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概要  

観光庁は G20観光大臣会合を全出席者にとって充実したものにするため、G20メンバー国及

び招待国・機関を対象としたアンケートを実施した。参加国の観光施策及び戦略についてよ

り理解を深めるとともに、各国が抱える課題や優先事項について知るためである。このアン

ケートによって、2019年 10月 26日に開催した本会合の議論がより充実したものとなったと

考えられる。 

アンケートの内容は主に、SDGs（持続可能な開発目標）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に関する課題への取組みについてである。G20 メンバーと

招待国（G20 以外のメンバー）8 カ国及び国際機関へ送付し、そのうち、G20 メンバー16 カ

国と招待国 8カ国及び国際機関より回答を得て、本報告書を作成した。回答率は 89％であっ

た。 

本調査により、観光業全般及び持続可能な観光の発展のために、多くの国で総合的な政府の

施策が整っていることが明らかになった。観光は特に目標 8、12及び 14といった SDGsの達

成へ大きく貢献できるという可能性を各国が認識していることがわかる。各国は、SDGs に

対する観光の貢献を最大化するために、ステークホルダーとの協力が非常に重要であるとも

付け加えている。 

本調査の回答者すべてが、地域社会のためになる観光マネジメントの一環として、配慮があ

りバランスのとれた包摂的な観光の発展に大いに注目している。すべての国で、意思決定プ

ロセスにおいて地域社会を巻き込み、観光客の流入を分散化させ、持続可能な観光をモニタ

リングして評価するといった取組みが行われている。 

本調査の結果、持続可能な観光を推進する上で、イノベーションとデジタル化が重要である

ということも明らかになった。観光分野でのデジタル化がもたらす主な成果に、観光客の体

験向上と文化遺産の保護があるが、これらの目標に向けて取り組む上で、官民の連携が必要

不可欠な役割を果たしている。その一方で、デジタル化を推進するにあたり、中小規模の観

光業者では対応力に限界があり、それが大きな課題となっているという国もある。 
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背景 

持続可能な開発目標 （SDGs）は、貧困に終止符を打ち、地球を保護し、すべての人々が平

和と繁栄をしっかりと享受できるように行動を起こすための全世界的な呼びかけである。

SDGs は、環境の持続性、社会的包摂及び経済発展に重点を置いている。全世界的に、国内

経済に対する観光の役割に関する認識が年々高まってきている。UNWTO 総会で採択された

「観光と持続可能な開発目標に関する成都宣言」において、観光は 17 項目の SDGs の達成

にとって不可欠な手段であると認められた。観光には、持続可能な消費活動と生産活動によ

って、自然資源の過剰利用により生じる結果から、次世代の人々を守る潜在的な力がある。

慎重で、配慮に富み、包摂的かつ持続可能な観光により、観光は最も支援を必要としている

人々の生命及び生活の向上に直接的な役割を果たすことができる。 

日本では、観光は包摂的かつ持続可能な開発において主導的な役割を果たしていると認識さ

れている。日本は、観光が官民連携を通じた 2030 年までの SDGs 達成に貢献することを重

要視している。G20 大阪首脳宣言においても、すべての G20 メンバーは、SDGs における観

光分野の貢献を最大化することに合意した。  

  



 

4 |ページ  

 

序文 

国土交通省観光庁（以下「観光庁」という。）は、2019 年 10 月 25 日・26 日に北海道俱知

安町において G20観光大臣会合を主催した。 

観光庁は、2019年 10月 26日に開催したG20観光大臣会合において、より徹底した議論を行

うために、また持続可能な観光に関する参加国の関心事項、課題及び優先事項を理解するた

め、アンケート調査を行った。回答にあたっては、主な観光の担い手（主要な観光協会など）

や他の重要なステークホルダーの見解も取り入れることを求めた。 

アンケートには選択型方式及び自由回答方式の両方の質問が含まれている。5 つのセクショ

ンに分かれており、最初の 3 つのセクションは、G20 観光大臣会合での議論のため日本政府

が設定した以下の主要テーマに関する質問である。 

 SDGs（持続可能な開発目標）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 

第４セクションは、スポーツイベントと大規模イベントに関する政策についての質問である。

最後のセクションは、各国がG20観光大臣会合において議論したいと考えている議題を提案

するための場となっている。 

得られた回答は、持続可能な発展のための現状及び今後の観光を分析する際の出発点となる。

観光庁は、北海道俱知安町における 2019 年 5月 24 日の高級実務者級会合において、本調査

の中間結果を共有した。そして以下に示す最終報告は、G20 観光大臣本会合での参考資料と

して使用された。 

各国・機関には本調査に積極的にご協力いただき、多大なる貢献をいただいたすべての参加

国と参加機関に心より謝意を表す。G20 メンバーより 16 カ国、G20 外のメンバーより 8 カ

国・機関の回答を受け取った。回答率は 89%であった。 
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1. 観光政策概観 

