
11月5日官房副長官発表：水際措置の見直し



JATA研修試験委員会

~出口戦略と旅行業の未来～
旅行再開が見えてきた今、

我々は何を考え、どう行動

すべきか。旅行業の現状を

正確に知り、その力・魅力を

再認識する。

２０２１年１１月２日

東洋大学国際観光学部教授

越智良典



自己紹介

１975年 早稲田大学政治経済学部卒

近畿日本ツーリスト㈱入社

2001年 本社海外旅行部長、常務取締役、専務取締役

2011年 ㈱ユナイテッドツアーズ代表取締役社長

2013年 （一社）日本旅行業協会（JATA) 理事・事務局長

2020年 東洋大学国際観光学部教授

（一社）日本旅行業協会参与（JATAコロナ対策）

観光庁インバウンド関係の委員など

厚生労働省旅館業法の見直しに関わる検討会構成員

やまなしグリーンゾーン認証制度専門家委員

読売旅行「新しい旅のあり方検討委員会」特別委員



羽田国際線ターミナルの絵馬 206ヶ国の参加者の感謝

提供：日本空港ビルデング㈱



コロナの現状



渡航医学会等からの情報収集

3大リスクとの戦い
ＪＡＴＡ対策部会、官民連携（観光庁、外務省など）

得体の知れない恐怖 情報による武装

テロ：ＮＹＣ９．１１ ⇒リスク会社、外務省

自然災害：東日本大震災、台風⇒気象予報会社

感染症：ＳＡＲＳ、コロナ ⇒渡航医学会など

※セミナー開催、ガイドライン作成

※トラベルクリニックリスト掲載
演者作成資料：禁無断転載・複製



国内の新規患者数の推移

出典：厚生労働省HP



都道府県別人口10万人当たり７日間累積新規陽性者数
の推移 （年代別、HER-SYSデータ）専門家会議資料



世代別ワクチン接種率：各世代で進む
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（10月18日公

表時点）

グラフ タイトル

1回以上接種者 2回接種完了者

出典：官邸HPデータを演者がグラフ化 10月18日



１０月4日~10日 ワクチン接種歴別の人口当たりの要請新規陽性者
数 10万人あたり 出典：厚生労働省 専門家会議資料より

ワクチン接種は感染も押さえる効果

未接種者 一回接種 二回接種

全体 11.5 4.5 1.2

65歳未満 11.6 4.8 1.2

65才以上 9.8 5 1.1



コロナの新規感染者数（１００万人あたり）
出典：Our World in Data10月22日

出典：Our World in Data10月22日から引用



コロナによる死者数（100万人あたり）推移
出典：Our World in Data 10月22日

出典：Our World in Data10月22日から引用



ワクチン接種率10月22日現在 出典 Our World in Data



100人あたり国別ワクチン投与量10月22日
出典 Our World in Data



ワクチンと検査が出口戦略の鍵



ＩＡＴＡによる航空回復予測は2023年



国内に大きな市場を持つ国が一早く回復



経団連はワクチン接種の活用を政府へ提言

出典：（一社）日本経済団体連合会HP提言



国内旅行

GoTo２．０

訪日旅行

インバウンド実証実験
海外旅行

水際規制、隔離期間の緩和

感染症危険情報の緩和

航空座席確保

保険の付与

地元の受入れ体制
感染対策ガイドライン

行動マナー

ワクチン・検査

パッケージ

ワクチン・検査が出口戦略のカギ

演者作成資料：禁無断転載・複製



対象：飲食店、ライブハウス・小劇場、大規模イベント、観光
（人流がビジネスの前提であるために打撃が大きな業種）

実施期間：2021年10月~11月

目的：オペレーション等を確認し、日常生活の回復に寄与する

方法：①ワクチン2回接種から2週間 接種証明の確認（コピー、写真可）

②ＰCR検査（3日前以内の検体）医療機関、衛生検査所

③抗原定性検査（一日前以内の検体）

採取者は研修を受ければ医療機関でなくても可

陰性の人も「マスク着用」「手洗い・手指消毒」「三密の回避」

実験での規制緩和：

飲食店：4名以内の人数制限。営業時間短縮を緩和→？？

イベント：入場制限の緩和→デジタルパスポートなど実証

旅行・観光：そもそも規制がない→ＧｏＴｏ２．０は対象とする

「ワクチン・検査パッケージ」技術実証とは

演者作成資料：禁無断転載・複製



滞在中

入国時

イベントの実証実験はMySOSアプリを活用

強制インストール（全入国者、毎
日5000人～）
隔離期間管理（14日間）

隔離緩和（14日⇒10日）検査提
供10月開始

厚労省（検疫）

出国時

直営医療機関
チームメディカルクリニック
都内（６か所）及び
福岡・札幌・大阪・名古屋
オリパラ採用の検査体制

全世界210か国の渡航前陰性証明書に対
応、オリパラ採用の発行システム

MySOS

アプリ

旅館・ホテル
チェックイン時検査
（プリンスホテル提携）

デジタルパスポート（ワクチン
接種/PCR/抗原検査履歴等:

