
１０年とほぼ同水準も外航増、国内減

２０１１年のわが国クルーズ人口
前年比１％減の約１８万７千人
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日本船社運航船 外国船社運航船 合計 シェア 日本船社運航船 外国船社運航船 合計 シェア 日本船社運航船 外国船社運航船 合計 シェア

地中海（エーゲ海、黒海） 濤 涅渕，涸濤濤 涅渕，涸濤濤 涅淇．涸％ 濤 涅淇，渊濤濤 涅淇，渊濤濤 涅淇．濤％ 濤 涅涸，渊濤濤 涅涸，渊濤濤 涅淦．涸％

（うち２泊以下） 濤 涅濤濤 涅濤濤 濤．涅％ 濤 涅濤濤 涅濤濤 濤．涅％ 濤 濤 濤 濤．濤％

アラスカ － － － － 濤 淹，涸濤濤 淹，涸濤濤 淹．淦％ 濤 淹，渕濤濤 淹，渕濤濤 淹．淹％

カリブ海 濤 淹，淇濤濤 淹，淇濤濤 渕．淹％ 濤 渊，淹濤濤 渊，淹濤濤 渊．涅％ 濤 渊，淇濤濤 渊，淇濤濤 渊．渊％

北欧、バルト海 濤 淹淹，濤濤濤 淹淹，濤濤濤 淹淇．淦％ 濤 淹涸，涅濤濤 淹涸，涅濤濤 淹淦．涵％ 濤 渕濤，濤濤濤 渕濤，濤濤濤 淹淆．濤％

（うち２泊以下） 濤 淹涅，涅濤濤 淹涅，涅濤濤 淹涵．淇％ 濤 淹渊，淆濤濤 淹渊，淆濤濤 淹渊．渕％ 濤 涅渕，淦濤濤 涅渕，淦濤濤 涅渕．淹％

その他欧州 濤 涅，濤濤濤 涅，濤濤濤 涅．淹％ 濤 涅，涸濤濤 涅，涸濤濤 涅．涸％ 濤 涅，淹濤濤 涅，淹濤濤 涅．淹％

アジア 涅涅，淹濤濤 涅涅，淦濤濤 淹淹，淆濤濤 淹淦．涸％ 涅涅，涸濤濤 涅淇，渊濤濤 淹涸，淹濤濤 淹淦．淇％ 涅渕，渊濤濤 涅渊，涅濤濤 淹淦，涵濤濤 淹淇．淇％

（うち極東ロシア） 涅，淹濤濤 涅濤濤 涅，渕濤濤 涅．淇％ 淹，淹濤濤 濤 淹，淹濤濤 淹．淹％ 涸濤濤 濤 涸濤濤 濤．涸％

北米（アラスカ除く） 濤 涵，涅濤濤 涵，涅濤濤 淇．淹％ 渊濤濤 渊，淹濤濤 渊，淇濤濤 渊．涵％ 濤 渊，涸濤濤 渊，涸濤濤 渊．淇％

中南米（グアテマラ以南） 濤 淇濤濤 淇濤濤 濤．淦％ 濤 涸濤濤 涸濤濤 濤．涸％ 濤 淦濤濤 淦濤濤 濤．淦％

オセアニア、ミクロネシア 淹，淇濤濤 淹，淦濤濤 涵，渕濤濤 淇．渊％ 涅，淆濤濤 渕，淹濤濤 涵，涅濤濤 涵．濤％ 涅，涵濤濤 渕，淦濤濤 涵，淹濤濤 涵．濤％