1.1. 概観 

ほとんどの国が、すでに国家レベルでの観光政策に関するガイドラインや基本方針、国の観

光施策に関する文書を整備していると回答している。24の回答のうち 3カ国（機関）（ドイ

ツ、メキシコ及び EU）のみがそういったものは現在のところないと回答したが、ドイツと

メキシコについては近々政策を導入する計画があると述べている。 

『OECD観光白書 2018』は、各国が刻々と変化する環境に適応するため、戦略的アプローチ

を展開させる必要があり、それと同時に、より広範囲のステークホルダーと関係を構築し、

新しく革新的なアプローチを採用することによって、規制及び法的枠組みをより現代にふさ

わしいものに変えていく必要があると主張している。 

UNWTOによる観光政策に関するポジションペーパーには、観光業における新たな問題に対

処する上での観光政策について一連の推奨事項が記載されている。 

1.2. 観光業における優先事項 

各国は観光政策のガイドラインにより、観光業における主要な優先事項を示している。大半

の国々の優先課題は、経済的利益の拡大に関するものである。海外から観光客を呼び込んで

消費を増加させること、雇用を拡大して観光業におけるスキルを向上させること、観光地の

競争力を強化して海外へそのブランドを発信していくことはその代表例である。例えば、カ

ナダは連邦政府による観光戦略を導入しており、その主な目的は、カナダ全域での中産階級

の雇用を創出し、カナダ観光を促進し、海外でカナダブランドを強化することだと述べてい

る。 

しかし、オランダは他と異なっており、政府としての優先課題を観光客数の増加から抑制へ

とシフトさせている。オランダ政府は「もはや観光客数の増加を目標とはしない。観光が及

ぼす影響が市町村や地域のキャパシティを超えないようにしながら、観光によりもたらされ

る経済的機会を活用していくことを目指している」と述べている。 
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文化資源と環境資源の保護が自国の観光政策の主な優先事項の一つだと強調する国もある。

ドイツ、トルコ及びスペインは、自然遺産と文化遺産を保護する観光関連商品の重要性に言

及している。同様に、中国もまた、特に生態系の保護と観光開発のための環境保護計画の推

進に注力している。  

加えて、観光分野におけるイノベーションとデジタル化は、中国、インド、シンガポール、

スイス、トルコ及びベトナムなど、各国の大半で主な優先事項となっている。観光政策の優

先事項の一部として、韓国は、デジタル化を取り入れたスマートな観光のエコシステムの確

立を目指している。EU も、ビジネス環境の改善と資金調達のしやすさ、中小企業や起業家

への支援と同様に、イノベーションとデジタル化を優先事項としている。  

1.3. 観光業における課題 

観光は経済発展に多大な貢献をしている。観光客はより質の高い商品やサービスの提供を要

求するため、観光地はたびたび課題に直面している。複数の国々が述べているように、熟練

した労働力を確保することは、観光業において依然として根本的な問題の一つとなっている。

カナダは、「観光業では優れた技能を持つ人材の確保が難しいために、持続的に事業が成長

せず、品質の高い商品が提供できない」としている。英国もまた同様の問題に直面しており、

観光業とホスピタリティ産業で働く人材が長期的なキャリアを形成しづらくなっている。オ

ーストラリアでは、観光業における人材の新規採用や雇用の維持に深刻な問題を抱えており、

技能不足にも直面している。 

オーストラリアの国家観光戦略「ツーリズム 2020」において、観光分野における労働問題

に対処するため 4 つの重点項目を示している。１）観光業界の人材確保の改善及び雇用維持、

２）地域での労働力計画及び人材開発の強化と発展、３）教育・研修の改善及びそのシステ

ムの明確化、４）労働力の流動性の促進及び従来の労働力の拡大、である。2009 年に本政

策を導入して以来、58,400名が観光業に従事することとなった。 

高品質の観光商品やサービスがないこと、地方部での革新的な技術の導入、また投資や融資

の機会が限られていることが、本調査で主要な課題の一部として示された。カナダは以下の

とおり言及している。「観光業では、投資したり融資を受けたりするのが難しい。そのため、

観光客にとって必要な新たな観光事業を立ち上げたり、新たな商品を開発したり、新たなサ

ービスを提供したり、インフラの改善に着手したりすることが困難である」。 
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2. SDGs（持続可能な開発目標）に対する観光の貢献の最大化 

2.1. 概観  

「観光には、直接的もしくは間接的に SDGs の 17 すべての目標に対して貢献する潜在的な

力がある。特に、目標 8（包摂的かつ持続可能な経済成長）、12（持続可能な消費及び生産

（SCP））及び 14（海洋資源の持続可能な利用）において顕著である」1 。SDGs達成のため

に観光が各国にどの程度認識されているかをはかるために、以下の表のような選択方式の質

問を行った。 

回答数（24 のうち） はい いいえ 

SDGs への貢献促進のために何か特別な観光の政策を採用しているか 18 6 

24 の回答者のうち 18 の国・機関が、観光業には SDGs への貢献を促進するために特別な観

光政策があると回答している。 

メキシコでは、観光省が、SDGs の目標 8、11、12及び 14の達成のため、観光分野から貢献

に取り組もうと大統領府と連携している。同様に、オーストラリアとブラジルは SDGs 目標

の 8、12 及び 14 への貢献に重点を置いている。オーストラリア、ドイツ及び OECD は、開

発協力プロジェクトによる政策に基づいて発展途上国が自然資源から持続可能な利益をでき

るだけたくさん得られるようにするために支援している。ドイツはさらに、観光政策の主要

分野として持続可能性とアクセシビリティを優先事項としており、観光が SDGs へ貢献でき

ると認識している。 

持続可能な発展へ観光業の関与を促進する一環として、スイスは、観光による SDGs 達成を

促進するためのオンラインプラットフォーム「Tourism for SDGs」 www.tourism4sdgs.org の

UNWTO への導入を支援した。これは、観光業に携わる人々が観光及び持続可能な発展に関

                                                           
1  Tourism For SDGs  「TOURISM & SDGs」（掲載日不明）、以下で閲覧可能: http://tourism4sdgs.org/tourism-for-sdgs/tourism-

and-sdgs/ 

http://www.tourism4sdgs.org/
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する知識や優良事例を共有することができる共同プラットフォームである。  

