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Today’s presentation  

 今日のプレゼンテーション 

1. About UNWTO 

2. 20 years of Silk Road Tourism 

3. Progress on the Silk Road 

4. How to get involved 

1. UNWTOとは 

2. シルクロード ツーリズムの20年間 

3. シルクロードの歩み 

4. 参加するには  



• Membership: 156 Member States, 6 Associate 
Members, 400+ Affiliate Members from 80 countries  

• Global platform for tourism policy issues & practical 
source of tourism know-how 

• Mission: Promote tourism as a driver of economic 
growth, inclusive development and environmental 
sustainability 

 

• 加盟: 1５６ヵ国と６のアソシエイトメンバー,  80ヵ国から400以
上の賛助会員 

• 観光政策や実用的なツーリズムのノウハウのための国際的
なフォーラムの場である。 

• ミッション: 環境に優しい持続可能な開発及び経済成長のため
にツーリズムを促進する 

About UNWTO / UNWTOとは 

  



19 countries called for: ‘…A peaceful and fruitful rebirth of 

these legendary routes as one of the world’s richest cultural 

tourism destinations…’ 

1994 Samarkand Declaration on Silk Road Tourism 

1994年シルクロード ツーリズム サマルカンド宣言 

19 ヵ国が世界で最も恵まれた文化的デスティネーションの１つとして 
平和で実りある再編をしようと呼びかけた。 



• Outstanding and unique cultural and natural heritage 

• One of the world’s most discussed travel routes online 

• Improved connectivity via rail links & air routes 

• Significantly improved business climate 

• Increasing political importance globally 

 
• 優れた独自性のある文化的・自然的遺産 

• オンライン上で世界で最も議論されているトラベルルートの一つ 
 

The Potential of the Silk Road 

シルクロードの潜在能力 

• 改善された接続による鉄道網と航
路 

• 目覚ましく改善された経済環境 

• 増加しつつある世界的な政治上の
重要性 

 



Fostering development on the Silk Road in 3 areas:  

• Marketing & promotion 
• Destination management & capacity building 
• Travel facilitation 
 

Key stakeholders: 

• 31 Member States, Affiliate Members,  
 UNESCO, & private sector  

 
シルクロード上の発展をサポートする３つの分野 

• マーケティングとプロモーション 
•  デスティネーション管理と受入れ能力 
 の構築 
• 旅行の円滑化 
 
 

キー ステークホルダー 

• 加盟国31か国、ＵＮＷＴＯ、賛助会員、 
ＵＮＥＳCO, 及び民間部門 

Silk Road Action Plan 2014/2015  

 シルクロードアクションプラン 2014・2015年 



• Stronger engagement and commitment from Member States 

• Increased brand awareness at major tourism fairs 

• Improvements to visa policies  

• Transnational route development 
 

• 加盟国によるより積極的な参加及び誓い 

• 主要な旅博における知名度の向上 

• ビザ政策の改善 

• 国境を越えたルート開発 

 

 

Progress 2010-2014 

２０１０～２０１４年の歩み 



Facilitating travel on the Silk Road 

シルクロードにおける旅行の円滑化 

• KAZAKHSTAN new visa free regime for 10 countries including 

Japan (15 days) 

• RUSSIA visa free entry to tourists travelling on cruise ships to St 

Petersburg for up to 72 hours 

• GEORGIA no visa policy for over 100 countries 

• EGYPT visa on arrival for almost all countries 

• TURKEY & AZERBAIJAN evisa in place 

 

• カザフスタン：日本を含む10か国（15日間）に対する新たなビザなし制度 

• ロシア：クルーズ船によるサンクトペテルブルグへの72時間以内の旅行
に対するビザなし入国 

• グルジア：100ヶ国以上を超えるビザなし政策 

• エジプト：殆どの国に対する到着時ビザの発行 

• トルコ及びアゼルバイジャン：インターネットによるビザ(evisa)の実施 

 



UNESCO Silk Road Heritage Corridors  
10 years, 15 State Parties, 52 Corridors identified 

 Chang'an-Tianshan Corridor (China, Kazakhstan &  

Kyrgyzstan) inscribed June 2014 

 Amu Darya Corridor (Uzbekistan & Taijikistan) planned for inscription 2015 
 

ユネスコ シルクロード遺産 コリドー 

10年間で15か国参加、52のコリドーが確認された 

 長安ー天山山脈 コリドー（中国、カザフスタン、キルギスタン） 
   2014年6月に登録 

 アムダリヤ川 コリドー（ウズベキスタン、タジキスタン） 
       2015年に登録予定 
 

Venetian Routes – Vero Tour Project 

Building maritime routes from Italy to Turkey (www.verotour.eu) 
 

ベニスルート ー ベロ ツアー プロジェクト 

イタリアからトルコまでを結ぶ海洋ルートを構築  (www.vertour.eu) 

 

Major route development projects  
主要なルート開発プロジェクト 



• Promote the Silk Road in marketing and campaigns 

• Support national and international route development 

• Join our events: World Tourism Day, Silk Road events at WTM, 

ITB, 7th UNWTO International Meeting on Silk Road Tourism…  

• Boost your CSR by supporting the Silk Road  

• Lobby for travel facilitation 

 

• マーケティング及びキャンペーにおけるシルクロードの促進 

• 国及び国を超えたルートの開発のサポート 

• 世界観光の日、ＷＴＭ、ＩＴＢにおけるシルクロード関係のイベント、 

第7回シルクロードツーリズムの国際会議に是非参加してください 

• シルクロード ツーリズムの支援を通し、企業の社会的責任を高める 

• 旅行円滑化へ働きかけを！ 

 

 

How to get involved                       
参加するには 



Web: silkroad.unwto.org Email: silkroad@unwto.org 

Thank you! 

ありがとうございました！ 


