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　カリブ海に浮かぶ島嶼国は、「観光モノカルチャー」とも表
現できるほど、極度に観光に依存した社会構造を有している。
そのため、COVID-19の影響を強く受けた地域である。では、
被害の具体的状況はどのようなものであったのだろうか。この
ような問いのもと、本稿では、バハマ国の現状と課題を明らか
にする。
　国連などの統計データを分析した結果、以下の傾向が明ら
かとなった。第一に、バハマ国では、外貨獲得高の80％以上を
観光が占めるほど、外需（インバウンド）依存が高かったため
に、GDPが－15％に下落するほどのショックが予想されている
こと。第二に、同国の観光関連産業従事者は90％を超えてお
り、観光セクターで多数の失業者が出現していること（最悪の
推定では全国民の28％が失業）。第三に、こうした失業のショ
ックはとりわけ女性と移民労働者において顕著であることで
ある。
　本稿の最後には、問題の解決策を提案する。島嶼国が抱え
る問題の本質は、上記のようなショックを回避しようにも、観
光以外に活路を見いだせない状況があることにある。代替産業
の育成が困難である以上、観光の仕組み自体を変えることで、
持続可能性を担保するしかない。このような前提のもと、フェ
アトレードを原型とする「フェアツーリズム」の可能性を示す。

キーワード：観光モノカルチャー、COVID-19、カリブ海、島
嶼国、バハマ

１．本研究の問題意識および目的
　2020年の幕開けと共に端を発した新型コロナウイルス（以下、
COVID-19）は、国 際 観 光 に 未 曽 有 の ダ メ ー ジ を 与 え た。
COVID-19の流行から１年半が過ぎ、すでに各国では「ポスト
コロナの観光」が模索されつつある。未来の処方箋を描くため
には、コロナ禍に何が起きたのか、その現状分析や課題分析が
欠かせない。しかし、とりわけ本学会が対象とする国際観光に
おいては、研究者をはじめマスコミも現地取材に制限がかけら
れたことから、現場がどのような状況にあるのか、その全体像
が掴みにくい状況が続いてきた。
　2021年に入り、こうした状況に変化が見られるようになった。
UNWTOをはじめとした統計データが公表されはじめ、少しず
つではあるがコロナ禍の観光現場の状況が明らかになりつつあ
る。そこで本稿では、国際機関や各国政府が発表した報告書を
手がかりに、コロナ禍の観光地で何が起きていたのか、その実

態把握を試みる。とはいえ、状況は地域によって異なることか
ら、一律な評価を下すことは難しい。そこで、本稿では、とり
わけ打撃が大きかったカリブ海の島嶼部に焦点を絞る（図１）。
中でも、COVID-19の影響による GDP の下落予測がもっとも深
刻なバハマ国の状況を掘り下げる。バハマは、外貨獲得高の80％
以上が観光で占められており、国内の全労働者のうちの90％以
上が観光関連産業に従事する「観光モノカルチャー」とも表現
できる社会構造を有している。極度に観光に依存した島嶼国で、
誰に、どのような影響が及んだのだろうか。このような問いの
もと、バハマを中心としたカリブ海諸国が置かれている実態分
析を通じて、観光依存の強い国家における今後の展望を示すこ
とが本研究の目的である。
　以下ではまず、２章でカリブ海諸国の全体の状況を概観する。
カリブ海諸国がいかに観光経済に依存してきたのかを指摘した
上で、COVID-19の影響を整理する。そのうえで３章において
よりミクロな考察として、バハマ国の実態分析を試みる。最後
に４章では考察として島嶼国の観光産業における課題と展望を
示す。
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図１　カリブ海諸国の地図
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図２　外貨獲得高に占める観光の割合（2019年）　出典：Mulder（2020）
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図３　観光および観光関連産業のGDP（2019年）　出典：Mulder（2020）
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図４　全労働人口に占める観光および観光関連産業の割合（2019年）　出典：Mulder（2020）
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図５　COVID-19が GDPに及ぼす影響予測　出典：Mulder（2020）
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２．カリブ海地域全体におけるCOVID-19の影響
　本章では、カリブ海諸国における COVID-19の以前と以後の
状況を、ECLAC（ラテンアメリカ・カリブ経済委員会）１によ
っ て 発 行 さ れ た 報 告 書 Mulder（2020） “The impact of the 
COVID-19 pandemic on the tourism sector in Latin America 
and the Caribbean, and options for a sustainable and resilient 
recovery”を参照しながら整理する。以下、引用表記がない箇
所は、同報告書の情報をもとにしている。