UNWTO は、定期的に国内レビュー（NRV）において観光の関与のモニタリングを行い、

観光局による SDGs促進のための推奨事項を設けている。 

2.2. ステークホルダーの関与   

SDGs に対する観光の貢献を推進するためには、民間事業者を含む関連するすべてのステー

クホルダー間での密接な連携と協力が有効である2。 SDGsが統合的な性質をもつという点を

考慮すれば、複数のステークホルダーが関与することにより、SDGs の達成に向けたあらゆ

るレベルでの協力が可能になる。 

ドイツは、観光による SDGs への貢献を優れたものにするためには、国際的なレベルで行わ

れる事業において民間事業者の関与が不可欠であると考えている。OECDはまた、観光によ

って SDGs へ確実に貢献することがきわめて重要であり、民間事業者との対話の拡大を優先

事項としている。観光産業の民間のステークホルダーは統合的政策を必要とするため、トル

コ政府観光局（MoCT）は、民間部門はもちろんのこと、政府と非政府機関一体となった共

通の意思決定機関の設置に取り組んでいる。 

オーストラリアでは、官民協力のもと、「ツーリズム 2020」が観光業界によって観光業界

のためにつくられた。協力は、オーストラリアにおいて新たな観光戦略の開発のテーマの中

核となっている。 

2.3. 雇用創出と技能向上 

多くの国々が、観光業が「適正な仕事及び経済成長」に関する SDG 目標 8 に対応し、相関

関係にあるとしている。さらに、EU、サウジアラビア及びトルコは、観光産業における教

育と技能開発の重要性を強調している。 EU は、観光などの６つの実験的な経済分野にわた

る技能開発に関する戦略的協力を支援するために、「技術に関するセクター間の協力のため

の計画」策定に着手している。この取組みにより、すべての観光にかかわるステークホルダ

                                                           
2 UNWTO及び UNDP （2017年）「Tourism and the Sustainable Development Goals -- Journey to 2030」、マドリード 
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ーは、観光セクターで求められる技能の格差を埋めることを目的とした戦略を開発できるよ

うになる。  

＜抽出回答3＞ 

オーストラリア：2011 年に、オーストラリア観光担当大臣等（連邦及び州／テリトリー）

は観光雇用計画（Tourism Employment Plans, TEPs）作成のため、オーストラリア全域で 8

カ所の労働及び技術の「ホットスポット」地域を選出した。オーストラリア労働力報告書の

中で、これらの地域では、多くの観光業が人材採用難、雇用維持難及び技能不足を経験して

いると強調している。  

中国：中国は観光による雇用の改善を期待している。中国の観光産業における直接的雇用者

数は 2820 万人、間接的雇用者数を含めた雇用者数は 7990 万人であった。これは、中国内

の全雇用者数の約 10%にあたる。当局はサービスプラットフォームの構築、雇用ニーズ及び

人材に関する情報共有ならびに地域住民への雇用提供により、観光の発展による利益を共有

する機会を一般の人々に提供している。 

2.4. 環境保護    

観光分野は、持続可能性への動きを加速させるために、持続可能な消費モデルと生産モデル

を取り入れる必要がある。本調査の中には、環境保護に関連して、自国の取組みが SDGs の

達成に向けて貢献しているという国々もある。スイスは、気候変動に対応する観光分野にお

ける知識を向上させるだけでなく、多様な観光のあり方を提供することで、変動する環境状

況へうまく適応していくように積極的に取り組んでいる。フランスもまた、観光のバリュー

チェーン全体におけるステークホルダーの意識を向上させることが、気候変動の問題に対処

するために重要であると主張している。 

＜抽出回答＞ 

オーストラリア：［…］オーストラリアは周囲の水域の 40%が海洋公園で、海洋領域の少な

くとも 10%を保護するという SDG 14 の目標を上回っている。オーストラリアは、一連の管

理計画により、世界一の海洋公園管理を行っている。 

                                                           
3 すべての「抽出回答」は、一部もしくはすべて回答者により提供された自由回答より採用されている。省略部分は［…］で
示されている。 
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中国：［…］政府は、エコツーリズムの商品を生み出し、地域の資源と観光の発展にとって

