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其の六十七

いわい し ま

瀬 戸内・石 積み 練り塀 の 祝 島

かみのせ き ちょう

波高い周防灘。その東端に位置する祝島は山口県 上 関 町

の孤島である。周囲約十三キロの島に四百五十人程が住み、

漁業と農業で生活を支えている。この島は古代から海上を

あが

行き交う船の安全を守る神の島として崇められてきたと島

民は語る。島の南側は黒潮に洗われ、巨岩や奇岩が雄大な

スケールの光景を見せて美しい。海岸は岩礁がなく、タイ、

サヨリ、ヒラメ、タコなどの魚類の宝庫でもある。

港から数十メートルも歩けば、石積みの練り塀が眼に飛

び込み、漁家の家並みを一層引き立ててくれる。私は日本

しっくい

列島の街並みを取材し続けているが、石と漆喰が練り合わ

された造形美に目を奪われてしまった。冬季の強い季節風

を防ぐためばかりか、防火、防潮の役割を果たすのだとい

う。未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選に入って

いるが、さらに伝統的建造物群保存地区に指定されるよう、

樋口健二 ）

上関町教育委員長の橋部好明さんは「これから文化財とし

ても貴重ですから申請を出したい」と語る。

（ 写真・文

14/07/02 18:32
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巻 頭 言

る︒時々︑趣味の延長線上で山小屋の管理を引き受けている

のガイドが一泊二日程度の行程で山の見どころを案内してくれ

﹁にっぽん百名山﹂というテレビ番組︵ＮＨＫ︶がある︒地元

わると言われている︒ということは︑観光ビジネスモデルも変

変わってきた︒さらに︑百年で上場企業のほとんどが入れ替

近でもインターネット普及の前と後では観光ビジネスモデルは

在している︒

︵ねもと としのり︶

〝 美しき日本 〟にも遺贈価値の高い観光資源がたくさん存

それら観光資源はさらなる価値が付加されてより輝きを増す︒

て桜の古木を残そうとする樹木医の美意識を知ることにより︑

げられる生物食物連鎖の不思議︑弘前城で見栄えを犠牲にし

しているという︒また︑オホーツク海沿岸の流氷の下で繰り広

ば︑交通が不便な南米ギアナ高地には新種の生物が多数生息

カニズムや文化の由来を持つ資源が含まれるであろう︒例え

づけない資源︑将来解明されたら興味深いであろう自然のメ

遺贈価値の高い観光資源としては︑現在は交通が不便で近

する︒

利用価値だけで環境を評価することが過小評価になると警告

られるであろう満足感を指す︒環境経済学は現代世代の直接

る楽しみを指し︑遺贈価値とは将来の世代が直接利用して得

者の直接利用をテレビ番組︑写真集などで間接的に追体験す

接利用価値﹂
﹁遺贈価値﹂が参考になる︒間接利用価値とは他

観光資源を捉え直す上で︑
環境経済学で提唱されている﹁間

めてしまうことには問題がありそうである︒

化していく中で︑現在の観光業の都合で観光資源の価値を決

して喜んでいる︒本格的な山歩きが難しくなった私も︑番組
を見て自然が豊かな日本を誇りに思うことができる︒
﹁にっぽ
ん百名山﹂という番組自体は︑どの程度の観光客が見込めるか︑
といったビジネスには無関心である︒
観光学で︑
﹁観光資源﹂とは開発され観光業の商品となるこ
とが期待されるものとの解釈がある︒同定義に従えば︑観光
客に評価されなければ観光資源として価値はないことになる︒
この捉え方は︑入込客数の減ってきた観光地で観光業に携わ
る方の思いに近いかもしれない︒余裕のある観光地なら︑持
続可能な観光を唱え将来の観光客にも評価してもらえるよう
に︑観光資源の保全に配慮するかもしれない︒しかし︑この
場合も観光ビジネスモデルの変化は想定されておらず︑観光
地は将来にわたって同じやり方で観光業を営めることに関心
がある︒
人は地球に少なくともあと数千年は存在し続けるはずだが︑
将来の世代も観光のような行動はとるであろうし︑現在の観
光業のような観光支援サービス業も存在するはずである︒た
だ︑余暇の過ごし方︑利用可能な交通・情報通信手段などが
違うので︑観光ビジネスモデルは今とは違うはずである︒直

一橋大学大学院商学研究科教授
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巻頭言
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敏則
根本

山好きも登場する︒彼らは日本の山の美しさを自分のことと

後世に残したい美しき日本

観光資源評価研究
「美しき日本 旅の風光」
特集

「日本における観光資源の評価に関する研究」成果の一部を、

写真集「美しき日本 旅の風光」としてとりまとめ、五月に出版しました。

今回の特集では、写真集の発刊を機にあらためて観光資源評価の枠組みや

日本の美しさの根源などについて、それぞれの分野の

研究者および当財団研究員の論考から考察します。

調査研究専門機関50周年記念事業

「美しき日本―旅の風光」発刊にあたって
本書は、公益財団法人日本交通公社が長年取り組んでまいりました「日本における観光資源の評価に関する研究」の
成果を、調査研究専門機関として50周年を迎えたのにあたり、写真集「美しき日本 旅の風光」
としてとりまとめたものです。
1999年に当財団から「美しき日本｜いちどは訪れたい日本の観光資源」を発刊いたしましたが、この趣旨を継承しつつも、
本書では、この間の観光動向及び観光行動の変化に合わせ、評価のあり方を再検証し、抜本的に改訂いたしました。
現在、
日本は観光立国を目指し、また2020年の東京オリンピックに向け、多くの外国人観光客を迎え入れようとしており
ます。こうした時期にあって、本書では「美しき日本とは」
「日本の魅力の原点とは」といった、観光を考える上での根源的な
問いかけに今一度立ち返り、全国の数多くの観光資源を丹念に再評価し、再選定いたしました。
読者の皆様が、本書を通じ、日本の魅力を語り合い、時には外国の方にご紹介いただき、
さらには新たな魅力を再発
見・再発掘することによって、より豊かな「観光文化」を醸成いただく契機となれば幸いです。
（後略）
2014年5月 公益財団法人日本交通公社 会長 志賀典人
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観光資源、観光地の
魅力評価の系譜
︱︱ 誰が評価してきたのか

へんぼう

八郎潟が干拓されて農地に変貌して

しまった。当時、八郎潟は、農業資

源が観光資源よりも価値があったか

らである。

東京電力にとって尾瀬ヶ原は水力

発電に絶好の地で、ここにダムをつ

くる計画が戦前から存在していた。

しかし、地元の人々や植物学者など

この風景を貴重とする多くの人たち

の反対で、計画は実現されず、近年

ようやく、その計画は破棄されたの
である。

自然の一部が人間によって切り取

風景の見方
接し感動して、素晴らしい風景だと

られ、それが素 晴 らしい風 景 と言

農村風景とか河川のように広範囲の

いう。その風景に多くの人が共感す

当初、自然は何に利用されるか分

ものは、普通の人にはどこが優れて

われるには、湖とか山のように、資

からない資源であって、湖であれば

いるか捉えにくい。北海道美瑛町の

ると、自然の一部が観光対象資源に

私なら全て観光資源と考えるが、他

農村・農業景観（写真１）に今では

源の範囲が明確なものは、その対象

の人には湖は飲料水としての上水資

多くの人々が魅入っているが、それ

なり、その風景を見るために、人は

源、あるいは人によっては魚介類を

は写真家前田真三の眼で美瑛の風景

への感動の度合いを評価しやすいが、

取る漁業資源になったりする。日本

を切り取って、風景写真として世に

び えい

でコメの増産が必要だった時代、日

紹介してから注目を浴び、彼の価値

わざわざ出かけていくのである。

自然は何も言わない。人が自然に

風景は人間がつくる

溝尾 良隆

1
本第二位の大きさの湖だった秋田県

14/07/02 18:35
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特集◉ 観光資源評価研究 「美しき日本 旅の風光」
特集 1 観光資源、観光地の魅力評価の系譜 —— 誰が評価してきたのか

3

帝京大学経済学部教授

写真1 美しいと捉える価値観から切り取られた美瑛町の農業景観（筆者撮影）

約四十五軒も集まる観光地となった

美瑛は、今ではペンションや民宿が

れまで観光客がほとんどいなかった

観に人々が共感したからである。そ

彼らとて、ロシア文学からの影響を

変化を観察した著書が評価されたが、

住み、武蔵野の自然の時間的季節的

国木田独歩や徳冨蘆花は武蔵野に

雪が場合によっては害と見るのに対

雪のように、積雪地域では身近な

により変化してきている。

見方が異なっていたし、それが時代

ーロッパでも、日本でも、中国でも、

による明石・須磨・宇治などが思い

る「歌枕」の地、小説では源氏物語

所、古 今 集・新 古 今 集に代 表され

た古事記と日本書紀に登場する場

れわたるわけで、国家的事業であっ

万葉集は古今集よりも早く編ま

受け、何の変哲もないような自然に

や沖縄の人々、あるいは東南アジア

れ、古今集の歌人たちには影響を与

（筆者は一九六九年七月、バスでここ

の人たちにとっては、雪を見るのが

えたが、古今集・新古今集の陰に隠

浮かぶ、人気の地であった。

普遍的な評価の難しさ

憧れの観光資源である、といったよ

れ、その存在が再評価されたのは江

し、普段雪に接する機会がない九州

自 然 資 源、 人 文 資 源 を 問 わ ず、

うに、同じ雪を見ても両者の見方は

戸時代中期で、国民に広く知れわた

対し、その見方を学んだのである。

全てが観光対象となるが、そこには

異なる。

るようになったのは、明治時代に正

を通過するとき「ジャガイモ畑、麦

ら 存 在したにもかかわらず、カヌ

それぞれに優劣の度合いがある。観

事ほどさように、観 光 資源を評

岡子規が世にその素晴らしさを伝え

畑が丘の斜面にみごとなスロープを

ーイストの野 田 知 佑 が「 日 本一の

光対象 資源の嗜好には個人差があ

価し、その評価を万人が納得するの

てからである。

ともすけ

同じく高知県四万十川は昔か

描く」と記録している）
。

清流の川」というレッテルを貼り、

り、特に人文資源にその差は大きく

は難しい。

し こう

一九八三年にＮＨＫが四万十川を取
なる。

建造物、庭園などの人文資源は、

な どころ

「歌枕」とは、多くの歌人たちに

り上げ、
「日本最後の清流」と放送
してから、観光対象となっていった。

よって和歌に詠まれてきた名所で、

四十三、それに続いて陸奥（みちの

人間が精魂を込めて芸術作品に仕
つようにできている。しかし、優れ

それでは、日本 を中 心に奈 良 時

く）にも四十二とほぼ大和と同じ数

日本交通公社の『交通公社の新日本
年には、四万十川の文字はどこにも

ているとレッテルを貼られても、芸

代から現代まで、誰が何を評価して、

になっている。

『能因歌枕』によれば、国別の歌枕

見当たらないが、一九九〇年になる

術家の作品を一般の人が理解するの

それを人々がどのように受け入れて

上げたものであるから、人の心を打

と、横書きのガイドブックに特別に

には時間がかかる。当然、作品には

いったのかを概観する。

ガイド』を見ると、初版の一九七四

別枠の縦書きにし、十二字×二十七

巧拙があるため、人に与える感動の

奈良時代 ～ 室町時代

れていったのである。歌枕ではサク

島などに憧れを抱いて、歌に採り入

行くことは少なかったが、塩釜・松

陸奥は京の貴人たちは、実際には

の場所数は、山城に八十六、大和に

行で紹介している（筆者は単なる川

度合いに強弱が生じる。

観光対象資源の
評価の系譜

好きで、一九六二年に土佐中村から

奈良時代から室町時代までは残

ラは吉野、モミジは龍田という場所

しか も、庭 園に 見 るよ う に、フ
ランス、中国、日本と国によってそ

された文字を読むということから、

の決めつけがされていたのである。

江川崎までバスで四万十川をさかの
ぼっていった）
。専門的な立場から、

の作り方が違うし、その国の人々の

上流階級の人々の間で憧れの地が知

たつ た

前田・野田の両者が、風景の見方を

嗜好が異なる。山岳に対しても、ヨ

14/07/02 18:35
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一般人に教えたのである。

4

旅人は寺社への参詣が旅の主目的
備され、参勤交代制度が実施される

州 街 道、中山道、甲 州 街 道）が整

いった。後、海内三景、三勝景と言

に発表したときは「三処の奇観」と

久住山 姥ヶ岳
恵那岳 御嶽
戸隠山 地蔵岳
御駒ヶ岳

であった。熊野詣では平安時代前期

阿蘇山
高峯＊＊
妙高山
幸田山

われたりしながら、五十年後に「日

彦山
海門岳
伊吹山
筑波山

と、日本の主要道路の往来がにぎや

駒ヶ岳＊ 鳥海山
岩鷲山

の 九〇 七 年 に 宇 多 上 皇に 始 ま る と

雲仙岳
岩城山

本三景」に定着した。三景は、島ま

霧島山
月山

かになってきた。

ち かぜ

4

されるが、本格化されるのは平安時
の目 的で旅 をする。それに合わせ

み

坊の津の海辺 天の橋立

たは半島の水景を主とし、寺社を配

野行幸を行った白河上皇からである。
て、旅に関する情 報も庶民に届く

一六九〇年に俳人・大淀三千風が「本

明治時代 ～ 現代

松島

3 松島の８、
９目下

庶民の間でも、湯 治や寺 社 参 詣

その後、鎌倉時代にかけて、鳥羽上
ようになった。葛飾北斎の「東海道

朝十二景」を選んでいる。江戸時代

た近江八景が江戸時代に定着し、そ

明 治 時 代になると、日本国 内を

2 ４、
５目下

立山

代後期、一〇九〇年から十二回の熊

皇が二十一回、後白河上皇が三十三
五十三次」
、安藤広重の「名所江戸

後半となると、これまでの「歌枕」

晁の
『日本名山図会』
である。古川は、

しょうけ ん

芭蕉の没後六十年くらい経ってから

日本の観光資源・観光地を五段階に

こ

芭蕉の一連の紀行文も読まれるよう

分けて評価し（表１）
、橘も名山を

れに合わせて全国各地に八景が誕生

自由に往来できるようになり、出版

和歌浦、
厳島、
象潟、
住吉浦、
桜島、
佐賀の関、
肥後玉島川、
虹ヶ浜の風景、
門司ガ関、
柳ガ関、
赤間関、
鳥海山、
月山、
岩城山の雪景、
雲州三保ガ関、
弓の浜の海上、
二見浦、
鞆の津より伊予路の詠め、
琵琶湖の浦うら、
淀、
浜川の浦、
八幡、
山崎、
伏見の詠めより、
長柄・難波津の景色

