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観光を取り巻く環境の変化と奄美大島の可能性
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持続可能な観光セミナーIII



前嶋 了二
まえしま りょうじ

【勤務経験地】鹿児島⇒ローマ⇒マドリード⇒東京⇒ジュネーヴ⇒パリ⇒ 
⇒福岡⇒宮崎⇒北九州⇒熊本⇒長崎⇒福岡⇒佐伯(大分)⇒福岡

1) 九州運輸局 世界遺産を活用した広域クルーズルート形成事業 (2015年度)

2)       同 同 調査事業（2015年度）
・五島列島・長崎・鹿児島・屋久島・奄美大島・沖縄・慶良間の資源調査

奄美大島とのご縁

NPO法人日本エコツーリズムセンター会員

中村学園大学 流通科学部 准教授

3) 同 同 誘致事業（2015年度）
・高級小型船社・同チャーター旅行社、業界雑誌の招聘・視察

4) 持続可能な観光セミナー（2018年12月）
5) 持続可能な観光セミナーII（2020年1月）

観光学概論、観光社会学、観光まちづくり論
MICE論、フードツーリズム論 他



1. 観光の拡大と社会/環境への影響

本日のトピックス

2. 奄美大島の現状と可能性

3. 持続可能な観光の実現に向けて



1. 観光の拡大と社会/環境への影響

観光産業の経済的インパクト

・世界の総GDPの10％を占める。(日本は、まだ5％）

・2019 国際観光客数は、約15億人 = 化学、エネルギーに次ぎ第3位の貿易産業
⇒ 2030年予測18億人を超える勢い。＋国内旅行客は約50億人に
⇒ 70億人近くが世界中を旅行する時代に ※COVID-19からの回復には4年を要する見込み

出所：UNWTO Tourism Barometer & Statistics, 2019 Jan に同2020 Aug/Sep.掲載の数値を筆者が加筆
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人新世(Anthropocene)の歴史の危機 – ICPP「1.5℃特別報告書」と「第6の大絶滅期」

・人新世 – 人類の活動が地質や生態系に明確な影響をもたらしている地質学上の時代
(= 産業革命以降の時代)

ICPP(気候変動に関する政府間パネル)｢1.5℃特別報告書｣

・正式名称「1.5℃の地球温暖化：気候変動の脅威への世界的な対応の強化、
持続可能な開発及び貧困撲滅への努力の文脈における、工業化以前の水準から1.5℃の
地球温暖化による影響及び関連する地球全体での温室効果ガス(GHG)排出経路に関する
IPCC 特別報告書」

・産業革命後、地球平均気温は既に1.0℃上昇、現状のままだと今世紀末までに４℃上昇、
2030～2052年には、地球平均気温はさらに0.5℃(産業革命前から1.5℃)上昇する。
｢パリ協定｣実現でも2℃上昇 ➡ 計画を50年前倒しして2050年の気温上昇を1.5℃に抑え、

そのままCO2排出をゼロにしつづけることができれば、
気候変動による被害は大幅に縮小できる

・40 カ国/91 名の執筆者、133 名の執筆貢献者が関与、 約6,000 件の論文を評価、
査読者1,113 名から、約 42,000 件のコメントを受領（=科学界からのエビデンス）

・ICPP48回総会(2018年10月) 

「1.5℃特別報告書｣ の｢政策決定者向け要約(SPM)｣を承認、報告書本編を受諾

・国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第 24 回締約国会議COP24 (2018年12月)で検討

早急に気候変動の原因となるGHGs排出削減に取り組み、
可能な限り早く｢ゼロ｣にしなければ、観光産業や私たちの生活への
影響はより深刻なものになる。それが私たちに訪れる現実である。

https://youtu.be/VGOwP8uJEtU

https://youtu.be/VGOwP8uJEtU


①オルドビス紀末(4億4500万年前)
②デボン紀末(3億7400万年前～3億5900万年前)
③ペルム紀末(2億5200万年前)
④三畳紀末(2億100万年前)
⑤白亜紀末(6600万年前)➡恐竜の絶滅➡哺乳類の進化・大型化

第6の大絶滅期

⑥人新世(現代) 

