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要旨：国際航空運送協会（IATA）は航空需要がコロナ危機から回復し、成長軌道に戻る予測を1年前倒

しして2023年とした。国内市場が大きなアメリカ、イギリス、中国では需要が回復し、それに伴い航空会

社、ホテルで黒字化する会社もでている。 

 

これは、コロナ変異種の流行にかかわらず、ワクチン完全接種率が高い国では、死亡率や重症化率など

が大きく下がっているためである。これらの国は、国内の行動規制を緩和し、出入国の制限も緩和してき

ている。 

 

日本のワクチン完全接種率（2回接種）は経団連が出口戦略の目安とした2021年12月に8割の目標をほぼ

達成し、先行する欧米に急速に追いついた。集団免疫の獲得によるゼロコロナは難しいが、ワクチン・検

査パッケージの実証実験に基づき、国内や国際往来の再開、コロナからの出口戦略を実施する時がきてい

る。 

 

Summary: The International Air Transport Association (IATA) set a forecast for Airline 
demand to recover from the COVID-19 crisis and return to growth trajectory one year ahead of 
schedule in 2023. Demand has recovered in the United States, the United Kingdom, and China, 
where the domestic market is large, and some companies have turned a profit on airlines and 
hotels. 

 
The double vaccination rate in Japan almost reached 80% in December, rapidly catching up 

with the vaccination rates of Europe and the United States. The 80% goal was set by Keidanren 
as a cornerstone for the exit strategy. Since it has become clear that it is difficult to obtain a 
zero-infection rate by acquiring group immunity, it is time to resume domestic and international 
traffic and implement an exit strategy from the crisis based on the utilization of vaccines and test 
packages. 

 
キーワード：コロナウイルス感染症、観光政策、観光の復興、危機管理 
Keyword: Covid19, Tourism Policy, Recovery Initiatives, Crisis Management 
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1 はじめに 
この論文は「ワクチン・検査パッケージ」の活用に

よって観光の復活を目指すことを論じるものである。

感染症の医学的知見は2021年8月21日の第25回渡航医

学会学術集会共催セミナー1での中野貴司理事長（川崎

医科大学教授、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分

科会会長代理）、大越裕文理事との意見交換や賀来満夫

教授（東北医科薬科大学特任教授、東京感染症対策セ

ンター座長）への2021年9月3日のインタビューなどに

基づき以下のように整理した。 

新型コロナウイルス感染症（以下コロナという）に

ついては、mRNAワクチンなど効果が高いワクチンの普

及とPCR検査等による感染者の早期発見、マスク・手洗

い・3密回避など基本的感染対策を組み合わせることが

リスク管理上有効である。またワクチン接種証明やPCR

検査等の陰性証明を活用して、個人が他者に二次感染

させるリスクを低くする仕組みつくりが、社会経済の

活動や人的交流の前提条件になるという見解であった。 

本稿執筆中の2021年12月24日現在、オミクロン株の

影響の評価は定まっていないが、基本的な考え方は変

わらないと考える。 

 

2.1 新型コロナウイルスの現状 

国内のコロナの新規陽性者数は、ワクチン接種の進

行とともに大きく減少した。政府は2021年9月30日に19

都道府県への緊急事態宣言と8県へのまん延防止等重

点措置のすべてを解除し、制限を段階的に緩和するこ

とを決定した。菅総理（当時）は2021年9月28日の会見

2で、ワクチン接種が1日当たり110万回に達し、69％の

国民が1回接種、58%が二回接種を行ったことがコロナ

の抑え込みに効果を発揮したと言及した。 

厚生労働省3によれば、2021年12月24日現在の新規陽

性者は262名と引き続き抑え込まれている（図表1）。 

また、首相官邸のコロナワクチン年齢階級別接種実

績データ4によれば2021年12月24日現在、全体で一回接

種が79.2%、二回接種が72%となっている。リスクの高

い65歳以上では90%に達し、さらに、12歳から19歳にお

いても一回接種が75.1%、二回接種が73.2%に達してい

る。無症状な若者から感染が広がるリスクも大きく下

がっていることがわかる。 

 