2－1．COVID-19以前の状況
　本章では、議論の前提として COVID-19以前のカリブ海諸国
の状況を、ラテンアメリカ諸国と対比させながら整理する。国
連などの国際機関の報告書では、カリブ海諸国を「ラテンアメ
リカ・カリブ海」などのように、ひとつの地域として扱うこと
が一般的だからである。
　観光は、カリブ海およびラテンアメリカ諸国にとって重要な
外貨獲得のツールとなっている。図２は、同地域の33カ国を対
象に、国ごとの外貨獲得高に占める観光の割合を示したもので
ある（2019年度の推計）。この図からは、カリブ海諸国では全外
貨獲得高の42％、ラテンアメリカ諸国では10％が観光によるも
のであることが見て取れる。また国別に見ると、バハマは80％
以上、グレナダとバルバドスは70％を超えていることからも分
かるように、カリブ海諸国の観光は、過度に外需依存の傾向が
ある。
　GDPに目を向けると、観光業についてはカリブ海諸国では平
均して11％、ラテンアメリカ諸国では平均して４％を占めてい
る。さらに、観光関連産業も含めれば、カリブ海諸国は26％、
ラテンアメリカ諸国は10％に及ぶ（図３）。さらに、全労働人口
に占める観光関連産業従事者の割合（図４）を見ると、カリブ
海諸国の平均が38％、ラテンアメリカ諸国の平均が10％となっ
ている。ここでもバハマは大きな特徴を見せており、労働者の
90％以上が観光関連産業に従事していることが分かる。
　上記を整理すると、カリブ海の島嶼国経済は、観光に強く依
存しており、かつ海外からのインバウンド需要で回っていると
いうことが言える。このような理由から国際観光を停滞させた
COVID-19ショックは、とりわけカリブ海諸国において顕著で
あった。

2－2．COVID-19による影響
　図５はCOVID-19が各国のGDPに及ぼす影響を予測したデー
タである。データをまとめた ECLAC は、基本シナリオ、楽観
的シナリオ、悲観的シナリオの３つの予測値を公開している。
このうち基本シナリオを参照すると、2020年度の GDP は、カ
リブ海諸国が平均して－８％、ラテンアメリカ諸国が平均－１％
の予測であった。国別にみると、バハマ、ドミニカ国、グレナ
ダ、セントルシア、アンティグア・バーブーダの５カ国は、－10％
以上の下落が予想されており、島嶼国であるほど事態が深刻で
あることが分かる。
　なお、先述の報告書では、島嶼国とは対照的にメキシコやブ
ラジルのような大陸国では、COVID-19による影響は限定的で
あったと分析している。一定の人口数を抱えているメキシコや
ブラジルでは、国内観光による補填が可能であったというのが
その理由として挙げられている。他方、カリブ海の島嶼国では、
人口が少ないことに加えて、国民一人当たりの所得が低いこと
から、内需で観光経済を回すことが難しい状況にある。

2－3．誰が影響を受けたのか
　続いて、どのような人々が影響を被ったのか整理したい。ま
ず、ジェンダーの観点でみると女性の失業率が高いことが予想
される。もともとカリブ海およびラテンアメリカ諸国では、観
光業に従事する労働者は、とりわけ女性の割合が多いことが指
摘されてきた。具体的には、宿泊施設と飲食業に従事する労働
者の男女比は、カリブ海諸国は女性13.0％に対して男性7.4％、
ラテンアメリカ諸国の平均は女性9.3％に対して男性3.4％とな
っている。ECLAC の調査では、観光セクターの失業率は、カ
リブ海諸国で平均－７％、ラテンアメリカ諸国が－１％悪化した
としている。ここでは男女別の失業率は公開されていないが、
上記を考慮すると女性への影響が高いことが予測できる。
　さらに、業態ごとにみると、クルーズ船ツアーが大きな打撃
を受けている。カリブ海ホテル観光協会の調査によれば、2020
年の３月には、クルーズ船内での感染者および死者が発生する
事件が起き、これを機に米国の国務省は３月14日からクルーズ
ツアーの催行を禁じた。それ以降、ツアー催行数はほぼゼロに
減少した（CHTA 2020）。