白山

3

した風景になっている。

回、後鳥羽上皇が二十八回も熊野詣

百景」や「東海道五十三次」が、名

のように想像上の地域でなくて、実

現 在 あ ま り 知 ら れ てい な い が、

でを行っている。

所の人気を高めるのに寄与している。
今では紀行文の代表である芭蕉の

対象地を評価するようになってきた。

鎌倉と京を結ぶ東海道の往来が盛

になり、以降、俳句の道を志す人た

五段階に分けている（表２）
。谷は、

することになった。今日までよく知

物や新聞、ラジオ、戦後にはテレビ

箱崎の海面・海の中道 須磨浦・明石より淡路島眺望

5 人びと好む所
勝劣を論ずべからず

2

1 日本第一

一二二一年承久の乱で、後鳥羽上
皇の倒幕が失敗してから熊野は武士

「おくのほそ道」は、当時、紀行文の

それが、地理学者・古川古松軒の『西

んになるにつれ、著された数々の書

ちは、
「おくのほそ道」を読み、芭蕉

日本の名山九十座を選んでいる。

ぶん

物の中で、人気の高かった『伊勢物

の跡をたどるようになったのである。

ちょう

なんけい

際にその地を訪れて、旅（旅行）の

の参 詣地となり、室町時 代には庶

位置づけが低く、芭蕉も紀 行文は

ら ぐう

遊雑記』
『東遊雑記』であり、医師・

ひ

民の参詣も盛んになった。伊勢神宮、

趣味の世界で出版する気はなかった

橘南谿の『東西遊記』
、画家・谷文

と

金刀比羅宮、善光寺への参拝も、鎌

ほどである。俳諧の確立を目指した

こ

倉時代には庶民に浸透していった。

語』を踏襲しつつ、富士山を見た喜

一五〇〇年、室町時代に選定され

鎌倉に武家政権が確立してから、

びを含めて東海道の名所の地が繰り

江戸時代 ― 旅行の隆盛と観光地

られている「日本三景」は、儒学者・

と、情報手段が発達すると、観光資

返し記述された。

選定

林羅山の息子、林春斎が一六四三年

なが

4 先ばかり劣らんか
富士山
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五街 道（ 東 海 道、日 光 街 道、奥

注：橘南谿『東西遊記１』平凡社197pより著者作成

注1：彼は、
「山で富士に越ゆるものなく、景においては松島にまさるものなし」
という
注2：古川古松軒『東遊雑記』東洋文庫27（平凡社）245pより著者作成。
すべてに国名がついているが、
わかりにくい地名のみに付記する

大山、妙義山は未だ見ず 桜島山は景色無双なる
＊信濃 ＊＊石鎚山

富士山・田子浦及び清見ガ関・三保ガ崎
1

5

表1 古川古松軒の評価（1788年）
表2 橘南谿が選ぶ日本の名山（1795年）

る投票、専門機関あるいは専門家を

源の評価は、特定個人、全国民によ
り替えて、山岳のような規模の大き

信仰対象から登山対象に山岳を切

が最後である。このときに全国一位

一九五〇年の「新日本観光地百選」

年）に基づいて、国宝、重要文化財、

後に、国が文化財保護法（一九五〇

った資源を選出するようになる。戦

ンド（ゴーランド）らの外国人によ

ェストンやイギリス人技師のガウラ

この時期、イギリス人宣教師のウ

瀬渓流が世に知れわたるのであった。

紀 行文で紹 介され、層雲峡や奥入

海道が、大町桂月ら作家たちによる

の地であった東北地方や、未知の北

成する。そのお陰で、これまで歌枕

正十一年）に鉄道の全国網はほぼ完

チで鉄道を建設し、一九二二年（大

定められている日本人の風景観を改

個人の一部の趣味に片寄った鑑賞で

の新時代にふさわしく、これまでの

別格で選定の対象にしない」
「昭和

け」という条件を出し、
「富士山は

このとき、わざわざ「日本三景は除

るという過熱ぶりであった。しかし

る投票枚数は九千七百万枚を超え

本八景 」選 出である。はがきによ

規模だったのは、一九二七年の「日

国民の投票による選出で最も大

2 白神山地

青森県・秋田県

1993年12月

2005年7月
3 知床

北海道

4 小笠原諸島

東京都

2011年6月

1 法隆寺地域の仏教建造物

奈良県

1993年12月

兵庫県

1993年12月

京都府・滋賀県

1994年12月

4 白川郷・五箇山の合掌造り集落

岐阜県・富山県

1995年12月

5 原爆ドーム

広島県

1996年12月

6 厳島神社

広島県

1996年12月

7 古都奈良の文化財

奈良県

1998年12月

8 日光の社寺

栃木県

1999年12月

9 琉球王国のグスク及び関連遺産群

沖縄県

2000年12月

10 紀伊山地の霊場と参詣道

三重県・奈良県・和歌山県

2004年7月

11 石見銀山遺跡とその文化的景観

島根県

2007年6月

12 平泉–仏国土（浄土）
を表す建築・庭園
岩手県
及び考古学的遺跡群

2011年6月

13 富士山–信仰の対象と芸術の源泉

静岡県・山梨県

2013年6月

14 富岡製糸場と絹産業遺産群

群馬県

2014年6月

国宝などの選定基準にあいまいさが

同種のものは戦前にもあったが、

定した。

になった蔵王山が脚光を浴び、観光
一九三四年からの国立公園の選定

い観光資源こそ、日本が誇るものだ
林春 斎、志賀重昂のような特 定

に見るように、専門 家を集めて審

集めた委員会で行われた。さらには

個人の評 価が、国民に影 響を及ぼ

議して全国の中から、その基準に合

天然記 念物、名 勝、史跡などを選

すのは難しくなっていくが、戦後、

地の仲間入りをしていくのである。

明 治 時 代、関 所が廃 止され、大
一九六四年に作家で登山家の深田久

と力説した。

井川など河川に橋が架けられ、人の
弥が選んだ「日本百名山」は今日で

評価が世界的な規模でなされ、日本

往来が自由になった。一八七二年
（明

も、多くの人の登山選定のバイブル

る山岳記録から影響を受けた地理

める」という名目であった。日本三

しげたか

こうした国民投票は、戦後もたび

1993年12月

の観光資源の評価に影響するように

治五年）に、わが国に初めて鉄道が
になっている。

学者・志賀重昂が、一八九四年（明

景は、新しい昭和の時代にはふさわ

ではこれまで人気の高かった、温和

たび行われたが、影響があったのは

鹿児島県

なってきている。

登場してから、国鉄、民鉄が急ピッ

治二十七年）に著した『日本風景論』

しくないというのである。

けいげつ

の与えた衝撃は大きかった。この書
な優しい日本三景的な景観を否定し、

資料：環境省・文化庁ホームページを基に公益財団法人日本交通公社にて作成

登録年月
所在地
登録名称
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2 姫路城

3 古都京都の文化財

文化遺産

1 屋久島

自然遺産

2014年6月現在

表3 日本の世界遺産

6

（一九七五年制度発足）も同様である。

みなどの伝統的建造物群保存地区

資源が観光対象となっていく。町並

旅 行 者が訪れることになり、保 護

たことで権威づけとなり、その地を

護 することであるが、国が選 定し

る。選 定の目的は貴 重な資源を保

あり、戦後に見直しを図ったのであ

れたりするなど、国民の関心は高く

間資格、二〇〇六年開始）が実施さ

設されたり、世界遺産検定試験（民

は、世界遺産を学ぶ大学の学科が新

いう遅い批准国であったが、その後

経った一九九二年、百二十六番目と

産条約）採択後、わが国は二十年も

然遺産の保護に関する条約（世界遺

一九七二年の世界の文化遺産及び自

を客観的に評価する手法を考察し

筆 者はどのようにして観 光 資源

評価の確立が望まれていた。

定するためにも、観光資源の客観的

にも、あるいは旅行者の誘致力を測

光対象となる資源を保護するため

観光資源はどうなるのか。優れた観

ことができるのか。それでは、他の

もよくて、尾瀬ヶ原は駄目だという

とを結論付けた。

度、接近性の三要因で評価できるこ

湖の評価には、周囲の景観、透明

ある。

れば、ｙが求められるというもので

ていく。重みが分かり、要因が分か

を考え、各要因の重みａとで計算し

インタビューして作成し、ｘの要因

筆者が専門家と言われる人十五名に

た。ｙにあたる外的基準については、

化すると、次のような式を想定する。

誤解を招くかもしれないが、単純

たか。

海 外 旅 行の商品では、世界 遺産
響するほどである。二〇一四年現在、

景観を壊してしまっているのである。

ってしまい、せっかくの対象資源の

設から見ると、その施設が前景に入

景の対象が美しく見えても、他の施

めている例が多い。その施設から風

象に接近しすぎて本来の評価を低

施設が利益優先のあまりに、観光対

い、逆に観光関連の宿泊施設や飲食

により近くでよく見せようと競い合

見せるのが大切であるのに、来訪者

観光対象となる資源をよりよく

観光対象資源をよりよく見せる

なっている。

世界基準による日本の
観光資源評価

ると、外国の機関が 日本の資源を

日本には自然遺産が四カ所、今年六

が何カ所含まれているかが集客に影

評価したり、世界規模の評価の中に

月に「富岡製糸場と絹産業遺産群」

情報が世界中に伝わるようにな

日本の資源が選定されたりするよう

が新たに登録されて、文 化 遺 産が

評価を客観化する手法を求めて

客観的評価への
取り組みと
風景の見方・見せ方

十四カ所存在する（表３）
。

になってくる。
ミシュランは、ホテルやレストラ
ン、観光地の選定とランク付けを、
自国のフランスから始め、ヨーロッ
パ各国に広げ、二〇〇五年にニュー
ヨークへ、二〇〇七年に東京を評価
対象地域に選んだ。同時に観光地の
評価も行われ、高尾山が三ツ星にな

世の人は「あそこは俗化した」とか

観光対象周辺に施設が乱立すると、
専門家が評価したように、いくつ

「観光化しすぎた」といって、本来の

筆 者はかつて観 光 資源評 価の客
観化に取り組んだ。風景の見方、評

かの要因から観光資源が評価できな

り、日本人だけでなく外国人が訪れ

価は主観によるものだといつまでも

いかというのが、筆者の研究であっ

る地にもなっている。
さらに強い権威付けとなったのが、

言っていると、なぜ八郎潟は潰して

価値への評価よりも低くめてしまう。
ユネスコが登録する世界遺産である。
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y＝b+a₁x₁+・
・
・
・
・+aｎxｎ
yは、専門家が評価した外的基準である。
xnはyを評価するいくつかの要因で、anは
各要因の重みである。bは定数項である。

の境界になっているために、県間の

湖にしても、自然資源が都 道府県

たのもそうした例である。

理だったので、文化遺産に切り替え

富士山が自然遺産の登録では無

船の遊覧で松島を観賞している。船

とんどは、塩釜港から松島海岸まで

同じように、松島を訪れる人のほ

以外にない。

いるかは、地元で旅行者に知らせる

に見せるか、どの眺望地点が優れて

景が味わえるが、どこからどのよう

れて、渓谷は、下流部から上流部に

筆 者が 鳴 子 峡 と奥 入 瀬 渓 流 を訪

見たといっても評価は異なるだろう。

した旅行者とは、同じ松島の風景を

られている三カ所からの松島を俯瞰

観、現在さらに好展望地として挙げ

上の旅行者と、江戸時代からの四大

眼前に川はなく、川の方が低くなり、

れに押されるようでせわしくなるし、

見える。上流部から歩くと、川の流

中心とした周辺の渓谷の風景がよく

流れが目線と同じ高さになり、川を

た。上流部に向かって歩くと、川の

向かって歩くのがよいことがわかっ

富士山にしても、蔵王山、十和田

競争になって、乱開発が生じている。
それらの地域は国立公園、国定公園
になっているので、国が一体的、総
合的な整備や開発をするのが合理的
であろう。
さらに、どの地点で観光資源を見
せるかという、見せ方の問題も重要
である。滝であれば、落差の高さ一・
五～二倍の距離を滝からとり、滝の
中央よりやや下部に観瀑 台がある
といいと言われる。滝つぼでは水量
のすごさは感じても、滝の全体像が
分からない。滝の上流部を見せてし
まうと幻滅を感じさせることがある。
もっとも、ナイアガラの滝やイグア
スの滝のように、ものすごい水量で

はっ か

お はな べ

落下するのは、上流から見ても迫力
がある。
十和田湖には、発 荷 峠や御 鼻部

め

し
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山 な ど十 和 田 湖 を 見 る 眺 望 地 点 が
数カ所ある。それぞれに特色ある風

写真2  御神体「那智の滝」と夏・年末の2回張り替えられる注連縄/JTB Photo

8

見下ろさないと駄目になる。渓谷を

滝そのものが御神体であると分かれ

ビル群に圧迫されて庭園に広がりが

は、利用者からの多くの評価が集ま

刊行してほしい。ミシュランの評価

信頼されているのである。観光資源

感じられなくなっていることである。
自然が開発されたり、背後にビルな

のミシュラン版を確立してほしい。

ば、那智の滝の奥深さが理解できよ
同じように、巨 岩は自然 資 源で

どの人工物が入りこんだりして、庭

これまで、日 本の優 れた資 源 を

こうした見せ方にしているかどうか

あるが、巨岩が神の磐座になってい

園本来の価値が減じてしまっている

り、再審査も考慮に入れているから

自然資源と人文資源との関係
るところも多く、人文資源的要素を

点である。

京都などでも借景式庭園の背 後の

最後に観光対象 資源の評価の際
加えなければいけない。これまでは、

う（写真２）
。

に留意することを述べたい。山と湖
オーストラリアのエアーズロックと

である。

は一体的に評価するとその度合いは
呼ばれていた巨岩は、アボリジニの

いわくら

高くなる。北海道の駒ヶ岳と大沼は、

聖なる地であることを尊重して元々

赤い岩として、感動する自然資源で

に大きい単一岩が夕陽に照らされた

それは一般人には、世界で二番目

がなぜ入っているか、なぜあの資源

の大筋を紹介したもので、この資源

は、日本全体の優れている観光資源

で発行した『美しき日本 旅の風光』

今回、公益財団法人日本交通公社

入るまでは、立山、白山、御嶽山の

によって構成されたのが庭園である

元々は理想的な自然景観を人間の手

容をいただいて再検討する。それら

以上のものがあれば、写真と評価内

た対象と同等のもの、あるいはそれ

全都道府県から、今回取り上げ

［参考文献］
・溝尾良隆『観光学と景観』（古今書院、二〇一一）

（みぞお よしたか）

べきであろう。

両省庁の位置づけをもっと高くする

化力のある日本を創造するためにも、

ある。日本政府は、美しい日本、文

守ってきたのは、環境省と文化庁で

どちらが欠けても駄目である。富士

観光資源の評価は、特集３の表２

あるが、昔からその地に暮らしてき

が入っていないかと疑問を持つ方も

日本の素晴らしい
観光資源を遺すために

（ ページ）に見るように、普通は自

たアボリジニはウルルと呼び、神聖

のウルルに戻された。

然資源と人文資源とに分けるが、自

な聖地であり岩に登るなんてとても

いらっしゃるであろう。理解を深め

五湖、それぞれの湖の評価でも、富

然資源に人文資源的要素が入ってい

許されるものではない。もしアボリ

るために、当財団としては、なぜこ

士山がなかったら、どれだけの評価

るし、人文資源に自然資源的要素

ジニが評価すれば、人文資源的な評

になるのだろうか。

が入っている点を考慮して評価する

れらの風景が素晴らしいのかという

ように信仰の対象の山、つまり人文

から、庭園には自然資源的な評価が

カルテを作成することが大切である。

価になろう。

資源的な評価をされてきたので、自

必要なのである。庭園の今日的問題

を三年くらいかけて、日本の優れた

庭園は人文資源に入っているが、

のが重要である。
例えば、日本の山岳は、明治期に

然景観とともに宗教対象の山であ

は、東京の諸庭園に見るように、周

風景を解説した最終評価の書籍を

おんたけさん

ることを評価に加える。那智の滝は、

辺が高層ビルに囲まれて、これらの

14/07/02 18:35
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自然資源的評価も優れるが、さらに

