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《研究ノート》

EU における観光セクター関連
公的支援プログラムの多元性

― “EU FUNDING FOR THE TOURISM SECTOR 2014-2020” を手がかりに

１　はじめに

　欧州においては公的資金を用いた地域

発展支援制度が数多くある。1980年代の

EU における農村開発政策が転換期を迎

え、以降は政策対象が従来の農業部門に

限定したものではなく、農村の経済振興

において農業以外の部門を射程に入れる

ことの重要性が認識されるに至り（石井

圭一、2006）、幅広く支援制度が設けられ

た。また地域開発の観点からその多くは

ボトムアップ型・内発型を特徴としてい

る（１）。その後、2008年のリーマン・ショ

ック、世界経済危機による影響を大きく

受け、欧州は危機的状況からの脱却に向

け、中期成長戦略である「欧州2020戦略」

を提示した。「欧州 2020戦略」は転換期

にある EU が連合として一丸となって行

動することでしか成功に至ることはでき

ないという視点に立って作成され、欧州

委員会は「知的な経済成長」「持続可能な

経済成長」「包摂的な経済成長」という３

つの側面から見た経済成長に焦点をあて

た 戦 略 に 取 り 組 ん で き た（JETRO、

2010）。これらの成長はEUの構造的弱点

を補完し、EU域内の中心と周縁を結び、

ともに発展できる互助的な構造を構築し

ていくことも狙いとして含まれる（EC、

2010）。そして経済ガバナンスを進化さ

せ、欧州社会モデルの構築に向け、その

流れを受けて多様な公的支援が実施され

てきたのである。

　その中でも、特に観光関連分野の可能

性に着目した支援体制が整備された。そ

の内容をまとめたものが EU 発行の小冊

子『EU FUNDING FOR THE 

TOURISM SECTOR 2014-2020』である。

本研究では上述の小冊子を手掛かりに観

光セクターに焦点を当てたプログラムに

着目する。EU は「観光」を手段として

有効活用しながら、観光業だけでなく幅

広くビジネスや住民が恩恵を受ける仕組

みを構築しており、持続可能な社会の構

築に向け、EU 域内において具体的なサ

ポート体制を提供している。また支援の

対象も法人・個人を問わず、国境を越え

た連携体制も見られ、支援のあり方の点

で「多元性」「多様性」が存在する。な

お、EU のガバナンス自体にも同様のこ

とが指摘されており（梶田真、2012；内

山隆夫、2019）、「多元性」は EU 政策の

特徴とも捉えられる。

　EU による支援制度の範疇は広く、上

述のとおり制度や政策、また各地の事例

に関する論考は数多く見られる。その一
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There are many regional development support systems with public funds in Europe. This study focused on the diversification of 

public assistance programmes for the tourism sector in the EU, using the booklet “EU FUNDING FOR THE TOURISM 

SECTOR 2014-2020” published by the EU as a clue. Tourism in the EU has strategic importance and a broad impact on 

economic growth, employment, and social development. The tourism sectorʼs needs and the related range are vast and various; 

therefore, the programmes and sub-programmes have a wide variety. European partnerships are cross-sectoral, organizational, 

and regional, offering unique opportunities to address common issues deeply affecting each other. The examples of the 

programmes are richly diverse. Furthermore, their effects, benefits, and scope are considerably multidimensional. These 

programs have the original target and purpose （aim） such as environment, technological innovation, creative industry support, 

research promotion. At the same time, they are a multifaceted framework that directly and indirectly supports the tourism 

sector. The multi-layered aims increase the possibility of mutual or cross-cutting development in regions and fields. As a result, 

in the tourism-related various fields and sectors, diversification of development has been realized.
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方で、観光との関係を中心に据えた研究