入国時行政確認）

スクリーニング⇒入場管
理（スポーツ/音楽/国際イ

ベント等）

出国用検査

TV通話

オンライン本人確認型検
査（移動先・自宅にて簡

易に）

アルム社資料



対象：旅行会社 11社38ツアー 宿泊施設１００施設以上
実施期間：2021年10月~11月

目的：オペレーション等を確認する→手引書作成

方法：①ワクチン2回接種から2週間 接種証明の確認（コピー、写真可）

アナログの目視確認

②ＰCR検査（3日前以内の検体）医療機関、衛生検査所

衛生検査所のフォームを統一（木下グループなど）

③抗原定性検査（一日前以内の検体）ホテル三日月グループで実施

「マスク着用」「手洗い・手指消毒」「三密の回避」は基本

実験での規制緩和：

旅行・観光：そもそも規制がない

→「ワクチン・検査パッケージ」を前提にＧｏＴｏ２．０へ
その前に変異種に対応したガイドラインの改定、新しい旅のエチケット

（マイクロ飛沫感染：冬は特に注意！換気対策、ゼロ密）

観光の実証実験が目指すのはGoTo2.0

演者作成資料：禁無断転載・複製



PCR検査は4月に先行して検証済み

時期：4月6日~4月25日（緊急事態宣言の谷間）

会社：8社9コース（クラブツーリズム、JTBメディア、

TーLIFE、日本旅行、阪急交通社、名鉄観光、

読売旅行、ワールド航空

発地：東京発5本、山梨、奈良、新潟、名古屋発

方面：東北、関西

参加：合計154名、男女（１対２）60代～70代が6割
お客様が重視すること：安心安全（７３％）目的（６０％）

価格（５８％）季節感（３７％）

ＰＣＲ検査 つけた方がいい（７８％）価格次第（１３％）

報道：NHK、読売新聞など好意的な取り扱い

Copyright © 2021 JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製



12月にQRコード付きワクチン証明書発行
（ワクチンパスポート）国内、海外での活用へ

Copyright © 2021 JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製



デジタルヘルスパスポート（ワクチン接種証明＋ＰＣＲ陰性証明
＋必要書類）。数種類のＱRコード✖数種類の流通アプリ✖出
入国、搭乗での読み取り。入国要件が国や地域で違う→正しく入国す
るための調査が大変な現状

国際交流にはデジタルヘルスパスポートを活用

Copyright © 2021 JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製



IATAトラベルパスの場合の流れ

出典：ANA作成資料を許諾を得て演者が引用



IATAトラベルパスの概要 参考資
料

Copyright © 2021 JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製



採用決定報道があった、または日本以外の地域にて運用開始済の航空会社

試験運用中の航空会社一
覧

IATAトラベルパスを入国審査において提示することを受け入れるとしている国（内閣官房情報）
Copyright © 2021 JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製

