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〒100-0014 

東京都千代田区永田町 2-3-1 

内閣総理大臣官邸 

岸田 文雄 様 

 

 

 

海外からの渡航者の規制緩和に係る陳情書 

 

 

 

 シンガポールに拠点を置き、国内外の年金等の顧客資金をお預かりし日本株式に

投資を行う資産運用業務を行っております、ひびき・パース・アドバイザーズの代

表の清水雄也と申します。この度は、内閣総理大臣の岸田文雄様に、どうしても、

世界に目を見開いていただきたく、このような陳情を送らせていただきます。外国

人旅行者向け国境コントロールの規制緩和に関するお願いです。ペンは剣よりも強

し、ということで、海外からでも、岸田総理のお耳に届くことを切に祈っておりま

す。 

 

 コロナウイルスの猛威への対応策として各国が国境を閉じ、人々の往来がなくな

ってしまってから早 2 年が経ちましたが、世界各国は今年から急激にアフターコロ

ナ、ウイズコロナで前に進もうとしております。次ページの表は各大陸や地域の主

な国々の 4 月上旬時点の外国人に対する入国制限の表となっております。 

 

（注：表の内容の正確性につき細心の注意を払っておりますが、その正確性を保証するものではなく、また情報

収集当時より変化している場合がございます） 
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 ご覧の通り、主要国は、既にワクチン接種証明もしくは PCR 検査陰性でビジネス、

旅行の区分けなく入国できる状態が主流となっておりますが、日本は留学生やビジ

ネス渡航者に対する一部制限緩和を開始したものの、先進国各国比、外国人に対し

てはほぼ「鎖国」に近い状態が続いているといっても過言ではありません。私の居

住するシンガポールも、4 月 26 日から完全開放となり、ワクチン 2 回以上接種であ

れば入国前 PCR 検査も必要なくなりました。要は水際対策の完全終了です。街には

既に旅行者が戻り始め、活気を呈しています。 

 

日本国の現在の厳しい入国制限を継続する「科学的根拠」ははっきりしておりま

せん。それにも関わらず、この制限が長引くことで、極めて深刻な構造的ダメージ

を日本国にもたらす可能性があります。二点、私が考える最も切迫しており、今す

ぐにでも対応せねばならない問題をお示し致します。 

 

  

  

外国人 /Non-business 渡航者各国入国制限（2022年4月上旬時点） 入国制限大幅緩和国

国名 入国制限免除 入国制限あり 入国拒否

対象 対象 制限 対象

日本

㋻かつ変異株非指定の国か

らの観光目的以外の渡航

1.変異株指定の国からの渡
航
2.その他

1.検隔3日間かつPCR陰性
2.自隔3日間かつPCR陰性
（検査を受けない場合は7日間）

日本上陸前14日間に指定国
滞在の場合原則上陸を拒否

フランス

㋻  or 蔓延が中程度以下の国 
/地域からの渡航 or 
指定の12条件該当者

左記に該当せずかつ無作為
PCR陽性

隔離有り -

ドイツ

㋻or周辺国と入国制限第三
国からの渡航

変異株指定の国からの渡航

かつドイツ国民やトランジ

ット目的や特別許可者

14日間隔離 変異株指定の国からの渡航

かつ左記の該当者以外

韓国
㋻or隔離免除書保有者、A1-
A3ビザ保有者

未㋻ 7日間隔離 韓国ビザ非保有者

インド ㋻or PCR陰性 - - 制限なし該当者以外

アメリカ ㋻or PCR陰性 - - -

カナダ
㋻or PCR陰性 左記条件を満たさない渡航 入国後ワクチン接種し、

自隔14日間
-

イギリス 制限なし - - -

オランダ
㋻（接種2回目270日以内or 
3回接種者は無期限有効）

- - -

台湾
- 観光目的以外で事前に特別

入国許可を得ている渡航

自隔10日間に加え自主健康管
理7日間

観光目的

スイス
㋻かつ接種後270日以内or
180日以内の感染回復者

- - -

イスラエル
- ㋻or PCR陰性 入国後公共交通機関を利用せ

ずに自宅・宿泊先に移動

-

(用語) ㋻…ワクチン接種完了者
検隔…政府指定の検疫所隔離処置
自隔…自宅待機或いは自主隔離
-…現時点N/A （出所：各政府HPなどを参考に弊社作成）
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 先ず、「インフレと円安」です。コロナ中の停滞した状態からの急回復で世界的