は少なく、松原健司（2006）、淡野明彦

（2016）等にとどまる。また支援の特性と

して「多元性」「多様性」に着目した研究

はこれまでのところ見られない。ゆえに

本研究では各関連機関が発行する文書情

報をもとに現状把握を試み、EU 域内の

発展に向けた観光セクターへの支援制度

と各組織の連携体制に支えられたプログ

ラムの多元性あるいは多様性の実態を示

すことでその機能と可能性に触れ、和文

資料の多くない本分野に対し、資料的価

値を提供することを目的とする。研究手

法は主として文献研究によるものとす

る。

２　EU における観光財政支援

2－1　欧州における観光状況と位置づけ

　2008年の金融危機以降、欧州を訪問す

る国際観光客は右肩上がりを続けてい

る。国連世界観光機関（UNWTO）によ

ると（２）、2018年は約14億人が国際観光を

経験し、欧州を訪問した国際観光客到着

者数は7.1億人（対前年度５％増加）にも

のぼり、欧州だけで国際観光客到着数の

半数（50.9％）が訪れている。経済効果

の面で言えば、国際観光客による観光収

入は5700億ドル（対前年度５％）に達し、

国際観光収入全体の約40％を獲得した。

EC（2015）によれば、欧州の GDP にお

ける観光の比率は約１割を占め、EU 加

盟国においておよそ1700万人の雇用を創

出している。つまり、ホテルや旅行業な

どいわゆる観光業だけでなく、文化コン

テンツ業、食品業、建設業、交通業など

幅広い産業にわたり多面的な影響力を有

する状況にある。

2－2　EU における観光に関する財政支

援の意義

　EU が「観光」に対して積極的な財政

支援を行う理由は主に２つある。第１は、

国際観光市場において、今ある競争力の

地位を維持するためである。EU 加盟国

と緊密な連携を図りながら欧州のブラン

ド力や結束を強め世界に発信するという

政策的な意味もある。世界の国・地域に

おける国際観光客の争奪競争が熾烈化し

ている中、欧州が世界トップクラスのデ

スティネーションの地位を維持し続ける

ことは EU にとって重要な課題である

（EC、2015） 。第２は、観光が欧州のGDP

において全体の１割を占め、経済波及効

果および雇用の創出の点からも重要な意

味を有するがゆえである。その結果、多

面的な影響力を有する観光が発展ツール

として重視されてきた。

　現在、EU では予め政策上の重点テー

マ（観光、スポーツ、文化、教育、環境、

技術革新など）を特定し、個々のテーマ・

プログラムの枠組みで積極的な財政支援

が行われている（EC、2015）。また、対

象も個人・法人（公的機関、企業および

中小企業、研究機関、大学、非政府組織、

観光クラスターイニシアチブなど）を問

わず、平等に EU 財政支援が受けられる

機会が提供されている。このようなテー

マ領域や対象の多様化により、域内観光

セクターを多面的に且つ重層的に活気づ

けている。

　こうした背景から、欧州そして EU に

とって観光分野は財政支援すべき重要な

カテゴリーだと認識されている。

３　観光セクター支援のための欧州基金

の特徴と構造

　欧州内で多様な分野のプロジェクトに

幅広い機会を与えるために「基金」と呼

ばれる資金援助の種類は多様なものがあ

り、その支援内容も多元的である（EU、

2015）。資金調達の機会の大部分はこうし

たプロジェクトへの資金提供である。い

ずれも従来の観光セクターへの資金援助

にとどまらず、革新的な取り組み（イノ

ベーション）に対する支援的な位置づけ

も担っている。特にプロジェクト中心型

で運用される各種プログラムは大きく分

けて６種類あり、それぞれに細分化され

たサブプログラムが用意され、目的に見

合った資金提供が受けられるよう配慮さ

れている。各種プログラム種別の詳細は

図１に示した通り（点線枠が本研究の対

象）である。

　欧州のプロジェクトは通常、協調助成

や融資の形を取ることが多く、調達率も

基金によっては60％～80％の範囲のもの

が殆どであるが、中には100％のものも存

在する。プログラムごとに資金調達プロ

グラムの要件と国内の連絡窓口および機

関を確認する必要があり、そうした情報

についても先述の小冊子に掲載されてお

り、必要な情報が入手しやすくなるよう

手順が確立されている。

　プログラムや提案を求める要求によっ

て申請すべき種別は異なるが、一般的に

資金提供される活動は、知識や技術移転、

比較研究、能力開発、トレーニング等に

特化したものが多い。また今後の発展に

寄与すると考えられる「知的アウトプッ

ト（３）」は多岐にわたるため、観光セク

ターに限らず EU 全体の多様な発展に貢

献すると考えられるものが様々に存在す

る。

　ただし、申請に関する門戸は幅広く開

かれているものの応募資格についてはそ

れぞれに明確な取り決めがあり、競争的

資金としてはハードルが高いものもあ

る。また資金は潤沢に用意されているが、

他方で、数多くのプログラムに分配され

ることから個別の支援額はさほど大きく

ならないという現実もある。

４　観光セクター関連支援プログラムの

概要と実例

　観光セクターに関連する支援は資金レ

ベルの大小を問わず多様であるが、分野

別に特化したサポート体制が存在してお

り、受益者（申請者）がその活動に応じ

て適切なものに申請することが可能とな

っている。また、対象活動範囲も幅広く、

図１　支援構造と各種プログラム（４）

（出所：筆者作成）
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支援期間についても準備から完了に至る

