
「国際(諸外国の取り組み等情報把握)チーム」
経過報告(１)

2020年10月31日（土）

橋本俊哉（立教大学）



アジア太平洋諸国

欧米諸国

UNWTO,TTRA,WTTC等

終息後、観光に関わる行動様式の変化
がみられたのか

感染症経験国が国の政策・観光政策に
経験をどう活かしてきたか

諸外国の取組

国際観光機関・国際
観光関連産業組織等

スペイン風邪(1918-21)、
SARS(2002-03)、MERS(2012-15)等

国際動向の把握 過去のパンデミックとその後

対応方針タイプ

「備え」への活用方策

「天災」との比較分析

各国の感染状況と政策・声明等発信のタイミング

日本の観光のレジリエンス向上に向けた感染症対策の
ガイドライン整備のための基礎的知見へ

「新たな行動様式・観光
行動」へのヒント

歴史

「国際(諸外国の取り組み等情報把握)チーム」作業・分析枠組

【連絡会議】
他チームとの情報共有

制限緩和の基準

メッセージ・指針
の内容分析

対応事例

宿泊,MICE事業者等
国際観光事業者

アジア太平洋 欧米
国際組織

グループ構成

ステージ分類



「アジア太平洋地域グループ」「欧米グループ」の調査内容

分析対象国と担当者

イギリス：◎小林裕和（株式会社JTB/
相模女子大学大学院）

イタリア： 五艘みどり（帝京大学）
スペイン： 七枝敏洋（比治山大学）
アメリカ： 海津紀子（我孫子市役所）

■人口 ●●人
（●年●月●日現在）
■最初の感染者：●月●日
■最初の死亡者：●月●日
ーーーーーーーーーーーーーーー
■感染者数 ●人(●月●日現在)
■死亡者数 ●人(●月●日現在)
ーーーーーーーーーーーーーーー
■感染への対策・対応等の経緯

感染の基本情報

■政府の取り組み
・行動基準・フェーズ設定に
もとづく移動の制限・緩和

・地域別ルールの設定 等
■観光業界の取り組み
・観光事業者への救済制度
・観光復興予算の活用
・客室を患者へ提供 等

個別取組情報

取り組みの
特徴分析

日本の観光政策
・観光業界への

示唆

中国：李崗（多摩大学）
台湾・豪州：西野孝徳（株式会社JTB）
NZ ：小長谷悠紀（高知県立大学）
シンガポール：◎齋藤千恵（金沢星稜大学）
タイ：橘高 聡（株式会社日経リサーチ）
韓国：オユラ（Peter & Kim）

アジア太平洋地域 欧米

◎グループリーダー



感染状況の推移と感染対策・対応の経緯（ニュージーランド）

第一波対応 2/3中国出国の外国人旅行者に対して入国拒否。

2月末に感染者確認。3/16 太平洋諸島からを除く入国14日自

主隔離、ｸﾙｰｽﾞ船6月末まで入国禁止。

3/17対ｺﾛﾅ経済政策発表 3/19 国境封鎖。3/22 4段階警報ｼｽﾃﾑ

発表、Lv2告知。3/23 感染100人超、Lv3、48H後にLv4と告知。

3/25 23:59～ﾛｯｸﾀﾞｳﾝ。先立って携帯にｱﾗｰﾄ一斉送信、首相が

自宅からFacebook liveで対策の説明・質疑対応。ｱﾗｰﾄ体制にﾌﾟ

ﾗｽし負傷し易い水泳ｻｰﾌｨﾝなど制限（医療体制確保施策）

4/27 Lv3 ﾛｯｸﾀﾞｳﾝ継続に際し4/28 大臣ら給与ｶｯﾄ.（経済的影響

を受ける市民との連帯感のため）

収束へ

5/14 Lv2=ﾛｯｸﾀﾞｳﾝ解除. 国内無症状感染者をみつける市中ｺﾐｭﾆ

ﾃｨ検査。

6/8 Lv1社会的距離や集会等の国内の制限撤廃。

LV1 ﾆｭｰﾉｰﾏﾙのｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾙ ：

健康観察と行動経路の自己記録を求め行動経路追跡ｱﾌﾟﾘ利用

と店舗施設へのQRｺｰﾄﾞ提示、第2波前の職場環境・通勤方

法・在宅勤務・ｵﾝﾗｲﾝ会議等の続行や体制作りを推奨。ﾒﾝﾀﾙの

ｹｱとして「他者にも自分にも優しく」。

6-7月入国者隔離システム運営不備問題発覚への対処・説明。

第2波対応

8/11 102日ぶりの市中感染者

最大都市ｵｰｸﾗﾝﾄﾞでｸﾗｽﾀｰ、8/12 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞLV3＝ﾛｯｸﾀﾞｳﾝ（～8月

末）他はLV2.

