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　本稿では国連の掲げるSDGs ｢持続可能な開発の17の目標｣ の
中で、「相互交流の拡大によって国民同士の理解を深め、平和を
もたらす」ことに対して旅行産業が果たす役割について論考す
る。まず交流の拡大が相互理解の促進に寄与すること、次に相
互理解の促進が平和の条件になることを検討し、その上で日本
旅行業協会（JATA と略す）の取り組みを紹介したい。

１．JATAの SDGs への取り組み
　UNWTO（国連世界観光機関）が提言した「持続可能な観光」
で取り組むべき５分野（①包括的な・持続的な経済発展、②社
会的な貧困の撲滅、③資源の有効活用、環境保護や気候変動、
④文化的な価値・多様性・遺産、⑤相互理解・平和・安全）は
それぞれが SDGs の17の目標のいずれかの要素を備えており、
それぞれの分野の効果が他の分野へ波及しながら「持続可能な
観光」を継続的に構築していくとされている。

　JATA では SDGs への取組みとして「旅の力」を活用できる
ものとして、以下の４つを掲げている。

　１「旅の力」で地域の雇用を生み出すこと
　２「旅の力」で国民同士の理解を深め、平和をもたらすこと
　３「旅の力」で災害からの復興をなしとげること
　４「旅の力」で環境の負荷を減らすこと

　１、２、３は相互に波及効果を高めあうものだが、特に２つ
目に掲げた「旅の力で国民同士の理解を深め、平和をもたらす
こと」は、JATA ならではの取り組みと考えている。

２．観光の影響力の拡大と責任
　今年の G20大阪首脳宣言で国連の掲げる SDGs ｢持続可能な
開発の17の目標｣ に対してツーリズムの果たす役割を最大限に
するために取り組んでいくことが記載された。首脳宣言におい
てツーリズムに言及されたのは2012年の第７回メキシコから久

しぶりで２回目である。また、G20としての初めての観光大臣
会合が今年10月に北海道倶知安で開催され、SDGsに対するツー
リズムの役割が討議される。改めてツーリズムの影響力の拡大
と責任が世界的な課題となっていることがわかる。
　世界の趨勢をみると､ 昨年の国際観光客は予想を上回り14億
人を突破し、世界経済に占めるツーリズムの割合は10％超えと
なっている。
　また、日本では政府のイ二シアチブにより、昨年の訪日外国人
は3119万人となり、消費額においても４兆5189億円と半導体等電
子部品の輸出額4.2兆円を上回っている。今年の訪日外国人数は
１－６月の累計で1663万人と前年を4.6％上回っている。一方で昨
年の日本人の海外旅行も過去最高の1895万人を記録し、今年の
１－６の累計で954万人と昨年比8.6％の伸びを示している。
　これは、インバウンド効果で航空路線が拡大し、相互に査証が
緩和された影響も大きいと考えられる。今年の G20、ラグビー
ワールドカップ2019、来年の東京オリンピック・パラリンピック、
2025年の大阪・関西万博まで世界が羨むビッグイベントが連続す
ることから相互交流6000万人の時代が視野に入ってきた。

３．双方向交流の現状
　以下の資料は国別の双方向の往来の人数を示したものであ
る。下線は G20国である。
　東アジア４か国は大幅な入超になっている。また、東南アジア
でも双方向交流はほぼ均衡化してきており、マレーシアのように
すでに入超に転じている国もある。欧米豪ではオーストラリア、
イギリス、カナダは入超となっている。ラグビーワールドカップ
2019の入場券販売海外売り上げではイギリスが NO1となってい
ることから、今年はさらにイギリスの入超が強まるものと推測さ
れる。一方で、観光が人気のフランス、イタリア、スペインは当
分出超と考えられる。アメリカはハワイ、グアムが入っているた
めに出超となっている。G20国の中で言えば、インド、ロシアの
相互交流が極めて少なく今後の課題であることがわかる。

双方向交流の発展による相互理解の促進と
平和の実現について

（一社）日本旅行業協会 理事・事務局長 越智　良典
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　次の資料はインバウンドの国別データである。よく指摘され
るように中国、韓国、香港、台湾で73％を占め、近隣アジア諸
国を加えると85％と近隣国に偏重している。