・100年間で300種以上の脊椎動物、2001～2014年の間に173種の生物が絶滅
自然界における種の絶滅スピードの約100倍の速さ

（メキシコ国立自治大・ヘラルド・セバジョス・ゴンサレス教授の生態学研究チームによる調査）

すでに第6の大絶滅期が始まっている？➡

すでに第6の大絶滅期が始まっている？



観光産業による負の環境インパクト

・観光産業によるGHGs排出量(輸送・ショッピング・食等) = 全排出量の８％
モルジブ、豪、ニュージーランドで海面上昇、スキー可能域の縮小、サンゴの白化などの影響
(Manfred Lenzen et al,The carbon Footprint of global tourism, “Nature Climate Change”,2018.5.7)

・航空機によるCO2排出量 = 2030年に全排出量の2％に増加
(IATA国際航空運送協会による予測)

など・・・・



サステイナブルツーリズムの3要素とSDGs

環境的に
適正である

経済的に
成長できる

社会文化的に
好ましい

本当の
サステイナブル
ツーリズム

出典：藤稿亜矢子『サステイナブルツーリズム』2018.ｐ26

環境的に
適正である

社会文化的に
好ましい

経済的に
成長できる

SDGsの考え方

環境が保全されていること、
社会・文化が守られていること
経済的に持続可能であること は
観光が持続可能であることの前提



サステイナブルツーリズムとエコツーリズムの関係

観光(ツーリズム)

自然地域観光

ネイチャーベーズドツーリズム
(自然を楽しむ観光）

ワールドライフツーリズム
(野生生物観察）

サステイナブルツーリズム
エコツーリズム

出典：藤稿亜矢子『サステイナブルツーリズム』2018.ｐ32

より市場占有率が高く、環境インパクトが大きくマス・ツーリズムについての対応が重要



・観光庁(政策機関)とJNTO日本政府観光局(タスクフォース)による海外誘致活動

・縦割りを排した全省庁による観光振興・国際イベント誘致への取り組み
例）スポーツ・ツーリズム、文化イベント、オリンピックなど ⇒ 文部科学省

歴史資産や文化施設でのパーティなどの観光活用 ⇒ 文化庁
国際見本市や展示会、産業イベントの誘致・開催 ⇒ 経済産業省

・空の自由化（Open Sky)＝アジア・ゲートウェイ構想、LCCの受入拡大

・大型クルーズ客船の受入拡大（インバウンド目標数値の1/8）

・宿泊制度の自由化 – 民泊新法(2018年6月)

・ガイド制度の自由化 – 改正通訳案内士法(2018年1月)

・徹底した「円安政策」 (2012年～)

・MICEの誘致強化– 国際会議、報奨旅行など(2010年～) 

・査証(VISA)取得基準緩和、数次査証(マルチVISA)2013年～

2. 奄美大島の現状と可能性
(1) これまでの観光立国政策

・メジャー観光地(東京/大阪/京都/北海道/沖縄/千葉/福岡)が73.4％を寡占
・オーバーツーリズムの発生(京都・白川郷・東京など)



4000万人
（目標）

6000万人
（目標）

ビジットジャパン
キャンペーン開始

3119万人

急増する？外国人観光客

3188万人

2003年 小泉内閣「観光立国宣言」 ⇒ 「Visit Japanキャンペーン」開始

2007年 観光立国推進法、オープンスカイ政策（アジアゲートウェイ戦略）導入

2008年 観光庁発足

2013年 訪日外国人1,000万人を突破

2015年 訪日客数が日本人出国者数を超える

2016年 訪日外国人2,000万人を突破

2018年 通訳案内士法改正(1月)、民泊新法施行(6月)
訪日外国人3,000万人を突破

2010年 九州への中国発クルーズ本格化、「Japan MICE年」

2012年 アベノミクス導入・円安政策が本格化、尖閣問題

出所：JTB総研作成のグラフ(2018年)に筆者が2018年以降を加筆



わずか7都道府県で73.4％以上を占める
(2013年72.5％、2015年70.5％で大きな変化なし）

都道府県別外国人延べ宿泊者数(2019確定値)