9/1 全土LV2 公共交通ﾏｽｸ義務化 9/21 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ以外はLv1

9/23 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞLV2のまま集会人数は制限緩和（10→100）

10/7 23:59～ｵｰｸﾗﾝﾄﾞもLv1

(感染の基本情報)

■人口 5,002,100人

（2020年3月31日現在）

■最初の感染者：2月28日

■最初の死亡者：3月29日

---------------------------------------

■感染者数 1,949人

（2020年10月29日現在）

■死亡者数 25人

（2020年10月29日現在）

【アジア太平洋グループ】

資料： https://coronavirus.jhu.edu/map.html（2020年10月29日現在）



（感染の基本情報）

■人口6,036万人（2019年1月1日, ISTAT）

■最初の感染者：1月30日（2名）

■最初の死亡者：2月22日（1名、70代）

-------------------------------------------

■感染者数 589,766人

（2020年10月29日現在）

■死亡者数 37,905人

（2020年10月29日現在）

資料： https://coronavirus.jhu.edu/map.html（2020年10月29日現在）

1/31政府が非常事態宣言、中国便の停止

2/23北部ロンバルディア州（州都ミラノ）に指令
（イベント中止、保育・教育機関閉鎖、
博物館・映画館閉鎖、飲食店営業6AM-6PM）

3/9イタリア前後に首相府令
（会議・イベントの中止、1m間隔の確保、日常生活の注
意事項）

3/10イタリア全土に行動制限（移動に自己宣書）
（職務と健康上の理由以外で移動不可）

3/23政府の感染対策「クーラ・イタリア」実施
（健康保険や医療の強化、就労・所得補償、企業・家計
の資金繰り支援、納税保留など）

5/3第1段の制限緩和
（親族訪問の移動可、一部の経済活動可）
※ただし観光産業全般は対象外）

5/19第2段の制限緩和（州移動、EU国等入国可）
※州政府は独自対策を追加実施

6/5接触追跡アプリ「インムーニ」運用開始

6/10各地の都市で観光ガイドが支援不足の抗議
※フリーランスの所得補償は7万円程度のみ

7/3欧州外の日本を含む14ヶ国の入国制限解除
（ただし入国には14日間の自主隔離期要）

10/9 非常事態宣言は2021/1/31まで延長

10/15 感染の再拡大をうけ飲食業の営業時間制限

【欧米グループ】
感染状況の推移と感染対策・対応の経緯（イタリア）



「アジア太平洋地域グループ」「欧米グループ」 特徴分析のイメージ

「災害抵抗力」 「災害回復力」

・迅速な感染症対策(検疫・移動制限等)
・状況・段階に応じた感染対策の遂行
・現金給付 等
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・業界の指針にもとづく衛生対策
・業界支援キャンペーンの実施 等

・感染症対策の法的整備
・医療体制の充実
・ワクチン開発の準備体制 等
ーーーーーーーーーーーーーーー
・衛生対策ガイドラインの整備
・防災ネットワークの構築 等

国名 災害
△△△

抵抗力
▲▲▲ □□□

災害
◇◇◇

回復力
■■■ ◆◆◆

感染症対策 ーー 〇 ◎ ◎ 〇 ◎ 〇

観光関連政策 ーー ◎ 〇 ◎

観光業界の対応 ーー 〇 ◎

図出典：京大・NTTリジリエンス共同研究グループ(2012)



担当者

OTA

主な取り組み内容
1.宿泊施設の衛生向上の
支援
2.宿泊施設の情報提供機
能の強化
3.コロナ感染症を理由と
するキャンセル料問題へ
の対応
４．その他OTAに特徴的
な内容も加える？
各企業対応についてまと
める

世界的HOTELチェーン

主な取り組み内容
1.宿泊施設の衛生対策に
ついての組織的な対応
2.宿泊施設の衛生対策ガ
イドライン・個別対応策
3.キャンセルポリシーや
ロイヤリティプログラム
への対応
4.その他（雇用対策や地
域コミュニティへの貢献
等）
各企業対応についてまと
める