　本章で紹介したマスデータからは、島嶼国ほど観光業への打
撃が大きかったこと、そしてジェンダーで見ると女性への影響
が大きいことが予測できることが明らかとなった。そこで次章
では、より詳細な状況を把握するために、とりわけ被害が深刻
であったバハマの事例を見てゆくこととしたい。

３．バハマ国の状況
3－1．バハマ国の概況
　バハマはフロリダ半島の南に位置する700以上の島々と環礁
からなる立憲君主制の国家である。人口は約389万人で、そのう
ちの３分の２が首都ナッソのあるニュープロビデンス島に集中
している。フロリダからわずか50マイルという立地であること
から、観光客は米国を中心とした海外からの旅行客で占められ
ている。2019年の実績を参照すると、地域別の入国者の割合は、
米国が81.5％、カナダが7.4％、欧州が6.6％、ラテンアメリカ
1.9％、カリブ海地域1.2％、その他1.3％となっている（BHT 
2019）。このようなインバウンド需要がバハマの経済を支えてお
り、2019年の観光による外貨獲得高は、実に80％を占めた

（Mulder 2020）。
　このように極端に外需依存の観光がバハマの基幹産業となっ

表１　バハマ国の入国者数の変化
2020年 2019年 前年比

１月 125,308 129,912 －3.50％
２月 147,044 151,136 －2.70％
３月 75,656 201,578 －62.5％
４月 11 171,167 －100.0％
５月 20 158,741 －100.0％
６月 1,705 168,392 －99.0％
７月 15,355 175,971 －91.3％
８月 3,293 131,120 －97.5％
９月 3,154 54,103 －94.2％
10月 5,502 75,067 －92.7％
11月 11,272 105,111 －89.3％
12月 30,009 140,121 －78.6％
合計 418,329 1,662,419 －90.5％

出典：Tourism Analytics https://tourismanalytics.com/bahamas.html
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ているため、同国はCOVID-19の影響を大きく受けた。表１は、
バハマ国の入国者数を比較した表である。ここからは、全世界
的に COVID-19の流行が始まった2020年３月以降、入国者数が
大きく減少したことが分かる。この影響を強く受けたのが、観
光業に従事する人々であった。２章でバハマの観光関連産業従
事者の割合は全体の90％を超えることを指摘したが、観光の落
ち込みによって失業率は大幅に増加している。
　例えば、ILO（国際労働機関）の統計によれば、2019年に10.1％
であった失業率は、2020年に14.4％まで上昇したとしている

（Mulder 2020）。他方、事態はより深刻だとするデータもある。
バハマ観光局は、同国の失業率を政府が労働者に支払う失業手
当から試算している。これによれば2020年５月の段階で、失業
率は25％に上昇し、さらに非正規雇用者の失業率も加えた潜在
失業率は28％に達する可能性があると発表した（Mera 2020）。
失業率に関するデータは発表する機関によって開きがあるが、
いずれにしてもかなりの労働者が職を失った事実に間違いはな
い。

3－2．インフォーマルセクターの状況
　開発途上国における観光開発は、時に現地の貧困を固定化す
るといった議論がなされてきた。観光業はシーズンによって仕
事量が変わる性質を持つことから、非正規雇用者などの低賃金
労働者を必要とするからである。実際に、バハマでは全労働者
の90% 以上が観光関連産業に従事しているが、この中にはイン
フォーマルセクターに従事する労働者が6.9％おり、そのうちの
9.8％が失業したと報告されている（Mera 2020）。しかしながら、
露天商などをはじめとするインフォーマルセクターは、特定の企
業に所属していないが故に、失業の実態が把握しにくい状況に
ある。したがって、実数としての失業率はさらに高いことが想像
される。なお、IDB（米州開発銀行）の調査によれば、インフ
ォーマルセクターの経済規模は20～30％に及ぶと試算されてい
る。このようなデータからは、観光業を支える裏側に、脆弱な立
場で働く労働者がいることを浮き彫りにしている（IDB 2021）。
　なお Mera はインフォーマルセクターの担い手として、移民
の存在を指摘している。バハマの移民者数の割合は、全人口の
16.2％を占めている。これは、世界の平均（3.5％）に比べて非
常に高いレベルにある。多くはハイチやジャマイカといった周
辺のより貧しい国からの移民であり、移民後に生計を立てる手
段として観光のインフォーマルセクターが受け皿となっている