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査報告書」(2020年7月) 
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/content/001355913.pdf

地方部道県

・東京・大阪・京都・千葉だけで55.4％(前年+4.1ﾎﾟｲﾝﾄ)
・北海道・沖縄・福岡だけで18.0％(前年-0.7ﾎﾟｲﾝﾄ)
・残りのわずか26.6％が40都道府県に宿泊

訪日観光客デスティネーションの偏在

・変わらないメジャー観光地偏重傾向
・強いゴールデンルート、福岡、北海道、沖縄
・メジャー観光地から遠い観光地は不利



2019年日本の観光市場

日本国内の推定旅行消費額(2019年)



(２) 奄美大島の観光の現状

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

395,077 378,353 372,486 355,152 357,103 361,252 370,360 393,654 422,527 431,740 473,704 529,587 530,349

出所：鹿児島県地域振興局別統計をもとに筆者が作成

特徴

・95.1％が個人旅行(個人パック21.5%含む)

・団体旅行0.2%

・リピーター率74.6％
(2016/3『奄美大島人口ビジョン』)

奄美大島への年間入島者数推移

大河ドラマ＋バニラエア効果



大河ドラマ効果バニラエア効果

・航空機利用
422,169人(79.7%)

・海路利用
107,418人(20.3％）

※関東・関西は98％
福岡は94％が空路
鹿児島は２割が海路
沖縄は ５割が海路

15％

12％

15％ 56％

3％



出所：鹿児島県地域振興局別統計をもとに筆者が作成

屋久島と奄美大島の来島者推移の比較(2007年～2018年)

世界自然遺産登録
(1993)後のピーク

34.0％増加

31.0％減少



屋久島と奄美大島の観光形態の違いから生じるリピート性の差

・日本を代表する多雨地帯 ➡ 訪問中の体験がリピート化を左右

・屋久島の「静的」自然 ⇔ 奄美大島の「動的」自然

・屋久島：ネイチャーガイドなしでも体験可能
1990年代までの団体旅行受入対応が残る

例)ヤクスギランド、白谷雲水峡、環境文化村センターなど

・奄美大島：ネイチャーガイドの知識が自然との遭遇体験のキー
例)ナイトサファリ、野鳥観察、ダイビング、カヤックなど



奄美大島へのクルーズ船寄港回数と乗客数の推移

出所：鹿児島県地域振興局別統計をもとに筆者が作成



年 北海
道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 計

2018 7 3 3 5 1 8 19 4 16 6 72

2019 16 10 25 10 8 21 33 5 40 9 177

前年比 228.6% 333.3% 833.3% 200.0% 800.0% 262.5% 173.7% 125.0% 250.0% 150.0% 245.8%

(注)国交省では、400米ドル/泊以上の客船をラグジュアリー客船として分類している。
出所：国土交通省海事局「2019年の我が国のクルーズ等の動向(調査結果)」に筆者が加筆

ラグジュアリー客船の寄港回数の増加（2018-2019）

2020年度 奄美大島に寄港予定(だった)クルーズ客船

カテゴリー 回
数

ラグジュアリー 6

プレミアム 13

カジュアル 0

(★ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨｼｮﾝ) (4)

(外国船) (5)

船名(国) トン数 乗客数 就航年/特徴

★クリスタル・エンデバー(米) 19,500 200 2020、潜水艇・ヘリ2機搭載

★ル・ラペルーズ(仏) 10,000 180 2018

★ハンセアティック・ネイチャー(独) 16,100 230 2019

★スター・ブリーズ(米) 9,975 212 1989/改修2015

シルバー・スピリット(米) 39,519 608 2009

飛鳥II（日） 50,142 800 1990/改修2006

(注)2015年は、カレドニアン・スカイ(英)のみの寄港だった。
出所：奄美HP https://www.city.amami.lg.jp /kanko/kanko/kanko/cruise.html

