーズエキスパートの育成であり、教育内容は、教室での講義、インター

ネットコース、ビデオトレイニング等多岐にわたる。評価が高い「CLIA クルーズカウンセラー制度」

（CLIA Certified Cruise Counsellor）では、多くの教育を受け、クルーズコンベンション参加、クルー

ズ船見学などを経て、試験に合格すると、いくつかのグレードに分かれたクルーズカウンセラーの資

格が与えられる。この資格は顧客である旅行者にも広く知られている。また、年次大会(Cruise3sixty)

では、クルーズ会社と旅行エージェントの１対１での対話も行われる。ここで明らかなのは、クルー

ズ会社の業界団体である CLIA が旅行会社を組織化し、クルーズ専門家の育成をおこない、強力な販

売ネットワークを構築していることである。当然、割引料金や特別付加サービス、ボーナスコミッショ

ン等のメリットが CLIA 加盟エージェントに優先的に与えられるばかりか、マーケティングデータの

提供から、メンバー旅行会社の債務不履行に際しての旅行者保護の補償まで多岐にわたるサポートシ

ステムがあることも頷ける。元来、クルーズ販売手数料は、鉄道や航空に比較して高いとの定評があ

るが、さらに CLIA メンバーには様々な特典が与えられる。ワードが、米国でのクルーズ購入は CLIA

メンバーである旅行エージェントで買えと推奨しているのも頷ける。37) 

PSA・ACE 

英国の船客運送協会（Passenger Shipping Ａssociation：PSA）は 1958 年創設、北大西洋横断航

路が航空機にとって代わられた時期に、移動手段としての定期船事業を諦めて、新たに誕生したクルー

ズを広く普及する目的であった。   

1987 年に小売店（リテールエージェント）を支援する関連組織を、PSA 関連団体として立ち上げ、

2007 年からはこの団体を、クルーズエキスパーツ協会（Association of Cruise Experts:ACE）に改

名した。ACE はクルーズ会社と旅行会社の共同出資で、メンバーはクルーズ会社 35 社、旅行会社・

エージェント 12,000 社である。現在も両団体は緊密な関係にある印象である。ACE の主要事業は、

クルーズに特化した旅行エージェントの養成である。様々な教育プログラムを提供しているが、時間

のないエージェント社員のために、とくにオンラインラーニングに力をいれている。また、実地体験

を重視し、1 年を通じて英国各地の港湾でクルーズ船、とくに新造船の見学会やミニークルーズ体験

を実施している。年１回は、英国クルーズコンベンションを開催し、クルーズ会社と旅行エージェン

トの交流、情報交換、討論の場を提供している。38) また、欧州では唯一のＡCE 認定クルーズエキス

パート制度を設け、最高位は ACE Ambassador(ACE 大使)であり、現在英国に 30 名がいる。ダグラ

ス・ワードが、旅行者に ACE メンバーを推奨していることは CLIA と同様である。 

ここに述べた二つの組織のコンセプトはまったく同じで、クルーズ会社が主導して、多数の旅行会

社をクルーズ販売ネットワークの位置づけで組織化し、販売専門家を集中的に養成した上に、様々な

マーケティング・セールスサポートをおこない、クルーズ販売を促進するというパターンである。ワー

ドは、｢クルーズ会社は旅行エージェントを自分たちの流通システムと看做している｣と述べている。 
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（４）我が国でのクルーズ会社と旅行会社の連携はあるのか 