また、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリ

ーボードの資料5によれば、2021年10月11日～17日の10

万人当たりの新規陽性者数は、未接種者が7名に対して、

ワクチンの二回接種者は0.9名と少なくワクチン接種

効果が証明されている。ただし、未接種者の実効再生

産数が高いことやオミクロン株のような変異種を考慮

して、引き続き基本的な感染対策を求めている。 

オックスフォード大学を中心とする研究機関が発

行する「Our World in Data Coronavirus Pandemic- 

COVID19」6には、コロナに関する様々な切り口のデー

タが毎日更新されている。 

「コロナの新規感染者数」については、各国とも変

異株によっていくつもの波が到来していることが表さ

れている（図表2）。 

 

「国別ワクチン投与量」については、二回接種が過

半数を超え、三回接種も始まっている為、ワクチン投

与量を濃淡で示し、各国のワクチン接種の進み具合が

一目でわかるようにしている。アフリカ諸国のワクチ

ン接種の遅れが際立っている（図表3）。 

「コロナによる死者数」については、各国とも死亡
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者数が大きく減少している（図表4）。 

以上から新規陽性者数に関わらず、ワクチンの普及

によって、重症化や死亡のリスクが大きく改善されて

いることがわかる。 

 

 
 

2.2  国際旅行需要の回復 

2021年4月、国際航空運送協会(International Air 

Transportation Association:IATA）は航空需要が、

コロナ危機から回復し、成長軌道に戻る予測7を当初

の2024年から1年前倒しし、2023年とした（図表5）。

これは国内旅行市場が大きなアメリカ、イギリス、中

国において、ワクチン普及によって新規陽性者が減少

し、あるいは重症化や死亡率が低下したことから、国

内旅行の規制が緩和され、国内需要が回復しているか

らである。 

最近では、アメリカの大手航空3社が2021年7-9月期

で黒字決算8、大手ホテル3社も7-9月期で黒字決算を

発表している9。 

  

 
2.3  ワクチン接種証明を活用する提案 

国際的な動きを捉えて、日本においては、（一社）

日本経済団体連合会（以下経団連という）が2021年6

月１日に「新型コロナウイルスワクチン接種に関する

緊急提言」10を、続いて6月24日に「ワクチン接種記録

（ワクチンパスポート）の早期活用を求める提言」11

を行った。いずれも経済界の幅広いメンバーと医学界

のメンバーによる合同タスクフォースの意見をまとめ

たものである。 

2021年6月24日の提言には、ワクチンパスポートの

あり方と国内での活用および出入国での活用・導入に

向けて、以下のようなロードマップが示されている。

①65歳以上のワクチン8割接種 7月中の達成 

医療機関への負荷軽減と対象を限定した活動緩和 

②国民のワクチン5割以上接種 10月中の達成 

 医療機関のリスク低下、本格活動開始 

 接種率の向上が鍵（キャンペーンの実施等） 

③国民のワクチン8割以上接種 

 12月（冬に再流行する前）の達成  

接種記録活用の必要性を検討 

 出口戦略の打ち出しが鍵 

 