溝尾良隆（みぞお よしたか）
帝京大学経済学部地域経済学科教授、学科長。理学博士。公
益財団法人日本交通公社理事。群馬県出身、東京教育大学理学
部地理学専攻卒業。1964年株式会社日本交通公社外人旅行部に
入社、1968年財団法人日本交通公社へ移籍。1989年立教大学社
会学部観光学科教授。観光学部教授、観光学部長、
日本観光研
究学会会長を歴任。

22

﹁観光資源﹂
の評価と観光計画
︱︱ 我々は﹁観光資源評価﹂をどう活用してきたか

る︺の分布であるが、首都圏周辺で

Ａ級資源のみ・従来の評価基準によ

例えば図１は、
全国の観光資源︹特

れを通じて地域の観光ポテンシャル

で言うアナログな作業であるが、そ

ことであった。作成のプロセスは今

まずは「観光資源の分布図」を作る

入社した頃、地域の仕事といえば、

私が新米研究員として当財団に

観的、総合的評価の必要性が指摘さ

を契機として、全国の観光資源の客

査の手法﹂
（当財団自主研究）など

年（昭和四十三年）の﹁観光資源調

価に関する調査研究」は、一九六八

この前提となる「
「観光資源」の評

う感謝の気持ちをずっと抱いてきた。

仕事をさせてもらっている⋮⋮とい

かげで、つまり、
＂過去の蓄積＂で

てくれた「全国観光資源台帳」のお

た。そうした経験から、彼らが残し

記憶している。

ながら納得はしてもらえなかったと

理解してもらうよう努めたが、残念

観光資源評価の体系について説明し、

鳴られたことがあった。懇切丁寧に

ではないのか」と町の観光課長に怒

か、あなた方交通公社は我々の味方

が町の歴史ある○○がなぜＢ級なの

資源評価について説明したとき、
「我

策 定の中間 報告 会で、県 内の観 光

あるとき、某 県の観 光 基本 計画

「全国観光資源台帳」
（当財団）である。

関連調査でどう活用してきたのかは、

そが重要であるということを学んだ。

評価の軸がしっかりしていることこ

梅川 智也

は東京都心や日光周辺、富士山、北

れ、旧建設省道路局からの委託によ

そうした経験から、
諸先輩方の
「観

当財団が直接間接に関与したものだ

理事・観光政策研究部長

アルプス周辺等の観光資源集積が高

る一九七一年度（昭和四十六年度）～

光資源評価」も必ずしも唯一絶対的

けを対象にしても、次のようなタイ

公益財団法人日本交通公社

いということが駆け出しでもよく分

一九七三年度（昭和四十八年度）
の﹁観

なものではなく、評価に対する考え

が理解できた。

かった。そして、観光計画策定の要

光交通資源調査・観光行動調査﹂に

観光地

諦は、
＂当該地域の観光ポテンシャル

観光資源

プに分類できる。

観光ブロック

方は多様であるということ、そして、

観光地域

よって実施された。その評価結果が

＜参考＞観光資源・観光地などのヒエラルキー

の把握にあり＂と諸先輩から教わっ

を、観 光 計画をはじめとする観 光

我々が、これまで観光資源の評価

過去四十年間︑我々は
観光資源評価を
どう活用してきたか

観光資源

14/07/03 9:57
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＜ 観光ブロック

観光地域

北関東

日光・鬼怒川
地域

日光

＜

観光地

◦日光杉並木
◦東照宮
◦華厳の滝
◦中禅寺湖 など

＜

＜例＞

2

出典：財団法人日本交通公社

10

図1 全国の観光資源の分布（特A級資源）＜旧評価基準による＞

オホーツク海

№ 特Ａ級

2
摩周湖
（弟子屈町）

さっぽろ雪まつり（札幌市）1
札幌

奥入瀬（十和田市）
奥入瀬（十和田
43
十和田湖（小坂町他）

白神山地のブナ原生林（深浦町他）
他）5

6 北山崎（田野畑村）

日本海
京都市
19 修学院離宮庭園

仙台

20
21 京都国立博物館
22 桂離宮庭園

尾瀬ヶ原（片品村他）
東照宮（日光市）
7
98
黒部峡谷（富山市
黒部峡谷（
富山市他）
富山市
他）
黒部峡谷（富山市他）
10 日光杉並木街道（日光市他）
15
華厳の滝（日光市）
穂高連峰（松本市
穂高連峰（
松本市他）
松本市
他）14
穂高連峰（松本市他）
東京国立博物館（台東区）

隠岐諸島（隠岐の島町他）
町他）
31
国立民族学博物館（吹田市）
出雲大社（出雲市）30

秋芳洞・秋吉台
（美祢市）
（美祢市
美祢市）
） 34

33
32

姫路城（姫路市）
29 神戸 28大阪京都
26
法隆寺（斑鳩町）

広島

高野山 27
（高野町）

福岡 北九州

35
阿蘇山と外輪山
（阿蘇市
（阿蘇
市他）
（阿蘇市他）

東京
川崎

延暦寺（大津市）
名古屋
18
16 17

12 11 国立歴史民俗博物館（佐倉市）
千葉

13 横浜
富士山（富士宮市他）
皇大神宮(伊勢神宮内宮)（伊勢市）

式年遷宮（伊勢市）

奈良市 23 東大寺二月堂修二会（お水取り）
24 東大寺
25 奈良国立博物館

広島平和記念資料館（広島市）
厳島神社（廿日市市）

太平洋

琉球諸島

西表島 37
（竹富町）

東シナ海
36 屋久島／屋久杉の原始林
（屋久島町他）

これまでの「観光資源の分類と評価」

3.「観光資源」の分類
①自然資源－山岳、高原、原野、湿原、湖沼、渓谷、滝、河川、海岸、岬、島
嶼、岩石・洞窟、動物、植物、
自然現象の15分類

1.「観光資源」の定義
○「観光資源」
・・・
「観光地の魅力を構成する要素の一つ」
定義・・・
『「見る」観光の対象となりうる風景や文化的景観であり、現代
の金や技術では簡単につくることのできない固有性、独自性を持つもの
であり、代替性がきかないもの』
○（参考）全国観光資源調査による「観光資源」の定義
－「利用者がそれを見ることにより、美しさ、珍しさ、偉大さ、深遠さ等を
感じ、
『自己発見』へといざなうもの。
つまり日常生活とは異なった空間
へ行き、
『自らを知る』手がかりを与えるもの。」
2.「観光資源」の要素
①美しさ、
②珍しさ、
③大きさ
（長さ、高さ）、
④古さ、
⑤静けさ、
⑥地方色
→６尺度評価

②人文資源－史跡、社寺、城趾・城郭、庭園・公園、歴史景観、地域景観、
年中行事、歴史的建造物、現代建造物、博物館・美術館の10分類
4.「観光資源」の評価と基準
●特A級－わが国を代表する資源で、世界にも誇示しうるもの。わが国の
イメージ構成の基調となりうるもの
例：富士山、摩周湖、法隆寺、姫路城、祇園祭りなど
●A級－特Ａ級に準じ、
その誘致力は全国的なもの、わが国の人は一生の
うち一度は見る価値のあるもの
例：乗鞍岳、琵琶湖、清水寺、松本城、阿波踊りなど
●B級－地方スケールの誘致力を持ち、地方のイメージ構成の基調となる
もの
例：筑波山、浜名湖、柴又帝釈天、津和野城跡、長崎ペーロンなど

出典：財団法人日本交通公社
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（１） 国土開発・国土計画から観光開発計画への活用
（２）「観光地」評価への活用

（３） マクロな観光需要推計への活用

（４） 観光レクリエーション適地選定への活用

（５） 広域観光計画・広域観光ルート設定での活用

速道路ネットワークなど交通計画に

の活用を想定して行われ、全国の高

発・国土計画、特に観光開発計画で

高度経済成長をベースとした国土開

た時代は、一九六〇年代前半からの

観光資源の評価に取り組み始め

（１）国土開発・国土計画から
観光開発計画への活用

「観光資源」
の評価

・
﹁観光開発計画の手法 ︱ 観光立地条件

度の因子分析を行っている。その後、

一九八〇年代中頃までの「三全総の

開発意欲が低減した時代であり、「地

調査﹂
（一九七八、当財団自主研究）

（２）
﹁観光地﹂評価への活用

方の時代」と言われたものの、ほと

時代」には、石油危機以降全国的に
「
（国土の）正しい保護・開発の促

んどこうした研究は行われていない。

以降になると、観光交通分野での研

進のためには観光資源・観光地の評
義東京工業大学名誉教授（当財団

究が行われるとともに、目的地選択、

一九八〇年代後半以降、
「四全総」
評議員）の指導により、観光資源の

周遊行動分析の一環として観光地魅

価が必要である⋮⋮」という鈴木忠

評価と同時に「観光地」の評価にも

力の定量化が行われた。その代表的

本 研 究は、当 財団が協 力し、観

究機構）

評価の試み（一九九八、（財）運輸政策研

・
﹁新時代の国内観光﹂︱ 観光地の魅力度

な調査研究が以下である。

取り組みが進められた。観光資源は
＂観光地の魅力を構成する要素の一
つ＂であるが、
観光地を評価する「軸」
は多彩であり、時代を超えて取り組
一九七〇年前後「新全総の時代」

光地の魅力度評価を次のように体

まれている。
は、観光地としての開発ポテンシャ

囲気

④ 空間 快 適性 ⋮ アメニティ／ 雰

様性／話題性

③ 宿泊施設 ⋮ サービス水準／多

さ／独自性・地域性

② 活動メニュー ⋮ メニューの豊富

／多様性／集積度

① 賦存資源（観光資源）⋮ 資源性

も活用された。当時の地域解析の代

ス法 などの手 法 を用いて、評 価 尺

軸法、セントロイド法、バリマック

度とし、六十五観光地に対して、主

六尺度をさらに細分化して三十六尺

が挙 げられる。観 光 資源評 価の

（一九七〇〜七二、（財）日本交通公社）

・﹁観光地の評価手法﹂

系化したうえで、具体的な観光地の

適地の検索﹂（一九七六、当財団職員助成

・
﹁メッシュ・アナリシスとレクリエーション

（一九七四、山形県・日本交通公社）

・
﹁山形県総合観光基本計画﹂

は以下が挙げられる（図２）
。

当時の代表的な調査研究として

化されるに至った。

ル（魅力）のマクロ的把握の研究が

（12）消費者の旅行需要喚起への活用

表的な手法として「メッシュ・アナ

（11） 持続可能な観光地づくりへの活用

評価を行っている。

（10）新しい観光資源の発掘・評価への活用

行われた時代であり、代表的な調査

（９） 観光資源そのものの魅力向上への活用

リシス」（注１）が導入され、観光資源

（８） 被災した観光資源の現況調査への活用

研究としては、

（６） 評価手法の海外での応用

の分布がデータとして客観的に可視

（７） 観光資源の総合的な現状把握への活用
研究）

14/07/03 9:57
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「観光資源評価」の主な活用タイプ

12

図2 『山形県総合観光基本計画』における観光資源評価の活用事例
●自然資源を中心とした広域観光ルート

●観光資源分布

●人文資源を中心とした広域観光ルート

（注）
メッシュ・アナリシスによって地域の
観光ポテンシャルを可視化している。

出典：
『山形県総合観光基本計画』山形県・財団法人日本交通公社 1974年3月
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この研究のさらなる進化を目指し

は複数県、複数市町村にまたがる広

研究機構からの委託によって研究が

であり、当財団が（財）運輸政策

いる。具体的には観光資源が集積す

性」によって開発の方向性を定めて

の考え方として、
「観光資源の集積

レクリエーション土地利用（計画）

エリア整備事業」においては、観光

野の「総合森林レクリエーション・

れた。なかでも林野庁による国有林

選定にも、観光資源評価が活用さ

観光レクリエーション開発の適地

応する「広域周遊」ルート、個人客

提 案 内容の中には、団 体 客に対

ート設定に関する調査が実施された。

だ東北地方、九州地方で広域観光ル

地方や高速交通体系の整備が進ん

特に本四架橋の開通に伴う中四国

広域観光ルートの設定を行っている。

として実施し、その状況を踏まえて

光資源の分布と集積」を基礎調査

した。その策定プロセスの中で、
「観

域観光計画の策定業務を多数受託

行われた。

る観光拠点を避けてレクリエーショ

に対応する「滞在＋エクスカーショ

（４）観光レクリエーション適地
選定への活用

観光資源評価を地域単位で数量

ン適地を選定している。また、観光

ン」ルートなど、当時、台頭する個

たのが、

化し、観光需要の予測に活用すると

レクリエーション交通（計画）では、

人客に対する工夫も見られた。

・
﹁観光地づくりに向けた魅力度評価手法

いう調査研究も一九七〇年代頃盛ん

広域観光周遊ルート設定に観光資

（３）マクロな観光需要推計
への活用

研究機構）

に関する研究﹂（二〇〇〇、（財）運輸政策

に行われた。その代表例が以下であ

源分布を活用している。

光客への対応を検討したものである。

（一九八二、当財団職員助成研究）

・
﹁中国の観光資源評価の試み﹂

さらに、現在の（独）国際協力機

構（ＪＩＣＡ）による海外での国際

協力事業に参画し、途上国における

総合開発計画の中の観光開発分野

を担当したが、そのプロセスの中で、

日本の観光資源評価の手法が応用

され、計画策定の基礎資料となった。

（一九八七、（財）国際開発センター）

・
﹁中国海南島総合開発計画調査﹂

（７）観光資源の総合的な
現況把握への活用

観光資源自体だけではなく、アク

含めた総合的な現況把握を実施する

セスや管理・運営の状況など周辺を
務﹂
（一九九六〜九七、（財）静岡総合研究

（一九九七、青森県）

・
﹁第二次青森県観光総合評価調査」

（一九八九、青森県）

・
﹁青森県観光総合評価調査」

検討するという業務を受託している。

の整 備 状 況 や 管 理 運 営 状 況 を 比 較

八年後にも同様に実施され、その間

詳細な実態調査が行われた。しかも

という、過去には行われてこなかった

増加が予想される中国への日本人観

用したのが以下の研究であり、当時、

観光資源評価の手法を海外に応

（６）評価手法の海外での応用

事業社）

調査﹂
（一九九五〜九六、
（株）日本交通

・
﹁三大架橋に係わる広域観光ルート策定

機構）

・
﹁二十一世紀駿河路観光ビジョン策定業

策﹂（一九八五、（財）
東北開発研究センター）

・
﹁東 北 観 光 の 問 題 点 と 誘 客 の た め の 方

り、当財団が作業を受託している。

草津、知床、伊豆、栗駒、ニセコ
積丹など多くのエリアで、当財団は

・
﹁観光の需要予測﹂
（一九七六〜七八、
（社）日本観光協会）

基礎調査を受託したが、代 表 的な

（一九七八、林野庁札幌営林局）

ション・エリア整備事業基礎調査﹂

・
﹁支笏・定山渓地域総合森林レクリエー

ものとしては、以下が挙げられる。

手法については、数量化理論Ⅰ類、
Ⅱ類、システム・ダイナミックスなど
が導入されており、観光レクリエー
ション発生量の推計、県際ＯＤ （注２）
推計、県内地域別入込量などの他、
観光レクリエーション施策の効果測
定モデルなども構築されている。そ