適切なエコロジーの価値を推進することによって、エコツーリズム発展のためのガイドライ

ンを強化する計画や一連の政策を展開してきた。中国は、社会全体の考え方を新しく変えて、

観光客が環境に配慮した消費を考えるようにリードしていく意向。 

英国：［…］英国の観光業及びホスピタリティ産業では、プラスティックの使い捨てをやめ

る企業の数が増えている。プラスティックの使い捨てを大幅に削減したり廃止したりする意

向を最近示した大企業の例としては、トーマス・クック、ヒルトン＆メルリンエンターテイ

ンメント（観光客向けのアトラクションを多数経営）があり、他の多くの企業も取り組んで

いるところである。 

2.5. 消費者と旅行者への教育    

旅行者へ教育を行うことは、社会、経済及び環境へのマイナスの影響を最小限にするために

重要であるとともに、観光をより持続可能なものとし、そして住んでよし、訪れてよしの観

光地づくりを進めていく上で重要な方策となる。SDG 目標 12 は、生産者から最終消費者ま

ですべての人々に対して、バリューチェーン全体にわたる持続可能な消費と生産を求めてい

る。同様に、持続可能な消費とライフスタイルにかかわる消費者への教育も大切である。メ

キシコ観光省は、観光業に貢献する目標の一つとして SDG目標 12を考慮することを大統領

府 に提案し、今後それを国家戦略に取り入れていくという。  

英国では、「英国旅行業協会（ABTA）は、持続可能な観光について消費者のための手引き

を提供しており、観光を通じて動物保護を確実に行うために英国の旅行業者と協働している。

旅行業者やホテルといった英国における観光業もまた、発展途上国において雇用機会を提供

し、従業員の研修へ投資を提供するという重要な役割を果たしている」としている。 

同様に、南アフリカは、観光セクターが責任ある観光の実現に向かっていることを示すべく、

2001 年に「責任ある観光ガイドライン」を作成した。本ガイドラインによると、南アフリ

カにおける責任ある観光の主な要素は、以下のように定義することができる。「競合優位性

を創出するように観光をマネジメントすること、観光がもたらすマイナス影響を評価するこ

と、観光分野において地域社会が積極的に参画すること、観光関連商品において多様性を維

持すること、そして地域資源を持続可能な形で利用するだけでなく浪費や過剰消費を回避す

ること」である。  
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さらに、UNWTO観光倫理委員会は「責任ある旅行者のためのヒント」を作成している。 

2.6. その他の政策     

回答者の大多数はまた、観光分野における SDGs への貢献を確実にするよう、上記以外にも

様々な政策（例えばユニバーサルツーリズム）に取り組んでいる。 

＜抽出回答＞ 

ドイツ：［…］連邦政府は、ユニバーサルツーリズム（すべての人のための旅行）プロジェ

クトの一環となる旅行商品及びサービスを見つけて認証するという統一的な国内システムの

構築を推進している。これにはユニバーサルツーリズムの商品とサービスをリスト化して評

価を行うデータベースの作成も含まれる。 

韓国：ライフサイクルの段階（若年層、女性及び高齢者）に応じてカスタマイズした観光経

験を提供することにより、ユニバーサルツーリズムを実現し、バリアフリー観光を実現

（SDG 目標 10）することで、他国が観光資源から持続可能な利益を最大化できるよう支援

している。 

中国：［…］観光は貧困の軽減及び根絶につながる一つの方法である。政府は、行動計画を

作成し、ブランド製品などを確立し、地域住民の雇用と経済発展をうながすことによって、

地域の観光開発を精力的に推進している。 
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3. 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 

3.1. 概観      

観光にかかわる活動から生じる恩恵を地域社会全体で享受するようにすることは、倫理的観

光（エシカルツーリズム）を実施する際に最も重要な課題となる。各国が観光地のマネジメ

ントに関する政策を有しているか否かを調査するために以下の質問を行った。 

回答者数 (24 のうち) はい いいえ 

地域社会の利益を考慮しながら観光の成長を効果的にマネジメントす
ることを目的とした具体的な観光政策はあるか 

20 4 

大多数（83%）が、地域社会の利益と観光の成長との調和を目的とした政策を整備している

と報告している。回答者が強調した基本的政策は、意思決定プロセスにおいて地域社会を参

画させること、観光活動への地域社会の関与を奨励すること、適切なキャパシティを判断す

ること、そして各種プログラムによって観光客を分散させるよう観光客流入をマネジメント

することである。観光マネジメントに関する問題は分野横断的なため、例えば、スイスは、

「オーバーツーリズム」などの問題に対処するために、政府一体で複数の分野にわたる取組

みや学際的な取組みを展開している。 

3.2. 地域社会への恩恵          

地域社会は、観光を通じて、直接的または間接的に恩恵を受けることが可能である。観光に

よる恩恵を地域社会へと還元するために、政府は、地域社会やステークホルダーが積極的に

地域の観光に関する意思決定プロセスに携わっていくように、継続的に見守っていかなけれ

ばならない4。トルコは、政府が現在、地域社会が観光に関する意思決定プロセスへ参加す

るための法案に取り組んでいると述べている。トルコ政府は、大学との協定に署名し、観光

に関する行動計画の目標達成のために地域住民にとって必要な教育を提供しようと会合を開

                                                           
4 UNWTO （2018年）「Tourism for Development -- Volume I: Key Areas for Action」マドリード 
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いてもいる。同様に、フィリピンでは、「共和国法 9593（2009年観光法令)」に基づき、持