インド洋、アフリカ、中東 濤 濤 濤 濤．濤％ 渕濤濤 渕濤濤 淇濤濤 濤．淇％ 濤 淇濤濤 淇濤濤 濤．淇％

世界一周 涅，濤濤濤 淹，淇濤濤 渕，淇濤濤 渊．渊％ 淆濤濤 淹，淦濤濤 渕，淇濤濤 渕．涵％ 涅，濤濤濤 淹，涵濤濤 渕，涵濤濤 渕．渊％

その他 濤 涅，濤濤濤 涅，濤濤濤 涅．淹％ 濤 涸濤濤 涸濤濤 濤．涸％ 渕濤濤 涅，淦濤濤 淹，濤濤濤 涅．淆％

（うち極地） 濤 涅濤濤 涅濤濤 濤．涅％ 濤 淇濤濤 淇濤濤 濤．淇％ 濤 淆濤濤 淆濤濤 濤．淆％

リバークルーズ 濤 渊，渊濤濤 渊，渊濤濤 涵．渕％ 濤 涵，渕濤濤 涵，渕濤濤 涵．淹％ 濤 淹，淦濤濤 淹，淦濤濤 淹．淇％

（うちアジア） 淹濤濤 淹濤濤 濤．淹％ 涸濤濤 涸濤濤 濤．涸％ 涵濤濤 涵濤濤 濤．涵％

（うちナイル川・ナセル湖） 淹，渊濤濤 淹，渊濤濤 淹．淆％ 渕，濤濤濤 渕，濤濤濤 淹．淆％ 渕濤濤 渕濤濤 濤．渕％

（うちヨーロッパ、ロシア） 涅，涸濤濤 涅，涸濤濤 淹．淹％ 涅，涵濤濤 涅，涵濤濤 涅．涵％ 涅，淆濤濤 涅，淆濤濤 涅．涸％

計 涅渊，涸濤濤 淇淦，涵濤濤 涸淹，渕濤濤 涅濤濤．濤％ 涅涵，渕濤濤 涸淦，濤濤濤 涅濤淹，渕濤濤 涅濤濤．濤％ 涅淇，淹濤濤 涸淦，渕濤濤 涅濤渕，涵濤濤 涅濤濤．濤％

外航クルーズエリア別乗客数及び海域別シェア （単位：人）

淹濤濤淆年 淹濤涅濤年 淹濤涅涅年
エリア

（注１）淹濤濤淆年及び淹濤涅濤年にエリア区分を変更
（注２）淹濤濤涸年及び淹濤濤淆年の「北米」にはアラスカを含む

（単位：人）

泊数 淹濤濤淆年 （シェア） 泊数 淹濤涅濤年 （シェア） 淹濤涅涅年 （シェア）

１泊 淹涅，濤濤濤 淹涵．涵％ １泊 淹淦，渊濤濤 淹淇．涸％ 淹淇，淆濤濤 淹淇．濤％
２～３泊 涅渊，淹濤濤 涅淦．渕％ ２泊 淹，渕濤濤 淹．渕％ 渕，濤濤濤 淹．淆％
４～涅渕泊 渊濤，涅濤濤 渊涸．淦％ ３～４泊 淹濤，淆濤濤 淹濤．涵％ 涅淆，渕濤濤 涅涸．淇％
涅渊～淹淆泊 涅，淦濤濤 淹．涅％ ５～７泊 淹淇，濤濤濤 淹涵．渊％ 渕淹，淹濤濤 渕涅．涅％
渕濤泊～ 涵，渕濤濤 淇．渊％ ８～涅渕泊 涅涸，涅濤濤 涅淦．淦％ 涅渕，淇濤濤 涅渕．涅％

涅渊泊～ 淦，涵濤濤 淦．渕％ 涸，涵濤濤 涸．淹％
乗客計 涸淹，渕濤濤 涅濤濤．濤％ 涅濤淹，淹濤濤 涅濤濤．濤％ 涅濤渕，涵濤濤 涅濤濤．濤％
人・泊計 涸渕涸，淇淹淦 涸涸淹，涵淆涵 涸涵渊，涸涸渕
平均泊数 涅濤．淹泊 涸．淇泊 涸．渕泊