（５）広域観光計画・広域観光
ルート設定での活用
一九七〇年代半ばから、当財団で
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の説明変数として、数値化された観
光資源の評価が活用されている。
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・
﹁彩の国観光振興行動計画策定調査﹂
（一九九七、埼玉県）

（８）被災した観光資源の
現況調査への活用
東日本大震災による大津波など

へと改良して滞在時間の延長を図る

源の見せ方もピストン型から周遊型

あるべき姿に移設するとともに、資

地域という 特殊な地域の観光資源

て新しい評価軸を構築したり、半島

めて見直し、
「都市観光資源」とし

いては、大都市の観光資源評価を改

代、国内旅行の需要喚起を目的とし

光の空洞化」が叫ばれた一九九〇年

ル経済の崩壊などによって「国内観

円高による海外旅行の隆盛やバブ

観光資源評価であるが、東京都にお

目的で計画されたものである。実際

のあり方を検討した以下のような業

する駐車場のアプローチ道路を本来

には駐車場の移設とアプローチ道路

務も受託している。

（ ）消費者の旅行需要喚起
への活用

の変更のみが実現したが、整備のた

（財）地域活性化センター）

・
﹁四万十川流域振興計画﹂（一九八六〜八七、
・
﹁東京都新観光資源調査﹂（一九九七、
東京都）

に関する調査﹂
（二〇一〇、国土交通省）

・
﹁半 島 地 域 の 観 光 資 源 及 び 活 用 状 況 等

するためには、各地域でのバランス

重要伝統的建造物群
保存地区

重要伝統的建造物群
保存地区

そば打ち体験

によって被災した陸中海岸地域の観
めの補助事業（電力移出県 等交付
金）の選定から導入を含めて当財団
がプロデュースした例である（図３）
。

（一九九六、福島県下郷町）

・
﹁大内・中山地区整備マスタープラン﹂

（ ）持続可能な観光地づくり
への活用

全国一律の基準に基づいた観光資

の取れた観光客の受入と多様な利用

持続可能な観光地づくりを推進

源評価だけでなく、その地域ならで

体験機会の創出が重要となる。沖縄

（ ）新しい観光資源の
発掘・評価への活用

はの優れた資源を持つ地域は少なく

県では、県全体の観光利用や観光資

農地

光資源の状況把握を目的に行われ
たのが以下の調査である。
震災発生から約二カ月 後に当財
団研究員を派遣し、観光資源評価
を踏まえた目視による現況調査を実
施した。二〇一一年（平成二十三年）
六月には報告書として取りまとめ、
当財団の「旅の図書館」やホームペ

ない。そうした地域資源に光を当て、

移設

移設

散策路

重要伝統的建造物群
保存地区

観光客の動線のイメージ

＜周遊型＞

＊滞在時間の延長

＜ピストン型＞

ージなどで情報公開した。
・
﹁東北地方太平洋沖地震後の陸中海岸地
域における観光資源の状況把握調査﹂
（二〇一一、当財団自主研究）

源の状況などを統一的に把握した上
り方と観光地受入容量の定量化手

独自の資源として発掘・活用した事
人文資源の「歴史的建造物」か「近

法の研究を当財団に委託して実施し

で、バランスの取れた観光拠点のあ

市町村レベルの観光計画において

代的建造物」のどちらかの範疇に

ており、観光拠点台帳の作成に観光

例が以下の調査である。

は、観光資源をより魅力あるものに

入る「橋」であるが、四万十川流域

資源評価の考え方を導入している。

（９）観光資源そのものの
魅力向上への活用

していくための計画が多数提案され

においては地域独自の「沈下橋」を

ちん か ばし

ているが、ハードを含めて実現化さ

査研究）
﹂
（二〇〇八〜〇九、沖縄県）

・
﹁持続可能な観光地づくり支援事業（調

新しい観光資源として位置づけたり、
どちらかというと地方部を想定した

図3 A級資源の魅力向上を目的とした「観光計画」策定の例

14/07/03 9:57

222観光文化特集2.indd 15

せた例は多くない。
次の業務は、Ａ級観光資源に付随
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大内宿

大内宿

大内宿

本陣

本陣

本陣

11

体験
施設

会津西街道

12

将来計画（当財団の提案）

現在（当財団の提案によって実現）

過去

10

の旅行客が一千万人を超え、二〇二〇
ること、体験することによる「感動」

旅行の楽しみは、未知のものを見

国内はもとより、世界各地の映像が

しているのではないかと感じている。

見て感動する」ことが相対的に低下

視化によって、
「実際に（リアルに）

トなど映像の世界のグローバルな可

るのはテレビや映画、インターネッ

ことこそが「感動」
＂なのかも知れ

アルな現実とを再認識し、確認する

る、つまり＂バーチャルな世界とリ

るいは期待を上回ったことに感動す

覚、触覚で確認して、期待通り、あ

食べ物や体験・経験などを味覚、嗅

テレビや雑誌で紹介された地域の

て、
「観光資源評価」を活用した写

年（平成三十二年）の東京オリンピッ
であり、これまでの観 光 資 源 評 価

毎日のように映し出されては、未知

その後、十五年を経て、海外から

真集が製作された。

ク・パラリンピックが決定した時期に
は、
「見て感動する、見て学ぶ」資源、

ない。

（１）
﹁﹁見る﹂対象としての
観光資源﹂からの脱却
︱﹁感動﹂の変化

当財団五〇周年記念事業として出版

のものは限りなく少なくなる。
「感動」は図４に示すように、五

すなわち「見る」ことに比重が置か
れてきた。

視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚
‑

す るこ と は 難 し

それで人が感動

どの発達により、

インターネットな

であり、人々を感動させる「空間」
、

きる。すなわち「空間」と「時間」

は、二つの側 面 か ら 見 ることがで

観光資源、そして観光資源評価

には、

さらに言 えば、観 光 資源の評 価

感動させる「時間」である。
行かないと体 感

・
﹁利用﹂
（旅行）のための評価軸

・
﹁開発﹂
（国土）のための評価軸
味 覚、 嗅 覚、 触

る研究が始まった一九六〇年代から

できないもの

覚 ‑
これらが新
しい感 動 を生む

こうした論点はあったものと推察で

こから人を呼べるか）が重要であり、

前 者 は、
「 誘 致 圏、誘 致 力 」
（ど

があり、観 光 資源の評 価に関す
のではないか。つ

きる。
である。

ィのある実体験」

ま り「 リア リテ

‑

む しろ 現 地 に

くなってきている。

バランス︱ 二つの評価軸

﹁時間（利用）
のための評価﹂の

（２）
﹁空間（開発）
のための評価﹂と

されたのが今回の写真集である。
・
﹃美しき日本 ～ いちどは訪れたい日本

感

リアリティ

いつの時代も「見る」ことを基本

五感

の観光資源﹄
（一九九九、当財団）

旅の楽しみ
「感動」

で
‑感じるわけだが、そのうち、視
覚と聴覚はテレビやオーディオ機器、

場に浸ることによってのみ体験できる
ローカル化

とした周遊観光の楽しさは普遍的で
あると思われるが、近年、特に感じ

バーチャル

・
﹃美しき日本 旅の風光﹄
（二〇一四、
（株）
ＪＴＢパブリッシング、当財団監修）

﹁観光資源﹂評価を
巡るいくつかの論点
「観光資源の評価」を巡る論点は

聴覚
視覚

いくつかあるが、ここでは次の三点
について言及する。
①﹁
﹁見る﹂対象としての観光資源﹂

触覚
嗅覚
味覚

からの脱却
②﹁空間（開発）のための評価﹂と
﹁時間（利用）のための評価﹂の
バランス
③﹁資源﹂単体の評価から

映像と音声の
グローバル化
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﹁面﹂
﹁管理運営﹂等も含めた
評価の可能性

図4 五感と「感動」の変化
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る。一方、後者で重要なのは「訪問

土開発・国土計画にとって重要であ

「
（観光資源の）空間的な分布」が国

には両者のバランスが求められてい

者と言いたいところであるが、実際

代は明らかに前者であり、現代は後

整理したものであるが、一九六〇年

な視点により観光資源評価委員会

我々の観 光 資 源評 価は、観 光的

含めた評価の可能性

﹁面的な管理運営﹂等も

（３）
﹁ 資源﹂単体の評価から

積を踏まえた手法であり、妥当な

からすれば、四十年以上の知見の蓄

対象とした悉皆調査方式であること

の申請方式ではなく、いわば全国を

「開発」
（国土開発）の
ための評価

「利用」
（旅行促進）の
ための評価
地域振興
地域活性化
観光立国

豊かな旅、旅行
人生を楽しく
国民福祉
供給側
マクロな視点
地域の側から

需要側
ミクロな視点
人間の側から
＜誘致力、誘致圏＞
世界から、全国から

＜訪問価値＞
一生に一度は･･･
求められる
時代背景

「開発」の時代
ディベロップメント

「管理運営」の時代
マネジメント

重視される
視点

（観光資源の）
分布

（観光資源にまつわる）
物語

必要とされる
計画

観光（地）計画

生涯旅行計画

観光資源評価の
目的

観光資源評価の
視点

評価方式であると考えている。

観光地評価などと同じである。無論、

を持つミシュランのレストラン評価・

付け機関、あるいは百年以上の歴史

いない＂などと言われる資源もある。

をかいて、活用のための努力をして

しては二流である＂
、
＂資源にあぐら

＂資源は一流だけれど、観光地と

観光資源とこれからの
﹁観光計画﹂

我々に瑕疵があれば、見直しもあり

この背景には、観光資源単体では素

活用」といった視点からすると、
「ど

メントするか」
、
「観光資源の保護や

一方で、
「観光資源をどうマネジ

れは、地域全体としての「マネジメ

っている場合が多いことによる。そ

魅力が欠ける、あるいはそれらを怠

や資源周辺の環境、管理運営などに

し

得るし、さらなるバージョンアップ

晴らしくとも、資源に至るアクセス

うすれば、評価を上げることができ

観光資源を含めた地域全体とし

ントの必要性」を、
「管理運営主体」

めた面的な環境や管理運営の状態な

て保存と活用に関する基本的な理

るのか」という発想が地域や管理主

ども含めての評価であれば、世界遺

が理解し、実行していないことを示

産のように改善努 力を組み込むよ

念 方
･ 針（ビジョン）を打ち出し、
持続可能な戦略と戦術（施策）を、

体などから出てくるのも必然であろ

うな仕組みも取れるであろう。しか

管理運営 主体（ 行政を含む地域コ

している。

か

も必要であると認識している。

ンド・プアーズ、フィッチなどの格

しっかい

価値」
（訪れる価値があるか）であり、
るということである。つまり、どち

が合議によって評価した、
いわば「絶

行の価値を決定づける。

「
（観光資源にまつわる）物語」が旅
らの視点も重要であり、時代に応じ

対評価」である。

「旅行」を構成する
魅力要素（時間）の一つ

ムーディーズやスタンダード・ア

て重視される視点が異なるというこ

図５は、観 光 資 源・観 光 資 源 評

「観光地」を構成する
魅力要素（空間）の一つ
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とであろう。

時間軸
観光資源の
捉え方

う。資 源 単 体ではなく、周辺も 含

しながら、我々の評価は、地域から
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空間 軸

価が持つ二つの視点・側面について

図5 「観光資源」
・
「観光資源評価」が有する2つの視点・側面

提示するのがこれからの「観光計画」

ミュニティ）との関係性を踏まえて、
ィとの密接な関係の構築が肝要とな

組織、住民を含めた地域コミュニテ

め、当該地域の持つ自然、文化、歴

ては捉えられてこなかった地域も含

の観 光 政 策の基本 的な方 向につい

ながら推進する必要がある」
（「今後

く、
「地域住民中心」に軸足を置き

て」二〇〇〇、観光政策審議会答申

史、産業 等あらゆる資源を最大限
に活用し、住民や来訪者の満足度の

っている。
具体的には、
「観光客が訪れてみ

である。なお、
観光資源を生かす「観
光計画」の役割は、図６に示す通り、

ミュニティとして決めている。

（写真）では、以下の三原則を地域コ

例えば、カナダのバンフ国立公園

いと思われる。

コントロール＝時間）の二つが大き

ロール＝空間）と成長管理（開発の

体的には、環境容量（入込のコント

光地）の発展を促すこととなる。具

ニティの自律性が、
持続的な地域（観

組み方針はどうかなど、地域コミュ

されていいのか、環境に対する取り

ととなる。無秩序な開発や発展が許

域としての理念、戦略が問われるこ

「観光計画」を策定するとき、地

（３）地域の自律性と
サステナビリティ
︱マネジメントの必要性

のが「観光計画」である。

ます大切になる。それらを規定する

第三九号）ということであり、地域

観光資源を有するコミュニティが
誇りと思い、維持管理に参画して
いくための計画

継続、資源の保全等の観点から持続

⑤「観光資源」の地域全体での
マネジメント

たい「まち」は、地域の住民が住ん

過度な利用の集中などを避ける
ための計画

多岐にわたっている。

④「観光資源」の活用ルール
づくり

としてのマネジメント、住民を含め

ガイドによる案内等観光資源を
より魅力あるものにするための計画

的に発展できる「観光まちづくり」

③「観光資源」の見せ方・体験
（演出の工夫）

でみたい「まち」であるとの認識の

被災した観光資源を再び観光
対象化するための計画

た協働型の管理運営がこれからます

②「観光資源」の育成・復元

を、
「観光産業中心」に偏ることな

観光資源の価値を損ねない
持続的に維持させるための計画

もと、従来は必ずしも観 光地とし

①「観光資源」の保護・保存

（１）地域としての魅力づく り
の必要性
「観光資源」自体の保護・保存や
維 持 管理は、将来の世代に引き継
いでいかなければならない重要な課
題であり、
「地域としての魅力づく