続可能な観光開発がフィリピン人の生活の質の改善にとって不可欠であるとしている。それ

は、生態学的に持続可能で、責任ある、全員参加型で、文化を大切にし、経済的に実行可能

でかつ地域社会にとって倫理的及び社会的に公平な産業を推進していくことを意味している。 

南アフリカもまた、「地域社会に根づいた観光の運営ガイドライン」を策定し、南アフリカ

でどのように地域社会を基盤とする観光業を設立し、またビジネスとして運営するかについ

ての基本的手引きを提供している。これらの運営ガイドラインは、南アフリカにおいて地域

社会を基盤とする観光業の設立から運営までの段階的アプローチについて説明している。  

観光地のための新たなビジョンの一環として、オランダは観光業による地域社会の利益を優

先させた「2030 年に向けた観光地の展望」の取組みを紹介している。本ビジョンの基本目

標は、「すべてのオランダ国民の繁栄と幸福に貢献する、将来性のある観光地へとオランダ

をつくりあげること」であり、本ビジョンの最終目標としては、「2030 年までにすべての

オランダ国民が観光による利益を享受することである」と記されている。 

3.3. 観光客の分散      

自然遺産と文化遺産、また地域社会と観光客の体験そのものに対する観光による悪影響を回

避するため、そして観光の持続可能な発展のため、長年にわたり観光による影響を管理する

方法がいくつか提案されてきている5。比較的旅行者の少ない観光地へ観光客を分散させる

方策は、観光客が特定の観光地へ集中することをコントロールするのに役に立つ。イタリア

は、観光客の流入をモニタリングして管理すること、都心部の混雑を緩和すること、また観

光に関する提案に多様性をもたせることが、国の観光政策の行動計画の一角をなしており、

観光の成長を管理することになるだろうと述べている。さらに、以下のとおり、観光客を分

散させる取組みを行っている国もある。 

＜抽出回答＞ 

オーストラリア：オーストラリア貿易促進庁とオーストラリア政府観光庁が共同で行ってい

る地域観光投資インフラアトラクションプログラムは、オーストラリアの地方都市における

                                                           
5 UNWTO （2018年）「Overtourism? -- Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions」マドリード 
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供給側のもつ制約に適切に対応しており、地方都市での良質のインフラとアクセスを促進し、

首都や玄関口となっている都市から先へと観光客を送り込むのに役立っている。 

カナダ：近年の観光事業への投資は、夏の数カ月間と都市部に混雑が集中する問題に対処す

るために、冬季などのオフシーズンの観光と地方観光に集中している。観光シーズンと観光

地の分散に関する目標は、新たな連邦観光成長戦略にも盛り込まれている。本施策は、冬の

シーズンに海外からの観光客を増やすことを目指しており、シーズンを通じて外国人旅行者

数を 100 万人以上増加させること、また 2025 年までに 3 大都市圏以外での観光消費を増加

させることを目的としている。 

英国：［…］カスタマイズ化は個々のユーザーに適した商品や体験を提供し、リアルタイム

のデータは観光客が都市のあまり混雑していない場所を訪れるように促がして、混雑の緩和

に一役買っている。無料のモバイルアプリゲーム「ミスター・ビーンと一緒にロンドンを楽

しもう」は、観光客にロンドン周辺の様々なアトラクションを案内し、実際に訪れると、市

のあちこちでクーポン券や割引券に交換できるポイントをためることができる。このアイデ

アの目的は、混雑を避けるために観光客を分散させることある。このゲームは、観光客参加

型のモバイルゲームを利用した最初の観光地の例の一つで、市の中心部での混雑を緩和する

ため、観光客を様々なエリアへ分散させるのに役立っている。 

フランス：より効率的に観光客を分散させ、季節変動を緩和するために、すべての国内観光

地のプロモーションと投資を行うこと。 

UNWTO：報告書「オーバーツーリズム？」では、都市部の観光地への観光客の増加につい

て理解して管理するために役立つ 11 の戦略と 68 の方策を提案している。 

3.4. 関連政策のモニタリング 

持続可能な観光を実現するために、観光事業者は自らの進捗状況を振り返り、類似分野と比

較して評価し、成果を上げていかなければならない6。UNWTO は、持続可能な観光につい

ての統計的フレームワークの開発及び導入が、ステークホルダーの関与、組織間の連携及び

                                                           
6 UNWTO （2017年）「Measuring Sustainable Tourism: A call for Action – Report of the 6th International Conference on Tourism 

Statistics, Manila 21-23 June 2017」マドリード  



 

15 |ページ  

 

政治的リーダーシップ7を必要とする非常に戦略的な取組みであるとしている。   

以下の回答者は、自国の観光業が観光の持続可能性をよりよく観察できるようにするための

モニタリングスキームに関して報告している。例えば、ドイツ連邦政府は持続可能な観光が

どのように評価されうるかについての研究に資金を提供している。同様に、EU は、欧州観

光指標システム（ETIS）により、観光地が持続可能な運営及び発展をモニタリングできる

ようにしている。 

＜抽出回答＞ 

ドイツ： 連邦政府は、［…］ 持続可能な観光がどのように評価されるかについての研究に

資金を提供している。プロジェクトの重要な部分には、観光に関する持続可能性の重要な分

野を評価するために指標を見つけ、その指標を開発していくことが含まれている。UNWTO

は、この研究を、全世界的な「観光の持続性評価（MST）」の取組みの一環としての試験

的な研究と位置づけている。 

EU：「モニタリング」欧州観光指標システム（ETIS）は、観光地の持続可能な運営と発展

をモニタリングするのに役立っている。このシステムは、最新版の更新前に、約 200箇所の

EU 域内及び EU 域外の観光地が自発的に参加して試験を行った。［…］この ETIS システム

により、データと詳細な情報を簡単に収集することができ、観光地が一年ごとにその成果を

モニタリングすることができる。 

インド ：観光省は、旅行業者、宿泊業、海・湖・川関連セクターという観光産業における 3

つの主要セグメントについて、インドのための包括的持続可能な観光基準（STCI）を公表

した。  

UNWTO：UNWTO は、国連の統計部門の支援を受けて、経済面・環境面・社会面における

持続的発展への観光の影響を評価する国際統計フレームワークを設定するために、観光の持

続性評価（MST）プロジェクトを立ち上げた。  

 

