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今日お話しすること

• ツーリズム産業の概観

• 観光（産業）の成長とは、量的・規模的成長だけなのだろうか

• 新型コロナウイルスの世界的な感染でツーリズム産業は未曽有の
試練に

• 新型コロナウイルス禍からの観光復興

• ツーリズムの新たな動き
• コペンハーゲンの観光戦略
• 京都市・由布市の観光振興計画

• 観光の持続可能性を評価する
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これまでに学んできたこと
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1 4月13日 ガイダンス 前川 佳一

2 4月20日 京都市の観光政策 門川 大作

3 4月27日 日本の海外プロモーションと誘客 蜷川 彰

4 5月11日 テーマパークのマーケティング戦略 村山 卓

5 5月18日 テーマパークビジネスの戦略と人財育成 横山 政司

6 5月25日 MICEのメカニズムと地域のMICE振興 川島 久男

7 6月 1日 Strategic Issues in the Hospitality Industry David Taylor

8 6月 8日 エアラインビジネスの潮流と今後の戦略 二宮 秀生

9 6月15日 観光における鉄道ビジネスの果たす役割とは 魚本 佳秀

10 6月22日 ＬＣＣの現状と今後の戦略 片岡 優

11 6月29日 ホテルが展開するMICE 徳永 清久

7 7月 6日 観光地域づくりと旅館経営 井口 智裕

12 7月13日 観光まちづくり ～観光による地域活性化～ 古田 菜穂子

13 7月20日 ツーリズム産業論 総論 高松 正人



ツーリズム産業は裾野が広い

本講座の講師の広がり（直接波及）

旅行者・観光客

宿泊施設
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交通機関

観光施設
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ツーリズム産業は裾野が広い

さらに詳しく見てみると・・・

旅行者・観光客

航空

CIQ
機内食

ショップ・飲食

空港サービス

グランド
ハンドリング

整備

交通サービス
清掃

航空燃料

航空管制
人材

原材料・資材
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ツーリズム産業は裾野が広い

さらに詳しく見てみると・・・

旅行者・観光客

旅館

芸妓・ホステスアメニティー

派遣従業員

清掃サービス

飲料

食材

リネン

燃料

みやげもの
地域消費

拡大
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観光は、世界の主要産業

1. 世界の国際旅行者は、年間14億人(2018年 UNWTO)。国
内旅行者はその数倍～数十倍。

2. 世界の10人に1人は、観光関連産業で働いている（合計
3.3億人:2019年 WTTC）。

3. 世界のGDPへの観光の直接貢献額2.57兆ドル
総貢献額8.9兆ドル＝世界のGDPの10.3%（2019年 WTTC）

観光産業は、世界のリーディング産業として、直接的、間接的
に地域経済の活性化や雇用創出、観光客の宿泊、飲食、土
産品購入等による観光収入等、地域経済に大きく貢献。
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観光（産業）の成長とは、
量的・規模的成長だけなのだろうか？
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観光の成長と地域社会とのバランス

Overtourism: 観光地としての需要限界（Carrying Capacity）を
超えて観光客が来訪する状況

地域住民の生活に影響

例：京都、鎌倉、バルセロナ、アムステルダム、ベネチア、

フィレンツェ、チンクエ・テッレ、ドブロブニク、サントリーニ島

自然や文化遺産の持続可能性に影響

例：タージマハール（アグラ）、マチュピチュ、ピピ・レイ（タイ）、

ボラカイ島（フィリピン）、ガラパゴス諸島（エクアドル）、

万里の長城、九寨溝、アンコール遺跡、屋久島、座間味
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持続可能な観光（UNWTO の定義)
• 「旅行者・観光関連産業・自然環境・地域社会のニーズを

満たしつつも、現在および将来もたらす経済面・社会面・
環境面への影響にできる限り配慮した観光」

• 持続可能な観光の開発に関するガイドラインと管理手法
は、あらゆるタイプの観光地において行われる、マスツー
リズムやさまざまなニッチな観光を含む、あらゆる形態の
観光に適用できる。

• 持続可能性の原則は、観光開発における 1)環境、2)経
済、3)社会文化面の３つの側面に適用され、この3つのバ
ランスが持続的に保たれなければならない。そうすること
で、長期にわたる持続可能性が保証される。