また、ワクチンを受けていない人、アレルギーや健

康状態で受けられない人への差別や偏見、不利益な取

り扱いにつながらないような合理的配慮を指摘し、PCR

検査や抗原定性検査を活用することを求めた。この提

言は2021年7月1日に十倉会長から加藤官房長官（当時）

に渡され、政府での検討が行われることになった。そ

の後ワクチンの接種率については経団連のロードマッ



Journal of Leisure and Tourism, No.9 

 - 24 - 

プ通りに進んだ。 

ワクチン接種が進む中、2021年9月3日の新型コロナ

ウイルス感染症対策分科会で、尾身構成員から「ワク

チン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得る

のか？」と題する文書12が示され、その中に「ワクチ

ン・検査パッケージ」等を活用した行動制限の緩和が

提言された。これを受け首相官邸新型コロナウイルス

感染症対策本部は9月9日に「ワクチン接種が進む中に

おける日常生活回復に向けた考え方」13を発表した。

「ワクチン接種が先行している海外主要国の取り組み

も参考に、一定の条件の下で、緊急事態措置区域及び

まん延防止等重点措置地域において、さまざまな行動

制限縮小・見直しを進めていく。」としている。なお、

参考にすべき主要国として、アメリカ、イギリス、フ

ランス、ドイツが取り上げられ、ワクチン接種率に応

じてどのように行動制限が緩和されてきたかが紹介さ

れている。 

以上の過程を経て、官邸から感染力が強い変異株に

対応するガイドラインへの見直しと「ワクチン・検査

パッケージ」の活用が、監督官庁を通じて業界団体に

指示された。 

 

3.1 ワクチン・検査パッケージの実証実験 

中でもコロナで大きな打撃を受けている「飲食店、

ライブハウス・小劇場、大規模イベント、観光」の業

界に対しては、「ワクチン・検査パッケージ技術実証」

が行われることになった。「ワクチン・検査パッケージ

に関する技術実証中間報告」14によれば、10月～11月

にかけて、ワクチン接種記録やPCR検査証明などの現場

での運用について実証された。参加したのは飲食店17、

ブライダル3、ライブハウス・劇場3、音楽コンサート・

野外フェス8、講演会2、サッカー32、野球17、モータ

ースポーツ2、体操・新体操1，バレーボール1、バスケ

ットボール24、遊園地・テーマパーク3、即売会1、パ

ッケージツアー40、宿泊施設108となっている。 

結果については、ワクチン接種証明確認数とPCR検

査証明確認数、事前検査、当日検査、検査費用の公費

負担または自己負担などが集計されている（図表6）。 

 

中間報告では「大半はワクチン接種証明を利用、検

査利用は少数だった。接種証明及び検査通知の確認に

大きな混乱はなかった。利用者からは安心感があると

いう肯定的な意見が多かった。」と報告されている。ま

た、課題としては、検査費用が安くない点（抗原定性

キットの小売価格は2千円～）、検査に時間がかかる点

（最も判定時間が短いキットでも結果がでるまでに

10分かかる）当日検査で陽性判断が出た際の対応が難

しい点などが指摘されている。さらに、QRコードを

利用したリストの作成やCo2センサーの利用など、よ

り効率的なオペレーションを目指すべきであるとも指

摘している。 
この実証実験をもとに2021年11月19日に新型コロ

ナウイルス感染症対策本部から「ワクチン・検査パッ

ケージ制度要綱」15が発表された。 
同要綱によれば、「ワクチン接種暦または検査結果

の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスク

を低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等

において課される行動制限を緩和する」と定義されて

いる。 
具体的には、「飲食」での人数制限を緩和し、制限

なしとする。「イベント」では収容人数の上限を緩和し、

定員までとする。「移動」については不要不急の都道府

県をまたぐ人の移動について、国として自粛要請の対

象に含めないこととする。なお、ツアーや宿泊施設へ

のワクチン・検査パッケージ制度の詳細は観光庁にお

いて定めるとしている。 
そもそも実証実験の対象となった規制は、感染リス

クに応じて業種ごとに異なっている。飲食店は人数制
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限（4名以内）、時間制限（夜間営業）やアルコールの