シンガポール、パナマ、エストニア、ブルガリア、デンマーク、バルバドス、サウジアラビア、カタール、ヨルダン

参考資
料



各国地域の最新ルールがわかるSherpa

Copyright © 2021 JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製



国内、海外、訪日の出口戦略



国内旅行の出口戦略（訪日の国内受入態勢）

・ワクチン・検査パッケージ→ＧｏＴｏトラベル（GoTo2.0 ）

期間の延長、地域共通クーポン効果、修正点：割引率の

見直し（オフ対策）や段階的低減

・感染対策の見直し

→デルタ株、マイクロ飛沫感染⇒換気や不織布マスク。

ブレークスルー感染⇒マスクなど基本的対策は継続

検温＋症状の確認に加え、抗原検査の活用

・地元受け入れ態勢の整備

→歓迎体制（知事のメッセージ）、県民割りの対象拡大

→医療機関の協力体制 抗原検査の活用

演者作成資料：禁無断転載・複製



訪日旅行の出口戦略（海外、国内と一体）

（海外旅行と共通）

・水際対策の緩和（14日間の隔離など）

・感染症危険情報のレベル引き下げ

→ワクチン接種率が高い国＋重点国から交流再開

・医療体制の確認と旅行傷害保険の付与

（国内旅行と共通）

・感染対策ガイドラインは国内旅行用に準拠

・受け入れ態勢の整備（特に医療機関、自治体との協力体制）

→観光庁インバウンド実証実験

インバウンド受入に熱心な自治体：山梨（やまなしグリーン

ゾーン認証）などまだ少数

演者作成資料：禁無断転載・複製



海外旅行の出口戦略（訪日と表裏一体）

（JATA要望） 経団連、航空、空港、各国政府と連携⇒開国へ

・水際対策の緩和：14日間の隔離→10日間→撤廃へ（？）

・感染症危険情報のレベル引き下げ（12月？）

→危険情報２で、対策をとって募集型企画旅行は実施可能

（JATAはワクチン接種率によるリスク評価を提案（色分け））

・ビジネストラックの再開（12月）3日間隔離、行動管理

・デジタルヘルスパスポートの実用化（12月）

（ＪＡＴＡのアクション）

・運用手引書の作成（医療体制の確認、海外旅行傷害保険付与

・デジタルヘルスパスポートの利用アニュアル

・セミナー、商談会→視察団の実施（12月）→プロモーション

演者作成資料：禁無断転載・複製



１．出国前７２時間以内の検査証明書の提出→ワクチン関係無

２．誓約書の提出（１４日間の公共交通機関の不使用、自宅等

での待機、位置情報の保存・提出、接触確認アプリの導入

等）

３．滞在した国・地域に応じた期間（①～③）検疫所の確保す

る宿泊施設で待機して検査。陰性が確認後退所し、14日間

自宅等での待機

①3日間待機。3日目に検査：エクアドル、チリ、ドミニカ

②6日間待機。3日目、6日目に検査フィリピン、ブラジル

など9か国

③10日間待機。3日目、6日目、10日目に検査 なし

日本の水際対策（10月22日現在）

出典：外務省海外安全ＨＰ（厚生労働省HPにリンク）を演者が編集 10月22日



レベル２：中国、韓国、香港、マカオ、台湾、シンガポール、オース
トラリア、ニュージーランド

ほとんどの国が感染症危険情報レベル３

出典：外務省海外安全ＨＰから複写



主要国（G7）の出入国規制

フランス：日本はグリーン指定国。ワクチン接種証明。未接種者は

72時間以内の陰性証明、快復証明、誓約書の提出

ドイツ： ワクチン接種証明。未接種者は陰性証明または快復証明。

イギリス：日本はレッドリスト以外。ワクチン接種証明、入国後2日目

以内の検査受験（事前予約）、乗客追跡フォームの入力

アメリカ：72時間以内の陰性証明 CDCの推奨事項：到着後3~5

日以内の検査。ワクチン未接種者は7日間の自己隔離

州や地域での個別の規制に注意

ハワイ： 72時間以内の陰性証明で隔離措置免除プログラム

出典：10月22日現在 外務省HPより筆者が作成



日本のワクチン接種証明が使用できる国・地域

英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、アンドラ、バチカン、スイス、オーストリア、

デンマーク、フィンランド、オランダ、ベルギー、アイルランド、アイスランド、ギリシャ、

マルタ、ブルガリア、ポーランド、リトアニア、エストニア、スロバキア、スロベニア、コソボ

、ボスニア・ヘルツェゴビナ、べラルーシ、ジョージア/

トルコ、チュニジア、オマーン、UAE、バーレーン、トルクメニスタン

香港、韓国、タイ、シンガポール、スリランカ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、

モルディブ、サモア、パラオ、パプアニューギニア、マーシャル諸島、オーストラリア/カナ

ダ、米国（グアムのみ）エクアドル、ホンジェラス、エルサルバドル、コスタリカ、パラグ

アイ、 セントクリストファー・ネービス、セント・ビンセント、ベリーズ、グアテマラ

ガボン、アンゴラ

10月29日時点 外務省 60ヶ国・地域
出典：外務省海外安全ＨＰ



JATAの提案：ワクチン接種率で色分け10月28日現在

新規感染者数および新規死亡者数は人口100万人あたり（出典：ジョンホプキンソンス大学）ワクチンは2回接種

緑：ワクチン完全接種率50%以上、新規死亡者数30名以下

黄：ワクチン完全感染接種率40%～50％で新規死亡者30名以下または

ワクチン完全感染接種率40%以下だが、新規死亡者3名以下

Copyright © 2021  JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製

国名 ワクチン 新規 新規 色
完全接種率 感染者数 死亡者数

中国 72.8% 0.2名 0名 緑
香港 58.1% 3.9名 0名 緑
韓国 67.5% 188.1名 2名 緑
台湾 23.0% 1.3名 0名 黄
タイ 36.2% 956.7名 6.9名 赤
シンガポール 80.1% 4182.0名 14.0名 緑
オーストラリア 58.6% 589.8名 4.1名 緑
英国 66.9% 4802.9名 14.0名 緑
フランス 69.7% 573.1名 3.4名 緑