計画の内容
計画策定の目的

り」が近年ますますその意義が問わ
れている。資源単体の魅力による誘
客力には限界があり、地域総体とし
て、あるいはある一定の空間的広が
りとしての魅力が大切になってくる。
つまり観光地としての総合的な魅力
向上を目的とした「観光計画」が重
要な役割を担っている。

（２）コミュニティとの密接な
関係の構築
「観光資源」の適切な保護と利用
に向けて、観光資源に対する地元住

観光資源を生かす
「観光計画」の役割
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民の理解や誇りの醸成が不可欠であ
り、そのためには、行政や観光関連
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見せ方・演出工夫

携が不可欠となってくるものの、そ
の連携はほとんど行われていないの

「公園計画」が策定されており、公

園法に基づく国立公園制度の中で

「自然資源」については、自然公

が現状である。

利 用・活 用

情報提供

① 人口は増やさない

利用ルール

② 宿泊容量は増やさない
③ 開発エリアは増やさない
園地化・見通し伐採

園ごとに「管理計画書」が定められ

ガイド

ソフト施策

についても、
「世界遺産地域管理計

を進める必要がある。世界遺産地域

などを理解しつつ、観光計画の策定

に基づく
「歴史的風致維持向上計画」

プラン」
、歴史まちづくり法（通称）

計画法に基づく「都市計画マスター

庁による「歴史文化基本構想」
、都市

護法に基づく「保存活用計画」
、文化

「人文資源」については、文化財保

ドからの提言・提案が求められる。

協力金、財源づくり

自らの地域をコントロールし、さ

植栽等
周辺環境整備
保 護 ・保 存

防護柵設置

適切な資源の保存管理計画との連

ハード施策

ている。観光計画は、
「利用に関す

パンフレット
入場規制・制限

らに魅力を高めていく「したたかな

展望台設置
交通体系の見直し

戦略」を自らが宣言し、地域として
マネジメントを実践している。

（４）観光計画と資源管理計画
との綿密な連携
「観光計画」は、残念ながら法的
な担保がない。観光立国推進基本法
においても明確に観光計画策定につ

駐車場整備
土地利用の見直し

画」に基づく「適正な利用」を踏ま

えた観光計画の策定が求められる。

いず れにしても、保 護 と利 用が

個別に進められてきたことは否めず、

そのバランスを踏まえた計画策定と

地域マネジメントの実践こそが「観

光計画」に求められている（図７）
。

当財団としては、観光資源の評価、

そして観光資源の保存と活用に関

する知見を生かし、これからの「観

光計画」のあり方を始めとする各種

「観光研究」を進めて参りたい。

（うめかわ ともや）

（注 ）国土を一定のルールに従って隙間なく網の目
（メッシュ）
の区域に分割し、
それぞれの区
域毎にデータを集めて数値化し、地域解
析を行う分析手法。近年では「地域メッシ
ュ統 計 」と言われ、総 務 省 統 計 局 をはじ
めとする国の行 政 機 関によって「 標 準 地
域メッシュ」が作成されている。
（注 ）Ｏ ︱ Origin
（出発地）
、
Ｄ ︱ Destination
（目
的地）

［参考文献］
・鈴木忠義、
原重一
「観光旅行と観光資源」
一九九九、
写真集
﹃美しき日本﹄（財）
日本交通公社
・梅川智也「「評価元年」︱観光地の評価・格付
けは定着するか／座談会を終えて」
一九九九、
﹃観光文化１３６号﹄（財）
日本交通公社
・梅川智也「環境資源の持続的利用について︱
観光的側面から」
二〇〇一、﹃ 富士山シンポジウ
ム２００１／セッション５：富士山の環境資源
とその活用﹄
、
山梨県環境科学研究所
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１

２

いては規定していない。したがって、
観光資源（カスケード山）
をアイストップに（カナダ・バンフ）

総務部企画課長 主任研究員

観光資源の
今日的価値基準の研究
公益財団法人日本交通公社

観光文化研究部 主任研究員

しさを感じさせる観光資源を重視

する意識が高まっている。

外国人旅行者数の増加

ひょう ぼ う

二〇〇三年（ 平 成 十五年 ）に観

光 立 国 を 標 榜 して以 降、二〇一三

年（平成二十五年）に初めて一千万

人を超える等、訪日外国人旅行者

数は大きく拡大した。またアジア圏

を中心にリピーター率が増加するに

が、その反面、実際にそこに「居る

観光資源に接する機会が増加した

ト技術の進展により、画面を通して

とが予想される。

に向けて、さらに大きく変化するこ

オリンピック・パラリンピック開催

二〇二〇年（平成三十二年）の東京

中野 文彦
五木田 玲子

つれてニーズも多様化した。こうし

こと」によって得られる体験が重視

そのため、日本の誇るべき文化と

た訪日外国人旅行者の数やニーズは、

観光活動の多様化

されるようになり、観光資源の「周

してどのような観光資源を紹介する

調査研究専門機関として五〇周

「全国 観 光 資源 台 帳（一九七四年・

物見遊山の周遊型観光が中心で

囲の雰囲気や環境」が重要な要素と

的側面だけでなく、その背景にある

また、
直感的に認識できる「感性」

増加した。そのため、よりダイナミ

昇し、海外の観光資源に触れた人が

日本人の海外旅行の経験率が上

観光活動の多様化を受け、
「見る

評価対象とする観光活動の拡充

団が長 年にわたって継 続してきた

年 を迎えることを契 機 とし、当財

一九九九年）
」の趣旨を継承しつつ、

あった時代から、現在は「見る」だ

なっている。

観光を取り巻く社会環境の
変化

今日の観光動向および観光活動の変

けでなく、
「体験する」ことにも観

歴史や生活文化 等の「知性」的側

ックな海外の観光資源に触れた旅行

こと」に加え、
「居ること」
「体験す

り重要となっている。

べきかといった、国際的な視野もよ

化を勘案した「評価の枠組みの再構

光活動の範囲は広がっている。

面へと興味関心が広がってきた。

者は、国 内の観 光 資源に対する評

ること」も評価対象とした。

海外旅行経験率の上昇

築」と「観光資源の再評価」を行った。

さらに、何げない日常の営みや街

価もより厳しくなった。それに伴い、

その場に立って、周囲の雰囲気に

既存研究からの変更点

た当時から現在に至るまでの観光を

並み、独自の風景が織り成す地域の

日本の文化、生活感といった日本人

感じ入ることも代表的な観光行為

“今日的”の意味合い

取り巻く社会環境の変化を概観し、

歴史・風土への注目も高まっている。

としてのアイデンティティや日本ら

「全国観光資源台帳」が作成され

評価の枠組みを再構築するにあた

テレビの高画質化やインターネッ
り、次のような点に着目した。

14/07/02 18:38
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観 光 活 動の多 様 化に伴い、評 価

観光資源種別の拡充・統廃合

な視点である。

的な観光を考える上では非常に重要

の歴史・風土を感じることは、今日

重視し、場所と演目とを合わせた資

し、内容だけでなく場所の必然性も

イベント」として取り上げた。ただ

源であることから、
「 芸 能・興 行・

ども感動の源泉となりうる観光資

伝統芸能やスポーツ、イベントな

いても再整理している。

に伴い、
「庭園・公園」の範囲につ

に含めて評価することとした。これ

また、同様の考えから、塔頭も本坊

社寺に含めて評価することとした。

して人が作ったものであることから、

素の複合物であり、一体的な空間と

点といった観光資源評価の枠組みを

している。

きる「知性的側面」の両側面を意識

評価対象に加えた。

対象とする観光資源種別に「テーマ
源としてリストアップし、評価対象

「河 川 」
「 渓 谷」
、
「海 岸」
「岬」につ

再構築した。

であり、独自の風景が織りなす地域

公園・テーマ施設」
「温泉」
「食」
「芸
としている（例：○○（場所）で上

いては、資源の特徴や評価の視点に

遍的または特徴的なテーマ性を有し、

程度の年数が経過しているもの、普

こなかった。しかし、開業から一定

るものであるとして評価対象として

「集落・街」は、日本らしさや地

える「郷土景観」に整理した。

風土が織りなす人との営みがうかが

などからなる「集落・街」と、地域

の区分は、歴史的街並みや現代都市

象とした。

し、島 内にある個別 資源を評価対

の評価になっていたため種別を廃止

「島」については、観光地として

として統合した。

原・原野」
、
「河川・渓谷」
、
「海岸・岬」

けを行った。また、評価対象とした

究を継承しつつ、次のように定義づ

観光資源の定義については、既存研

観 光 資源、観 光 活 動、魅力ある

源ランク、観光資源種別、評価の視

を基に、観光資源の考え方、観光資

こうした今日的価値基準の着眼点

観光資源評価の枠組み

能・興行・イベント」を加えた。
演される△△（演目）
）
。

これまでの「高原」
「湿原」
「原野」
、

「テーマ公園・テーマ施設」につ

それらが統一的に表現されているも

域の特色を表している現代都市を中

評価の視点の拡充

共通点が多かったため、
「高原・湿

の、それを深く感じることができる

心に評価対象資源を拡充した。

既存研究の観光資源評価の視点

これまでの
「歴史景観」「地域景観」

ものについては、評価対象とするこ

「郷土景観」については、人が織

は、「美しさ」
「大きさ」
「静けさ」
「古

いては、これまで人の手で作り出せ

ととした。

りなす風景やその土地の産業景観な

観光資源についても明文化した。

観光資源の考え方

「温泉」
「食」は、これまでは「見

のできない、地域性に触れる観光行

体験は、その場所でしか果たすこと

かし、
「入浴する」
「食べる」などの

り、評価対象としてこなかった。し

る」観光資源ではなかったこともあ

公園として評価していたが、社寺は、

寺の庭園は社寺と切り離して庭園・

囲を再整理した。既存研究では、社

「神社・寺院・教会」は、その範

幅に拡充している。

どを中心として、評価対象資源を大

知識や丁寧な解説などから認識で

感的に認識できる「感性的側面」と、

を加えた八つとした。いずれも、直

らしさ」
「住民とのつながりの深さ」

市場のグローバル化に伴い、
「日 本

ったが、観 光 活 動の多 様 化や観 光

さ」
「珍しさ」
「地方色」の六つであ

となり得るもの、人々を誘引する

観光活動がもたらす感動の源泉

動のために利用可能なものであり、

ものである。

活動の対象として認識されている

源泉となり得るもののうち、観光

観 光 資 源 とは、人々の観 光 活

為であり、
「温泉」
「食」は誘引力を

仏 像、建 物、庭 園、植 物 な どの要

14/07/02 18:38
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とで、
人生が豊かなものになり、人

資源の「素晴らしさ」を感じるこ

により、感性や知性を通して観光

場に身を置くこと、体験すること

観光活動とは、
見ることや、その

源であり、観光地は評価対象と

げるのは、あくまで個々の観光資

る。今回の評価対象として取り上

観光施設が集積して構成されてい

・観光地は複数種類の観光資源や

魅力ある観 光 資 源とは、自然
動の源泉となり人々を誘引する源

・視点場は評価対象とならない。感

はならない。

や人間が長い時間をかけて創り出
泉となるのは、視対象であるため

間的な成長を促される行為である。

したものであり、現在のお金や技
ない「固有性」や「土着性」
、
「独

ず、資源が本来有している魅力を

・一時期の社会的流行や風潮によら

である。

自性」を持ち、他に「代替」がき

定まっていると考えられる資源を

評価するため、社会的に評価が

術で容易には創り出すことができ

来有している魅力に加え、その整

評価対象とし、観光対象となって

かないものである。その資源が本
備状況も評価の対象とし、資源の

から原則としておおむね

年程度が経過したものを中心に

～

現在のあり様を評価対象とする。
ただし、アクセスの容易さのよう

評価を行う。

れぞれ十種類、十四種類、計二十四
種類に分類した︵表２︶
。

評価の視点
「美しさ」
「大きさ」
「古さ」
「珍し
さ」
「静けさ」
「日本らしさ」
「地方
らしさ」
「住民とのつながりの深さ」
の八つを評価の視点とした︵表３︶
。
また、観 光 資源 種別ごとの特 徴
を踏まえた個別の評価の視点も設
定しており、参考として表６に掲載
した。

観光資源の評価
前述の枠組みを用い、観光資源の
再評価を行った。評価方法と評価結
果は以下の通りである。

評価方法
長 年にわたって観 光の現 場 を見

日本の各地に立地する数 多 くの

観光資源ランク

に、資源のあり様と関係の薄い要
因によって多くの観光客が訪れる
こともあり、多くの観光客が訪れ
ているからといって観光資源の魅

観光資源の中から、とりわけ魅力が

451

力が高いということにはならない。

396

293

続けてきた観光研究者や観光実務
の専門家など有識者七名による「観
光資源評価委員会」を設置し、評
価の枠 組みの構 築と評 価を行った
︵表４︶
。
また、研究の過程では、日本の自

253

158

あるものを選定するため、以下の２
つのランクを設けた︵表１︶
。

観光資源種別
観光資源は、
「自然資源」と「人
文資源」の二つに大きく区分し、そ

テーマ公園・テーマ施設
温泉
食
芸能・興行・イベント

21
22
23
24

庭園・公園
建造物
年中行事
動植物園・水族館
博物館・美術館

143

人文資源（14種別）

自然資源（10種別）

16
17
18
19
20

合計

【評価対象とした観光資源】
・観光資源の定義を満たすもので、
スポーツのように特別な技能を要
さない、ごく一般的な利用方法に
よって認識できる部分を評価対象
とする。

特A級

わが国を代表する資源であり、世界にも誇示しうるもの。日本人の誇り、日本のアイデンティティを強く示すもの。人生のうちで一度は訪れたいもの。

A級

特A級に準じ、わが国を代表する資源であり、日本人の誇り、日本のアイデンティティを示すもの。人生のうちで一度は訪れたいもの。
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定義
資源ランク

史跡
神社・寺院・教会
城跡・城郭・宮殿
集落・街
郷土景観

A級

30

11
12
13
14
15

海岸・岬
岩石・洞窟
動物
植物
自然現象

06
07
08
09
10

山岳
高原・湿原・原野
湖沼
河川・峡谷
滝

55

01
02
03
04
05

40

15

特A級

合計

自然資源 人文資源

20

表1 観光資源ランクの定義

表2 観光資源の種別

22

然や文化、観光への造詣が深い国内

外の有識者を専門委員として迎え、

助言を得た。

観光資源の評価にあたっては、一

つ一つの観光資源を委員会で丁寧に

議論し、前述した評価の視点を組み

役職名は2014年4月1日時点のもの（五十音順・敬称略）

美しさ

視覚的な美しさをもつ資源が評価される。
たとえば、鮮やかな色彩や洗練された造
形、
繊細な細工、
調和のとれた景観は美しさ
を感じさせる。美しさは総合評価の性格も
有し、雄大さ
（山岳など）や季節感（植物な
ど）
、
日本らしさ
（年中行事）
などと結びつくと
評価が高まる