１）我が国の旅行会社販売比率 

観光庁、日本のクルーズ企業団体である社団法人日本外航客船協会（Japan Oceangoing Passenger 

Ship Association：JOPA）も、日本旅行業協会（Japan Association of Travel Agennts：JATA）の

いずれも、旅行会社のクルーズ産業における貢献についての数値は公表していない。それどころか、

クルーズ人口は公表しているが、クルーズ産業の経済規模も公表されていない。 

２）JOPA と JATA の活動 

CLIA や ACE との比較において、両者の活動内容を概観してみる。 

JOPA は 1990 年発足で、その意図は「外航客船及び外航定期旅客船を運航する会社、旅行会社、港

湾管理者、造船会社等で構成され、「ゆとりの時代」に相応しい新しいレジャーとしての船旅の我が国

への定着と、それを支える客船事業の一層の振興を目ざす。」としている。2010 年 8 月現在、正会員

10 社（船会社）、準会員 1 社、賛助会員 60 社（自治体 13 団体、旅行会社 26 社、船会社総代理店５

社、造船会社、保険会社等）である。2003 年に、JATA と共同して旅行会社の社員を対象とする「ク

ルーズアドバイザー認定制度」を設立した。所定の講習、試験、船上体験等によりクルーズに関する

専門知識を備えた「クルーズ・コンサルタント（CC）」を認定する。さらに上級の高度な知識・経験

を有する「クルーズ・マスター（CM）」資格もある。2009 年の試験までのクルーズ・コンサルタン

ト資格保有者は累計で 2,629 名となる。 

JOPA を CLIA や PSA と比較すれば、クルーズ会社が主体的に旅行会社社員を専門家として育成す

るという理念は同じであるが、参加している旅行会社数が少ないことが気になる。また、こうした動

きが、一般社会ではむろんのこと、業界内部でもそれほど知られているようには見えない。 

一方、JATA は、2006 年に、「JATA 海外旅行者 2000 万人プロジェクト」の一環として、クルー

ズ市場の需要喚起アクションプランとして、「クルーズイヤー2006」を設定して、その後毎年「クルー

ズイヤー」は継続している。JATA は、外客誘致の「ビジット・ジャパン・キャンペーン」とも連動

して、海外から日本へのクルーズ招致事業も活性化したいとしている。 

３）旅行会社現場でのクルーズ販売 

それでは、旅行会社の現場では、クルーズ商品をいかに捉え、具体的にどのように販売しようとし

ているのか。こうした実態を検証する資料はないが、2006 年～2009 年まで実施された、JOPA・JATA

共催の「クルーズ販売セミナー」の記録から、とくに旅行会社の出席者の発言から いくつかのポイ

ントを抽出してみた。 

①クルーズ商品の優位性 

旅行会社にとってクルーズ商品が極めて魅力的な存在であることを積極的に認める発言が多い。 

- クルーズは販売額が大きい、手数料も高率である（ミキツーリストクルーズセンター2008.3.11,） 

- 一般パッケージより苦情が少ないので販売する側にとって心強い(JTB 神保町支店 2006.12.06） 

- リピーター率が高いので、そのために社内添乗を重視している（パシフィックリゾートクルーズ

事業部 2006.12.06） 
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②高品質で価格競争が比較的少ない 

- 価格競争をせずに売れる数少ない商品で、なるべく価値を高める形で商品作りをしたい（近畿日

本ツーリスト首都圏ホリデイ事業部 2006.12.06） 

- クルーズは極めてニッチなマーケットで展開されており、不況に影響されにくい顧客（海事プレ

ス社 2009.3.27） 

- コンサルティングが必要な商品、旅行会社店頭の生き残り策として重要、薄利多売の時代に高収

入が期待できる（JTB ワールドバケーションズ 2007.3.26） 

これは同時に、言い方を変えれば、急速な拡大が見込める市場ではないということであろう。新聞

広告による低価格・量販商品策で有名なトラピックス（阪急交通社）が、同じセミナーで紹介してい

る「初年度は新聞広告に安いクルーズ商品を載せたが反応がなく、次年度からは、パンフレットを作

り相談会やリピーターへの DM に切り替えた」という事例が象徴的である。（阪急交通社メディア事

業部 2006.12.06） 

③クルーズ専門家の養成 

セミナーに出席した旅行各社は、いずれもクルーズ販売に意欲を持っている会社であるので、各

社一様に、社員のクルーズアドバイザー資格取得に熱心であることがわかる。販売組織としては、ク

ルーズの専門性に配慮して、専門支店の設立と主要一般支店へのクルーズアドバイザーの配置と言う

二つの方向で進められている。 

クルーズセミナー全般を通じて、旅行会社の販売担当者が、クルーズビジネスに大きな期待感を持っ

て熱心に取り組んでいることはよく理解できる。しかし、旅行業界全体としてのクルーズの今後の発

展をどう考えるかという戦略が見えてこないのは残念である。 

 
 
６ おわりに 
 
数字は冷酷である。クルーズ元年とされる 1989 年から 20 年、業界にとっては失意の歴史である。

節目ごとに 50 万人とか 100 万人の目標を掲げたこともあったが、根拠のない空しい期待であったと

言われても仕方がない。日本人海外旅行の急速な拡大・発展の過程で、クルーズだけが欠落したとい

う印象である。比較するのが適切でないかもしれないが、訪日外国人旅行(インバウンド・ツーリズム)