Masato Takamatsu  JTRC 10



持続可能な観光（Sustainable Tourism）

観光が単に規模的に成長をするだけでなく、持続可能な形
で発展することの必要性を強調。

【持続可能な観光の３要素】

1. 環境面での持続可能性（environmental)
• 炭素排出量の削減（航空、自動車、宿泊施設、観光施設）

• Green MICE（環境に配慮したMICE運営）

2. 社会文化面での持続可能性(socio-cultural)
• 地域文化への影響に配慮

• 地域コミュニティーへの裨益

3. 経済面での持続可能性(Economic)
• 事業としての継続性
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国連持続可能な開発目標（SDGs）への貢献

• 観光産業が持続可能であるだけでなく、世界の持続可能
性に貢献することが求められている。
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国連持続可能な開発目標（SDGs）への貢献

観光に期待する具体的内容がSDGsに記載されている。

目標８：働きがいも、経済成長も

9項「2030年までに、雇用を創出するとともに地域の文化や
特産物を広めうる『持続可能な観光』を促進するための政
策を策定し実施すること。」

目標１２：つくる責任、つかう責任

「雇用を創出するとともに地域の文化や特産物を広めうる
『持続可能な観光』の、継続的な経済成長への効果をモニ
ターできる手法を開発し、適用すること」
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国連持続可能な開発目標（SDGs）への貢献

目標１４：海の豊かさを守ろう

７項「2030年までに、漁業や養殖業、観光を持続的にマネー
ジメントすることにより、海洋資源の持続的な利用を通じた小
島嶼開発途上国や開発の遅い国への経済的な影響を高め
る。」

上の3つの目標以外にも、観光が貢献できるSDGsは多い。

目標１：貧困をなくそう

目標２：飢餓をゼロに

目標３：すべての人に健康と福祉を

目標５：ジェンダー平等を実現しよう

目標11：住み続けられるまちづくりを
14



G20北海道倶知安観光大臣会合宣言

【観光による持続可能な開発目標（SDGs）への貢献の推進】

G20大阪首脳宣言において、G20リーダーが観光部門の雇
用、経済、自然保護、包摂的かつ持続可能な開発の面での
貢献の最大化に取り組むことを約束したことを踏まえ、G20
の観光大臣は以下の３つの項目の達成に向けた取組につ
いて合意をしている。

SDGsに対する観光の貢献の最大化

訪問者と地域社会双方に恩恵のある観光のマネジメント

持続可能な観光を促進するためのイノベーションとデジタ
ル化の推進
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新型コロナウイルスの世界的な感染で
ツーリズム産業は未曽有の試練に
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世界のCOVID-19感染状況(7月15日現在)

17
https://covid19.who.int/



世界の感染はまだ拡大傾向
中国＞ヨーロッパ＞北米＞中東・中南米＞南アジア＞アフリカ

18https://covid19.who.int/



各国の感染状況
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韓国 台湾

ベトナム フィンランド

出典：https://www.worldometers.info/coronavirus/ 2020/7/18アクセス



日本国内の陽性者数は再び増加
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出典：厚生労働省ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokunaihassei



訪日外国人数の推移(1990年～2019年）
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日本のインバウンド観光も壊滅的打撃
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COVID-19がツーリズム産業にもたらしたもの

世界の主要都市のロックダウン⇒旅行需要の消滅

世界的な国境封鎖⇒国際的な人の動きの停止

感染リスク⇒旅行に対する不安・恐れ

ソーシャル・ディスタンシング

⇒人との交流＝ツーリズムの根本がリスクになる

観光活動の停止⇒事業者の経営危機（財務、雇用維持）

失業者の急増
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観光への影響は甚大！

WTTC(World Travel & Tourism Council)の予測（4/27）によると

• 世界のGDPの10.3％に貢献

⇒全世界で2.7兆ドル（300兆円）の損失

うち アジア太平洋 1兆400億ドル

米州 7910億ドル

EU 7090億ドル

• 10に１つの世界の雇用を、観光関連で創出（3億3千万人）

⇒業界の１億人が失業の危機

うち アジア太平洋 6340万人

米州 1410万人

EU 1300万人

>>>>さらに1億人に失業リスク



COVID-19がツーリズム産業を変える

従来のツーリズム産業のビジネスモデルの限界が一気に
顕在化

人との接触が最大リスク
旅行会社の店頭営業 ⇒オンライン
団体旅行・パーティ ⇒個人化、規模縮小
MICE ⇒デジタルとのハイブリッド
旅先の人々との「ふれあい」⇒物理的距離を置いた「ふれあい」