大きさ

視覚的な大きさ、雄大さ、迫力をもつ資源が
評価される。
また、
山岳の形成史
（造山運動）
など、
視覚的にとらえられなくても背景のテー
マに物理的な大きさがあれば評価が高まる

古さ

資源の形成された年代が古い資源が評価
される。
また、
古いだけではなく、
日本の歴史
や地域の歴史、
伝統にとって重要なものは
評価が高まる

珍しさ

希少性をもつ資源が評価される。解説によ
って理解が増大する珍しさが一般的だが、
視覚的にもその珍しさが理解できるものは
評価が高まる

静けさ

資源と対峙するときに、資源の存在を強調
（神秘性や荘厳さ）
するような静かな環境
や雰囲気をもつ資源が評価される。
一方で、
観光資源の種類によっては、賑わいや猥雑
さが評価を高める場合もある

日本らしさ

日本の自然や歴史、文化、
日本人の心情が反
映され、
継承されてきた資源が評価される

地方らしさ

地方独自の自然や歴史や文化、風土を感じ
させ継承されてきた資源が評価される

住民とのつながり
の深さ

今なお住民の生活に組み込まれていたり、誇
りに思われているなど、
地域住民のアイデンテ
ィティの一部となっているものが評価される

【『観光資源評価委員会』構成員】
＜委員＞
梅川 智也
楓 千里
志賀 典人 ＊委員長
寺崎 竜雄
林
清
日比野 健
溝尾 良隆

公益財団法人日本交通公社理事・観光政策研究部長
株式会社JTBパブリッシング執行役員
公益財団法人日本交通公社会長
公益財団法人日本交通公社理事・観光文化研究部長
元・公益財団法人日本交通公社常務理事
株式会社ジェイティービー代表取締役専務
公益財団法人日本交通公社理事（非常勤）
／帝京大学教授

＜特別顧問＞
今井 久吾
小林 清
新倉 武一

元・公益財団法人日本交通公社会長
元・公益財団法人日本交通公社会長
前・公益財団法人日本交通公社会長

【専門委員】
家田 仁
石川 理夫
グラハム ミラー
小磯 修二
島田 崇志
下地 芳郎
下村 彰男
白幡 洋三郎
進士 五十八
西村 幸夫
根本 敏則
橋爪 紳也
本保 芳明
安島 博幸
安田 亘宏

合わせた総合的な判断の下、特Ａ級、

Ａ級資源を決定した。

評価結果

今回改訂した「全国観光資源台

帳」は、一九九九年（平成十一年）

の資源台帳（特Ａ級、Ａ級、Ｂ級の

約二千件）に、新規種別の資源（テ

ーマ公園・テーマ施設、温泉、食、

芸 能・興 行・イベント ）を 中 心に

評価委員会委員や専門委員からの

推薦、各 種文献 等から抽出した約

三千五百件を加え、合計約五千五百

件となった。

この「 全国 観 光 資 源 台 帳 」から、

特Ａ級・Ａ級資源として、四百五十一

件を決定した︵表７参照︶
。その内訳

は、自然資源では、特Ａ級十五件、Ａ

級百四十三件、人文資源では、特Ａ

級四十件、Ａ級二百五十三件である。

（なかの ふみひこ／ごきた れいこ）

表3 観光資源評価の視点

表4『観光資源評価委員会』構成員および専門委員

東京大学大学院教授
日本温泉地域学会会長／温泉評論家
サリー大学教授
北海道大学公共政策大学院特任教授
京のまつり研究会代表
琉球大学教授
東京大学大学院教授
国際日本文化研究センター名誉教授
東京農業大学名誉教授・前東京農業大学学長
東京大学先端科学技術研究センター教授
一橋大学大学院教授
大阪府立大学21世紀科学研究機構教授・観光産業戦略研究所長
元・観光庁長官／首都大学東京教授
立教大学教授
西武文理大学教授

表5 観光資源種別ごとの特A級、A級観光資源数
01
自然資源 山岳

02
03
高原・湿 湖沼
原・原野

05
滝

06
07
海岸・岬 岩石・
洞窟

08
動物

09
植物

5

1

1

2

13

13

18

5

22

6

11

14

9

143

合計

37

14

14

20

5

25

6

11

17

9

158

12
13
14
15
16
神社・寺 城跡・城 集落・街 郷土景観 庭園・
院・教会 郭・宮殿
公園

3

合計

32

11
人文資源 史跡

3

10
自然現象

A級

特A級

23

04
河川・
峡谷

17
建造物

15

18
19
20
21
22
年中行事 動植物園・ 博物館・ テーマ公園・ 温泉
美術館
水族館
テーマ施設
5

23
食

24
芸能・興行・
イベント

合計

特A級

1

13

4

3

2

1

4

1

2

2

2

40

A級

6

59

14

19

20

12

13

26

3

15

4

31

19

12

253

合計

7

72

18

22

22

13

13

31

3

19

5

33

21

14
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なものは、評価が高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国または
その土地の自然や歴史、文化に由来すること
がらが顕著にみられ、深く感じることができ
るものは、評価が高い。
◦保存状態：城跡・城郭の築城技術に独自性
が高いものは、評価が高い。その資源が状
態良く保存・復元され、真正性の良いものは、
評価が高い。

14．集落・街
【定義】
・農山漁村や歴史的街並み、繁華街、商店街な
どにより、
その土地の自然や歴史、文化を表
す特徴的な集落・街区を構成している地区
◦容姿：面的または線的な広がりを持ち、各要
素が調和して一体感のあるものは、評価が
高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国もしく
はその土地の自然や歴史、文化に由来するこ
とがらが顕著にみられ、深く感じることがで
きるものは、評価が高い。
◦保存状態：その土地の歴史や文化を知るこ
とのできる資源が、状態良く保存されている
ものは、評価が高い。
◦人の織りなす雰囲気：静けさ、賑やかさなど、
人が織りなす雰囲気があると、評価が高い。

15．郷土景観
【定義】
◦その土地の産業、生業や風習、人の織りなす
風景など、
その土地の自然環境や歴史、文化
を表す特徴的な景観を構成している地区
◦容姿：面的または線的な広がりを持ち、各要
素が調和して一体的なテーマを構成してい
るものは、評価が高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国もしく
はその土地の自然や歴史、文化に由来するこ
とがらが顕著にみられ、深く感じることがで
きるものは、評価が高い。
◦地域とのつながり：その土地の歴史や文化
を知ることのできる資源が、状態良く保存さ
れているものは、評価が高い。

16．庭園・公園
【定義】
◦鑑賞や散策などのために作庭および造成さ
れた庭園・公園。社寺、城郭等に含まれるも
の、自然公園は対象外。体験要素の強い公
園は「テーマ公園」に区分
◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、大き
く迫力のあるものは評価が高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国もしく
はその土地の自然や歴史、文化に由来するこ
とがらが顕著にみられ、深く感じることがで
きるものは、評価が高い。

17．建造物
【定義】
◦建物、橋、塔などの建築物や構築物（社寺、

城郭に含まれるものを除く）。複数の建造物
が集積しているものは、
「集落・街」または「郷
土景観」に区分
◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高
い。雰囲気やたたずまいの優れているもの
は、評価が高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国もしく
はその土地の自然や歴史、文化に由来するこ
とがらが顕著にみられ、深く感じることがで
きるものは、評価が高い。

18．年中行事
【定義】
◦社寺や市町村あるいは各種団体が開催日を
決めて定例的に催す祭りや伝統行事
◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、大き
く迫力のあるもの、特徴的なものは評価が
高い
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国または
その土地の自然環境や地域文化に由来する
ことがらが顕著にみられ、深く感じることが
できるものは、評価が高い。地域住民の生
活と深く結び付いているものは評価が高い。

19．動植物園・水族館
【定義】
◦動植物を収集、飼育、展示する施設

験するために造られた園地や施設
◦施設：その資源の規模が大きいもの、多様な
施設を有するものは評価が高い。その資源
の歴史的・文化的価値が高いものは、評価
が高い。
◦施設テーマ：そのテーマが普遍的または特
徴的なものであり、
それらが統一的に表現さ
れていること、
それを深く感じることができる
ものは評価が高い。
◦地域とのつながり：その土地の自然環境や地
域文化に由来することがらが顕著にみられ、
深く感じることができるものは、評価が高い。

22．温泉
【定義】
◦温泉湧出現象、源泉の活用（入浴）法と施設、
温泉文化、情緒を表す温泉場の環境
◦湧出現象、お湯そのもの：泉質や湯量、色、
温度などお湯そのものに特色のあるものは、
評価が高い。
◦浴場・建物：浴場や建物が優れているもの
は、評価が高い。
◦入浴環境（眺望など）
：浴場からの眺望など
入浴環境が優れているものは、評価が高い。
◦温泉文化：わが国またはその土地の温泉文
化（入浴方法、飲泉方法、利用方法、歴史的
背景等）や自然、歴史に由来することがらが
顕著にみられ、深く感じることができるもの
は、評価が高い。
◦街並み：温泉街が整っているもの、特徴的な
ものは、評価が高い。

◦展示物の容姿：展示している動植物または
その群れの姿・形が美しいもの、雄大なもの、
大きく迫力のあるものは評価が高い。
23．食
◦展示方法：動植物の生態や生息・生育環境を
深く感じることができるものは、評価が高い。 【定義】
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国または
◦その土地の自然や歴史、文化を表す特徴的
その土地の自然環境や歴史、文化に由来す
な食事や食文化、食事環境
ることがらが顕著にみられ、深く感じること
ができるものは、評価が高い。
◦地域とのつながり：食事や食文化として、
そ
の土地の自然や歴史、文化に由来することが
20．博物館・美術館
らが顕著にみられ、深く感じることができる
ものは、評価が高い。
【定義】
◦歴史的資料・科学的資料や芸術作品（絵画、 ◦人の織りなす雰囲気：食事環境として、賑や
かさ、猥雑さ、祝祭性など、人が織りなす雰
彫刻、工芸品等）を収集、保存、展示する施
囲気があると、評価が高い。
設。および歴史的事象などの記録、保存等
のために作られた園地

24．芸能・興行・イベント

◦展示物の容姿：展示品の姿・形が美しいも
の、大きく迫力のあるもの、規模が大きいも
のは、評価が高い。
◦展示方法：展示品のテーマや意義などを深
く感じることができるものは、評価が高い。
◦展示物の価値：展示品の歴史的、文化的価
値が高いもの、著名な作者によるものは、評
価が高い。
◦展示施設：施設そのものや付随する建造物
の歴史的・文化的価値が高いものは、評価
が高い。

21．テーマ公園・テーマ施設

【定義】
◦地域の歴史、文化を表す興行や芸能、イベ
ント
◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、大き
く迫力のあるもの、特徴的なものは評価が
高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国もしく
はその土地の地域文化に由来することがら
が顕著にみられ、深く感じることができるも
のは、評価が高い。その興行・芸能とつなが
りの深い場所で上演されているものは、評
価が高い。

【定義】
◦特徴的な概念（テーマ）を表現し、
それを体

24
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表6 観光資源種別の定義および個別の評価の視点

01．山岳
【定義】
◦2万5千分の1の地形図に山岳として名称が
記載されているもの。山頂、山腹、山麓・裾野
を含めた範囲

◦地域とのつながり：その土地の自然環境や地
09．植物
域文化に由来することがらが顕著にみられ、
深く感じることができるものは、評価が高い。 【定義】
・森林や樹木や並木、植物や植物群落

05．滝

【定義】
◦2万5千分の1の地形図に滝もしくは諸瀑とし
て名称が記載されているもの

・容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
・集積度：面的、または線的に密集しているも
のは評価が高い。
・地域とのつながり：その土地の自然（生育環
境等）や地域文化を深く感じることができる
ものは、評価が高い。

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い
（遠景から認識できる特徴ある山容等）。
◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
◦林内景観：山岳が有する自然（高原、湿原、
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
湖沼、滝等）を含め、山岳に踏み入る（登る、 ◦地域とのつながり：その土地の自然環境や
眺める、浸る）ことによって、特徴的な四季の
地域文化を深く感じることができるものは、
10．自然現象
変化（高原植物等の群落、紅葉等）を見るこ
評価が高い。
とができる等、総合的な魅力があるものは、
【定義】
06．海岸・岬
評価が高い。
・火山現象（噴火・泥火山現象、地獄現象な
◦眺望：山頂または登山道からの眺望が特に
ど）、潮流現象（渦流、潮流など）、気象現象
【定義】
美しいもの、雄大なもの、特徴的な魅力があ
（樹氷、霧氷、流氷など）などの自然現象
◦砂浜、砂丘、砂州、岩礁、断崖などによって構
るものは評価が高い。
成される海岸風景（後背地も含める）。およ
◦地域とのつながり：その土地の自然環境や地
・容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
び容易に見ることができる海中景観
域文化に由来することがらが顕著にみられ、
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
深く感じることができるものは、評価が高い。
・集積度：面的な広がりがあるもの、密集して
◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
いるものは評価が高い。
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
02．高原・湿原・原野
◦動植物：特徴的な植物や珍しい動物などが、 ・地域とのつながり：その土地の自然（生息・
生育環境等）や地域文化に由来することが
集積または高頻度で観察できるものは評価
【定義】
らが顕著にみられ、深く感じることができる
が高い。
◦2万5千分の1の地形図に、名称が記載され
ものは、評価が高い。
◦地域とのつながり：その土地の自然環境や地
ている高原、原野。またはこれに類するもの
域文化に由来することがらが顕著にみられ、
と、沼沢以外の湿原
11．史跡
深く感じることができるものは、評価が高い。
◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
【定義】
07．岩石・洞窟
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
・生活、祭、信仰、政治、教育学芸、社会事業、
◦動植物：特徴的な植物や珍しい動物などが、 【定義】
産業土木などに関する遺跡（城跡は除く）。
集積または高頻度で観察できるものは評価
当時の建造物が残っており、建造物として利
◦岩柱、洞窟、洞穴、岩門、鍾乳洞、溶岩流、溶
が高い。
用されているものは「建造物」に区分
岩原、賽の河原、断崖、岸壁、岩礁、海蝕崖、
◦地域とのつながり：その土地の自然環境（動
海蝕洞などの地質および地形上の興味対象
植物、鳥類の生態等）や地域文化に由来す
・容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
ることがらが顕著にみられ、深く感じること
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
ができるものは、評価が高い。
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。 ・日本らしさ、地域とのつながり：わが国または
その土地の自然や歴史、文化に由来すること
◦地球活動のダイナミズム：造山運動の大き
03．湖沼
がらが顕著にみられ、深く感じることができ
さや時間経過の長さを深く感じることがで
るものは、評価が高い。
きるものは評価が高い。
【定義】
◦地域とのつながり：その土地の自然環境や地
◦2万5千分の1の地形図に湖沼として名称が記
12．神社・寺院・教会
域文化に由来することがらが顕著にみられ、
載されているもの。またはそれに類するもの。
深く感じることができるものは、評価が高い。 【定義】
自然地形を活かして造成されたダム湖も含む
◦由緒ある社寺等、建築的に優れた社寺等、
08．動物
◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
文化財を所蔵もしくは付帯する社寺等、境内
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。 【定義】
（庭園を含む）が優れている社寺等
◦地域とのつながり：その土地の自然環境や地
◦動物、およびその生息地。生息地が定まら
域文化に由来することがらが顕著にみられ、
◦容姿：その資源または付随する庭園や文化
ないもの、見ることが偶然性に左右されるも
深く感じることができるものは、評価が高い。
財などの姿・形が美しいもの、雄大なものは
の、動物園などで活動範囲を限定して保護・
評価が高い。雰囲気やたたずまいの優れて
飼育されているものは対象外
4．河川・峡谷
いるものは、評価が高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国やわ
◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
【定義】
が国の宗教の成り立ち、地域文化に由来す
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
◦河川風景（河川＋周辺）および一般的に○○
ることがらが顕著にみられ、深く感じること
◦集積度：面的な広がりがあるもの、密集して
峡、○○峡谷、○○谷と呼ばれるもの。同一
ができるものは、評価が高い。
いるものは評価が高い。
河川であっても、上流と中流・下流で、
それぞ
◦地域とのつながり：その土地の自然環境（生
れ観光的に異なる魅力がある場合は別資源
13．城跡・城郭・宮殿
息環境等）や地域文化に由来することがら
が顕著にみられ、深く感じることができるも
◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
【定義】
のは、評価が高い。
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
◦近世に至る軍事や行政府等の目的で建造さ
水質が良好なものは評価が高い。
れた城跡・城郭・宮殿（庭園を含む）
◦周辺環境：植生、地形などの周辺環境に特
色のあるものは評価が高い。
◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
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表7 特A級・A級観光資源一覧（1） 種別01〜11
種別