　次の資料は日本からの海外旅行の受け入れ国データである。
出入国カードがなくなり、出国ベースでの分析はできないため、
ユーロモニターの到着国ベースの数字を使用した。日本の海外
旅行者数は累計で2359万人となり、出国ベースの人数とはあわ
ないが、相手国への影響力の評価の観点からみて有効なデータ
と考えられる。
　東アジアブロックはイン（海外から日本）が73.4％であるの
に対してアウト（日本から海外）は30.4％、東南アジアブロッ
クはインが11.2％であるのに対しアウトは21.1％、欧米豪はイン
が11.6％であるのに対してアウトは22.4％、その他の国はインが
3.8％であるのに対して、アウトは21％と各ブロックでバランス
がとれた状態になっている。世界から見れば、日本は世界各国
に万遍なく訪問し、交流をしているということになる。

４．交流の拡大による相互理解の促進
　各国の国民感情（相手国へのイメージ）が外交上の重要事項
であるため、外務省は主要国を選んで対日世論調査を継続して
実施している。
　対日感情の推移を各種世論調査結果の複合分析と日中相互の
往来人数の相関について正面から論じたのは、2008年アジア研
究における小林良樹の例「中国における「対日感情」に関する

考察　各社世論調査結果の複合分析」がある。小林は世論調査
の結果による対日感情の好転と中国から日本への渡航者人数の
増加に一定の相関関係を認めている。「交流の拡大による理解の
促進は単純な比例にはならないが、大局的あるいは中・長期的
には見れば交流の頻度の拡大に伴う誤解の抑制はたとえ感情の
向上に直接繋がらないまでも無用な感情の変化を抑制すること
にはある程度役だつと考えられる。」と結論付けている。
　また、公益社団法人新聞通信調査会は2015年からアメリカ、
イギリス、フランス、中国、韓国、タイの６ヶ国で毎年1000名
に対日メディアの世論調査を行っている。日本に関する情報の
入手先（複数回答）として「マスメディア」、「インターネット」、

「自分の家族や親せき、知人」、「学校教育」、「日本人の友人、知
人」とともに「訪日経験」を取り上げて調査している。注目さ
れるのは中国における日本の好感度に関する調査である。「訪日
経験」が9.1％、10.9％、11.6％、そして12.6％と毎年高まるに連
れて、中国における日本への好感度（好感が持てると考える人
の割合）は23.4％、27.9％、33.9％と改善し、相関している。
　日本は軍国主義であるという記事を掲載してきた環球時報の
ような新聞社が、2015年頃から日本への訪問者が増えたことで
紋切り型の反日記事は通用しないと控えるようになった。また、
在中国の日本大使館では日本への訪問が多い地区ほど、対日感
情がよいという感触を得ている点なども交流の拡大が理解の促
進になることの裏付けとなる。

５．平和を実現する条件
　交流の促進が相互理解に一定程度寄与することは裏付けられ
た。では、それが平和の実現に貢献するのかを検討したい。
　アメリカの国際政治学者ブルースラセットとジョン・R・オ
ニールは戦争データの実証分析を行い、2001年「Triangulating 
Peace：Democracy, Interdependence, and International 
Organizations」にその成果をまとめた。
　従来の戦争抑止の視点は、軍事力によるバランス・オブ・パ
ワー論を重視する「リアリズム」の視点と軍事力だけでなく貿
易などの経済的要素を重視する「リベラリズム」の視点の二つ
が存在する。ラセットとオニールは軍事力に関するリアリズム
の要素を「①有効な同盟関係を結ぶこと」「②相対的な軍事力」
とし、リベラリズムを代表する要素を③民主主義の程度　④経
済的依存度　⑤国際的組織への加入とし、これらの５つの要素
をそれぞれ実現することで一定の割合で戦争のリスクを減らす
ことができるとした。
　高橋洋一は「正しい「未来予測」のための武器になる数字ア
タマの作り方」の中で、日本では近隣に非民主国家が存在する
ため有効な同盟関係（日米安保）が必要であることを定量的に
説明している。
　「交流の量的拡大」は旅行消費によって相互に相手国経済に貢
献できる役割に加えて、相互理解の促進により無用な誤解に基
づく係争を防ぐ効果が大きいことから「リベラリズム」の視点
④の経済的依存度以上の貢献があると考えられる。
　2013年の WTTC グローバルサミットの特別講演に招かれた
クリントン元大統領は「大統領として多くの時間を世界の戦争
の終結、相互理解の促進に取り組んできた。旅行・観光の中に、
平和の大切さが表れている」と、交流と平和の密接な関係をコ
メントしている。
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６．近隣巨大国中国のリスク
　以下の資料は2017年に中国がとってきた観光戦略を表す。民
進党が政権を取った後の台湾への観光客絞り込み政策や
THAAD配備に対する韓国への観光客絞り込み政策によって大
きな影響を受けていることを表している。
　2010年の尖閣列島での漁船衝突事件の後、中国からの１万名
のインセンティブツアーが１週間前にキャンセルになったこと
を鮮明に記憶している。中国との交流は世論対策も兼ねて拡大
すべきと考える一方で偏重するリスクは認識しておくべきであ
る。中国のことわざにいう「一つの籠で卵を運ぶな」である。