までを見越した十分な時間的余裕が認め

られている。短期的なものから長期的な

ものに至るまで、またプロジェクトの規

模も多様に対応可能であり、多くの観光

関連活動がこれに適合すると考えられ

る。具体的な各種支援プログラムと実例

は以下のとおりである。

4－1　LIFE Programme（以下、LIFE）

（１）概要

　LIFEは、EU全体の環境および自然保

護プロジェクトを支援する金融商品であ

る。「環境と資源効率」「自然と生物多様

性」「環境ガバナンスと情報」といった優

先分野が設定され、それぞれにサブプロ

グラムが選定されている。例えば、「環境

と資源効率」では水資源や廃棄物、土壌、

森林、騒音など各環境の持続可能性向上

のためのサブプログラムが展開されてい

る。また「自然と生物多様性」では、と

りわけ EU が関係する生息地と種の保全

状態を改善することを目的とした活動

（Natura 2000（５））、および生態系を維持

および強化するためのグリーンインフラ

ストラクチャ（６）（以下、GI）を確立する

ための活動が含まれる。また気候変動問

題に関しても多様な取り組みがあり、温

室効果ガスの排出削減に貢献する気候変

動の緩和策、気候変動への回復力向上に

貢献する適応策、気候ガバナンスと情報

などに特化している。

（２） 資金の種類と提供対象の観光関連活

動および申請方法

　資金の種類としては、以下の３種が中

心的なものである。

① 「伝統的なプロジェクト」のための助

成金：

　資金規模は50万ユーロから150万ユー

ロで、優先的に保護すべき生息地と種を

対象とするプロジェクト（75％）を除い

て、最大60％の共同資金調達率とされる。

② ローンおよび／または銀行保証 ― 自

然資本融資制度：

　「自然資本融資制度（NCFF）」はGIお

よび収益創出またはコスト削減の試験的

事業を対象に活用されるものである。こ

れにより先行投資のためのローン／銀行

保証を提供する特定の金融仲介業者を支

援する。内容としては生態系サービス

（例：森林や生物多様性を保護および強

化し、水や土壌の汚染を低減するプログ

ラム）や生物多様性促進および適応ビジ

ネス（例：持続可能な森林、農業、水産

養殖、エコツーリズム）にも関係するも

のである。2014年から2017年の試験段階

では、対象プロジェクトは EU の28か国

（当時）に存在することが求められてお

り、理想的には500万～1500万ユーロ規模

であるべきとされている。

③ ローンおよび／または銀行保証 ― エ

ネルギー効率化のための民間融資：

　小規模なエネルギー効率に関する投資

の場合、エネルギー節約（省エネ）分を

使用して先行借入を返済できる。この手

段により金融仲介業者は融資活動を拡大

し、４万ユーロから112.5万ユーロ（４年

から20年のローン満期）という、より恵

まれた投資条件を提供できる。

　とくに「伝統的なプロジェクト」で想

定される多様な事例が提供対象である。

自然、水、廃棄物、大気の分野で EU の

法令で規定される広範な領土規模の環

境・気候に関する計画・戦略を実施する

「統合プロジェクト」に始まり、統合プロ

ジェクトを実施するための「技術支援プ

ロジェクト」、EUの環境または気候政策

の実施と開発に関する特定のニーズに特

化した「準備プロジェクト」、加盟国のよ

り効果的な LIFE への参加のための「能

力構築プロジェクト」などがあり、それ

ぞれに試験事業／実証／優良事例といっ

た様々なレベルでの利用が可能である。

　申請方法はいずれも LIFE プログラム

の資金調達 Web サイトを利用する。「伝

統的プロジェクト」を除き、申請者は

LIFE申請パッケージ（同サイトに有り）

で提供される申請書を使用して「中小企

業向けの行政機関（EASME）」に提出す

る必要がある。「伝統的なプロジェクト」

の企画案は eProposal ツールを使用して

作成、申請する。準備段階では、申請者

は加盟国にある関連の LIFE 全国窓口に

相談することが可能である。ローンまた

は銀行保証については「自然資本融資制

度（NCFF）」または「エネルギー効率の

ための民間融資（PF4EE）」がサポート

する金融仲介業者（商業銀行など）に問

い合わせ、申請する。いずれにしても、

応募者が申請しやすくなるような情報公

開の方法とサポート体制が存在すること

が特徴的といえる。

（３）選定プロジェクト例

事例１） スリテレ国立公園での持続可能

な観光の開発［ラトビア］

　Polprop-Natura は、2012年のベスト

LIFE 環境プロジェクトの中から選ばれ

たプロジェクトである。Natura 2000の持

続可能な観光管理モデルの発展を目的と

し、スリテレ国立公園をデモサイトとす

る。ラトビアの開発機関「LaukuCeļotājs」

が主導するこのプロジェクトでは５つの

持続可能な観光商品が（パークガイド、

新規の植物検索方法、公園内アトラクシ

ョン、ツアー・ルートの表示方法等）新

しく作成された。また主要データを提供

するモニタリング手法を開発し、Natura 

2000を通じて啓蒙キャンペーンを実施

し、バルト海諸国の14の国立公園で持続

可能な自然に基づく観光製品に関するガ

イドを配布した。その結果、訪問者の数、

滞在期間、公園内消費額だけでなく訪問

者にサービス／製品を提供する企業数も

23から48に増加した。観光宿泊施設の提

供者、（自然）ガイド、ケータリングサー

ビス（カフェ、リクエストに応じて農産

物や食事の試飲を提供する農場）、伝統的

な燻製魚の生産者、機器レンタル企業、

職人といった関係者のすべてが恩恵を受

けた。2009年から2012年の期間において

の EU の資金提供は全体の49％であり、

24万4900ユーロである。エコツーリズム

への需要の増加に伴い、本プロジェクト

の普及が EU 内の環境の持続可能性に貢

献する可能性は高いと考えられる。

事例２）持続可能なクルーズ

　欧州のクルーズ会社の１つ（コスタク

ルーズ）が率いるこのプロジェクトは、
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特にクルーズ船での廃棄物抑制、回収、