（注）１．人・泊数は各クルーズ客数と泊数との積である

　　　２．泊数の区分をクルーズの実態を踏まえて淹濤涅濤年から変更した

外航クルーズ泊数別乗客数推移

（単位：人）

目的 淹濤濤淆年 （シェア） 淹濤涅濤年 （シェア） 淹濤涅涅年 （シェア）

レジャー 淦淦，淇濤濤 淆渊．渕％ 淆淦，渊濤濤 淆涵．渊％ 淆涸，涸濤濤 淆涵．涵％
（うち日本船社） 涅濤，濤濤濤 涅淹．淹％ 涅濤，淇濤濤 涅濤．渊％ 涅涅，涵濤濤 涅涅．涅％
インセンティブ 涅，涅濤濤 涅．渕％ 淇濤濤 濤．淇％ 涵濤濤 濤．涵％
セミナー 淹，渊濤濤 淹．淆％ 淹，涸濤濤 淹．淦％ 淹，涅濤濤 淹．濤％
団体旅行 濤 濤．濤％ 濤 濤．濤％ 涅，渊濤濤 涅．渊％
交　流 涅，淹濤濤 涅．涵％ 涅，渕濤濤 涅．渕％ 淦濤濤 濤．淦％
計 涸淹，渕濤濤 涅濤濤．濤％ 涅濤淹，涅濤濤 涅濤濤．濤％ 涅濤渕，涵濤濤 涅濤濤．濤％

（注）　１．外国船社運航船利用者は便宜的に全てレジャー目的と見なしている

　　　　２．インセンティブとは、企業が販売促進のため販売店、従業員等を対象に行う招待または格安旅行をいう

　　　　３．交流とは、墓参、姉妹港・姉妹都市間の交流を主な目的として行うもので、官公庁・市民団体等が主催する友好の

　　　　　　船、青年の船によるものをいう

外航クルーズ目的別シェア推移（単位：人）

目的 淹濤濤淆年 （シェア） 淹濤涅濤年 （シェア） 淹濤涅涅年 （シェア）

レジャー 淦淦，淇濤濤 淆涅．涵％ 淦淆，渕濤濤 淆淹．濤％ 淦淇，淦濤濤 淆淹．涵％

（うちワンナイト） 淹涅，淆濤濤 淹涵．涸％ 涅濤，渕濤濤 涅涅．淆％ 涅渊，淹濤濤 涅淦．涅％

インセンティブ 涸濤濤 濤．淆％ 渕濤濤 濤．渕％ 渊濤濤 濤．涵％

セミナー 涅，渊濤濤 涅．淦％ 濤 濤．濤％ 渊濤濤 濤．涵％

団体旅行 淹，濤濤濤 淹．渊％ 渊，濤濤濤 渊．淇％ 淹，渕濤濤 淹．涸％

交　流 渕，濤濤濤 渕．涵％ 淹，淇濤濤 渕．濤％ 渕，涅濤濤 渕．淦％

その他 濤 濤．濤％ 濤 濤．濤％ 濤 濤．濤％

計 涸渊，涸濤濤 涅濤濤．濤％ 涸淇，淹濤濤 涅濤濤．濤％ 涸淹，淆濤濤 涅濤濤．濤％
（注）　日本船社運航の外航クルーズ船及び内航フェリーによる国内クルーズが対象である

国内クルーズ目的別シェア推移

泊数 淹濤濤淆年 （シェア） 泊数 淹濤涅濤年 （シェア） 淹濤涅涅年 （シェア）

１泊 淹渕，渊濤濤 淹淦．淇％ １泊 淹涅，涅濤濤 淹渊．涵％ 淹淦，濤濤濤 渕淹．涵％
２～３泊 渊淹，渕濤濤 渊淆．淆％ ２泊 淹淆，淦濤濤 渕渊．涵％ 淹涅，淇濤濤 淹淇．濤％
４～６泊 涅涵，渕濤濤 涅涸．濤％ ３～４泊 淹淹，淦濤濤 淹淇．渕％ 淹渊，淇濤濤 淹淆．淇％
７～９泊 渕，淹濤濤 渕．涸％ ５～７泊 淆，涵濤濤 涅涅．濤％ 涵，涸濤濤 淦．濤％
瀾～灣泊 淇濤濤 濤．淦％ ８～瀾泊 渕，淹濤濤 渕．淦％ 渕，涸濤濤 渊．淇％
炙泊～ 濤 濤．濤％ 瀲泊～ 濤 濤．濤％ 淹濤濤 濤．淹％