提供制限などが求められ、遵守した場合は営業保証金

が出される。イベントについては、定員について、収

容人数に対し使用できる割合や人数の制限が課されて

いた。 
一方で、観光については、具体的な規制はなく、不

要不急の都道府県をまたぐ人の移動の自粛要請にとど

まっていた。しかし、観光庁では、国の予算を利用し

た需要喚起キャンペーンで二次感染が増えるリスクを

最小限にする為に、GoToトラベルキャンペーン（以

下GoToトラベルという）を再開する場合は「ワクチ

ン・検査パッケージ」を利用条件とする方針であった。 
 
3.2 観光でのワクチン・検査パッケージの実証実験 

赤羽国土交通大臣（当時）は会見で「GoToトラベル

事業の利用者で、最終的にいずれの形も合わせて陽性

と判明した方は309名、そのうち、宿泊中に判明した方

が68名、また、チェックアウト・帰宅の後に判明した

方が241名」16と述べている。感染対策ガイドラインや

「新しい旅のエチケット」を遵守させる為、全事業者

を観光庁の特別チームが検査するなど、感染対策の成

果といえる。一方で、無症状者からの感染拡大防止な

どの課題を筆者は指摘している17。 

そこで、（一社）日本旅行業協会の自主的取り組み

として、無症状者からの二次感染を防ぐ目的で「PCR
検査付ツアーの実証実験」を行った。実施時期は緊急

事態宣言の谷間の2021年4月6日～25日、8社9コース

（東京、山梨、奈良、新潟、名古屋発、関東、東北、

関西方面へのツアー）に154名が参加した。ツアー終

了2週間後も感染はなく、参加者の声としては、PCR

検査を付けた方がいいとの回答が78％、価格次第13％
という答えであった。唾液検体の発送、回収、事前の

陰性確認、当日の体温や健康チェック、ツアー後2週
間迄の健康管理方法などの一連の手順の手引きを作成

した18。 
今回の「ワクチン・検査パッケージ」技術実証は観

光庁の事業として旅行業界と宿泊業界を対象に実施さ

れた。2021年11月19日発表の観光庁報道資料19に基づ

き分析する（図表7）。 
図表7：観光分野における「ワクチン・検査パッケージ」 

技術実証結果概要 

 

 
出典：観光庁2021年11月29日報道発表資料 
 
実施期間は2021年10月8日～11月14日。対象は旅行

会社11社のツアー参加者972名。宿泊施設23社108施設

の利用者7413名である。追加された抗原定性検査の実

証実験では、ホテル三日月の4施設で167名が実験に参

加した。 
実証実験の結果をみると、陽性者の報告はなく、参

加者の9割以上はワクチン接種証明を利用し、PCR検

査などは1割以下であった。これはワクチン接種の普

及率を反映している。 
また、「ワクチン・検査パッケージ」を利用するこ

との安心感は「高まった」「やや高まった」の合計で、

ツアーでは91.5%、宿泊のみで72.5%となり、肯定的

な意見が多数である。中でも、ツアーという長時間同

一行動をする人々での支持率が高い点が注目される。 
今回の実証方法は、ワクチン接種証明の場合は、二

回接種から2週間たっていることを目視確認した。
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PCR検査証明の場合は3日以内のものであるかを目視