に似ているのではないか。大義としては、インバウンドと同様、クルーズは、発展・普及するべき分

野だという正論は誰もがうなずくし、漠然とながら、華やかなイメージを多くの人が知っていながら、

実態は、一部愛好家と業界の数少ない専門家が熱心に開発に努めてきたニッチマーケットでしかな

かった。 

結論としては、カジュアルマーケットの出現への期待感はあるが、過去の推移、現在の客観情勢の

厳しさから見て、急速にクルーズ市場が増大することは期待できない。この前提に基づき、わが国の

クルーズの今後の方向性と展望をどう考えるかについて、いくつかの所見を述べてこの小論のまとめ

としたい。 
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（１）クルーズへの抵抗感 

すでに述べたとおり、クルーズ先進国の米国に比較して、日本のクルーズを取り巻く客観的環境が

決定的に劣ることは否定しようがない。具体的には、自然環境の不適合、日本船の少なさ、長期休暇

制度の未整備などである。こうした課題の重さは誰もが十分理解しているが、ここでは、旅行者の心

理的要因について考えたい。すでに、繰り返し述べたように、クルーズが進展しない大きな理由は、

日本の旅行者はクルーズの魅力を理解していないうえに、現実とは異なる高価格・豪華という古いク

ルーズ感がクルーズの大衆化を阻害しているという説が業界で言われてきた。先に見た JTB アンケー

トでもこの傾向は確認できる。JATA 国際会議 2009 でのシンポジウムで、「再発見―カジュアルクルー

ズの魅力と新規開拓」と言う興味深い発表をクルーズ販売では歴史ある旅行会社 PTS 幹部が行ってい

る。39） 要約すれば、「米国でのクルーズが伸びたのは短期間、低料金、カジュアルなクルーズが主

力であること」、「日本のマーケットが伸び悩んでいる理由」は、「顧客もエージェントも間違いだらけ

の認識」、「マスメディアによる誇大表現」、「マーケットの 50％を占める日本船の高級イメージ」など

がクルーズの誤ったイメージ「豪華・高い・タキシード・長期・たいくつ」を与えているからだとの

主張である。結論としてはカジュアルマーケットの開発により 50万人市場が可能であるとしている。 

概ね肯ける主張であるが、やや疑念を感じるのは、少なくとも旅行会社を含む業界はここ 10 年程

は、新しいクルーズ像を市場に浸透させる努力をしてきたはずだ。それがまだ足りないという自省の

意味でおっしゃっているのかもしれないが、短かからぬ期間の業界をあげての広報・情宣活動がまっ

たく意味がなかったとは思えない。新聞等のメディアも、個人的印象としては、最近は、大衆クルー

ズの紹介に熱心なように思われる。にも拘わらずクルーズの底辺が拡大しないのは、背後に、もっと

潜在的な日本人のクルーズにたいする違和感・抵抗感があるのではないか。不安感は、クルーズライ

フを知らないことだけでなく、クルーズ自体への不安ではないか。 

これまでも表立った議論にはならないが、クルーズが日本人に受け入れられない大きな理由は、外

国船での船旅への不安感であるという見方がある。クルーズは、航空機の旅やホテルでの滞在と異な

り、一定期間、船と言う閉鎖空間のなかでの 24 時間の生活である。船客・乗組員の多くが日本人で

ある日本船は別にして、外国船でのクルーズライフの楽しみのひとつは、外国人である船客や乗組員

との触れ合いであり、異文化交流であると言われる。しかしこれは反面、非日常的な不慣れな環境で

の生活である。第一にコミュニケーション、すなわち言葉の問題である。現在日本人旅行者の外航ク

ルーズの大半が添乗員付きのパッケージツアーであり、個人の場合でも、船内で日本語で補佐するア

シスタントの配置が一般的である事実もこの説を否定できない。日本人が外国語(具体的には英語)が

苦手がどうかは別にして、外国語での表現能力を気にする国民性であるのは確かで、言葉の問題は意

外に大きいと認識している。言葉だけでなく、外国流の食事、マナーや服装等ライフスタイルへの不

安もある。即効性のある解決法はない。しかし、若い世代が、徐々にではあるが、ホームステイ、オー

ペア、ボランティア等で外国人の個人生活空間に積極的に入っていることを思えば、それほど悲観的

になることもないのかもしれない。現時点では、旅行者のストレスをいかに少なくするかに業界とし

て努力を続けるしかない。例えば、上記シンポジウムで、スタークルーズ社が、「服装規定がない、洋
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食、中華、すし等日本人に合った食事の選択可能、日本語サービス」を提供していることも、現実的