ドイツ 65.6% 1122.6名 5.8名 緑

米国 57.3% 1540.5名 35.7名 黄
ハワイ 70.4% 622.0名 18.3名 緑
日本 68.4% 17.1名 0.8名 緑



フランスは10月12日で完全接種66.81%

〇ワクチン接種証明提示での受け入れ

6月からＥＵ受入、日本もグリーンゾーンに指定。

ワクチン接種証明書と宣誓書のみ。未接種者は72時間以内の陰性証明

（ＰＣＲか抗原検査）6か月以内の快復証明書

〇国内は衛生パスを活用

飲食、観光、イベント（事前申請可能、パスポート

ワクチン接種証明、航空券の画像をアップロード→ＱＲコード発行）

〇エールフランスの運航強化：10月31日から羽田~パリ週3再開、

成田週3、関空週3、ＡＭＳ経由週９便＝計18便体制

フランスの観光復活プラン

フランス政府観光局プレスリリースから演者作成資料



Go Toトラベル2.0

９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月~6月 7～9月 10月~12月

訪日旅行

海外旅行

GW

新型コロナ感染症の出口戦略図（案）10月22日現在

トピック

国内旅行

国際行事
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パッケージ実
証実験ー
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ー&商談会

インバウンド実証実験？

JATAの取組み

2021年 2022年

デジタルヘルスパスポート開始

緊急事
態宣言 新行動基準

ワクチン
接種率50%

夏休み

ドバイ万博（10月から3月まで）

冬

ワクチン
接種率80%

ワ
ク
チ
ン
接
種
証
明
書
と
陰
性
証
明
の
活
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ビジネストラック再開

視察団の実施

水際対策の緩和

ガイドライン見直し

日中国交
正常化50

周年

G7

アメリカ

受
け
入
れ
体
制
整
備

演者作成資料：禁無断転載・複製



コロナの気付き：GoToトラベルなど
でわかった観光の力



GoToは経済テコ入れの起爆剤

宿泊割引＋
地域共通クーポン

演者作成資料：禁無断転載・複製



「観光は日本の成長戦略の柱であり、今回大変な
被害を受けているが、まず、事業を継続できるよう
に全面的に支援する。

⇒持続化給付金、雇用調整助成金

現在は感染拡大を防ぐことに全力を挙げているが
、しかるべき時にV字回復させるために前例のない
規模の旅行キャンペーンができるように予算化す
る」 ⇒Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン

安倍総理コメント（2020年3月23日）

演者作成資料：禁無断転載・複製



出所： 日本政府観光局 （JNTO)
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単位：万人 （政府目標）

震災後、

Ｖ字回復

史上初
1000万人達成

ﾋﾞｼﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
開始

日本の奇跡 インバウンドは成長戦略の柱

5年で3倍
3000万人達成

3119万人（11位）

収入4.5兆円（9位）

Copyright © 2022  JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製



インバウンドは政府のリーダーシップで成功

国際観光の伸び 特に近隣アジアの海外旅行ブーム

潜在的魅力

気候、自然、文化、食事 ＋ 安全

日本の奇跡

菅総理（前官房長官）のリーダーシップで実現（レガシー）

ビザ緩和、免税店、公的施設の開放、国立公園 ⇔国際観光旅客税

観光戦略タスクフォース お雇い外国人の存在 為替

東京オリンピック・パラリンピック、ラグビーW杯、大阪関西万博

羽田発着枠の拡大、航空自由化（ＬＣＣ，国際定期便）

演者作成資料：禁無断転載・複製



コロナの気付き：GoToトラベルなど
でわかった旅行会社の力
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大手旅行会社 中小旅行会社 ＯＴＡ 宿泊施設直販

億円

旅行会社はＯＴＡ，宿直販に伍して
需要喚起を行った



旅行会社(48社) OTA4社

１ 北海道 中部

２ 近畿 関東

３ 沖縄 近畿

４ 中部 九州

５ 関東 東北

６ 北陸信越 北海道

７ 九州 北陸信越

８ 東北 中国

９ 中国 大阪

10 大阪 四国

11 四国 千葉

12 千葉 沖縄

13 東京 東京 ✕

Go To トラベルは交通機関を使った需要を創出

旅行会社は航空、列車利用の遠方。OTAは自家用車で近場
せっかくだからちょっと贅沢、小規模、人気ホテル。自然、夫婦。

8月は県割引とダブル効果。旅行会社24,000円。OTA12,000円

9月15日受注
Copyright © 2021  JATA  All 

rights reserved.