                                                           
7 SDGsのための観光 （掲載日不明）「6th International Conference on Tourism Statistics: Measuring Sustainable Tourism （オンライ

ン）」、以下で閲覧可能: http://tourism4sdgs.org/events/6th-international-conference-on-tourism-statistics-measuring-sustainable-

tourism/ 
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4. 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 

4.1. 概観     

イノベーションとデジタル化は、持続可能な観光を推進する上で重要な構成要素となってい

る。本セクションでは、持続可能な観光を推進する際のイノベーションとデジタル化の役割

について調査した。イノベーションとデジタル化に関する政策の策定状況について、各国に

以下の質問を行った。  

回答数 (24 のうち) はい いいえ 

観光業のデジタル化に関する観光政策及び行動計画はあるか 19 5 

上記に示すとおり、大半の国（79%） においてイノベーションとデジタル化に関する観光

政策及び行動計画が存在する。回答者は、各自が直面する課題と機会について詳しく述べて

いる。シンガポールは、急速に変化するデジタル環境において、ホテルが積極的に技術を採

り入れ、その事業をデジタル化できるようにするスマート・ホテル・テクノロジー・ロード

マップを導入した。このロードマップには、ホテルが「よりスマート」になることを支援す

るため、チェックインの際の顔認証や電子決済システムなどの最先端技術が含まれている8。 

イノベーションとデジタル化は無数に存在しているが、我々の生活や経済分野の発展のため

に、個々のイノベーションの役割を定めて、できるだけ効果的な形でイノベーションを活用

し続けることが重要である。本調査における回答のいくつかは、観光分野におけるイノベー

ションとデジタル化から恩恵を最大限に受ける方法を示している。例えば、ブラジルは「デ

ジタル化時代や新たな経済モデルといった新しい時代に対応するために、法規制を更新して

いく必要がある」と述べている。 2019 年、オーストラリア観光調査局は、現在及び今後に

おける利用、見通し、機会と障壁を考慮に入れつつ、観光セクターにおけるテクノロジーデ

ィスラプションがもたらす影響について調査を行った。本報告書で指摘されたデジタル化に

                                                           
8 シンガポール観光委員会はホテルのトランスフォーメーションを支援するために技術ロードマップを公表している（ウェブ

サイト）以下にて閲覧可能。 https://www.channelnewsasia.com/news/business/singapore-tourism-board-launches-technology-road-map-

to-help-9432690 
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対する 5 つの創造的破壊者とは、ソーシャルメディア、拡張現実感（AR）・バーチャルリ

アリティー、シェアリングエコノミー、新しい決済システム及びサイト閲覧履歴のトラッキ

ングである。  

オーストラリア、カナダ、サウジアラビアそしてメキシコが言及するように、一般的な観光

客の体験をより向上させ、集められた情報を質量ともにより充実させる機会はたくさんあり、

これらを通じて、旅行者市場へのアクセスが可能となる。例えばオーストラリアでは、入国

資格のある旅行者なら誰でも簡単な手続きで自ら入国手続きを行うことができる「次世代」

スマートゲートを導入している。しかしながら、新たなビジネスモデルと従来のビジネスモ

デルを統合するのが難しい、要求を満たすほどの技術に精通した人材が不足している、政府

と民間業者の間のデータが共有されていない、連携するための様々なステークホルダーを獲

得するのが難しいといった課題も生じている。EU、オーストラリア、スイス、フランス、

英国及び OECD は、中小企業がデジタル化を採り入れることには限界があると指摘し、ト

ルコは、進化した技術についていくのは難しいと述べている。 

4.2. イノベーションのための官民連携   

官民連携は、観光業界に大きな可能性をもたらす重要な役割を果たしている。各国は、イノ

ベーションとデジタル化の実現によって、観光地の発展と競争力を強化するにあたって、官

民連携が重要だと考えている。 

例えば、メキシコの主要な取組みの一つは、「観光に関する情報戦略を発展させるために公

的資源と民間資源を統合し調和させるデータバンクの構築と実施」である。メキシコはまた、

最初のスマート観光地を創設するべく、デジタル化への取組みを始めている。同様に英国も、

スマートシティが観光分野における様々な問題を解決できると考えている。 

UNWTO イノベーションハブネットワークもまた、世界中の主要なイノベーションハブを

一つに統合するものであり、観光イノベーションのための重要な参照ウェブサイトとして注

目すべきものである。  

＜抽出回答＞ 

メキシコ：デジタル化に関して最も際立った実践例の一つは、ハリスコ州テキーラ地方政府

の例で、スマート観光地となるための計画が様々進んでいる。このプロジェクトは、スペイ
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ン政府の the State Society for the Management of Innovation and Tourism Technologies から推