トン数・乗客数は、Douglas Ward, “Cruising &Cruise Ships 2020”, Berlitzによる。



クリスタル・エンデバー（20,000トン、乗客数人200、乗員人206人）

全長164.5m、100室のスイート(37㎡)、2室のオーナーズスイート(290㎡）
ヘリコプター2機、7名乗り潜水艇、無人遠隔操作探査機、ゾディアックボート8隻929㎡のSPA
水中スクーター「シーボブ」、インフィニティ―プールなど

https://www.youtube.com/watch?v=HnOqD86Q06k

https://www.youtube.com/watch?v=HnOqD86Q06k


地域の人口が減ると何が起きる？- 「人口ビジョン」の示しているもの

・人口減少 ＝ 地域内の人的資源の減少
・老齢化 ＝ 地域内産業の担い手の減少、働くエネルギーの減退

地域の経営課題
老齢
化

人口
減少

行政
ｻｰﾋﾞｽ医療

教育

① 産業の衰退 ②地域経済の縮小

① 税収の減少 ②行政サービスの縮小

① 更なる人口の流出 ②民間ビジネスの撤退

・「観光」の担い手すらいない状況に

・地域経営自体を「持続可能」にすることが必要

地域の持続可能性のための観光戦略の必要性

(3) 奄美大島の課題



「量から質へ」 - クルーズ商品の場合

1) ラグジュアリー市場旅行者の特性

① 高学歴・高収入

③ 高い環境意識 (勤務先企業・消費者自身)
・ゼロ・エミッション・脱炭素化・脱プラスティック・食の安全性（トレーサビリティ）

② 高度の知的好奇心

2) ラグジュアリー市場の今後

① 高まる本物志向（自然・文化・歴史・体験）
② 興味の多様化（＝ショアエクスカーションの多様化）

・エクスカーション商品内容の多様化
・エクスカーション規模の多様化（＝少人数化）
例）ホランド＆アメリカ 「ウェルネス」

・これまで非効率とされてきた、小グループの体験型ツアーやチャーターについても
対応するようになってきている。

例）地元シェフとのフードツーリズム商品
・生産地・市場訪問 ・特別料理の提供とシェフによるレクチャーなど

クリスタル・セレニティ（2017年3月博多寄港時）
・JTBのトップガイドを関西から招聘 ・個人で承天寺を2時間貸切



3．持続可能な観光の導入に向けて

①持続可能な観光を実現するために – 世界標準のツール

など
・
・
・

GSTC(世界持続可能観光講義会)指標

UNWTO(世界観光機関)指標

認証制度＝第3者機関によるチェックと評価



②観光環境容量(TCC) – 適正な観光客の数とは？

a) 観光地における収容可能容量

b) 保護区や自然地域における観光活動の環境容量

Tourism Carrying Capacity (TCC)
・ある観光地において、

自然環境・経済・社会文化にダメージを
与えることなく、また、観光客の満足度を下げることなく、
一度に訪問できる最大の観光客数

・ホテル客室数、航空座席数など
アクセス、滞在のキャパシティを数値化したもの。

・長期的な生態系のモニタリングが
必要で数値化に手間がかかる。



ガラパゴス諸島（エクアドル）- 高級探検型デスティネーションとして確立

・1960年代から探検旅行が増加 ⇒ 2,000人/年 小型客船宿泊
・保護地区への立ち入りにはネイチャーガイドの同伴を義務化
・管理：国立公園局、環境保全：チャールズ・ダーウィン研究所
・高給職を求めて本土から移住者が殺到 ⇒ ガラパゴス特別法(1998)
・入島料 ひとり US$100 = ￥11,500
・観光客増加率 年9.38%（1998-2006)、年3.72%（2007-2015) 

⇒ 224,745人(66%が外国人)
・宿泊：251の公認ホテル(4-5星ホテル稼働率60-80%,1-3星20%以下)

74隻の小型客船



ヨセミテ国立公園（アメリカ）

入園料：車1台 US$35=￥4,025、ひとり US$20=￥2,300

年間パス US$70 =￥8,050

宿泊予約（ロッジまたはキャンプ）が園内宿泊の条件

米国の国立公園 – 高額の入域料でコントロール



西表島では・・・



ご清聴ありがとうございました。
前嶋 了二

r.maeshima@nakamura-u.ac.jp

４回のセミナーを通して、奄美大島の
持続可能な観光のあり方と国際的に通用する
地域づくりについて、みんなで考えましょう。