評価

資源
大雪山
立山

評価

資源

都道府県

裏磐梯湖沼群

福島

富山

中禅寺湖

栃木

山梨・静岡

芦ノ湖

神奈川

穂高岳

長野・岐阜

三方五湖

福井

阿蘇山

熊本

富士五湖

山梨

利尻山

北海道

琵琶湖

羊蹄山

北海道

駒ヶ岳

北海道

十勝岳連山
斜里岳
岩木山
八甲田山

A級

種別

評価

資源
龍泉洞

07
岩石・
洞窟

A級

都道府県
岩手

鬼押出

群馬

三原山溶岩群

東京

秋芳洞・秋吉台

山口

普賢岳溶岩流

長崎

滋賀

玉泉洞

沖縄

奥入瀬渓流

青森

黒部峡谷

富山

釧路湿原の
タンチョウヅル

北海道

北海道

層雲峡

北海道

蕪島のウミネコ

青森

北海道

天塩川

北海道

小笠原のクジラ

東京

青森

石狩川

北海道

御蔵島のイルカ

東京

青森

北上川

岩手

岩手山

岩手

鳴子峡

宮城

鳥海山

山形・秋田

最上川

山形

月山

山形

飯豊山

福島・他

男体山

栃木

谷川岳

群馬・新潟

妙高山

特A級

阿賀野川

新潟

西沢渓谷

山梨

昇仙峡

山梨

大杉谷

三重

新潟

瀞峡

和歌山

剱岳

富山

三段峡

広島

04
河川・
峡谷

A級

薬師岳

富山

仁淀川

愛媛・高知

白山

石川・岐阜

四万十川

高知

白峰三山

山梨

菊池渓谷

甲斐駒ヶ岳

山梨・長野

耶馬渓

大分

仙丈ヶ岳

山梨・長野

高千穂峡

宮崎

08
動物

佐渡のトキ

新潟

A級 立山のライチョウ

富山

地獄谷野猿公苑のサル 長野
豊岡のコウノトリ

兵庫

奈良のシカ

奈良

出水のツル

鹿児島

永田いなか浜の
ウミガメ

鹿児島

日光杉並木
特A級 吉野山のサクラ

熊本

栃木
奈良

屋久島の森

鹿児島

礼文島の
高山植物群落

北海道

弘前城のサクラ

青森

白神山地のブナ原生林 青森・秋田

浅間山

長野・群馬

浦内川

沖縄

白馬三山

長野・富山

三条ノ滝

福島・新潟

北上市立公園展勝地
のサクラ

岩手

袋田の滝

八ヶ岳

長野・山梨

常念岳

長野

木曽駒ヶ岳・宝剣岳

長野

槍ヶ岳

長野・岐阜

那智滝

和歌山

乗鞍岳

長野・岐阜

北山崎

岩手

御嶽山

長野・岐阜

赤石岳

長野・静岡

慶良間諸島の海岸

沖縄

大山

鳥取

知床半島の海岸

北海道

宮之浦岳

鹿児島

仏ヶ浦

桜島

鹿児島

浄土ヶ浜

特A級 尾瀬ヶ原

05
滝

茨城

三春滝ザクラ

福島

A級 華厳滝

栃木

称名滝

富山

千鳥ヶ淵・牛ヶ淵の
サクラ

東京

青木ヶ原の樹海

山梨

霧ヶ峰の
ニッコウキスゲ

長野

高遠のサクラ

長野

御室のサクラ

京都

青森

大船山の
ミヤマキリシマ

大分

岩手

霧島のミヤマキリシマ 鹿児島・宮崎

特A級 瀬戸内海の多島景観

09
植物
A級

広島・他

群馬・福島

松島

宮城

サロベツ原野

北海道

南島

東京

仲間川流域の
植物群落

沖縄

釧路湿原

北海道

英虞湾

三重

やんばるの植物群落

沖縄

霧多布湿原

北海道

天橋立

京都

雨竜沼湿原

北海道

鳥取砂丘

鳥取

オホーツク海沿岸の
流氷

北海道

八幡平

岩手

国賀海岸

島根

足摺岬

高知

九十九島

長崎

大瀬崎断崖

長崎

雄国沼湿原
A級 戦場ヶ原

福島
栃木

06
海岸・岬

鬼怒沼湿原

栃木

苗場山頂周辺の湿原

新潟・長野

雲ノ平

富山

大金久海岸・百合ケ浜 鹿児島

大台ヶ原山

三重・奈良

はての浜

沖縄

草千里

熊本

川平湾

沖縄

久住高原・飯田高原

大分

与那覇前浜

沖縄

特A級 十和田湖

03
湖沼

種別

特A級 富士山

01
山岳

02
高原・
湿原・
原野

都道府県
北海道

A級 浅茅湾

青森・秋田

東平安名岬

沖縄

北海道

波照間島の海岸

沖縄

伊平屋島・伊是名島
の海岸（野甫米岬・二 沖縄
見ヶ浦)

屈斜路湖

北海道
北海道

A級 洞爺湖

北海道
北海道

沖縄本島中部から北
部にかけた西側の砂
浜群

沖縄

北海道

新城島の海岸

沖縄

大沼

北海道

阿寒湖沼群
知床五湖
自然資源

青森

蔵王の樹氷

山形・宮城

雲竜渓谷の氷瀑

栃木

A級 富山湾の蜃気楼

富山

長崎

摩周湖
支笏湖

10
自然現象

八甲田山の樹氷

竹田城の雲海

兵庫

鳴門の渦潮

徳島・兵庫

肱川あらし
（肱川の朝霧、雲海）
八重干瀬

愛媛
沖縄

百舌鳥・古市古墳群
特A級 （仁徳天皇陵、応神天
皇陵）

大阪

三内丸山遺跡

青森

11
史跡
A級

一乗谷朝倉氏遺跡

福井

平城宮跡

奈良

吉野ヶ里遺跡

佐賀

臼杵石仏

大分

西都原古墳群

宮崎

人文資源
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表7 特A級・A級観光資源一覧（2） 種別12〜18
種別

評価

資源

都道府県

種別

評価
室生寺

奈良

東照宮

栃木

春日大社

奈良

興福寺

奈良

薬師寺

奈良

唐招堤寺

奈良

長谷寺

奈良

延暦寺

滋賀

清水寺

京都

鹿苑寺（金閣寺）

京都

平等院

京都

特A級 東大寺

奈良

法隆寺

奈良

高野山

和歌山

熊野三山（熊野那智
大社・熊野速玉大社・
和歌山
熊野本宮大社・青岸
渡寺・補陀洛山寺）
出雲大社

島根

嚴島神社

広島

毛越寺

岩手

瑞厳寺

宮城

立石寺（山寺）

山形

出羽三山神社

山形

鹿島神宮

茨城

輪王寺大猷院霊廟

栃木

成田山新勝寺

千葉

明治神宮

東京

浅草寺

東京

建長寺

神奈川

円覚寺

神奈川

高徳院（鎌倉大仏）

神奈川

鶴岡八幡宮

神奈川

弥彦神社

新潟

那谷寺

石川

永平寺

福井

久遠寺

山梨

善光寺

長野

諏訪大社

長野

熱田神宮

愛知

園城寺

滋賀

A級 日吉大社
大徳寺
教王護国寺（東寺）

特A級

13
城跡・
城郭・
宮殿
A級

本願寺（西本願寺）

京都

蓮華王院（三十三間堂） 京都
京都

鞍馬寺

京都

慈照寺（銀閣寺）

京都

平安神宮

京都

吉備津神社

岡山

金刀比羅宮

香川

太宰府天満宮

福岡

祐徳稲荷神社

佐賀

大浦天主堂

長崎

長崎の教会群

長崎

宇佐神宮

大分

斎場御嶽

沖縄

江戸城跡

東京

桂離宮

京都

京都御所

京都

姫路城

兵庫

五稜郭

北海道

若松城（鶴ヶ城）

福島

丸岡城

福井

松本城

長野

名古屋城

愛知

彦根城

滋賀

二条城

京都

松江城

島根

松山城

愛媛

高知城

高知

熊本城

熊本

14
集落・街
A級

京都

函館市元町末広町の
街並み

北海道

角館武家屋敷

秋田

大内宿

福島

川越の街並み

埼玉

銀座通り

東京

五箇山合掌造り集落

富山

北海道

美瑛の丘の農村風景

北海道

恐山の霊場景観と
湯小屋群

青森

旧富岡製糸場

群馬

隅田川橋梁群

東京

輪島白米千枚田

石川

甲府盆地の桃畑

山梨

高山の朝市
A級 長良川の鵜飼

岐阜

牧之原の茶畑

静岡

岐阜

大井川鐵道のSL列車 静岡
丸山千枚田

三重

和束町の茶畑

京都

熊野古道

和歌山・三重

宍道湖のシジミ漁

島根

お遍路さんのお接待

徳島・他

有田焼窯元群

佐賀

軍艦島

長崎

牧志公設市場
特A級 修学院離宮庭園
大通公園

16
庭園・
公園

A級

17
建造物

沖縄
京都
北海道

モエレ沼公園

北海道

偕楽園

茨城

新宿御苑

東京

浜離宮恩賜庭園

東京

兼六園

石川

仙洞御所

京都

後楽園

岡山

栗林公園

香川

水前寺成趣園

熊本

磯庭園（仙巌園）

鹿児島

識名園

沖縄

東京スカイツリー

東京

東京タワー

東京

国会議事堂

東京

東京駅

東京

黒部第四ダム

富山

大阪市中央公会堂

大阪

A級 太陽の塔

大阪

明石海峡大橋

兵庫

閑谷学校跡

岡山

石川

しまなみ海道諸橋

広島・愛媛

高山三町の街並み

岐阜

瀬戸大橋

香川・岡山

錦帯橋

山口

旧グラバー住宅

長崎

岐阜

伊根の舟屋群

京都

円通寺

京都

美山町北山村集落

京都

酬恩庵（一休寺）

京都

天龍寺

京都

産寧坂の街並み

京都

醍醐寺

京都

道頓堀

大阪

妙心寺

京都

神戸北野異人館群

兵庫

八坂神社

京都

今井町の街並み

奈良

倉敷川畔の街並み

岡山

知覧武家屋敷

鹿児島

竹富島の赤瓦葺き民
家群

沖縄

大阪

東京

石川

木曽川の輪中集落

住吉大社

小笠原の見送り
函館山からの
函館市街地の夜景

金沢のひがし茶屋街

京都

大阪

都道府県
東京

奥能登の黒瓦の
集落群

京都

京都

15
郷土景観

東京

祇園界隈

資源
築地市場

板柳のりんご畑の風景 青森

岐阜

西芳寺（苔寺）

浄瑠璃寺

特A級

沖縄

龍安寺

四天王寺

評価

大阪城（大阪城公園） 大阪

原宿

京都

京都

島根

特A級 白川郷合掌造り集落

京都

東福寺

鳥取

神魂神社

今帰仁城

滋賀

南禅寺

三徳山三佛寺

種別

首里城（首里城公園） 沖縄

真宗本廟（東本願寺） 京都

27

都道府県

岩手

伊勢神宮（皇大神宮・
三重
豊受大神宮）

12
神社・
寺院・
教会

資源

中尊寺

青森のねぶた・ねぷた 青森
式年遷宮

三重

特A級 祇園祭

京都

阿波踊

徳島

18
年中行事
A級

博多祇園山笠

福岡

さっぽろ雪まつり

北海道

仙台七夕まつり

宮城

竿燈まつり

秋田

大曲の花火

秋田

特集◉ 観光資源評価研究 「美しき日本 旅の風光」
特集 3 観光資源の今日的価値基準の研究
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表7 特A級・A級観光資源一覧（3） 種別18〜24
種別

評価

資源

山形

相馬野馬追

福島

秩父夜祭

埼玉

三社祭

A級

21
テーマ
公園・
テーマ
施設

青森

おわら風の盆

富山

蔦温泉の泉源浴舎

青森

城端曳山祭

富山

鳴子温泉の潟沼、
温泉神社、滝の湯

御柱祭

長野

高山祭

岐阜

郡上おどり

岐阜

22
温泉

愛知

葵祭

京都

時代祭

京都

天神祭

大阪

岸和田地車祭

大阪
奈良

会陽（裸祭り）

岡山

壬生の花田植

広島

長崎くんち

長崎

高千穂夜神楽

宮崎

沖縄のエイサー

沖縄

那覇大綱挽まつり

沖縄
沖縄
北海道
東京
沖縄

東京国立博物館

東京

京都国立博物館

京都

広島平和記念公園

広島

沖縄平和祈念公園

沖縄

鉄道博物館

埼玉

国立歴史民俗博物館

千葉

国立西洋美術館

東京

国立科学博物館

東京

東京国立近代美術館

東京

根津美術館

東京

金沢21世紀美術館

石川

A級 国立民族学博物館

大阪

A級

都道府県

酸ケ湯温泉の
ヒバ造り千人風呂

八重山の豊年祭

特A級

資源

東京

旭川市旭山動物園
19
動植物園・ A級 上野動物園
水族館
沖縄美ら海水族館

20
博物館・
美術館

評価

北海道

東大寺二月堂修二会
（お水取り）

特A級

種別

登別温泉の地獄谷と
多様な泉質の自然
湧出源泉、浴場群

尾張津島天王祭り
（津島祭り）
18
年中行事

都道府県

花笠まつり

奈良国立博物館

奈良

足立美術館

島根

大原美術館

岡山

大塚国際美術館

徳島

ベネッセアートサイト

香川

九州国立博物館

福岡

平和公園

長崎

東京ディズニー
リゾート

千葉

三鷹の森
ジブリ美術館

東京

博物館明治村

愛知

東映太秦映画村

京都

ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン

大阪

草津温泉の湯畑自然
湧出泉源広場と温泉
街、共同湯と時間湯

群馬

特A級 別府温泉郷(八湯)の湯
けむり景観と鉄輪地
大分
獄、伝統的共同浴場群
と入浴法(泥湯、砂湯)