リサイクルの可能性の実証を目的として

いる。パッケージング、生分解性廃棄物、

紙といった廃棄物処理の環境影響力と大

規模廃棄物管理対策の技術的／経済的実

行可能性の高さが認められている。また、

船内の廃棄物管理に対する標準化アプ

ローチを提案し、さらに進んだ認証計画

のガイドラインを示す等、CO2排出削減

量を取引可能な炭素クレジットに変換す

る可能性が評価されている。2011年から

2014年の期間においての EU の資金提供

は131万4623ユーロであり、融資割合は

50％である。クルーズ船は大量の廃棄物

を生成することは自明であり、消費者へ

の啓蒙活動としても有効であると考えら

れる。

4－2　COSME

（１）概要

　COSME は、欧州の中小企業の競争力

の向上を目的としたフレームワーク・プ

ロ グ ラ ム で あ る。COSME と は

Programme for the Competitiveness of 

Enterprises and SMEsの略称であり、日

本語では「企業と中小企業の競争力のた

めのプログラム」と表現されている。①

中小企業の資金調達の促進、②中小企業

の成長を促す環境整備、③起業文化の促

進、④中小企業の国際化支援を主要目標

に、EU 加盟国及び各地域の事業支援機

関を連携させながら、中小企業の支援体

制の向上を目指している（７）。

（２） 資金の種類と提供対象の観光関連活

動および申請方法

　観光に関連した資金の種類は５つあ

る。第１は、複数国をまたがる観光ルー

トの開発である。産業遺産、サイクリン

グ・トレイル、エコツーリズムなどがテー

マとなる。１か国しか訪問しない観光商

品は対象外となる。第２は、観光業とク

リエイティブ産業との連携促進である。

例えば、富裕層を対象とした商品開発や

閑散期における欧州人向けの欧州域内観

光を促進するためのアイデアなどが考え

られる。第３は、ユニバーサル観光の促

進である。すべての人が平等にアクセス

可能な観光ルートを造成し、障害者や高

齢者など要配慮者も積極的に観光を行う

ことが大切だ。国・地域の観光局の担当

者や専門家の意見などを聞きながら研究

しなければならない。第４は、若手の起

業家がビジネス現場で実体験を行い、ビ

ジネススキルを習得し、新たな市場を学

び、人的ネットワークを形成し、将来の

仕事や起業につなげる仕組みを構築する

ことである。若手の起業家を迎えるホス

ト側は新しいアイデアを着想したり、将

来一緒に仕事ができる便益がある。第５

は、ERASUMS（詳細は４－４参照）であ

る。大学間学術協定で、EU 域内の大学

の研究者・学生の相互交流を目的とした

仕組みである。COSME に応募できるの

は、EU加盟国に存在する中小企業、EU

加盟国の若手起業家である。最短で12か

月、最長で10年間にわたり15万ユーロが

補助される。

（３）選定プロジェクト例

事例１）高級菓子をめぐる欧州観光

　欧州には世界的に知られた高級菓子の

工場が多い。高級菓子に限らず、高級香

水、高級服飾などは欧州が世界に誇るべ

きクリエイティブ産業である。こうした

高級ビジネスと連携を図りながら、季節

限定の付加価値を生み出すなどの工夫を

し、観光商品を提供することで、世界の

富裕層を念頭に置いた欧州観光の促進に

つながり、観光客が減少する閑散期など

に有益となる。CHIELI（チョコレート・

ヘリテージ）は COSME を活用し、超富

裕層を対象に欧州の高級チョコレート・

ツアーを開発した。2015～2016年の EU

の拠出金は全体の75％に相当する40万

ユーロであった。

事例２） ライム・アプリで欧州農村地域

を再発見

　ライムは欧州10カ国の農村地域で栽培

され、旧ローマ帝国時代の要塞で栽培さ

れていることが多い。そのためライム畑

の周辺には世界文化遺産の指定地や歴史

文化的な遺産や遺跡などの観光資源も多

い。しかし実際には、近隣にありながら

もライム畑が観光資源となりうることが

認知されていないためライム畑を訪れる

観光客は少ない実情がある。COSME を

活用し、CIP 社は2011年から2013年にか

けてライム畑を観光地化するためのモバ

イル・アプリを開発した。これは、オー

ストリア、ブルガリアのルセ、ドイツの

ラインランド・プファルツを横断する観

光商品である。このアプリによりライム

畑の認知がなされただけではなく、ライ

ム畑沿いに潤沢な観光資源が点在してい

るという資源の認知度も向上した。SNS

の影響力もあり、多くの人々の関心を集

めるようになった。今後は3Dアプリの開

発も検討している。

4－3　Creative Europe Programme

（１）概要

　クリエイティブ・ヨーロッパ・プログ

ラム（Creative Europe Programme）は、

文化振興を目的とした助成である。とり

わけ、国境を越えた文化・芸術作品の流

通や、作家やスタッフなどの人材および

作家たちの技術などの移動に対して助成

が行われている。後述する「選定プロジ

ェクト」の事例のように、文化振興は大

規模なイベントやコンベンションなどに

関わることから観光の助成として紹介さ

れている。

　なお、クリエイティブ・ヨーロッパ・

プログラムは、「文化サブプログラム」、

「メディア・サブプログラム」、「文化 ―

オーディオビジュアル連携プロジェク

ト」の３つのサブプログラムから構成さ

れている。このうち、とりわけ観光イベ

ントに関わりが深い文化サブプログラム

について詳述する。

（２） 資金の種類と提供対象の観光関連活

動および申請方法

　資金の種類としては、以下の３種が中

心的なものである。

①国境を越えた協力プロジェクト：

　複数の国をまたぐ文化・芸術イベント

開催のための助成であり、主にイベント

に出展する作品を制作する作家・芸術家

を支援するものである。ただし、複数国
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の作家たちが共同で制作を行う事業が対