７．JATAの取組み
　海外旅行は相手国に対して消費による経済効果があり、「旅の
力で地域の雇用を生み出す」役割を果たしている。
　そのためにJATAでは、相手国からの要請に応えてセミナー
や FAM を実施し、地方でのイベントを開催するなど共同で販
促を行っている。さらに、アウトバウンド促進協議会で、方面
部会ごとに「ヨーロッパの美しい村30選」、「ヨーロッパの美し
い街道・道20選」、「アメリカ大陸記憶に刻まれる風景30選」、「世
界遺産級台湾30選」、「韓国絶品グルメ30選」など地域の魅力を
引き出す企画の提案を行っている。
　また、海外旅行が増えることは「旅の力で国民同士の理解を
深め、平和をもたらすこと」にもつながる。その役割を強化す
るために、JATA では国際分野で「国際機関と連携」、「二階外
交への協力」、「官民連携での外交」の３つの戦略的取り組みを
実施している。

８．国際機関との連携
　JATA は2013年（菊間会長）に UNWTO と MOU を交わし
た。内容は「旅博」への協力、UNWTOの国際会議への参加と
日本の知見の発表などであった。リファイ事務局長が「旅博」
で基調講演を行い、日本の観光の潜在力に注目し、インバウン
ドの成功を予言したことは、画期的であった。
　UNWTOとの関係は2014年（田川会長）からさらに進展した。
まず、UNWTO本部への職員派遣を観光庁から要請され、JTB
の費用負担で熊田氏が派遣され、現在の小澤氏に続く本部との
パイプが築かれた。
　次に旅博への協力はツーリズム EXPO ジャパンに引き継が

れ、リファイ前事務局長、ポロリカシュビリ現事務局長はじめ
幹部クラスに出席頂き（夫人同伴も含め）良好な関係を築いて
きた。
　そして、2017年からはツーリズムEXPOジャパン実行委員会
とUNWTOが共催する観光大臣会合（正確にはTEJ Ministerial 
Round Table）を開始した。外務省や国交省を経ず、UNWTO
の事務局長とツーリズムEXPOジャパン田川実行委員長の連名
で招待状を直接送り、大臣級の方々に毎回参加頂いている。日
本のアウトバンドが幅広く展開されていることを反映して、各
大 陸 か ら 大 国 も 小 国 も バ ラ ン ス よ く 参 加 し て い る 点 が
UNWTOに評価されている。今年は北海道倶知安で開催される
G20観光大臣会合と連続して参加できる日程とした為、相乗効
果で G20国の参加が増えている。
　これまでの参加国（今年の参加予定を含む）は以下の通りで
ある。

下線は G20国
・ ア　ジ　ア： 日本、フィリピン、マレーシア、タイ、インド

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　　　州： フランス、イタリア、アイスランド、ラトビア、
リトアニア、スイス

・ア メ リ カ：  USA　メキシコ、パラグアイ、ブラジル、ジャ
マイカ

・ ア フ リ カ： エジプト、南アフリカ、スーダン、チュニジア
・ オセアニア：オーストラリア
・ 国 際 機 関： UNWTO、WTTC（世界旅行ツーリズム協議