（Mera 2020）。すなわち、移民労働者が失業の煽りを受けてい
る可能性が高い。

3－3．女性労働者の状況
　COVID-19による女性の失業者数は発表されていないが、過

去にさかのぼれば、とりわけ女性の失業率が高かった。例えば、
Baum（2013）の調査を基に、2008年の男女別の失業率を比較
したのが表２である。ここからは、2008年のバハマの全失業者
のうち、女性の割合は55.9％であったことが分かる。一方、観
光関連産業（ホテル、レストラン、小売業、卸売業）に限って
失業者を検出するとその数は72.5％に及ぶ。前提として、観光
関連産業の労働者の男女比は、男性41.3％、女性59.7％とさほど
の開きはないことを加味すると（表３）、従来から、観光関連産
業の中でもとりわけ女性が失業しやすい状況にあったといえ
る。UNTWOとUN Womenは、観光業の中でも期間雇用やパー
トタイムの雇用者に占める女性の割合が多いことをあげている

（UNWTO and UN Women 2019）。こうした不安定な雇用環境
が、女性の失業率の高さに関係しているものと思われる。バハ
マ全体で失業者が急増したことは先に述べた通りであるが、過
去の傾向に照らし合わせると、女性への影響が大きいことが推
測できる。

４．まとめと今後の展望
4－1．本稿の議論のまとめ
　本稿では、COVID-19による影響の実態を、とりわけ経済的
損失の大きかったカリブ海を事例に検討してきた。これまでの
議論を整理しつつ、見えてきた課題を示したい。２章では、ま
ずカリブ海諸国の特性を指摘した。具体的には、第一に、面積
の小さな島嶼国では、第一次・第二次産業の発展が地理的に困
難であるために、経済が観光業に依存する傾向があること。第
二に、人口が少ないために内需で観光経済を回していくことが
難しく、外需（インバウンド）に依存しなければ観光が成り立
たない構造を有していることの二点である。このような背景か
ら、カリブ海の島嶼国は、COVID-19の影響を受けやすかった
ことを述べたが、そのダメージは、とりわけインフォーマルセ

表２　失業者の男女別比率（2008年）
観光関連産業における失業者数

（ホテル、レストラン、小売、卸売）
全労働人口における失業者数

合計
（千人）

女性
（千人）

男性
（千人）

女性の割合
（％）

合計
（千人）

女性
（千人）

男性
（千人）

女性の割合
（％）

バハマ 5.31 3.85 1.46 72.5 14.61 8.17 6.44 55.9
チリ 108.40 57.60 508.00 53.1 544.70 238.00 306.70 43.7

ジャマイカ 36.70 28.60 8.10 77.9 134.60 81.80 52.80 60.8
プエルトリコ 34.00 17.00 17.00 50.0 158.00 60.00 97.00 38.0

トリニダード・ドバコ 5.70 4.30 1.40 75.4 29.00 16.10 12.80 55.5

出典：Baum（2013）をもとに筆者翻訳

表３　観光関連産業における男女別労働者割合（2008年）
合計

（千人）
女性

（千人）
男性

（千人）
女性の割合
（％）

アンティグアバーブーダ 5.8 3.5 2.3 59.7
バハマ 27.2 16.3 11.0 59.7

ボリビア 159.3 125.5 33.8 78.8
ブラジル 3351.0 1736.0 1615.0 51.8

コスタリカ 100.3 58.6 41.7 58.4
ドミニカ共和国 222.3 117.8 104.5 53.0

エクアドル 225.4 140.1 85.3 62.2
メキシコ 2836.7 1659.3 1177.4 58.5
ペルー 730.2 557.4 172.7 76.3

出典：Baum（2013）をもとに筆者翻訳
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クターや非正規雇用の労働者、女性の労働者が受けやすいこと
を示した。
　次に３章では、COVID-19の影響を大きく受けた国の例とし
て、バハマ国の状況を整理してきた。その作業を通じて明らか
となったことは、大きく以下の３点である。第一に、バハマ国
全体として失業率は14.4％（最悪のシナリオでは28％）にまで
上昇していること。第二に、新たに失業した観光従事者の中で
は、移民労働者を中心としたインフォーマルセクターの人々に
影響が大きく出ている可能性があること。第三に、過去の推計
からとりわけ女性の失業が増えていることが予想されることで
ある。