奨されており、2020 年までに完了する予定である。テキーラは、スマートデスティネーシ

ョンとして承認される最初のメキシコ観光地となる見込みである。 

英国：英国は、相当額の資金提供によりスマートシティを支援している――最近では、生産

性を増大させ、混雑解消につなげる意欲的かつ革新的な輸送プロジェクトに対し、17 憶ポ

ンドの基金を立ち上げている。 

イノベーションの分野における官民連携が利益をもたらすにもかかわらず、官民のデータ共

有は、大きな課題の一つとなっている。英国は、「官民のデータ共有を改善することは、観

光政策の大きな関心事項である」としている。 

＜抽出回答＞ 

英国：［…］我々はスマートシティがただ単に資金のみを必要としているわけではないこと

を理解している――スマートシティにはデータが必要である。ロンドンは、現在、開発業者

と起業家がロンドンの抱える問題への解決策を見いだすために、700 種類もの様々なデータ

ベースを公表している。 

4.3. 文化遺産の保護 

文化遺産は観光開発の基盤であり、新たな技術を取り入れてデジタルイノベーションを実践

することによって、文化遺産をそのまま保護しながら、より利用しやすくすることが可能と

なる。  

日本は、有形文化財と無形文化財のデジタル化など、持続可能な観光のためにデジタル技術

のプロジェクトに着手している。「クローン文化財」プロジェクトとは、3D スキャニング

や 3D プリンティングなどのデジタル技術と職人技と感性の融合によって、ほぼオリジナル

そのもののように感じられる高精度の素材と手触りを持つ文化財を再生することである。 

中国もまた、莫高窟（ばっこうくつ）の洞窟群とフレスコ壁画をデジタル化するためにデジ

タル技術を活用している。中国によれば、「この疑似体験は、時空間の限界を超え、見る人

が広範囲にわたって深いところまで、そして全方向的に莫高窟の豊かな芸術を鑑賞すること

ができる。それと同時に、遺産そのものの保護にも役立つ」と述べている。 



 

19 |ページ  

 

4.4. 未来への取組み 

EU は、欧州の観光分野における中小企業の競争力強化、それらの全世界的なデジタルバリ

ューチェーンへの統合、より多くの雇用創出能力の向上を目指して、いくつかの方法で行動

を起こしている。具体的には、デジタル観光に関するイベントの実施、デジタル観光ネット

ワークの立ち上げ、そして観光事業ポータルの設置などが挙げられる。これらの基本的な目

的は、観光にかかわる中小企業の技能の基盤を強化すること、中小企業をデジタルバリュー

チェーンへ組み込むこと、中小企業による ICT 主導のイノベーションの可能性を増強させ

ることである。同様に、英国では、政府が中小企業のデジタル技術能力を強化してデジタル

化による機会を活用するために、民間事業者と緊密に協力している。 

＜抽出回答＞ 

英国：［…］英国の観光業には、20 万を超える中小企業があるが、多くの場合中小企業は

大企業と比べてデジタル化に投資する資金が少ない。デジタル技術は中小企業にとっては課

題であり、英国はデジタル技術の増強のために民間事業者と協働している。例えば、グーグ

ルとエアビーアンドビーは、デジタル技術向上のため、中小の観光事業者と協力している。

観光アクションゾーンの概念には、中小企業が新たな市場を開拓し、強靱性をもつための地

域のデジタル化計画が含まれている。また、デジタル技術は、観光商品やマーケティングコ

ンテンツのプロモーションを行い、つながりを生み出し、旅行の予約や交通・アトラクショ

ンのチケットをオンラインで提供することによって、簡易宿泊施設や地域のアトラクション

などを支援する。 

OECD：2019～2020 年の OECD 観光委員会の事業計画には中小観光事業者のデジタル化の

推進が含まれる。本施策は、新たな技術が観光関係経済に影響を与えていることを考慮し、

中小観光事業者のデジタル化の活用方法の検討 (例えば、新たなビジネスモデル、観光中小

企業の世界的なデジタルバリューチェーンへの統合、新たな技術の有効利用、ブロックチェ

ーンなど)、観光政策のデジタル化に関する見解を提供している。 

UNWTO：UNWTO 観光オンラインアカデミーは、観光教育の全世界的プラットフォームで

技能向上を図り、世界中の観光専門家の養成にあたっている。様々な国に置かれている

UNWTO 国際センターは、国際基準による教育と技術開発を推進している。  
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中小企業は様々な困難に直面しているが、OECD は、「中小企業にとっては、新たな市場

へ参入し、世界中の消費者に新たな観光商品やサービスを売りこみ、業績や生産性を向上す

る重要な機会も有している」と指摘している。米国は、デジタルプラットフォームは、地域

社会に起業を展開する機会を提供するとしている。 
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5. 観光発展のためのスポーツイベントと大規模イベント 

5.1. 概観 

本調査では、大半の国々（24 件の回答のうち 15 件）が観光の発展のために、スポーツイベ

ントと大規模イベントに重点を置いた観光政策を行っていることがわかった。しかしながら、

こうした政策を持たずとも、一部の国では、まさに入札段階からイベントの実施に至るまで、

スポーツイベントと大規模イベントについて入念なアプローチを採用している。  

例えばオーストラリアでは、スポーツ局が主要なスポーツイベントの入札調整を担当してお

り、州政府をはじめ、オーストラリア政府観光局などの様々なオーストラリア政府機関が支

援を行っている。  

5.2. スポーツイベントと大規模イベントの事例 

スポーツイベントと大規模イベントは、慎重な計画と管理を前提に、観光の発展に大きなプ

ラスの影響を与えることができる9。例えばドイツは、観光地として自国を売りこみ国内の

観光産業を発展させるために、大規模なスポーツイベントを活用している。特に 2006 年の

FIFA ワールドカップは、ドイツの国際的なイメージについて、大きくかつ持続的なプラス

の影響を与えた事例である。韓国の場合には、政府が、長期にわたるスキー旅行の商品開発

をするため、2018 年平昌冬季オリンピック・パラリンピックの開催を利用した。カナダで

もまた、スポーツにかかわる観光産業は、国家の経済に大きな影響を及ぼし続けており、

2017 年には総額 68 億ドルに上ったという。  

南アフリカもまた、「観光客の地方への分散及び、オールシーズンを通じた誘客を意図し、

観光の成長を支援するために、イベントを開発する必要があると認識している。イベントは、

南アフリカのブランドを紹介するための媒体として役に立ち、すべての地方の観光客数を増

加させ、観光にかかわる商品の開発を助ける」としている。  

 