業界全体のデジタル化、非接触化を急速に進める必要

2019年9月 トーマスクック社の経営破綻はプロローグ？

もしこの時、何とか持ちこたえていたとしても、COVID-19は
乗り越えられなかったのでは？
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新型コロナウイルス禍からの観光復興
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新型コロナウイルス禍からの観光復興

【前提】

• 新型コロナウイルスは、世界的な感染がいったん収束した
としても、常に地球上に存在する。（ウイルスとの共存）

• 新型コロナウイルス感染症の特徴は、かなり多くの感染者
が無症状でありつつ、強い感染力を持っている。

• 観光の復興は、無症状感染者がどこにいるかわからない
状況の中で、感染防止の具体的な対策と組み合わせて計
画・実施されなければ、観光経済の回復が新たな感染拡
大を引き起こす原因となりかねない。

• 旅行に勧誘するプロモーションだけでは、人は感染を恐れ
て旅行に出ない。旅行にいっても大丈夫という安心感
（confidence)を市場に感じさせることが極めて重要。



New Normalにおける観光

• 新型コロナウイルスの治療薬が普及し、ワクチンが開発され、
世界の感染リスクが劇的に下がるまで、ウイルスと共存する
New Normalにおいて、感染防止に配慮した旅行・観光の様
式を示すプロトコルの実践が必要。

• 世界的な組織：WHO、IATA、ICAO、API、WTTC、CLAIR、

European Commission, PATA
• 各国政府・機関：CDC、FDA、韓国、タイ、シンガポール、香港

• 業界団体：USTA、AFLA
• 日本では：各業界団体がガイドライン作成

「新しい生活様式」（厚労省専門家会議）

「新しい旅のエチケット」（旅行連絡会、国交省）



New Normalの観光スタイル

• 入国・入域時の無感染・健康確認

• 社会全体での感染防止策の実践

• 観光関連事業者の感染防止ガイドライン遵守
• 従業員の感染防止対策

• 感染防止のためのサービス・オペレーション見直し

• 頻繁な換気・接触箇所の消毒・レストランサービス

• 観光客の感染防止ガイドライン遵守
• 接触防止策・ソーシャルディスタンシング

• 手洗い・手指消毒の徹底

• 混雑を避けた観光地・観光施設訪問

• 感染防止のための設備・備品・テクノロジーの整備
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New Normalの観光スタイル
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New Normalの観光スタイル
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この先1年間、行きたい国内旅行形態
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インバウンド・アウトバウンドの復興に向けて

1. 国際間の人の移動再開のシナリオづくり
1. 特定二国間でのTravel Bubbleの形成

2. Travel Bubble の地域内での拡大（Travel Corridors）
3. 世界的な国境再開（非対象国の特定）

4. 全面的な国境再開

2. 国際的な感染防止プロトコルの導入

3. 検査体制の飛躍的な増強

4. 非接触チェックイン、入出国審査手法の開発と導入

“Seamless Travel”
33



旅行・観光のセキュリティとレジリエンス

テロや犯罪を未然に防止するために。

• ビザ免除の廃止やビザ取得要件、入国審査の厳格化

⇒リスクの低い人たちの入国まで抑制してしまう。

例）同時多発テロ以降の米国のビザ・入国審査の厳格化

の結果、10年以上米国入国者数が回復しなかった。

• 電子ビザ、trusted traveler制度、旅客情報の事前流通

⇒リスクのある人が事前に分かる。

リスクのない人は簡略な入国審査だけで済む。
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旅行・観光のセキュリティとレジリエンス

テロや犯罪を未然に防止するために。

米国：Automated Passport Control
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旅行・観光のセキュリティとレジリエンス