禁無断転載・複製



都道府県名 人口
出国者数
(2018)

出国者数
(2019）

対前年
増減率

全国構成比
(2019)

出国率(2019)

埼玉県 7,173,734 1,047,094 1,093,473 4.4 5.4 14.6

千葉県 6,140,685 1,068,463 1,102,145 3.2 5.5 17.4

東京都 13,405,355 4,028,971 4,258,869 5.7 21.2 30.1

神奈川県 8,996,747 1,964,425 2,037,064 3.7 10.1 21.8

海外旅行をあきらめた425万人が国内再発見の旅へ

Copyright © 2021 JATA  All rights reserved.

禁無断転載・複製



海外旅行リピーターに価値ある旅を企画販売



クラスター危機を乗り越える取り組み

１．ツアー終了後、参加者から感染の報告

２．調査協力、参加者への連絡、関係省庁、ＪＡＴＡへ連絡

３．記者会見、リリース

４．当面のツアー中止

５．「新しい旅のあり方検討委員会」

賀来先生（東北医科薬科大学）など専門家を加えて検討

①感染対策の強化：事前、ツアー中の健康チェック

（症状申告）車内での食事禁止、席の移動留意

②商品企画そのもの検討 少人数高品質な旅

６．プレスリリース、関係省庁へ報告、ツアー再開

７．ＪＡＴＡコロナ対策部会に参加し、モニターツアー等実施

演者作成資料：禁無断転載・複製



2030年から逆算して戦略を
考えてみては





アメリカ × 中国 × ヨーロッパ

経済力 経済力 価値観
ＳＤGs、個人情報保護

インド

（人口） 人口が多い国の力

小国の独自性

日本

多極化する世界の中の日本

演者作成資料：禁無断転載・複製



SDGsに対する観光の貢献 SDGｓは儲かるのか？

UNWTOが提言した｢持続可能な観光｣で取り組むべき5分野は、それぞれがSDGsの17目標のいずれ

かの要素を備えており、それぞれの分野で目標達成すると、その効果が他の分野へ派生し始め、

結果、｢持続可能な観光｣を継続的に構築していくという大きな特性を持っている。

ひとつの分野の目標達成が、次の分野へ派生していく｢持続可能な観光｣の5分野

観光

①包括的・持続的な経済発展

②社会的な関わり、雇用拡大や貧困の撲滅

③資源の有効活用、環境保護や気候変動

④文化的価値・多様性・遺産

⑤相互理解・平和・安全

経済

社会

環境

文化

平和

Copyright © 2018  JATA  All rights reserved. 禁無断転載・複製 3



日本のSDGｓ実施指針８つの優先課題にヒント

１．あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現

２．健康・長寿の達成

３．成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション

４．持続可能で強靭な国土と質の高いインフラの整備

５．省・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会

６．生物多様性、森林、海洋等の環境保全

７．平和と安全・安心社会の実現

８．ＳＤＧｓ実施推進の体制と手段

4

官邸HPから演者作成



オリンピック・パラリンピック
は2024年パリで開催

15％の人が障害を持つ
世界

日本でも７％の人が障害
を持つ。そして高齢化も

１．あらゆる人々が活躍する社会

出典：パリオリンピック・パラリンピック
大会組織委員会公式Twitter



ツアーグランプリ：旅行業界の先進事例

１．国土交通大臣省：JTB ヨーロッパ「ランドクルーズ」

２．観光庁長官賞：ワールド航空 南フランス直行チャータ

３．観光庁長官賞：HIS 手話対応添乗員とガイドが同行

国内トレッキングツアー

４．海外旅行（企画創造）ジャルパック メコン川クルーズ

５．同（市場開発）フィンツアー フィンランドサウナの旅

６．同（デジタル）ベルトラ サンセバスチャンバル巡り

７．同（特別賞）ユーラシア：チェルノブイリ原発訪問ツアー

８．国内旅行（市場開発）三セク鉄印帳みちのく鉄道周遊

９．同（企画創造）KNT ＰＣＲ検査してGo社員旅行

10．同（デジタルKNT SDGｓMAPを利用した修学旅行

演者作成資料：禁無断転載・複製



３．地域の活性化：「少子高齢化」特に地方



日本の観光政策：観光戦略実行推進会議

１．Go To トラベルの継続

インバウンドのインフラを守る

地域経済を支える

２．インバウンドのコンテンツの競争力を高める

気候、自然、文化、食

３．2030年6000万人の目標。オリパラを契機と

する。その（前）に管理型ツアーのテストを行う。

（交流の観点から海外旅行も取り組み）

演者作成資料：禁無断転載・複製



５．気候変動、環境保全に関する取り組み

フランスでは７月に気候変動対策・レリジエンス強化法が施行

航空 2030年までにＣＯ２を2005年比の50％削減
2050年ゼロを目指す

観光 「Ｔｒａｉｎ ａｎｄ Ａｉｒ」の推進
鉄道で2時間半未満で行けるところは航空機利用をやめる。

自転車旅行の促進
オールインクルーシブ型の現地サイクリングツアー
レンタサイクル、宿泊予約、荷物の回送、自転車乗り捨て、
緊急アシスト
サイクリングロード 2021年1万8848ｋｍ