象となる。助成対象は、文化・芸術に関

わる創作活動を行っているすべての法人

で、申請時に法人格を有してから２年以

上の活動実績のあることが条件である。

なお、資金規模は開催されるイベント規

模によって異なる。小規模プロジェクト

（開催期間48か月以内のイベントで、３つ

の参加国から３団体以上で構成されるコ

ンソーシアム）の場合、最大でプロジェ

クト予算の60％もしくは20万ユーロが助

成される。大規模なプロジェクト（開催

期間48か月以内のイベントで、６つの参

加国から６団体以上で構成されるコン

ソーシアム）の場合、最大でプロジェク

ト予算の50％もしくは最大200万ユーロ

が助成される。申請窓口は、各国の教育

および文化振興に関わる行政庁、ならび

にクリエイティブ・ヨーロッパ事務局が

担当する。

②ヨーロピアン・ネットワークス：

　「ヨーロピアン・ネットワークス」と

は、文化事業や創作活動に関わる人・団

体が国境を越えて活動できるよう、団体

のネットワーク化を推進するプロジェク

トに対する助成である。ネットワーク化

にとって、組織運営や財政の効率化が期

待されている。助成の対象となるのは、

10カ国以上かつ15以上の団体（法人）で

構成されるネットワークで、申請時に法

人格を有してから２年以上の活動実績の

あることが条件となる。なお、助成は団

体の活動費が対象となる。ただし、年間

活動資金が250万ユーロを超えない活動

が対象となる。適正と認められた場合に

は、最大で総予算の80％が助成される。

申請窓口は、各国の教育および文化振興

に関わる行政庁、ならびにクリエイティ

ブ・ヨーロッパ事務局が担当する。

③欧州文化都市：

　「欧州文化都市」とはEU加盟国の都市

に授与される称号で、毎年２つの都市が

コンペティションによって選定される。

選定された各都市では当該年に文化振興

イベントが催されるため、各自治体にと

っては来訪者を呼び込むための「称号」

となる。助成対象は、自治体（市町村）

であり、文化都市に選定された都市には

150万ユーロが助成される。申請窓口は、

文化振興に関わる当該国の行政庁が担

う。

（３）選定プロジェクト例

事例１） 光のフェスティバル［イギリス、

ポーランド、エストニア］

　前号①の事例にあたる。当該プロジェ

クトは、イギリス、ポーランド、エスト

ニアの３か所で同時に実施された光を

テーマにしたイベントである。街全体を

アートの場として活用するインスタレー

ションの手法を用い、夜の街に光の芸術

作品を展示した他、プロジェクションマ

ッピングを用いたショーも実施された。

助成に際しては作品制作の費用の一部が

賄われたほか、開催３都市を中心として

行われた国際シンポジウムの開催費にも

充てられた。全予算の50％に相当する19

万9300ユーロ（2011年から2012年）が、

当該プログラムから助成された。

事例２） 産業遺産の観光情報ネットワー

ク

　前号②の事例にあたる。産業革命の遺

産の維持・管理を目的に、43カ国の千を

超える遺産がネットワークを形成し、遺

産の保護や文化財への理解促進に取り組

んでいる。当該プロジェクトのネット

ワークは、「産業遺産欧州ルート（通称：

ERIH）」という名称が付けられ、旅行客

が遺産を周遊する際の「ルート案内」の

機能を果たしている。助成された資金は、

各遺産の観光地としての魅力を高めるこ

とを目的とした調査活動、イベント実施

費用、広報物作成費用に使用されている。

あくまでも単体の遺産に対する振興では

なく、遺産をつなぐ広域な連帯活動に充

てられている。全活動費の60％に相当す

る18万4143ユーロ（2015年から2016年）

が当該プログラムから助成された。

4－4　Erasmus＋

（１）概要

　ERASMUS（European Region Action 

Scheme for the Mobility of University 

Students）は、1987年に設立された大学

間学術協定で、EU域内の大学の研究者・

学生の相互交流を目的とした仕組みであ

る。他方、「Erasmus＋」は、その交流の

幅を、企業や地方自治体、NGOまで広げ

たものであり、産学官連携型の教育、職

業訓練とエンプロイアビリティの向上が

目的とされている。観光分野からのアプ

ローチとしては、観光に関わる研究、観

光業の人材育成、非営利のスポーツイベ

ン ト な ど に 活 用 さ れ て い る。な お、

Erasmus＋は、「モビリティ・プロジェク

ト」、「エラスムス・ムンドゥス修士課程」、

「戦略的パートナーシップ」、「知識アライ

アンス」、「セクター・スキル・アライア

ンス」、「非営利スポーツイベント」の６

つのサブプログラムから構成されてい

る。以下、観光に関連性の高い項目につ

いて詳述する。

（２） 資金の種類と提供対象の観光関連活

動および申請方法

① 高等教育の学生およびスタッフのモビ

リティ・プロジェクト：

　大学などの高等教育機関および職業訓

練学校を対象に、学生および教職員スタ

ッフの移転に関わる費用を助成するプロ

ジェクトである。学生にとっては、留学

にかかる交通費・生活費負担が軽減され

るため、自国では学べなかった学問・職

業訓練を受けることが選択できるように

なる。また、教職員スタッフの移動費を

助成することで、EU 全土から優れたス

タッフを集めることが可能になり、教育

機関の学びの質の向上が期待できる。助

成規模は在籍する教育機関によって異な

る。大学生の場合、最大1100ユーロの移

動費が助成されるほか、２カ月から12カ

月の期間、生活費として月額300～700

ユーロ（国の生活費に準ずる）が支援さ

れる。職業訓練およびインターンシップ

などの職場研修については、最大1100

ユーロの移動費が助成されるほか、２カ

月から12カ月の期間、生活費として日額

18～112ユーロ（国の生活費に準ずる）が

支援される。また、このほかに留学費用

支援ローンの提供も行っている。
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②エラスムス・ムンドゥス修士課程：