セキュリティの向上と、入国審査の円滑化を両立

顔認証による入国審査：日本

https://www.youtube.com/watch?v=dS3EjEoXmYg
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ツーリズムの新たな動き
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コペンハーゲン観光局観光戦略2020

38



LOCALHOODの新たな始まりに向けて
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王様は死んだ！旧い時代は終わった。

• 文化とレジャーの専門家が群がる、他との関係の希薄な
産業としての観光の時代にさよならを告げる。

• ピカピカでパーフェクトな画像を使った広告が観光マーケ
ティングだ、という日々は過去のもの。

• 観光地プロモーションのスーパースターとしてのオフィシャ
ルDMO(Destination Marketing Organization)の役割はもう
終わった。

40



王様、万歳！新たな時代が始まる。

41

観光の時代が終わり、我々は2020年、さらにその先に向け
て新たな時代に漕ぎ出す。



新たな観光の時代への８つの道しるべ

1. The experience of temporary localhood.
（一時的なジモティーの経験）

旅行者ではなく地域住民のように体験する。

2. Locals are the destination.
（地域住民が旅行目的地）

地域の人々と触れ合うことが観光の主な目的になる。

3. Branding is all about relations. 
(ブランディングとはすなわち関係性）

ブランドを形成するのは、マーケティングではなく人々との関係性。

4. From marketing to enabling.
（マーケティングから観光の仕組みづくりへ）

DMOの役割は、従来のマーケティングから今日の観光客が求める
新たな観光体験を開発し、光を当てることに変わる。
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新たな観光の時代への８つの道しるべ

5. A traveller is all kinds of human.（一人の旅行者が七変化する）

旅行者のニーズはさらに多様化し、従来の属性をもとにしたセグメン
テーションは通用しなくなる。

6. Global urban travellers. （世界の都市旅行者）

都市への旅行者が増加し、DMOは観光客の増加が地域住民の生活の
質や居住環境の悪化につながらないよう地域と協働する役割を負う。

7. Digital is yesterday’s question; new data is today’s.
（デジタルは昨日の問い、新しいデータは今日の問い）

あらゆることがデジタルになる中で、DMOはビッグデータを活用した観
光客の詳細な行動分析が必要。

8. Agility to change and fail fast.
（すばやく変化し、いち早く失敗する）

さまざまなイノベーションが進む中、DMOの役割は観光客数を増やすこ
とを超えて、観光経済の中での新たな価値創造に向かう。
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コペンハーゲンの観光ビジョン

LOCALHOOD FOR EVERYONE

「あらゆる人にとって地元（Localhood）である観光地」

• 観光客と地元住民が共存しつつ相互に関わり合う

• 観光の成長を通じて観光関連産業の持続的振興と地域住
民の心豊かな生活（Wellbeing）が共に実現する

• 国内外からの観光客が地域社会の一部となることが喜ん
で受け入れられる
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コペンハーゲン観光局のミッション

ENABLE OUR DESTINATION TO BE SHARED MORE

「私たちの地域がより多くの人々に共有される仕組みを整え
ること」

• 従来のマーケティング活動による観光振興を超えて、

• コペンハーゲンらしい本物の体験を開発してスポットライト
を当て、その本物体験をコペンハーゲンの核となるブランド
ストーリーとして人々の口コミを通して広める

• 変化のインキュベーターや共創を加速する
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コペンハーゲンの観光戦略

1. シェアできることが一番大切：SHAREABILITY IS KING
ソーシャルメディアが発達した今日、観光客がコペンハーゲンでの体
験を自分のストーリーとしてどれだけ多くの家族・知人・友人に伝え、
共有し、推奨できるかがカギとなる。

2. 一度来ていただけば、価値は二回分：
ONCE ATTRACTED, TWICE VALUED
観光客の再訪を促進するとともに、データを活用して観光客の心理を
探り、観光消費の妨げとなっているものを取り除き、再訪時の市内で
の観光消費をより大きくする戦略。「延べ宿泊数を超えて」が合言葉。

3. 明日のビジネスを今日から始める：
TOMORROW’S BUSINESS TODAY
成長可能性の高い市場やセグメントから新たな観光客を誘致するた
め、先行投資を促進する。
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コペンハーゲンの観光戦略