→2030年2万5587kmへ整備

宿泊施設： 「グリーンキー」などエコラベルの普及

フランス政府観光局プレスリリースから演者作成資料



７．平和への貢献：観光交流は民間外交の役割

2019年、ＵNWTO（国連世界観光機関）とツーリズムＥＸＰＯジャ
パンが共催する観光大臣会合に各国の観光大臣と国際機関代表が参
加→万遍なく世界とつながる関係つくり（日本流の外交）
＜参加実績国＞
アジア：フィリピン、マレーシア、タイ、インドネシア、カンボジア、ミャンマー

、モンゴル、ブータン、スリランカ、ウズベキスタン
欧米豪：フランス、オーストラリア、メキシコ、パラグアイ、アイスランド、

ラトビア、リトアニア、エジプト、スーダン、南アフリカ
国際機関：ＵＮＷＴＯ、ＷＴＴＣ、ＰＡＴＡ，アドベンチャートラベ

ル協会 下線はインバウンド重点国

※２０１９年はＧ２０観光
大臣会合（北海道・倶知安）
と連携

14 



【2018年暫定値】

②韓国
754万人
（24.2%）

※ （ ）内は、訪日外国人旅行者数全体に対するシェア
※ その他には、アジア、欧州等各地域の国であっても記載のない国･地域が含まれる。
※ 数値は、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは合致しない場合がある。
※ 日本政府観光局（JNTO）訪日外客数2018年1月～12月累計暫定値からＪＡＴＡ作成

①中国
838万人
（26.9%）

③台湾
476万人
（15.3%）

総計
3,119万人

東アジア
2,288万人（73.4%）

その他
120万人
（3.8%）

オーストラリア
55万人（1.8%）

イタリア
15万人（0.5%）

ロシア
9万人（0.3%）

スペイン
12万人（0.4%）

ドイツ
22万人（0.7%）

フランス
30万人（1.0%）

イギリス
32万人（1.1%）

カナダ
33万人（1.1%）

インド
15万人（0.5%）

ベトナム
39万人（1.2%）

インドネシア
40万人（1.3%）

シンガポール
44万人（1.4%）

マレーシア
47万人（1.5%）

フィリピン
50万（1.6%）

④香港
221万人
（7.1%）

⑥タイ
113万人
（3.6%）

⑤米国
153万人
（4.9%）

東南アジア
348万人（11.2%）

欧米豪
363万人（11.6%）

2018 訪日外国人旅行者数及び割合（国・地域別）

12
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2018 日本人海外旅行者数（国・地域別）※推計値

出所：Euromonitor International

* 基本的に各国政府観光局の到着ベースの報告数値に
依存した修正のため、集計のタイミングによって数値が
変動ずる。
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20.7%

その他
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欧米豪
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主要国の相互交流 赤字はＧ２０参加国

出所：JNTO、各国政府観光局等
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(2017年)
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首脳外交：ウズベキスタン2015総理随行
（16年チャーター3本→19年17本）

総理訪中・日中第三国市場協力フォーラム参加
イスラエル（19年双方向チャーター実施）
ロシア：人的交流サハリン、極東ロシア、シベリア

二階幹事長ミッション：中国、韓国、インドネシア、ロシア
一帯一路経済フォーラム

観光庁：二国間定期協議（韓国、ベトナム、インド、ロシア）
日中韓三国観光大臣会議
日本香港観光交流年
ＵNＷＴＯ（国連世界観光機関）
１９年石井国土交通大臣（香港・ブルネイ）