　欧州の複数の国（大学）で学び修士号

を取得する国際的な教育プログラムで、

返済不要の奨学金が支給される。助成は、

複数の大学院と当該大学院の教育に関わ

るすべての法人（商工会議所、労働組合、

財団、NGOなど）から成るコンソーシア

ムが対象となる。コンソーシアムに分配

された助成金が、学生への奨学金として

使われる。また、助成期間は４年から５

年で、助成規模は200万から300万ユーロ

である。

③戦略的パートナーシップ：

　各経済分野での実践性の高い教育や、

新しいビジネスの創出・普及を目指すプ

ログラムに対する助成。助成は、すべて

の法人（高等教育機関、中小企業、商工

会議所、労働組合、財団、NGO、文化団

体、図書館、博物館など）が対象となる

が、プロジェクトが複数のセクターとの

連携（パートナーシップ）に基づいて実

施されていることが条件となる。助成規

模はパートナーシップを結ぶ期間によっ

て変わり、２年間の場合は最大30万ユー

ロ、３年間の場合は最大45万ユーロが助

成される。

④ 知識アライアンス：

　ビジネスセクターと高等教育機関（大

学など）の間における、学際的な教育お

よび起業に関わる人的交流、知識の相互

交流を目的に形成されたアライアンスに

対して、その活動費を助成する枠組みを

指す。助成は、すべての法人（高等教育

機関、中小企業、商工会議所、労働組合、

財団、NGO、文化団体、図書館、博物館

など）が対象となる。また、助成規模は

アライアンスの期間によって異なり、２

年間の場合は最大70万ユーロ、３年間の

場合は100万ユーロが助成される。

⑤ ヨーロピアン・スポーツイベント：

　スポーツ振興を目的とした、非営利の

スポーツイベントに対する運営費用の助

成枠組みである。助成は、イベント実施

国で設立された、スポーツ分野に関わる

全ての法人が対象となる。また、助成の

条件として、12か国以上からの参加者が

集まるスポーツイベントを対象としてい

る（最大200万ユーロの助成金を支給）。

　上記①～⑤の申請窓口は、いずれも教

育・視聴覚・文化機関（EACA：The 

Education Audio-visual and Culture 

Executive Agency）が担当している。

（３）選定プロジェクト例

事例１）ヘラクレスプロジェクト

　前号②の「エラスムス・ムンドゥス・

修士課程」の事例。EU 域内の開発途上

地域出身の学生に、文化遺産の利活用・

文化観光を学ぶ機会の提供を目的とした

プロジェクトである。フランス、ドイツ、

イタリア、イギリスの４カ国の大学院で

受け入れが行われた。これによって、学

生たちに先端の文化財保護・活用を学ぶ

機会が提供された。当該課程を修了した

学生には、文化遺産の観光マネジメント

における専門家として資格が与えられ

る。なお、本プロジェクトは、エラスム

スの奨学生に採用された学生（返済不要

の奨学金が支給）を対象にしている。大

学連携に関わる全予算の100％に相当す

る29万8918ユーロ（2011年から2013年）

が当該プログラムから助成された（ここ

には各奨学生への奨学金予算は含まれな

い）。

事例２） 農村の観光開発に関わる人材育

成プロジェクト

　前号④の「知識アライアンス」の事例

で、正式プロジェクト名称は、S.T.R.E.E.T. 

（Sustainable Transport Education for 

Environment and Tourism）である。農

村地域など観光のポテンシャルがある地

域にも関わらず、高等教育機関へのアク

セスが悪いために観光開発を学ぶことが

困難な人々を対象とした人材育成プログ

ラムである。e ラーニングのプラットフ

ォームを開発し、空間を超えた学びの機

会を提供した。学びの内容としては、観

光分野での起業に関わる知識の教授が中

心である。また、当該プログラムの Web

サイトは、求人やインターンシップなど、

企業の仮想求人スペースとしても機能し

ている。全事業予算の100％に相当する34

万3510ユーロが助成された。

4－5　Horizon 2020

（１）概要

　Horizon 2020とは、全欧州規模で実施

される、研究及び技術革新を促進するた

めのフレームワーク・プログラムである。

このプログラムは EU 加盟国だけではな

く、全世界の個人・企業・組織に門戸が

開かれている。2014－2020年にわたり、お

よそ800億ユーロ（約10兆円）の公的資金

が投入されている。研究内容が実際に事

業化に繋がる優れたアイデアや着想、革

新的な進歩や発見、世界初の成果などが

期待されている。

（２） 資金の種類と提供対象の観光関連活

動および申請方法

　観光に関連する資金の種類が４つあ

る。第１は、研究者が技術革新に関連す

る技術を習得することを目的とした研修

支援制度であり、すべての研究分野に適

用される。第２は、欧州の文化力とクリ

エイティブ産業の競争力を高めることを

目的として中小企業を中心に支援するこ

とである。主に情報通信技術力の向上が

期待されている。第３は、劇的に変化す

る世界において欧州が変化や技術革新を

受け入れることに寛容だと示すことであ

る。とりわけ遺産の分野や、欧州の独自

性に関連する分野、文化に関連する分野

が重視されている。第４は、潜在力のあ

る中小企業の支援である。卓越した技術

革新を促進し、世界で競争力のある製品

やサービスの開発を目的としている。

　Horizon 2020は、すべての個人または

法人（公的機関、企業、研究機関、大学、

非政府組織）に開かれており、設立年や

居住地に関係なく誰でも申請が可能であ

る。とくに重視されているのがクリエイ

ティブ産業を柱とする中小企業、ICT な

どである。海外からの申請も可能で日本

からも数多く参加している。EU 日本事

務所はHorizon 2020に参加する便益とし

て、（１）世界最高峰の研究機関・研究者

が Horizon2020 に 参 加 し て い る こ と、

（２）多様多彩な研究者との共同研究が可

能であること、（３）欧州は基礎研究を重

視していること、（４）生涯の財産となる
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人的ネットワークを形成できることを挙