乗客数 涸渊，涸濤濤 涅濤濤．濤％ 涸淇，淹濤濤 涅濤濤．濤％ 涸渕，濤濤濤 涅濤濤．濤％
人・泊計 淹涅淦，涸濤濤 淹渊渕，渕濤濤 淹淹涅，淇濤濤
平均泊数

国内クルーズ泊数別乗客数推移（外航クルーズ船及び国内フェリー）

（注）１．人・泊数は各クルーズ客数と泊数との積である
　　　２．泊数の区分をクルーズの実態を踏まえて淹濤涅濤年から変更した

淹．淇　泊 淹．涸　泊 淹．淦　泊

（単位：人）

日本船社運航船 外国船社運航船 小計 対前年比 外航クルーズ船 内航フェリー 小計 対前年比 対前年比

涅淆涸淆 渕淇，淹濤濤 淹涅，淆濤濤 涵涸，涅濤濤 渕淹．淇％ 淆涵，淦濤濤 － 淆涵，淦濤濤 淇．涵％ 涅涵渕，涸濤濤 涅涵．濤％
涅淆淆濤 渕涸，涅濤濤 淹涸，淇濤濤 淇淇，淦濤濤 涅渊．涸％ 涅濤涸，淹濤濤 － 涅濤涸，淹濤濤 涅渕．涅％ 涅淦渊，淆濤濤 涅渕．淦％
涅淆淆涅 渕涸，渕濤濤 淹涵，淇濤濤 淇渕，淆濤濤 －渊．淹％ 涅濤淹，淹濤濤 － 涅濤淹，淹濤濤 －涵．涵％ 涅淇淇，涅濤濤 －涵．濤％
涅淆淆淹 渊淇，渊濤濤 渕濤，渊濤濤 淦淇，涸濤濤 淹濤．淹％ 涅淹濤，渕濤濤 － 涅淹濤，渕濤濤 涅淦．淦％ 涅淆淦，涅濤濤 涅涸．淦％
涅淆淆渕 渊淦，渕濤濤 渕淹，涸濤濤 涸濤，涅濤濤 渊．渕％ 涅渕渊，涅濤濤 － 涅渕渊，涅濤濤 涅涅．涵％ 淹涅渊，淹濤濤 涸．淦％
涅淆淆渊 渊淹，涵濤濤 渕涅，渊濤濤 淦渕，淆濤濤 －淦．淦％ 涅渕渊，淹濤濤 － 涅渕渊，淹濤濤 濤．涅％ 淹濤涸，涅濤濤 －淹．涸％
涅淆淆涵 渊涵，涅濤濤 渕渊，渊濤濤 淦淆，涵濤濤 淦．淇％ 涅渊涵，涵濤濤 － 涅渊涵，涵濤濤 涸．渊％ 淹淹涵，濤濤濤 涸．涅％
涅淆淆淇 渕渊，渊濤濤 渕淆，渊濤濤 淦渕，涸濤濤 －淦．淹％ 涅涅淆，淆濤濤 － 涅涅淆，淆濤濤 －涅淦．淇％ 涅淆渕，淦濤濤 －涅渕．淆％
涅淆淆淦 渕渕，渕濤濤 渊淆，濤濤濤 涸淹，渕濤濤 涅涅．涵％ 淆涵，渊濤濤 淦，淆濤濤 涅濤渕，渕濤濤 －涅渕．涸％ 涅涸涵，淇濤濤 －渊．淹％
涅淆淆涸 淹淇，淦濤濤 渊淇，涅濤濤 淦淹，涸濤濤 －涅涅．涵％ 淆淦，淦濤濤 涵，淹濤濤 涅濤淹，淆濤濤 －濤．渊％ 涅淦涵，淦濤濤 －涵．渕％
涅淆淆淆 淹淹，淦濤濤 渊涸，涅濤濤 淦濤，涸濤濤 －淹．淦％ 淆淹，淆濤濤 涵，淇濤濤 淆涸，涵濤濤 －渊．渕％ 涅淇淆，渕濤濤 －渕．淇％
淹濤濤濤 淹涅，涅濤濤 涅濤淆，渊濤濤 涅渕濤，涵濤濤 涸渊．渕％ 涸渕，渊濤濤 淹，濤濤濤 涸涵，渊濤濤 －涅渕．渕％ 淹涅涵，淆濤濤 淹淦．涵％