ＪＡＴＡ独自のＭＯＵ：
台湾（日台観光サミット）、タイ、マレーシア、
オーストラリア、フランス
ＷＴＴＣ（世界旅行ツーリズム協議会）

16 

国際交流は人と人のつながりによって国際理解を促進



2030年の日本の景色

2025年 大阪・関西万博

2027年？ ＩＲ

リニア新幹線

ＣＯ２ゼロを目指す交通ネットワーク

「グリーン」「デジタル」→ハイブリッド

2030年 インバウンド6000万人

「文化」「自然」

観光で地域創生

ＳＤＧｓの目標年

演者作成資料：禁無断転載・複製



旅の力による「持続可能な発展」への貢献

１．雇用を産み、地域経済に豊かにする⇒地方創生

２．国際理解を深め、平和を促進する⇒民間外交

３．観光による復興 ⇒費用対効果の高い施策

災害による観光地の風評被害への対応

４．気候変動・環境への負荷を減らす取り組みの推進

⇒保護と観光の両立

５．ユニバーサルツーリズム

「住んでよし、訪れてよし」の国づくり

演者作成資料：禁無断転載・複製



コロナの気付きを事業の再構築へ



○安心安全が最大の関心事

・旅行会社や観光地による感染予防策の導入

・観光地での感染状況などに関する具体的な情報提供

○旅行の質的向上。特に観光地での食や宿泊施設

○大型団体ツアーから少人数のテーマツアーへのシフト

○FIT, SITツアーの増加

○余裕のある日程への移行

：アジア太平洋観光協会（中国支部）2020年３月調査

世界に共通する旅行動向



旅行分野ですぐやれそうなこと
１．国内旅行→短期的重点市場

・国内再発見した海外旅行リピーターには企画勝負

・GoTo２．０の活用 冬→春 ⇔ＧｏＴｏなくても売れる

２．海外旅行

・ビジネストラベル 厄介な手続きを代行し、最適な日程を提案

・レベル２での募集型企画旅行の実施 安心安全な旅

・テーマ旅行、体験型、限定特別企画

３．インバウンド→中期的重点市場

・実証実験を手掛かりに

・国✖自治体（病院）✖コンテンツ（テーマ、自然、文化、体験）

・駐在員、日本居住者向けのテーマツアー
演者作成資料：禁無断転載・複製



コロナ禍の試みを継続したビジネスへ

・個人旅行のダイナミックパッケージ対応（価格変動型）

・店舗中心からデジタル対応中心へ

・セルフガイド方式の旅行インフラ提供⇒ＦＩＴモデル

・ワクチン接種、ＰCR検査⇒医療連携の安心安全

・役所の事務代行（ワクチン接種など）⇒人材派遣、公設民営

・お客様とのタッチポイントを拡げる→CRM

ＯＮ ＬＩＮＥツアー、地産販売（物販、食）⇒複合販売

・ＯＮＬＩＮＥツアー⇒eトラベル（コモディティ~限定特別まで）

・ハイブリット型のイベント・コンベンション⇒ＩＴソリューション

本業とのシナジー効果、本業の見直し

演者作成資料：禁無断転載・複製



独自のビジネスモデルへ事業再構築するチャンス

成
長
性

花形

金のなる木

教育
旅行

一般
団体

店頭
販売

国内
企画

海外
企画

シニア
クラブ

スポーツ

地域
DMC

ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ

シェア

グローバ
ル

問題児

負け犬

教育
事業

シニア向け
テーマ旅行

MICE
ハイブ
リット

個人向けのダ
イナミック・
パッケージ

総務のアウト
ソーシング

演者作成資料：禁無断転載・複製



夢を託せる会社



就職氷河期は来なかった 観光、飲食、イベント以外

世界の実質GDP成長率
の寄与度：急速な回復

出典：日本総研
各国統計、IMFをもとに
日本総研が作成





就職では軸を大切にすることを教えています

リードポテンシャル：大嶋博子先生作成資料



国際観光学部の学生は今

観光業界・旅行業界で働く夢

→他業界へチャレンジ

→それでも、旅行業界で働きたい

東武トップツアーズ、クラブツーリズム、

びゅうトラベル、沖縄ツーリスト

こんな時だからいい人材がとれる

JATA：早稲田大学提携講座は継続、

合同インターンシップは休止

4
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でもＯB訪問してみたら。。。

1，2年生 仕事の経験がない

３年生以上 営業に添乗に多忙な毎日が突然。。

旅行は延期、そして取り消し。

雇用調整の休み。ＧｏＴｏの手伝い、地域共通クーポン

開発営業、仕事のある先輩の手伝い。

ふるさと納税、修学旅行：取消、延期、自治体の受託、

ワクチン集団接種事務

マインドの切り替えが必要ではないですか？

演者作成資料：禁無断転載・複製
4



戦略MAPでマインドの切り替えを！
エンパワーメント



どこで勝負するか？
脱コモディティの独自戦略

仕入れ力？企画？サービス？
マネできない体験の演出



価格安価

差別化大

差別化小

競合条件

コモディティ

製品

サービス

体験（演出）

経験経済の考え方：価格競争から価値競争へ
脱コモディティ戦略

高価
出所：B.J.パインⅡ、J.H.ギルモア（2005) 『新訳 経験経済』ダイヤモンド社
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航空券・宿泊 DP