                                                           
9 UNWTO（2017年）「Maximizing the Benefits of Mega Events for Tourism Development -- Cases from the Olympics, FIFA World Cup 

and Expo」マドリード 
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＜抽出回答＞ 

英国：「ビジネスイベント」英国政府は、主要なビジネスイベントの誘致と開催へむけ政府

横断的アプローチを推進している。［…］「ビジット・ブリテン」は、ビジネスイベントの

推進事業を行っており、ビジネスイベントを入札し、海外からのビジネス客を増加させるこ

とによって DMO を支援している。また、業界及び政府のメンバーから構成されるイベント

産業委員会を設置し、政策策定と実施において政府へ助言と支援を行っている。 

 「スポーツイベント」英国政府は自国で開催するスポーツイベントに関して様々なアプロ

ーチを採用している。クリケットのワールドカップについては、観客の試合期間以外の滞在

や、試合開催による名声や認知度を活用した潜在的な観光客への PR を検討するため、主催

地と「ビジット・ブリテン」による意見交換会を開催している。英国政府は、主要なスポー

ツイベントの入札・開催の国家レベルでの支援における指針を出している。これには考慮す

べき主要なレガシーとしての観光のプロモーションを含んでいる。  
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全体のまとめとして、回答者の大半は、以下の表に示すとおり、国家レベルで観光分野の戦

略文書を整備している。観光による経済的利益の増大と観光業へのデジタル化の導入につい

ては、ほとんどの回答者が優先的な政策課題と考えている。同時に、一部の回答者は、自然

遺産と文化遺産が今後の世代に受け継がれるように、それら遺産の保護を優先事項とみなし

ている。一方で、観光産業でキャリアを継続できる有能な労働力の確保が共通の課題となっ

ている国もある。  

 

観光業は全世界で堅調に成長を続けているため、我々は、その持続可能性について意識を高

める必要がある。より効率的に本目標を達成するために、（公的機関及び民間機関双方間に

おいて）より連携したアプローチの必要性が回答者の間で認識されている。回答者の大多数

は、観光の直接的な貢献を、SDGs 目標 8、12と 14、つまり「働きがいも経済成長も」「作

る責任使う責任」「海の豊かさを守ろう」それぞれと関連づけている。  

観光分野における持続可能性を確かにする一つの方策として、地域社会に貢献する観光マネ

ジメントが、本調査のすべての回答者の間で注目を集めている。観光の社会的利益と経済的

利益を確実に地域社会にもたらすと同時に、観光が及ぼすマイナスの影響を削減するために、

地域社会が観光の意思決定プロセスに関与する政策がとられている。多くの回答者が、観光

のマイナスの影響を回避するために、混雑した地域から観光客を分散させる必要性を強調し、

持続可能な観光をモニタリングし評価することも、持続可能な開発における観光の役割を考

える際に重要であると考えている。  

1 5 9 13 17 21 25

Policy related to sports and mega events for tourism

development

Policy related to digital transformation in tourism

sector

Policy aimed at managing tourism for the benefit of

local community

Policy to promote contribution of tourism to the SDGs

Master plan/National policy document

回答者数

政策の有無

まとめ 

基本計画／国家戦略 

観光による SDGs への貢献推進のための政策 

地域社会への利益となるような観光マネジメントに

関する政策 

観光分野におけるデジタルトランスフォーメーショ

ンに関する政策 

観光開発のためのスポーツ及びメガイベントに関す

る政策 

 



 

24 |ページ  

 

イノベーションを推奨し、デジタル技術の可能性をすべて取り入れることによって、観光地

は競争力を持ち、日々変化する状況へ対処できるようになる。文化遺産の保護と同じく、観

光客の体験を向上させるためにデジタル化戦略を導入しはじめた国々がいる一方、デジタル

化を最大限に利用するために官民連携が必要であると考える国々も多い。しかし一方で、中

小の観光事業者のデジタルバリューチェーンへの統合と新たな技術の有効利用が、依然大き

な課題となっている観光地もある。 

本調査は、G20観光大臣会合の議論において有益となる貴重な多くの情報が掲載されている。

この調査が参加者にとって、各国の多様かつ一貫した観光政策とその知見を学ぶ一助となれ

ば幸いである。 

  



 

25 |ページ  

 

添付書類 1.         回答者一覧 

 

G20 メンバー回答者 その他回答者 

オーストラリア イタリア オランダ 

ブラジル 大韓民国 フィリピン 

カナダ メキシコ シンガポール 

中国 サウジアラビア スペイン 

欧州委員会 南アフリカ スイス 

フランス トルコ ベトナム 

ドイツ 英国 OECD 

インド 米国 UNWTO 

 