な対応策のひとつであろう。 

 

（２）クルーズ会社の政策 

欧米でのクルーズ振興の原動力は船会社であった。クルーズ産業は、業界が主導するビジネスであ

る。船会社は第一に、積極的な投資をして多くの客船を建造した。内容的にも、船の大型化によりク

ルーズの大衆化を図り、船内施設の改善・増強により新しい客層をひきつけた。第二には、クルーズ

魅力の普及と販売のために、旅行会社を組織化して、強力な販売ネットワークを作りあげた。欧州も

オーストラリアも、この米国のビジネスモデルを踏襲している印象である。それではわが国ではどう

か。クルーズ 20 年史をみれば、日本のクルーズ産業を主導するのも、船会社であることは言うまで

もない。    

しかし、日本の船会社が、米国のような積極的な造船・配船方針を取っているかとなると、やや疑

問を抱く。少なくとも現時点で、日本船社に新造船計画がないことはすでに述べた。むろんその背景

には、この市場の極端な小ささがあるのだろう。現在、世界の主要クルーズ会社は 3 大グループ(カー

ニバル、ロイヤルカリビアン、スタークルーズ)に寡占化しており、欧州においても主力船会社は、こ

のグループであることを考えれば、日本船が少なくても、外国船が多く日本に寄港すれば同じことに

なるわけだが、彼らがそれだけの日本市場の潜在力を認めるかどうかという問題になる。最近、これ

ら大手会社がアジア市場に注目して、配船を増強し、アジア海域に多くのクルーズ設定を行う動きが

あるという。主要ターゲットは中国であることは当然だが、その中で、日本はどう位置づけられるか

興味深い。最近の業界紙が、2010 年の実績を考慮して、2011 年にロイヤルカリビアンが横浜発着、

上海、韓国行きコース 3 本、コスタが博多発、中国、韓国方面７コース 32 本の設定をすると伝えて

いる。8 泊 9 日で 79,800 円と言う魅力的な価格を提示している。両船とも日本語通訳・案内、日本料

理を用意している。日本人旅客が増えれば、日本発着クルーズ設定が増えるという好循環を期待した

いものである。さらに興味深いのは、コスタのコースは、元々中国市場向けに催行された上海発着ク

ルーズを、博多での乗下船ができるよう日本側が交渉して実現したものであることだ。コスタで中国

人旅客が多く博多を訪れたニュースは広く伝えられたが、訪日中国人旅行者との相乗効果とみること

もできる。日本のクルーズ振興の現実的な方策となるかもしれない。ここでも、中国の存在感は大き

い。40) 

さらに、わが国に CLIA や PSA・ACE に見るような、強力な販売ネットワークができているのか。

方向としては、JOPA・JATA が同じ路線を目ざしていることは確かだが、何しろ市場が小さいので、

成果が上がっている印象がない。しかし、両者でクルーズアドバイザー制度を創設し、早期予約・変

動制料金への現実的な対応、そしてクルーズ保険の創設等、いくつかの実績は評価に値する。 

 

（３）日本の旅行会社は何をするべきか 

それでは、現実に日本の旅行会社はクルーズにどう対応するべきか。むろん、クルーズがあらゆる
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客層に開かれた優れた商品であることを情宣し、カジュアルクルーズの普及に努力を傾注することは