4－2．浮き彫りになった課題
　本稿の議論を通じて、カリブ海諸国ではCOVID-19のもとで、
従来から脆弱な立場に置かれていた人々が、ますます熾烈な状
況にさらされていることが明らかとなった。しかし、このよう
な状況は、COVID-19によって引き起こされたというよりも、カ
リ ブ 海 の 島 嶼 国 が 従 来 か ら 抱 え て き た 本 質 的 な 課 題 が
COVID-19によって顕在化したとみるべきではないかと筆者は
考える。
　例えば、図６はバハマの失業率の推移を示したグラフである。
バハマでは労働者の90％以上が観光関連産業に従事しているの
で、このグラフは実質的に観光セクターと失業者の推移といっ
てよい。ここから分かることは、失業率の増減は COVID-19以
前からも繰り返し起きてきたということであるⅰ。Meraは、バ
ハマでは近年、大型ハリケーンの被害を度々受け、その度に観
光業に大きな影響が出ていると指摘している（Mera 2020）。気
候変動の影響を受けてハリケーンの巨大化が今後も加速するこ
とを鑑みれば、COVID-19以降も周期的に「ショック」が起き
る可能性が高い。
　すなわち、問題の本質は COVID-19そのものにあるのではな
く、島嶼国が過度に観光に依存しなければならないモノカルチ
ャー経済にあると言えるだろう。しかしながら、地理的に観光
以外の産業発展が難しい島嶼国では、観光モノカルチャーから

の脱却（他の主要産業を成長させ、リスクを分散すること）は
現実的に難しい。すると、講じることができる策としては、観
光による利益分配の仕組みであろう。そこで、今後へ向けて、
筆者なりの解決案を示して本稿を締めくくりたい。

4－3．フェアトレード的利益分配の仕組みづくりへ向けて
　筆者が参考になると考えているのは、フェアトレードのよう
な仕組み作りである。フェアトレードは、モノカルチャー経済
に頼らざるを得ない人々の救済措置として発展をみた（長坂　
2018）。例えば、コーヒーやカカオは、買取価格が国際市場によ
って一元的に管理されていたため、乱高下を繰り返してきた。
生産者からすれば、自助努力では解決しえない外的要因（国際
市場によって収入が変動すること）のもとで、構造的貧困から
抜け出せない状況を生きなければならなかった。こうした問題
の解決策として、FI（フェアトレードインターナショナル）は、
最低価格保証という制度を採用してきた。すなわち、どれだけ
収入が落ち込んでも、一定の金額の収入を保障するという制度
である。その仕組みは、平常時から利益の一部をプールしてお
き、非常時（価格が著しく下落した時）に補填を行うというも
のである。
　観光モノカルチャーが深刻な地域も同様の構造を抱えてい
る。自らがコントロールできない外的要因（感染症流行や気候
変動に伴う自然災害など）によって、観光に従事する人々の収
入が左右されてしまう。そのため、本稿で見てきたように、非
正規労働者などの脆弱な労働環境を生きる人々は、失業や構造
的貧困に陥るリスクを背負っている。このような背景から、持
続可能な長期の展望を描くことが難しい状況にあるのが、観光
依存度の高い国の実態であろう。
　換言すれば、旅行者がカリブ海のリゾート観光を楽しむこと
ができるのは、観光モノカルチャーというリスクを現地の人々
が背負っているからである。旅行者（ゲスト）と現地の人 （々ホ
スト）が共依存関係にあると考えた時、バハマをはじめとした
カリブ海諸国が抱える困難は、旅行者にとって無関係なもので
はない。そのように考えた時、ホストが抱える「アンフェア」

図６　バハマにおける失業率の推移（1999年から2020年）
出典：World Bank　https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=BS



45

日本国際観光学会自由論集 Vol.5日本国際観光学会自由論集 Vol.5

なリスクが是正されることで、観光地の持続可能性が構築でき
るかもしれない。例えば、旅行費用の一部をフェアトレード的
に、非常事態の補填に充てることができれば、今後も迫り来る
であろう自然災害や感染症のリスクに対処できるかもしれな
い。筆者は、このような観光を便宜的に「フェアツーリズム

（Fair Tourism）」と呼んでみたい。「ポストコロナ」の時代が
このようなリスクと向かい合う時代だと仮定するならば、扶助
の仕組みを内包した観光が求められるのではないだろうか。

付記
　本研究は、文部科学省科学研究費：基盤研究 B「積極的平和
構築のツールとしての観光研究 ― 中米地域におけるエコツー
リズムを事例に」（課題番号：20H04438、代表研究者：武田淳）
による研究成果の一部である。
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