げている（８）。

（３）選定プロジェクト例

事例１） 地下の観光地を安全に保つ（イ

ンダストリー・リーダーシップ）

　洞窟、カタコンベ（地下墓所）、トンネ

ルは欧州に1800か所以上存在し、毎年

2700万人もの人々が訪れる観光地であ

る。主にドイツ、オーストリア、イタリ

ア、スペイン、フランスに点在している。

これらの言わば「隧道」には安全と環境

に対する配慮が極めて重要である。ポー

ランドの観光塩鉱山と工科大学の連携コ

ンソーシアムはHorizon 2020の助成を得

て、観光客、ガイド、地下で働く専門職

員のため24時間稼働する無線警報システ

ムを導入した。無線システムで危機を察

知するネックレスとブレスレットも開発

し、立入禁止エリアや危険エリアに入る

と警音装置が作動する仕組みである。来

訪者が迷い、グループから取り残された

場合も同様に作動する。さらに湿度や温

度、二酸化炭素、酸素、一酸化炭素の濃

度にも敏感に反応する。地下空間の動植

物にダメージを与えることなく、常に来

訪者の安全を担保している。今後は隧道

内部での落石や地滑りなどを検出する構

造センサーも導入する予定である。この

プロジェクト（2011～2013年）には104万

5400ユーロが拠出され、全体の75％に相

当する。

事例２） 観光施設の淡水使用量の削減実

証事業

　この事業目的は、地中海沿岸の観光施

設が最適で安全な閉鎖水循環が得られる

ための革新的実験を行うことである。EU

の７加盟国からの協力者が試験的にカタ

ローニャにある宿泊施設を選んでいる。

観光施設での淡水使用量を減らすため

に、地下水、雨水などを有効活用し、雑

排水（洗面、洗濯機、浴室、台所などか

らの廃水）にも活用する。この実験はカ

タルーニャ州以外の観光施設でも適応で

きることからその有益性が評価されてい

る。現在、多くの欧州産業団体や中小企

業が事業化すべく機会を模索している。

支援は2014～2017年まで行われ、全体の

69％にあたる401万6470ユーロが拠出さ

れた。

4－6　“Employment and Social Innovation” 

（EaSI） programme

（１）概要

　EaSI プログラムは、「質の高い持続可

能な雇用」の促進、および社会イノベー

ションを促進するビジネスの支援枠組み

である。「質の高い持続可能な雇用」は欧

州経済危機を契機として注目されたキー

ワードである。経済危機時には、とりわ

け低所得者層が大きな影響を受けること

になり、個人が貧困から抜け出せなくな

る「構造的貧困」が助長される結果とな

った。このような背景から、雇用の「持

続可能性」が求められるに至った。同時

に、（時に人々を貧困へと追いやることも

ある）経済活動自体が、貧困や環境問題

などの社会的課題の解決手段となるよう

な社会のイノベーションが模索されるこ

ととなった。

　このような背景のもと、EaSIプログラ

ムは、社会イノベーション事業を支援す

る「PROGRESS」、欧州の雇用流動性を

高めることを目的とした「EURES」、社

会起業家にかかわる小規模事業者を支援

する「EaSI融資プログラム」の３つのサ

ブプログラムから形成されている。いず

れも出資元は、欧州委員会と欧州投資銀

行、欧州投資基金が共同で行っている。

観光分野からのアプローチとしては、観

光産業における起業や雇用促進を目指す

アクターが利用できる枠組みとなってい

る。

（２） 資金の種類と提供対象の観光関連活

動および申請方法

① PROGRESS

　社会的課題の解決を目指す起業家を増

やすことを目的として、新規参入を促す

政策立案、事業構想を固めるための社会

実験などに対してその費用を支援するプ

ログラムである。助成金の上限は、案件

ごとに設定される仕組みになっており、

窓口となる欧州委員会とのコンサルティ

ングを重ねながら支援額が決定される。

助成は、大学などの高等教育機関および

研究機関、公官庁などが対象となる。

② EURES（Your first EURES job）

　欧州域内の雇用流動性を高めることを

目的とし、主に他国での就職を支援する

プログラムである。公的機関、中小企業、

求職者（EU 国民および EU 諸国に合法

的に居住している者）が助成対象者にあ

たる。求人支援事業（就職マッチングな

ど）を展開する公的機関に対しては、そ

の事業費用の一部が助成される。雇用の

受け入れ先となる中小企業に対しては、

新入社員の定着を目的とした入社研修の

費用の一部が助成される。また、就職希

望者に対しては、面接のための国家間移

動にかかる交通費、および就職後の転居

費用の補助を行っている。申請は Your 

first EURES job の Web サイトより行う

ことができる。

③ EaSI 融資プログラム

　社会的企業への支援を目的として、起

業家に対して起業時の初期費用（投資、

リース、運転資金、ライセンス取得など）

を支援するプログラムである。対象とな

るのは、通常の金融機関からは融資が受

けにくい個人や零細の起業家であり、比

較的小規模の事業に対する出資（マイク

ロファイナンス）をしている。特に、社

会的課題に資する事業に対しては融資額

が多くなることが特徴で、最大で50万

ユーロの融資が行われる（ただし、株式

市場に上場されていないこと、年間売上

高が3000万ユーロを超えないことが条件

である）。申し込みにあたっては、各国で

置かれたマイクロクレジットのプロバイ

ダーが窓口となる。

（３）選定プロジェクト例

事例１） EURES 若年労働者のモビリテ

ィ支援プログラム

　前号②の「EURES」の事例である。ド

イツのシェラトン・フランクフルト空港

ホテルでは当該プログラムを利用してギ

リシャとルーマニアの求職者をフロント

オフィスの職に採用した。この就職マッ

チングは単にホテルの職員不足を解決し
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ただけでなく、複数の言語を話す職員が