確認した。ツアーの場合はツアー開始前に添乗員が、

宿泊施設の場合はチェックイン時にフロントが確認し

た。  
ワクチン接種歴の確認媒体では、ツアーでも宿泊で

も写真（スマホ）利用が25%となっている。また、3

割の宿泊施設で、証明書を持参し忘れた人が発生した

とされる。さらには、海外で発行されたワクチン接種

証明や検査機関で様式が異なるPCR検査証明など書

類の確認に手間取る例も報告されている。 
お客様の証明書の持参忘れや事業者側の証明書の

確認に対する負担を軽減する手段にデジタル化がある。

フランスでは、「衛生パス」20としてワクチン接種情報

やPCR検査情報をスマホに読み込ませ、レストラン、

バー、映画館、劇場、スタジアム、長距離鉄道（TGV）
を利用する際に提示する制度がとられている。 
日本でも政府がワクチン接種証明のデジタル化を

表明21、2021年12月20日からマイナンバーカード所有

者に、QRコードがついたワクチン証明が発行されて

いる。活用法はこれからである。 
これら運用の諸課題を旅行者、事業者にアンケート

を取り、「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッ

ケージ運用ガイドライン」22が発表された。 

 
4 国内旅行へのワクチン・検査パッケージの活用 
 

それでは、「ワクチン・検査パッケージ」をどう旅

行需要の回復に活用するのか？国内旅行、海外旅行、

インバウンド（訪日旅行）それぞれの課題を解決する

手段として考えていきたい。 

まずは国内旅行である。観光庁の戦略も、インバウ

ンドへの継続した予算化と別に、当面大きな予算を国

内旅行振興に組み、国内旅行需要で観光産業を支えよ

うとしている。 

令和4年度予算概要23の要点を以下に記す。 

・一般財源141億円 JNTO予算等インバウンド関係 

・国際観光旅客税予算81億円 文化財、国立公園など

インバウンド関係の他省庁への予算 

・経済対策1203億円 宿・観光再生・高付加価値化等 

・新たなGoToトラベル事業 1.3兆円 

 

最大予算のGoToトラベル事業は、2020年度の実績を

踏まえて修正されている。2021年11月21日に更新され

たGoToトラベル事業概要24から変更点を記す。 

 

① 感染対策 従来の感染対策に加えて「ワクチン・ 

検査パッケージ」が適用される。 

② ピークの分散、オフ対策 

  2020年はオフもピークも同じ補助率であった

が、2022年は春休み、GWを対象外として、夏休

み前に終える予定である。2020年は35％の補助

額が、2022年はGWまで30％、GW後20％と逓減さ

れる。旅費割引上限額も昨年14,000円がGWまで

10,000円、GW後8,000円と逓減される。 

③ 受入自治体主導 

GoToトラベル事業が再開されるまで代替で行

なわれる地域観光事業支援（県民割）は2021年

11月19日からは「ワクチン・検査パッケージ」

を使うことで、参加対象を隣県に拡大でき（隣

県割）、さらに、1月からは地方ブロックに対象

を拡大できる。九州のように一早く地方ブロッ

クへの拡大に取り組んでいる地域もある。 

なお、GW明けからのGoToトラベル事業は予算執

行の都合で、観光庁ではなく都道府県が執行主体とな

るとされている。2018年に実施された西日本豪雨災害

復興事業「西日本ふっこう割」が全国で展開されるイ

メージとなる。 
新しいGoToトラベルが都道府県が主体となること

のメリットは、地域での医療機関の協力や住民が観光

客を受け入れる納得感の醸成など、地域の準備状況に

応じて、「ワクチン・検査パッケージ」などを執行でき

る点であろう。 
 

5  GoTo トラベルの旅行観光消費への効果 
 

ここで、GoToトラベルの経済効果について触れてお

きたい。観光庁2021年1月21日報道資料25によれば、

2020年のGoToトラベル利用実績は8781万泊、総額約1

兆3000億円の需要を補助額5399億円によって、2020年7
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月から12月の半年で生み出している。 

図表8は観光庁の旅行・観光消費統計を作図したも

のである。2019年と2020年での合計消費額の差（国内

旅行消費額のみの差）は以下の通りである。 

①感染開始期（1－3月）3月からコロナが影響 

▲1.5兆円（▲9千億円） 

②低迷期（4－6月）ほぼ需要喪失 

▲6.5兆円（▲5兆円） 

③回復初期（7－9月）7月末から、GoToトラベル開始 

▲5.2兆円（▲3.8兆円） 

④回復期（10－12月）東京、地域共通クーポン開始        

▲3.3兆円（▲2.3兆円） 

 