継続しなければならない。しかし、クルーズを廉価で売りまくる量販商品とすることには抵抗感があ

る。クルーズは、金額に関係なく、「説明商品」であり、個人旅行者に対する丁寧なコンサルティング

が必要な商品であるという認識は、クルーズセミナーでの多くの旅行会社担当者の発言でも共通して

いる。米国等での旅行会社の存在感の高さも、個人客に対する丁寧なコンサルティングが基礎となっ

ている。そして、クルーズは相対的に、高品質な商品である。低価格を前面にうちだした量販商品の

扱いをすることには疑問がある。先に述べた英国でのクルーズの 80％は旅行会社経由であり、しかも

ほとんどが面談と電話によるものである。まさにそこに旅行業の原点を見る思いがする。クルーズ参

加者の急激な増加を無理に求めても実現性は薄い。現在のクルーズ旅行者を大事にすることが、将来

的なクルーズの拡大と、旅行会社の利益増大に結びつくのではないか。カジュアル化が急に実現する

ことは難しいが、仮にその動きが現れても、旅行業界は安売りにのめりこんではいけないのではないか。 

米国での 2009 年のクルーズ人口 1,350 万人は、人口 3 億 1,400 万人(国連世界の人口推計 2008)の

4.3％、ヨーロッパも主要国の比率は高いが、欧州全域では 0.62％（ECC Statictics 2009）である。

それでも日本の人口比 0.1％よりは高いが、地理的条件や歴史の差等を考慮すれば、絶望視する必要

はないのではないか。逆説的だが、数量に過度に拘泥せず、高い付加価値を持つ魅力あるクルーズ商

品を提供することが、現時点での旅行会社の生きる道ではないか。ニッチ商品と限定する必要はない

が、当面はニッチであってもやむをえない。 

 

（４）行政の支援 

最後にもう一点、行政の関与について述べたい。現在観光庁のクルーズへの対応は二つの方向性を

もつ。第一にはインバウンド振興のビジット・ジャパン・キャンペーン（VJC）のなかで、外国人誘

致の一つの手法としてクルーズ船を日本の港湾へ誘致することである。最近の話題として、中国から

長崎、福岡への外国船クルーズによる中国人旅行者の来訪がメディアで大きくとりあげられた。 

第二は、日本人海外旅行者のクルーズ旅行振興である。具体的には JATA の海外旅行者 2 千万人計

画（VWC）を支援している。クルーズイヤーもこの一環として企画された。国がクルーズ振興に意欲

を示していることは評価すべきであり、短期間での成果は難しいとしても、クルーズ時代の実現には、

絶対的に必要である。とくに、正しいクルーズの理解のための広報・情宣活動に国に期待するところ

は大きい。地方行政にとっても、クルーズは無縁でない。国内クルーズでも、外国船による外国人来

訪でも、クルーズの到来は地域活性化にとっての好材料である。最近の中国から日本へのクルーズで

は、寄港した都市での旺盛なショッピングによる経済効果ばかりが強調されたが、同時に市民とクルー

ズ旅行者の交流や相互理解と言う文化面からの活性化も重要である。港湾都市の多くが、クルーズ船

の受け入れ可能な港湾整備、事前の誘致活動、入港時の歓迎行事等に熱心に取り組んでいる事例も多

い。41) 
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A study on Japan’s Cruise Industry Potential Development 

～Could it be a leading business for travel agencies?～ 

 

Yoshiya Iida 

 

Abstract 

The US cruise industry has achieved remarkable success in the past 40 years; its market has grown from 

500,000 passengers annually in 1970 to 14.3 million people in 2010.This is attributed mainly to the cruise 

ship companies’ agressive investment in building new ships and the introduction of the casual cruise in the 

market proposing far lower and affordable prices than ever. 

On the other hand, in Japan in 2009, passengers totals were only around 163,000 . 

In the US, 90% of the cruise booking is made through travel agencies creating a significant revenue source 

for them. 

 

The purpose of this paper is to examine if and how the cruise market in our country can be expected to 

develop in the near future and what will be the travel agencies’ position in the market. 

 

Outline 

1.Introduction 

2.Overview of the world-wide cruise market  

3.History and present cruise status in Japan 

4.Possibility of the cruise business development in our country 

5.Travel agencies’ role in the booking cruises 

6.Conclusion 

(1) Reflecting the unfavorable marine condition and the limited number of Japanese cruise ships, the most 

promising cruise type available in Japan, is Fly-Cruise connected with airflight to/from embarkation ports. 

(2) It is imperative to dispel the traditional negative cruise image (expensive, elder generation, luxury 

lifestyle) as well as the anxiety feeling on the foreign ships (language, dress code, table manner) still 

present among Japanese. 

(3) Contrary to hotel or airfare booking, the cruise products are hardly sold on line. Passengers prefer to 

book cruises face to face with travel agents since they are convinced that advice from a professional 

person is indispensable in finding a right cruise with the best condition for their needs. 

It is unrealistic to expect Japanese cruise market’s immediate expansion. Despite its present small 

market, however, the cruise remains a very attractive business for travel agencies; the products are 

quality-oriented and highly profitable. 