会）、PATA（太平洋アジア観光協会）、アドベ
ンチャー・トラベル・トレード協会

　次に観光倫理憲章の署名活動への協力である。本保元観光庁
長官が観光倫理委員会の委員を務めている関係で、日本は積極
的に協力してきた。2018年現在14の企業団体が署名しているが、
JATA関連でJATA、JTB、ワールド航空サービス、KNT-CT、
日本旅行、東武トップツアーズ、沖縄ツーリスト、アサヒトラ
ベルインターナショナル、エイチ・アイ・エスと９団体企業が
署名し、大半を占めている。この普及啓蒙を図るために2015年
にはツーリズム EXPO ジャパンの顕彰事業であるジャパン・
ツーリズム・アワードにUNWTO特別賞を設けた。これは世界
で最初の試みである。第１回目は総合的評価でJTB、第２回目
はユニバーサルツーリズムの取り組みを評価されてKNT-CTが
受賞、第３回目は産業観光が受賞した。
　これらの活動が実現した背景には、顧問をお願いしている本
保元観光庁長官の的確なアドバイスとJATA国際センターの澤
辺室長の卓越した交渉力がある。
　そして、日本が国際的な評価を高めているのは田川会長が日
本人で初めて WTTC 副会長（アジア太平洋担当）を務め、毎
回 WTTC の理事会に出席して発言していることも大きい。本
年日本が WTTC において、災害からの復興を評価されて表彰
をうけた。これは東日本大震災の翌年2012年に田川会長のリー
ダーシップによって WTTC 世界大会を日本に誘致し、被災地
で復興に力強く取り組む様子を世界のツーリズムリーダーに見
て頂いたことが大きなポイントになっている。
　UNWTOとWTTCは国際観光の双発エンジンである。JATA
では UNWTO 地域会議にできるだけ出席して日本の取組みを
発表するようにしている。今年のUNWTO地区執行理事国の選
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挙で日本は中国に続く２位でほぼ満票に近い支持を得て再選さ
れ、JATA の貢献を観光庁から評価いただいた。

９．二階外交との連携
　習近平国家主席との首脳会談や来日をとりもったことで改め
て二階幹事長の力が注目されている。中国だけをとりあげても、
2000年の5200名の使節団や、2002年の13000名など大型ミッショ
ンなど中国との信頼関係を築きあげる節目のイベントを JATA
はお手伝いしてきた。

　2015年の大型ミッションはとりわけ大きな意味があった。そ
れまでと違い、2010年の尖閣事件を機に日中関係は逆風の時代
に入っており、その局面を打開するべく二階氏が企画した。観
光業界の中でも不安視する意見が多かっただけでなく、地元和
歌山に数百台の右翼の街宣車が押し掛ける中での実施であっ
た。人民大会堂での交流の夕べに習近平国家主席が出席し、日
本側3162名の参加者に対して「朋あり遠方より来る」に始まり、
阿部仲麻呂から岡崎嘉平太氏にいたる交流の歴史を紹介し、交
流の重要性を訴える演説を行ない、のちに重要講話と位置付け
られた。この時から、日中関係は転換点を迎え、さまざまなレ
ベルでの交流が始まった。この大型ミッションは観光団体、経
団連などが参加する実行委員会形式で団が編成された。実行委
員長を田川会長、事務局長を私が務めた。2007年の国交正常化
35周年訪中25000名（19都市）プロジェクトの委員長、副委員長
コンビの再現であった。
　同じ形式で、2015年11月には観光査証の廃止に伴う相互交流
の拡大を目的としてインドネシアに文化経済観光交流団を実施
した。観光業界と経済界が協力して1200名を編成した。2017年
には韓国の新政権発足を機に特派大使として訪韓する同行団
360名を編成した。このときは大統領の出身の全羅南道で孤児
3000名を育てた田内千鶴子さんの共生園を訪問し、日韓の絆に
関るエピソードに触れてからソウル入りし、型どおりの表敬に
終わらせない準備をしている。
　2018年のロシア訪問では200名の同行団を編成したが、チャー
ター便にすし三昧の喜代村の協力で200キロを超えるマグロを
運び、メドベージェフ首相以下が職人の手による握り寿司を堪
能している。大型の民間交流ミッションと心配りで相手との信
頼関係を築く二階氏流の外交である。「良いときも悪いときも会
って話す。」「時々の政治情勢に左右されないで民間レベルでの
人間関係づくりを大切にする」との二階氏の考え方にJATAで
は全面的に賛同して協力している。

　この縁から2017年の「一帯一路経済フォーラム」には田川会
長、2019年の第２回同フォーラムには堀坂副会長が同行し、観
光の観点から発言させていただいている。また、堀坂副会長は
2018年の安倍総理訪中時の「日中第三国市場協力フォーラム」
の分科会でも発表している。