7－8月は多客期でGoToトラベルによって、致命的な

被害が回避された。12月は断続的に制限が行われ、特

に東京、大阪、名古屋、札幌など主要市場に制限がか

けられ、年末年始がキャンペーンの対象外となって取

消がでたことが影響している。そのまま実施されてい

れば、2019年並みに回復していたことが推察される。 

2021年は年間を通じて、コロナの流行とそれに伴い緊

急事態宣言やまん延防止等重点措置が取られたことに

よって低調に推移した。国際関係の需要は消滅し、国

内旅行についても、1月～9月の累計で5.8兆円である。 

 
10月から12月を仮に2020年並みの2.8兆円を加算し

たとしても、年間で8.6兆円にしかならず、2020年の

年間国内旅行実績10兆円にも及ばないという厳しい

数字となる。 
 「ワクチン・検査パッケージ」によって二次感染の

リスクを最小限に抑えた形で、GoToトラベルを早期

に実施することが観光産業では望まれている訳だ。 
 
6 海外旅行へのワクチン・検査パッケージの活用 
 

2021年12月現在の外務省海外安全情報ホームペー

ジ感染症危険情報26によれば、日本における入国規制

は以下の通りである。ワクチン接種の有無にかかわら

ず出国前72時間以内のPCR検査証明書の提出、誓約書の

提出、14日間の交通機関の不使用、自宅などでの待機、

位置情報の保存・提出、接触健康アプリの導入などが

規定されている。   

また、滞在した国・地域の感染状況に応じて、3日

間、6日間、10日間の区分で、国が確保した宿泊施設で

待機し、検査を受けることが義務付けられている。 

この水際対策は世界のワクチン接種の進捗に応じ

て、一部緩和措置がとられていった。「水際対策強化に

係る新たな措置27によれば、10月以降はPCR検査を受け

ることで待機期間を10日間に短縮できるようになり、

11月5日以降は受入責任者（入国者を雇用する又は入国

者を事業・興行のために招へいする企業・団体等）の

管理の下で、ワクチン接種証明保持者に対し、入国後

最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることと

している。 
 なお、2021年12月現在での感染症危険情報の各国

の危険レベルは、レベル1（十分注意してください）

の国はなく、レベル2の指定国（不要不急の渡航は止

めて下さい）が中国、韓国、香港、マカオ、台湾、ベ

トナム、ラオス、シンガポール、オーストラリア、ニ

ュージーランド等に限られており、その他の国や地域

は、欧米諸国も含め、レベル3の渡航中止勧告国に指

定されている。 
 一方で、G7諸国の入国要件は、2021年12月現在の

外務省海外安全ホームページ28によれば、以下のとお

りである。 
フランス：ワクチン接種証明または陰性証明（48時間

以内のPCR検査など）。到着時の検査を認め

る誓約書。衛生パスの取得を勧奨（1月か

ら衛生パスをワクチン接種者に限るワク

チンパスに変更される予定）。  



Journal of Leisure and Tourism, No.9 

 - 28 - 

ドイツ ：ワクチン接種証明または陰性証明（24時間

以内の抗原検査、72時間以内のPCR検査証

明）。デジタル入国登録の手続き。 

イギリス：ワクチン接種証明または陰性証明（出発3

日以内のPCR検査）。連絡先の登録。ワクチ

ン未接種者は10日間の自主隔離と入国後2

日目、8日目の検査。ワクチン接種者は自

主隔離と8日目の受験は不要（2日目の受験

は必要）。 

アメリカ：ワクチン接種証明および陰性証明（1日以内）。

宣誓書の提出。CDC（アメリカ疾病予防管

理センター）の推奨事項として到着後3～5

日以内の検査、7日間の自己隔離。ただし、

州や地域での個別の規制に注意する。 

カナダ： ワクチン接種証明または陰性証明（72時間

以内のPCR検査）。「ArriveCan」への登録。 

イタリア：ワクチン証明または陰性証明（72時間以内

のPCR検査または24時間以内の抗原検査）。