淹濤濤涅 涅涸，渊濤濤 淆淇，淆濤濤 涅涅涵，渕濤濤 －涅涅．淇％ 涸涅，淇濤濤 渕，淹濤濤 涸渊，涸濤濤 －濤．淦％ 淹濤濤，涅濤濤 －淦．渕％
淹濤濤淹 涅涸，淇濤濤 淦渊，涸濤濤 淆渕，渊濤濤 －涅淆．濤％ 淦渕，濤濤濤 淹，渕濤濤 淦涵，渕濤濤 －涅涅．淹％ 涅淇涸，淦濤濤 －涅涵．淦％
淹濤濤渕 涅濤，涅濤濤 渊涸，淦濤濤 涵涸，涸濤濤 －渕淦．濤％ 淦淦，涸濤濤 渕，渊濤濤 涸涅，淹濤濤 淦．涸％ 涅渊濤，濤濤濤 －涅淦．濤％
淹濤濤渊 涅涵，淇濤濤 涵淦，淦濤濤 淦渕，渕濤濤 淹渊．淦％ 涸淹，淆濤濤 渕，涸濤濤 涸淇，淦濤濤 淇．涸％ 涅淇濤，濤濤濤 涅渊．渕％
淹濤濤涵 涅淇，淦濤濤 淇涅，淹濤濤 淦淦，淆濤濤 淇．渕％ 淦渕，淆濤濤 渊，渊濤濤 淦涸，渕濤濤 －淆．淦％ 涅涵淇，淹濤濤 －淹．渊％
淹濤濤淇 淹濤，濤濤濤 淇涵，淹濤濤 涸涵，淹濤濤 淆．渊％ 涸涵，濤濤濤 淇，涵濤濤 淆涅，涵濤濤 涅淇．淆％ 涅淦淇，淦濤濤 涅渕．涅％
淹濤濤淦 淹涅，渊濤濤 淦渊，淇濤濤 淆淇，濤濤濤 涅淹．淦％ 涸涵，濤濤濤 淹，淇濤濤 涸淦，淇濤濤 －渊．渕％ 涅涸渕，淇濤濤 渕．淆％
淹濤濤涸 淹濤，涅濤濤 涸淹，淆濤濤 涅濤渕，濤濤濤 淦．渕％ 涸渕，淦濤濤 渕，濤濤濤 涸淇，淦濤濤 －涅．濤％ 涅涸淆，淦濤濤 渕．渕％
淹濤濤淆 涅渊，淦濤濤 淇淦，涵濤濤 涸淹，淹濤濤 －淹濤．淹％ 涸淹，淆濤濤 涅，淆濤濤 涸渊，涸濤濤 －淹．淹％ 涅淇淦，濤濤濤 －涅淹．濤％
淹濤涅濤 涅涵，渕濤濤 涸淇，淆濤濤 涅濤淹，淹濤濤 淹渊．渕％ 涸渊，涵濤濤 涅，淦濤濤 涸淇，淹濤濤 涅．淦％ 涅涸涸，渊濤濤 涅淹．涸％
淹濤涅涅 涅淇，淹濤濤 涸淦，渊濤濤 涅濤渕，淇濤濤 涅．渊％ 涸濤，涵濤濤 淹，渊濤濤 涸淹，淆濤濤 －渕．涸％ 涅涸淇，涵濤濤 －涅．濤％

外航・国内クルーズ乗客数の推移 （単位：人）

年
外航クルーズ 国内クルーズ 合　　計

（注）　１．日本発着クルーズの他、フライ＆クルーズを含む

　　　　２．端数処理のため合計値が合わない場合がある（以下同じ）

　　　　３．外航クルーズ…乗船地、下船地及び寄港地のいずれかに海外が含まれるもの

　　　　　　国内クルーズ…乗船地、下船地及び寄港地の全てが日本国内であるもの

（８）第２６６７号 第３種郵便物認可 ２０１２年（平成２４年）８月４日（土曜日）

商船三井客船のにっぽん丸