確保できたことで、宿泊客へのサービス

向上にも寄与した。

事例２） 観光分野の起業におけるマイク

ロクレジット

　前号③のEaSI融資プログラムは、2010

年の欧州経済危機の影響を受けた経済的

弱者の救済を目的に始まったものであ

る。出資元の欧州投資銀行のリーフレッ

トによれば、具体例としてレストランの

開業（融資額：7000ユーロ）、洗車場の開

業（融資額：２万ユーロ）、美容院の開業

（融資額：7000ユーロ）、農家としての独

立（融資額：1150ユーロ）などの例が挙

げられている。観光分野に関して言えば、

前述の飲食店のほか、宿泊業、現地ツアー

会社の設立などにも活用が可能である。

５　まとめ

　欧州のパートナーシップは、多くの異

なるセクターや地域にまたがる組織が共

通の問題に取り組むために集まるユニー

クな機会を提供している。その具体例は

上述のとおり多様であり、その有益性や

範囲は極めて多元的である。これらのプ

ログラムは本来、それぞれに環境負荷の

軽減、ICT 等の技術革新、創造産業の創

出、ハイレベルな研究者の育成、および

学生の域内相互交流等といった目的（ね

らい）を有する支援プログラムでありな

がら、同時に様々な局面で直接・間接的

に観光セクターをサポートする多面的な

枠組みとなっている。そこには「ねらい

の重層性」があり、それにより対象地域

だけでなく地域間、国家間といったエリ

アでより効果的に関連分野を通じて相互

にあるいは横断的に発展する可能性を高

めているとも捉えられる。また各実践に

おいても法人格を有しての応募にとどま

らず個人の活動にも適用され、多様な

パートナーで構成されるコンソーシアム

を構築することも推奨されている。また

各プロジェクトの特性に応じ、事業支援

期間も柔軟であり、短期的で即時効果を

のぞむ実施計画ではなく、中・長期にわ

たる地域開発計画に基づき、目的達成の

しやすい実践の時間的余裕がとられてい

る点も特筆すべきであろう。

　欧州のこうした支援基金の取り組み

は、パートナーシップ間の尊重と信頼の

感覚、義務と責任の平等な分担、各パー

トナーの独自の強みとスキルの活用がな

される契機となり、その結果として地域

単体だけでなく空間的広がりを持った多

様な地域での地域発展が展開されてい

る。とりわけ EU においては加盟国ごと

の特性や国際関係もふまえた多様で柔軟

な取り組み方法が一層必要とされてい

る。ゆえに空間的にも制度的にも多元的

であることは不可欠な要件であると考え

られる。こうした多元的な取り組みの前

例が重ねられることにより、制度の多元

化だけでなく、観光を切り口としながら

も、それにとどまらない社会の発展が実

現し、その発展の在り方もまた多元化さ

れていることが事例を通じて明らかとな

った。
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注

（１） そもそも EU は1989年から取り入れら

れた EU 構造基金において、過疎化や

経済沈滞傾向の強い地域の支援策とし

て EU 内共通制度の LEADER を導入

し地域密着型の地域活動グループ

（LAG：Local Action Group）を中心に

ボトムアップ型活動への財政基盤支援

を行っていた。その数はⅠ期（1991～

1994年）217グループ、Ⅱ期（1994～

1999年）に１千ものグループが参加し、

2000年以降は対象地域を拡大化した

LEADER＋が実施された（西川明子、

2003；松原健司、2006；八木洋憲・福

与 徳 文、2007）。ま た、ス ペ イ ン の

PRODER［現在は廃止］等、EU の助

成によるが各国独自で制度化したもの

も存在する（畠中昌教、2016）。

（２） UNWTO “International Tourism 

Highlight 2019”
　　 h t tps ://www.e -unwto .org/do i/

pdf/10.18111/9789284421152 　 閲 覧

日：2020年10月26日。
（３） 革新的な取り組みや汎用性を高める

ツールキットの開発、優良事例の紹介、

新技術、アプローチや人的ネットワー

ク構築などを含む。
（４） 以下、2016年発行『EU FUNDING FOR 

THE TOURISM SECTOR 2014-2020』

上の用語集（p.57）より正式名称を記

載。なお、Creative Europe Programme、

Erasmus＋の用語集での記載は無い。

　　・ LIFE: Fund for Environmental and 

Nature Conservation Projects

　　・ COSME: Competitiveness of 

Enterprises and Small and 

Medium Enterprises

　　・ Horizon2020: EU Framework 

Programme for Research and 

Innovation

　　・ EaSI: Employment and Social 

Innovation programme
（５） Natura2000のネットワークは、生息地

と種の保護に特化した２万６千カ所で

構成されており、EU の幅広いグリー

ンインフラの中心的な要素である。
（６） グリーンインフラストラクチャ（GI）

とは、生物多様性から水質の保護まで

幅広い生態系サービスを提供するよう

に設計および管理されている高品質な

自然および半自然地域のネットワーク

を指す。これらのサービスにはレクリ

エーションや観光活動も含まれる。一

部の生態系は国境を越えているため、

EU レベルの GI プロジェクトが存在す

る可能性がある。
（７） 日欧産業協力センター「欧州企業対象

事業・サービス」
　　 https://www.eu-japan.eu/ja/services-

business-activities　閲覧日：2020年10

月26日。
（８） 日欧産業協力センター「ホライゾン

2020に参加するメリット」
　　 https://www.ncp-japan.jp/about/
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