なインフレが進行し、各国で政策金利上昇が開始されておりますが、経済状態、財

政状態等の理由で本邦では金利を上げにくいところをヘッジファンド等に見透かさ

れ急激な円安が進んでおります。去る 4 月 12 日に、GDP ギャップ（下図）が-3.1%

で金額ベースで 17 兆円（年換算）もあると発表されましたが、このように需要が停

滞している中での円安及びインフレ進行は、スタグフレーションに陥る典型的な状

態です。 

 

（出所：内閣府統計より弊社作成） 

 

家計は従来から景気低迷への防御姿勢が強く、労働（賃金）への価値移転にも時

間がかかります。補完的に財政による追加経済対策に傾斜しても国民に守りの空気

が強い場合、その（乗数）効果は限定的とされる上、財政状態悪化を見透かされ、

円売りが加速する可能性すらあります。この喫緊の課題をすぐさま解決する手段こ

そが、外国人旅行者です。この円安下、海外の旅行者は、日本への入国を待ち焦が

れています。それを何故活用されないのでしょうか？例えば、2019 年のピークを越

える、年間 4,000 万人が来訪すると想定し、その平均支出額を 19 万円1で試算を行う

と約 7.7兆円もの消費が想定され、限界消費性向を 30%程度と仮定しても、乗数効果

によりおよそ 11 兆円という大きい GDP へのプラス効果となります。 

 

 次に、定量化しにくいが故に大変重要であるにも関わらず問題視されないのが、

「ジャパン・パッシング」です。欧米各国や東南アジアでも開国している最中、殻

に閉じこもる国は、「グローバルシチズンの中心的一員で居られるのか？」という

問いです。海外先進国と比較して企業のガバナンス変化も遅く、新しい資本主義と

いう方向性は良しとしても、旧来型の経済慣行、社会慣行の転換も遅く、さらに、

 
1 2011 年から 2020 年までの平均支出額を各年平均の USD/JPY でドル換算し、4 月 25 日現在のレート 127.93 円

で、再度円に換算した値 
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国境は閉鎖に近い状態である日本に対して「世界は関心を失ってしまっている」よ

うな状態とみられます。金融現象で見ても「急激な円安でも輸出企業の株価が上が

らない」のは、日本の経済や市場の根本的な立ち位置が地盤沈下を起こして、外国

の投資資金も日本に来ていない現実を物語っているとも見て取れます。 

 

この状態がこれ以上継続すると、世界の中での日本の地位の地盤沈下は加速する

懸念があります。これは、実態経済のみならず、外交的に極めて重大な影響があり

ます。ご承知の通り、世界では、自国の資源をいかに世界との交渉の中で優位に使

っていくか、という資源ナショナリズムの様相を呈しています。日本は天然資源こ

そ豊富ではないですが、風光明媚な観光資源、IT の成長を支える精密部品技術の資

源、そして勤勉な国民という強力な資源があります。そういった資源が、人的交流

や往来が限られることで世界の中から忘れ去られるようなイメージです。 

 

これらの資源を優位に世界に認知させるためには、閉鎖的になっている場合では

ないと考えます。停滞している国内の経済と社会を立て直す上で、また、岸田新政

権の悲願である景気回復による賃金の上昇を実現する上でも、「外からの需要」喚

起は最も現実的で効果が目に見える政策と考えられます。是非とも早急なご検討と

実施をお願い致します。 

 

 

令和 4 年 4 月 27 日 
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