企画旅行

サービス・企画提案営業

ユニークべニューでの
特別体験

脱コモディテイ戦略：独自の勝負モデルを築く

OTAの
競争優位性

レガシー・エージェントの
競争優位性

価格安価

差別化大

差別化小

競合条件

高価
出所：B.J.パインⅡ、J.H.ギルモア（2005) 『新訳 経験経済』ダイヤモンド社
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戦略MAPで目標を示し、プロセスを共有する

１．戦略を共有する（エンパワーメイントの発揮）
２．簡単に真似されない勝負モデル（脱コモディティ）

スキー場の夏の星空観測、雲海→真似される
３．何を捨て、何を選び、組み合わせするか
（１）目標 コストリーダー戦略、競争優位（差異化戦

略）、ニッチ戦略
（２）財務の視点 （3年後の数字：売上、人数など）
（３）顧客の視点 →絞る
（４）業務プロセスの視点：

コモディティ＝仕入、商品＝品質、サービス、
体験の演出 どこで差をつけて勝負するか？

（５）人材の視点（採用、育成）

目標⇔財務⇔顧客⇔業務⇔人 縦に考える

演者作成資料：禁無断転載・複製



Aさんのダイエットの戦略マップ

美しい体

体力増強

昔のウエットスーツを着て海で遊ぶ

17kg減量 6ヵ月 80→63

野菜中心の食事

野菜料理の
研究をする

食事量を減らす

ブログで体重と脂
肪率を毎日公開

脂肪率 19% 現在 33%

筋肉をつける

筋肉運動

10日毎に見直し

運動する

子供と楽しく鍛える

数年後の望ましい姿＝方針ですが
、自分というお客様への売り物でも
あります。

減量だけでは、海で遊
ぶという方針には不十
分です。筋肉もつけます
。

月次目標でダイエット
が上手く行っているか
どうかのチェックをしま
す。

子供と楽しく鍛えると
いうのは、やる気を継
続させるという点で飛
びぬけた発想ですね。
楽しく、楽しく。

ブログはインターネット上の公開
日記ですが、ここで記録を公開
するのは非常に効果的です。
おまけに日記を読んでいる人が
ダイエットに関してさまざまな情
報を提供してくれます。

基礎代謝を高める

理念

会計

業務

学習

方針･お客様



説明はこんな風にしてみましょう

経営理念・
方針

お客様会計 業務 学習

会社が営業しているのは
、こういう目的のためで、
○年後にはこういう姿に
なっていたい。

そのためには、利益、
売上はこの程度必要
だと考えています。

利益･売上を確保する
為に、わが社の売りは
これでいく。お客様にこ
れをアピールします。

わが社の売りを充実さ
せるために社内業務の
目標はこういったものに
します。重点的に行って
ください。何かご意見は
？

社内業務を順調に行
うため、顧客満足のため
に、こういった方法で学習
します。学習は、会社の
戦略に沿ったものだが、
みなさんの能力向上につ
ながるものでもあります。

学習するのは、左のよう
な会社の戦略のためで
、目標達成のための学
習だ。学習のための学
習ではありません。

業務については、このよう
な点が大事なのですが、そ
れはお客様に喜んでいただ
くためです。特定の業務に
必要以上にこだわることの
ないように。

お客様に喜んでいただ
くのは、利益を出し、経
営方針達成のためで
す。

利益が出ていれば今まで話
した考え方が正しいというこ
とです。出なかったらやり方
を変えなければいけません
。すべて｢やって見ろ｣です
ね。

こういう具合に利益を出
したのは、この理念･目標
のためです。仕事のため
の仕事、金のためだけの
仕事ではありません。

左から右に

右から左に

4
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元祖LCC サウスウエスト航空の戦略MAP

方針･目標

財務の視点
(会計)

お客様の視点

業務プロセスの
視点

人材の視点
(学習)

利益･成長率 No.1

同一機材のフル回転で低コスト
リースコスト・訓練コスト

売上拡大

1機あたりの売上最大化

最寄の空港から
最寄の空港へ(アンチハブ)

一体感を増す社員CS教育
(現場への権限委譲)

株価アップ

定時離着陸

30分ターン
(実稼働時間のアップ)

クルーのチームワーク
(機長も掃除)

ストックオプション

低価格 常連客確保

※安さだけでなくCS No.1企業でもある。



JATA研修試験委員会

~出口戦略と旅行業の未来～

旅行再開が見えてきた今、

旅行業の現状を正確に知り、

その力・魅力を再認識し、

各社の持ち味を活かした

戦略を社員と共有し、

備えてください



旅の力を再認識しようTravel Enjoy Respect

ＵＮＷＴＯ：持続可能な国際観光年ＰＲビデオ
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