10．外交の一翼を担う
　政府の外交において観光が議題になることが増え、JATA が
意見を求められることや、プロジェクトに参加する機会が増え
てきた。
　2016年の安倍総理の中央アジア歴訪でウズベキスタンを訪問
した際に、大統領表敬の同行者５名に田川会長を加えて頂いた。
その際に、菊間副会長の発案で、サマルカンドへの直行チャー
ター便を３便実施することを成果とした。現地日本大使館の協
力も得て、今年はすでに17本まで拡大している。ダムや鉄道な
どインフラの支援は成果が出るまでに長い年月がかかるが、民
間交流は成果を早く見せることができるというのが官邸の認識
になっているようだ。今年の５月に安倍総理がイスラエルのネ
タニヤフ総理と会談した際に、人的交流が約束された。その最
初の一歩としてワールド航空サービス、クラブツーリズム、阪
急交通社によるチャーター（双方向）が９月に実施の予定であ
る。これが契機となって来年３月からはエルアル航空が定期便
を飛ばすことになった。
　また、二国間ではロシアとの領土問題の解決と平和条約の締
結が安倍総理の重要課題となっている。JATAは観光庁、JNTO
とともにWGをつくり、サハリンに調査団を派遣するなど、人
的交流を具体化している。
　今年のGWには石井国土交通大臣が初めて観光をテーマに外
遊し、香港、ブルネイを訪問した。菊間副会長が同行し、観光
交流の観点から発言している。

11．困ったときの友こそ真の友
　JATA では SDGs への取組みの一つに「旅の力で災害からの
復興をなしとげること」を掲げている。その原点になったのは
2002年ニューヨーク復興キャンペーンではないかと思う。
　2002年、自民・公明・保守の小泉連立政権下で、ニューヨー
ク同時多発テロからの回復のためにビジット・ニューヨーク
1000名、ビジットハワイ3000名が計画された。ニューヨークの
メトロポリタン美術館の「デンドゥール神殿の間」の貸し切り
イベントには、発案者である二階氏（直前の政権で運輸大臣）
とともに菅官房長官（当時国土交通大臣政務官）が参加、現在
の田端観光庁長官（当時旅行振興課長）が企画担当、JATA で
は海外旅行委員会の需要喚起部会長が田川会長（当時JTB本社
取締役）と現在の観光のキーパーソンが関わっている。ちなみ
に私は JATA の海外旅行委員会委員（近畿日本ツーリスト部
長）だった。
　2003年の SARS 対策や2005年のスマトラ沖地震津波リカバ
リーでは大型ミッションは組まないものの、業界として難事に
あたり、困ったときこそ相手国を応援するというカタチは継続
していた。
　 国 内 に お い て は 東 日 本 大 震 災 の リ カ バ リ ー 東 北 メ ガ
FAM1000名が菊間会長の下に実施されている。その後、2014年
から環境省と連携して「JATA の道」みちのく潮風トレイル応
援プロジェクトを2021年までの息の長い取組みとして、坂巻副
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会長の下実施している。
　2014年には田川会長の下で韓国旅行への逆風下で、メガ
FAM1000名を実施した。
　困ったときこそ旅行業界の出番であるとの考えで、2017年の
フランステロリカバリーキャンペーンにつながった。韓国やフ
ランスとの強固なつながりはこれらのキャンペーンを通じて形
成された。

12．今後の展望
　以上のように菊間会長時代に芽を吹いた国際観光は、田川会
長時代に大きな実を結んでいる。

「旅の力で地域の雇用を生み出すこと」「旅の力で国民同士の理
解を深め、平和をもたらすこと」「旅の力で災害からの復興をな
しとげること」が密接に関連しながら大きな力を発揮している。
　旅行産業は大きな転換点にある。一説には中国のミレニアム
世代は４億人存在し、今後の世界の観光動向を左右するとされ
ている。デジタル社会に対応し、私たちの中核事業の資源であ
る「企画力」「あっせん力」「添乗力」と別にテクノロジーを駆
使した新しいサービスの可能性も追求するいわば両利きの経営
が求められていると考える。
　この変化の時代にあっても、交流を促進するという旅行業本
来の役割を基本に、国際機関との連携、政治との連携、政府と
の連携など戦略的な取組みを通じて、相互理解の促進による平
和の実現に取り組んで頂きたいと次世代の人たちに申し送りた
い。