EU Passenger Locater Formへの登録。 

 
ワクチン接種証明があれば入国後の行動制限はほ

とんどなく、また、ワクチン未接種者は陰性証明（PCR
検査や抗原定性検査）によってそれに準じる扱いを受

けることができる。 
植田によれば29、そもそもEUはシェンゲン圏と呼ば

れる域内移動空間構成国であるが、2020年3月17日に

理事会決定で、一時的に国境管理を再導入した。一方

で「自由な往来」は単一市場を作る上で、通貨の統合

と同じように重要であると考え、本来の姿を再現でき

るように努力している。 
2-3において、政府がフランス、ドイツ、イギリス、

アメリカのワクチン接種率と行動基準を参考にしてい

ることを紹介した。日本はG7の一角を占め、TPPなど

自由貿易を推進している立場にあるので、G7諸国の入

国要件が目標となるであろう。 
 
７ インバウンドの実証実験 

 
観光庁はコロナ後を見据え、インバウンドの環境整

備などに大きな予算を組んでいる23。 

そして、2020年12月3日の観光戦略実行推進会議30

で、出口戦略として小規模分散型パッケージツアーを

東京オリンピック・パラリンピックの前後に実施する

ことを発表している。「ビジネストラックに準じた防疫

措置」という条件が整わないため、実施が繰り延べら

れてきたが、コロナ感染者数の減少を踏まえ2021年11

月11日の岸田首相の記者会見31で年内の実施が発表さ

れた。 
しかし、11月29日発表の「オミクロン株に対する水

際措置の強化」32によって、2021年11月30日以降の新

たな外国人の入国が禁止されたため急遽延期となった。

準備状況は公表されていないが、旅行会社や自治体な

どの準備は整っていたようなので、国内感染が落ち着

き、入国規制が緩和され次第実施できると推察する。   

インバウンドは世界の市場との誘致競争である。コ

ロナ下でオンラインのプロモーションが盛んになった

ため、選ばれるための競争は激しくなっている。まず

予定していた小規模分散型パッケージツアーの実証実

験を通じて、課題を把握することだ。「ワクチン・検査

パッケージ」の考え方についても国相互の共通項を探

ることで手がかりが得られるであろう。 

 
8 まとめ 

 
阿部によれば「感染症危機、自然災害、テロリズム

は国家的危機に発展する可能性が高い危機」33として

いる。旅行産業・観光産業では、2001年アメリカ同時

多発テロ以降の世界各地でのテロ、2003年SARS、2009

年新型インフルエンザ、2011年東日本大震災というよ

うに、テロ、感染症、自然災害の順で大きな危機に遭

遇してきた。 
そして、今回のコロナは最も大きな当面する課題で

ある。筆者はこれまでにコロナ感染対策と旅行・観光

の両立を論じてきた1718。その際に、危機管理を現場の

オペレーションにどう落とし込めるかという観点を重

視してきた。本稿では、「ワクチン・検査パッケージ」

を出口戦略の有効な手段としてとりあげ、医学的な見

解や疫学的なデータ、実証実験に至るプロセスと結果、
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そして、その活用について検証した。 
本論が公開される頃には、オミクロン株のリスクや

やワクチンの三回目接種効果に関する評価も定まって

いるであろう。その知見をもとに、「ワクチン・検査パ

ッケージ」が補強されていることを前提に、改めて以

下の4つの提案をしたい。 

 
・国内旅行では、「ワクチン・検査パッケージ」を使 

った「新しいGoToトラベル」の早期実施 
・海外旅行では、「ワクチン・検査パッケージ」に基 
づき、水際規制の抜本的見直し、航空座席枠の緩和 

・インバウンドについては、実証実験の早期実施 
・共通することとして、ワクチン接種証明やPCR検 
査等陰性証明のデジタル化と国内、国際での活用 

   
本論が観光業にとって未曽有の危機を乗り越える

為の議論素材となることを願う。 
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