WTTC

1.声明や発表を時系列に
並べた基礎資料を作成
2.特に重要と思われる発
表や取り組み、企業運営
に影響を与えると思われ
るガイドライン等を抽出

UNWTO

1.声明や発表を時系列に
並べた基礎資料を作成
2.特に重要と思われる発
表や取り組み、企業運
営に影響を与えると思
われるガイドライン等
を抽出

国際企業 国際機関・団体

両者を比較できる枠組みを検討

「国際組織グループ」の作業イメージ

相澤美穂子
（公財日本交通公社）

渡部友一郎
（Airbnb）

◎藤田玲子
（成蹊大学）

王蛍雪
（中部大学）

両者を比較できる枠組みを検討
世界の感染状況と声明等のタイミング



【世界的ホテルチェーン】

１．宿泊施設の衛生対策についての組織的な対応

8

●すべてのホテルチェーンが医療機関や洗浄・衛生製品メーカー等の外部組織と連携
●ACCORとHyattは認証制度を導入

各ホテルチェーンHPを参考に作成



⚫ https://www.unwto.org/
サイトにはCOVID-19のメニューがあり関連声明やニュースに容易にアクセス可能

⚫ 2020年1月31日：武漢での新型コロナウィルス感染症流行が確認されたという
声明を発表（第一報）

⚫ 以降、COVID19関連ニュースは計65回発表（10月29日時点）
そのうち、声明(Statement)としては16回、それ以外はニュースとして発信

⚫ 4月～7月は月平均10回、8月以降は減少（8月:5回、9月:4回、10月:5回）
⚫ 方策やガイドラインなどは4件発表

4月1日 世界観光危機管理委員会による「推奨事項」
5月12日「新型コロナウイルス感染症からの観光回復策」
5月28日「観光再開へ向けたガイドライン」
6月5日「責任ある観光の回復」（One Planet Vision）

【UNWTO】
Website を通じたCOVID-19に関する声明やニュース発表の傾向

Date
Statem
ent/
News

Title
Title in Japanese(Blue; translation UNWTO 駐日事務局
https://unwto-ap.org/）

Summary COVID-19 world situation 

2020.1.31 S
UNWTO Statement on the Novel 
Coronavirus Outbreak 新型コロナウィルス発生に関する声明文

観光の責任としてWHOとの連携の必要性と、観光が
Vulnerable(影響受けやすい)がresilient(復元力があ
る）であることを強調。

1月中国武漢の大流行

2020.2.26 S

A Joint Statement on Tourism and 
COVID-19 - UNWTO and WHO Call 
for Responsibility and Coordination

観光と COVID-19 に関するWHO共同声明」を
発出

国際協力の重要性を述べつつ、リスク評価に基づき
対応すべきで必要以上の制限はする必要ないと指
摘

2月3日ダイヤモンドプリンセ
ス帰港

2020.2.28 S

Statement on the Containment of 
Coronavirus COVID-19 新型コロナウィルス COVID-19封じ込めに関

する声明

観光セクターは人々の健康を第一に考える必要が
ある一方で、持続可能(sustainable development)な
成長のけん引力であり、多数の人の生活の糧であ
る事を指摘。今後の復興を手助けする体制を取って
いる。

2020.3.6 N

COVID-19: UNWTO Calls on 
Tourism to be Part of Recovery 
Plans

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）：
UNWTOは復興計画に観光を位置づけること
を呼びかけた

観光は横断的な経済活動であり持続可能な開発
2030 アジェンダにおける必要不可欠な要素であり今
後の復興局面に重要な役割を果たす。

https://www.unwto.org/


歴史的アプローチの分析視点

・感染症対策の法的整備

・医療体制の充実

・ワクチン開発の準備体制

・研究者養成

・清潔な環境維持

・社会体制の安定と経済的体力

感染予防への「備え」＝「抵抗力」

・Infordemic(誤情報の拡散)と社会的弱者のスケープ
ゴート化
虐殺・魔女狩り、流言蜚語、誹謗中傷、いじめ…

・消費の促進と抑制
買占め、マスク・パニック
観光行動の自粛・遠慮

・観光行動タイプによる回復速度の相違

・迅速な感染症対策の始動

・ワクチンの迅速な開発

・状況に応じた感染対策の遂行

・国際協力体制

・適切な情報リスクマネジメント←不安状況下での心理・行動の理解

・政府のリーダーシップと住民の協力←協力意識の醸成

感染収束に向けた「回復力」

・ペストの塔(プラハ、ウィーン、ブダペスト他)
・サンタ・マリア・デッラ・サルーテ(健康の聖母)教会、
レデントーレ(救世主)教会(ヴェネツィア)

・トレヴィの泉(ローマ)
・東大寺・大仏、国分寺、八坂神社、今宮神社(京都)等
・祇園祭、両国(隅田川)花火等/護符・お守り・御朱印/郷土玩具等

「協力意識の醸成」「民心の安定」につながる
感染症に関連する建造物・行事等

台湾の例：SARSの感染症経験の教訓 教訓を活かせているか

2019年12月31日の動き
・「ヒト・ヒト感染」の危険性をWHO
に注意喚起

・武漢からの旅客全員への検疫実施
・国民に注意喚起のニュースリリース

情報戦略

ITの活用

政府の実行力
初動の早さ政府と住民のSARSに対する集合的記憶

人材育成、違反時の罰則、医療物資
の確保等、関連する法整備

WHOに依存しない迅速・周到な
防疫体制の整備

不安状況下での心理・行動の理解