4. 共同イノベーションが根幹：CO-INNOVATION AT HEART
業界を超えて協働したイノベーションを進めるためのデジタル基盤を
整え、ネット上でアイデアや新たなパートナーを募り、より多くの失敗
を奨励するような革新的な組織風土をつくる。

5. 人に基礎を置く成長：PEOPLE-BASED GROWTH
住民にも観光客にもWin-Winとなるような観光のあり方、「観光客の
増加そのものがゴールではなく、観光客が来ることがあらゆる人に
とってより大きな価値になるようにすることが目標」
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コペンハーゲンの観光目標2020

1. 観光収入 DKK 490億（約8,000億円）

2. 観光客の推奨意向 77%

3. 観光客増加を支持する市民の割合 80%
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京都観光振興計画2020＋1

「持続可能で満足度の高い国際文化観光都市」を目指す

市民生活と観光との調和の確保を大前提として，

• 歴史的建造物や庭園，まちなみ景観，自然景観，伝統文化，
現代文化，生活文化，伝統産業など，京都の優れた文化を
守り，育て，創造的に活用を進める都市

• 観光，文化 経済を融合し，国内外から訪れる人々との交流
を通じて，地域の発展につなげる都市

• 市民，観光客及び事業者に高い満足を提供する都市課題や
環境変化への対応
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京都市の観光振興計画目標と評価指標

1. 年間観光消費額 1兆3千億円
単に観光客の増加を目指すのではなく， 延べ宿泊客数の増加や観光
消費額単価の向上を図る

2. 観光客の意向・評価（京都市観光総合調査の結果）

1. 再来訪意向 京都を再び訪れたい

2. 紹介意向 親しい友人に京都を勧めたい

3. 京都のおもてなし度 京都滞在中に「おもてなし」を感じたか

※いずれも100%をめざす。

3. 市民生活実感調査で「市民生活と観光との調和」の進捗を
把握
1. 京都は，市民にとってくらしやすい観光都市である。

2. 京都は，観光客にとって質の高い観光都市である。
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由布市観光基本計画
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将来目標に込められた思い
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３つの観光地の共通点

1. 市民が参画してつくる観光ビジョン（めざすべき観光の姿）
行政＋民間事業者＋市民・地域代表の協議会

2. ビジョンにもとづく観光戦略・政策

3. 「ほんもの」の地域体験を観光客に提供

4. 観光客数より、観光の地域への貢献度を目標化

5. 観光と市民の調和と観光に対する市民の満足度を追求

6. 観光のマネジメント
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観光の持続可能性を評価する
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総合評価指標

GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL (GSTC)
観光関連事業用（GSTC-H&TO）と観光地用（GSTC-D）がある。

• GSTC-Dの評価指標群（具体的指標数）

A: 持続可能な観光地管理(14)
B: 地域社会における経済利益の最大化、悪影響の最小化(9)
C: コミュニティ、旅行者、文化資源に対する利益の最大化、

悪影響の最小化(6)
D: 環境に対する利益の最大化、悪影響の最小化(12)

European Tourism Indicator System (ETIS)
• EUが開発した総合評価指標

観光地マネジメント、経済的価値、社会文化への影響、

環境への影響 の４カテゴリー
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総合評価指標

GSTC-D（観光地用評価指標）

• 各国の実態を反映した地域版が認証を受けて使用されてい
る。（韓国、タイ、エクアドル、インドネシア、ノルウェー等）

• 日本では、釜石市が認証を受け導入
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総合評価指標

地域独自の評価指標

• 沖縄観光成果指標
• 観光客指標、経済指標、県民指標、環境指標、マネジメント指標の

５カテゴリーで40 項目を客観的・定量的に把握
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日本版GSTCの開発
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今後、「住んでよし、訪れてよし」の観光
地域づくりを実現するためには、観光客
と地域住民双方に配慮し、多面的かつ
客観的なデータ計測と中長期的な計画
に基づく総合的な観光地マネジメントを
行うことが重要です。

観光庁では、各地方自治体や観光地
域づくり法人（DMO）が持続可能な観光

地マネジメントを行うことができるよう、国
際基準に準拠した「日本版持続可能な
観 光 ガ イ ド ラ イ ン （ Japan Sustainable
Tourism Standard for Destinations，JSTS-
D)」を開発しました。