種別

評価
特A級

資源

都道府県

江戸前の寿司

東京

京懐石

京都

ビール園のビールと
ジンギスカン

北海道

札幌ラーメン

北海道

盛岡市のわんこそば

岩手

宮城

秋田

玉川温泉の「大噴」
泉源と岩盤浴、
強酸性泉湯治法

秋田県北部地方の
きりたんぽ鍋

秋田

築地市場の海鮮料理

東京

乳頭温泉郷の
源泉浴場群

秋田

後生掛温泉の泥火山、
箱蒸し、泥湯、
秋田
オンドル湯治
銀山温泉の旅館街と
共同浴場群

山形

蔵王温泉の酸性泉と
源泉浴場群

山形

横浜中華街の中華料理 神奈川
戸隠そば（信州そば） 長野
23
食

群馬

万座温泉の湯畑と
源泉浴場群

群馬

四万温泉の日向見
薬師堂、伝統的旅館
建築と元禄の湯

群馬

静岡

松阪牛のすき焼き

三重

A級 川床の京料理

那須湯本温泉の「鹿の
栃木
湯」
と高温源泉浴
伊香保温泉の
石段街と小間口で
引湯された浴場群

浜松のうなぎ料理

京都

大阪のたこ焼き

大阪

山陰の松葉ガニ料理

兵庫

高野山の宿坊の
精進料理

和歌山

広島のカキ料理

広島

下関のふく料理

山口

香川の讃岐うどん

香川

高知の皿鉢料理

高知

中洲川端の屋台村の
食事

福岡

沖縄そば

沖縄

歌舞伎座で
上演される歌舞伎

東京

国技館で
開催される大相撲

東京

国立能楽堂で
上演される能・狂言

東京

石川

末廣亭で
上演される演芸

東京

山代温泉の「湯の曲
輪(がわ)」
・総湯広場

石川

国立劇場で上演
される歌舞伎・文楽

東京

野沢温泉の麻釜と
大湯などの外湯群

長野

鈴本演芸場で
上演される演芸

東京

渋温泉の石畳温泉街
と外湯巡り

長野

奥飛騨温泉郷の
大露天風呂群

岐阜

特A級

尻焼温泉の天然「川湯」 群馬
箱根大涌谷の噴気
泉源地帯と天然岩盤
湯壺「姥子の湯」
A級 山中温泉の総湯広場
と温泉街

神奈川

修善寺温泉の川畔
旅館街と「独鈷の湯」
、 静岡
修禅寺
城崎温泉の街並みと
外湯巡り

兵庫

有馬温泉の歴史的
泉源群と温泉街(温泉 兵庫
寺、湯泉神社)、入初式
湯村温泉の荒湯

兵庫

湯の峰温泉の
つぼ湯と湯筒

和歌山

南紀白浜温泉の
「崎の湯」
と海沿いの
外湯巡り

和歌山

道後温泉の道後温泉
本館

愛媛

雲仙温泉の雲仙地獄
と源泉浴場群

長崎

由布院温泉の
金鱗湖と下ん湯

大分

24
芸能・
興行・
イベント

箱根駅伝

神奈川・東京

南座で
上演される歌舞伎

京都

都をどり
京都
A級 （祇園甲部歌舞練場）
国立文楽劇場で
大阪
上演される文楽
なんばグランド花月
（ＮＧＫ）
で上演される 大阪
お笑い
宝塚大劇場で
上演される歌劇

兵庫

全国高等学校野球
選手権大会
（夏の甲子園）

兵庫

旧金毘羅大芝居
（金丸座）
で上演
される歌舞伎

香川

※写 真集『美しき日本 旅の風光』
による資源名表記には、これ
を変更・簡略化したものもある。
※自然資源（1〜10）は濃いグレーで着色。人文資源（11〜24）
は薄いグレーで着色。

指宿温泉郷
(指宿、山川伏目海岸) 鹿児島
の砂蒸し風呂群
霧島温泉郷の
噴煙地帯と温浴場群

鹿児島

28
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石川 理夫

加わった。その結果、特Ａ級とＡ級

い表す。温泉資源を表す「温泉」と

本稿では時に「温泉（地）
」と言

る泉源（湯元）
、多様な個性と成分

そのもので、今も豊かに自然湧出す

温泉地域自然資産とは温泉資源

含まれる。ちなみに複合資産は選定

対象が両方にまたがる例である。

日本温泉地域資産は日本の貴重

な温泉 資源と温泉文化、温泉地の

歴史的文化的蓄積を評価、観光資

産活用を含めて活性化に寄与する

目的で選 定した。自然資源と人文

資源を併せ持つ観光資源として温泉

（地）を評価する際にも参考になる

と考える。

世界遺産の例では、トルコの複合

である（写真１）
。

接して築かれた古代温泉都市遺跡

遺産「ヒエラポリス パ-ムッカレ」の
パムッカレは湧出源泉の生成物であ

に選定された三十三カ所 （注１）の温

それを基に成り立つ「温泉地」を包

や泉質を有する源泉、源泉が生み出

本温泉地域自然資産と同文化資産、

概念が役立つと思われる。これは日

温泉評論家・日本温泉地域学会会長

温泉の評価を考える

このたび刊行された『美しき日本
旅の風光』では、日本を代表する

泉地が紹介されている。

括した表現である。これは自然資源

す固有の自然現象の果実（間欠泉、

る石灰華段丘で、ヒエラポリスは隣

一九九九年（平成十一年）刊の『美

と人文資源に大別された観光資源

噴湯丘、噴泉塔、石灰華、温泉に生

同複合資産の三つで構成される。

しき日本 』では温泉を取り上げな

の中で、温泉（地）は両方にまたが

息する特殊な生物等）が含まれる。

温泉
（地）
は自然資源と
人文資源を併せ持つ

かったことを鑑みれば、近年の国内

ることを意味する。観光資源として

温泉地域文化資産には日本の湯

観光資源の種別に「温泉」が新しく

外観光客の温泉志向を背景に、観

優れて複合的な特性を持つのが温泉

ゆ う しゅつ

光資源としての温泉（地）を再評価

泉利用法や浴槽・浴舎、温泉神社や

前者は温泉地域自然資産または

写真１ トルコのヒエラポリス パ-ムッカレ：野天風
呂の湯底に古代ローマ遺跡（筆者撮影）

温泉（地）の自然資源、人文資源

温泉寺・薬師堂を含む温泉信仰、伝

自然資源に、後者は温泉地域文化

治・温泉文化を特色づける入浴・温
の理解には、以前に日本温泉地域学

統芸能・行事、情緒を醸し出す温泉

資産または人文資源に該当する。

（地）なのである。

晴らしい温泉」とはどのような資質、

会が第一次選定百二十五件を本にま

街や泉源広場、伝統的建造物などが

したと言えよう。そこで温泉評価の

要件を備えたものか、温泉の選定評

とめた「日本温泉地域資産」という

歴史を踏まえ、
「日本が誇るべき素

価について述べてみたい。

14/07/03 10:00
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29

4

湯浴みすれば「形容端正」
、
「万病
まれている。

産「紀伊山地の霊場と参詣道」に含

や温泉紀行文が増え、旅の許可を得

東海道 中 膝栗毛など滑稽本の旅物

と う か い ど う ちゅう ひ ざ く り げ

い

（地）は、入浴等の利用がもたらす恩

にぎわっていた。しかし何より温泉

勢集い、どちらも観光地さながらに

湯」と評 価された。老若男 女が大

と評価。
同じく効能ゆえに後者は
「薬

功能鑑」
（図１）もその一つである。

期に流行する温泉番付「諸国温泉

していた。相撲番付に倣って江戸後

価値は高く、評価は効能本位で一貫

代、湯治療養地として温泉地の存在

医学に救いを求められなかった時

する人は勿論、物参り、遊山ながら

を収録。冒頭に「唯養生の為に湯治

ガイドで、「諸国温泉二百九十二カ所」

『旅行用心集』は日本初の温泉旅行

年（文化七年）に八隅蘆菴が出した

遊山の温泉旅行が広まった。一八一○

る「湯治」は名目上で、実際は物見

除ゆ」
。そのため、前者を「神の湯」

恵、療養効果により、
「神の湯」と

これは全国の温泉地約九十カ所を

に旅立」人にも見易くした、と刊行

た和歌山県湯の峰温泉に入浴した

られる名湯を選定評価しており、東

「瘡毒」
（梅毒）等と記す。効能で知

源的評価が台頭する。

しい温泉評価登場の背景にあった。

温泉資源の卓越さが
選定評価の基にある

温泉評価の歴史に登場した温泉

越後の文人・鈴木牧之が平家落人伝

一例は、
『北越雪譜 』で知られる

数百年後もなお選定評価される資

の温泉地は、評価法が異なる千年、

泉はこのたびも選定された。これら

地のうち湯の峰、草津、有馬の各温

承の秘境・秋山郷を十返舎一九の勧

質、要件を備えていることになる。
は秘湯紀行でもあり、
「命の洗濯す

に出した『秋山記行』である。同書

が、地球の恵みたる温泉湧出を基に

を兼ね備えた複合的な特性を持つ

温泉（地）は自然資源と人文資源
め

る心持ち」と、野天風呂や湯を愛で

成り立つのが温泉地である。したが
江戸の大衆消費文化が成熟して、

って温泉選定評価の大前提、第一の

る観点から温泉を評価している。

じっ ぺん しゃ いっ く

ぼく し

めで探訪し、
一八二九年
（文政十二年）

せっ ぷ

や すみ ろ あん

称えられるほど評価を得たのである。

東西に分けて三役から前頭まで格付

ば

平安時代、熊野に詣でた右大臣・
り

目的を記す。こうしたトレンドが新

ご

けし、温泉名の上に「万病・諸病」

ゆ

イギリスの「バース市街」は、泉源

感激を「これは神の験にほかならな

の草津温泉、西の有馬温泉は明治時

藤原宗忠は、湯垢離場 （注２）であっ

と古代ローマ浴場遺跡（写真２）を

い。此の湯に浴すれば万病を消除す

代まで不動の最高位・大関を保った。

しるし

含む街並みが登録されている。歴史

るといわれる」と日記『中右記』に

一方、伝統的な効能的評価法と並

ちゅう ゆ う き

的文化的蓄積を持つ温泉地が世界文

記した。湯の峰温泉も世界 文化遺

き

行して、新たに江戸後期には観光資

化資産となる素晴らしい事例である。

温泉
（地）は歴史的に
どのように評価され
てきたか
それでは温泉（地）を日本ではど
のようなものとみなし、評価を与え
てきたのだろうか。
ど

文献上最も古い例は、奈良時代の
いずものくに ふ

『 出雲国風土記 』の島根県玉造温泉
と湯村温泉に関する記述に見られる。

図1 1817年（文化14年）刊の温泉番付表
「諸国温泉功能鑑」
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える。

卓越性、その優れた特色にあると考

要件は、自然（温泉）資源の豊かさ、
泉は火山性温泉に恵まれた日本の代

文化を保つことである。なお、酸性

時間湯という 伝 統的入浴法・湯治

後 生 掛、鳴子、那須湯本、草津、万

か、登別、酸ヶ湯、乳頭温泉郷、玉川、

選定三十三カ所のうち、別府のほ

。
（注３）

るのも日本の温 泉 地の特 色である

的な構成要素と言える。

あり、湯煙景観は自然・人文の複合

湯、砂湯）は人文資源の構成要素で

府の伝統的共同浴場群と入浴法（泥

草津の温泉街、共同湯、時間湯、別

法（泥湯、砂湯）
」が構成要素である。

二カ所が特Ａ級に選定された。共通

別府八湯より成る別府温泉郷は、
が らんだけ

おおわくだに

ゆ

表的泉質で、海外では数少ない。

座、箱根大涌谷、雲仙、霧島温泉郷

選 定三十三カ所 中、純 粋に自然

か

温泉の生みの母たる伽藍岳・鶴見岳

の計十三カ所が噴気・地獄地帯を持

資源のみで構成されるのは「噴煙・

す

するのは、世界を見渡しても傑出し
と別府湾の間の傾斜地に広がる自然

つ。これも卓越した自然（温泉）資

泉源地帯」の箱根大涌谷一件である。

今回、草 津温泉と別 府温泉郷の

た温泉資源を有し、その特色を活か
景観が素晴らしい。そこに二〇〇一

源が選定評価の基になっている証左

兵庫県湯村温泉も、自然資源の高

ご しょう が け

した営みを重ね、人文資源・文化資
年（平成十三年）の「 世紀に残し

はっとう

産たる温泉地の今日の姿、景観や街

だろう。

温自然湧出泉源「荒湯」を構成要

たい日本の風景」
（ＮＨＫ公募）で

また、塩 化 物 泉、硫 黄 泉、硫 酸

素とするが、
『夢千代日記』の撮影

並みを築いていることである。

塩泉、酸性泉など九種類に大分類

二位に選ばれた湯煙景観が現出し、
別府のシンボルとなっている。

舞台ともなり、荒湯を中心に広がる

草津温泉を特Ａ級と評価するの
は、高温自然湧出泉の泉源広場「湯

される泉質のうち、別府温泉郷は放

情緒漂う温泉街も観光資源として

き

『 豊後国風土記 』にも記されたも

射能泉を除く八種類がそろうのも、

大きな資質、構成要素たり得ている。

ど

畑」を中心に伝統的な和風旅館街

う一つのシンボルが鉄輪地獄（写真

霧島温泉郷と並び、温泉 資源の多

ぶんごのくに ふ

や共同浴場群を持つ街並みを放射

３）で、噴気や熱泉ほとばしる地獄

かんな わ

状に形成してきたこと（図２）
、豊

一方、人文資源の構成要素のみで
様性、豊かさを表している。

評価される温泉地は、木造三層・四

層「旅館街」の山形県銀山温泉、日

本初の計画的「石段街」の群馬県伊

府温 泉郷（八湯）の湯煙景 観と鉄

間湯」
が構成要素である。別府は
「別

出泉源広場と温泉街、共同湯と時

草津は「草津温泉の湯畑 自然湧

る資質、構成要素から考えてみたい。

次に、温 泉選 定評 価の対 象 とな

のため造られたように、自然資源が

風呂底から湧き上る酸性硫黄泉入浴

の「伝統的なヒバ造り千人風呂」が、

の場合も、例えば青森県酸ヶ湯温泉

の愛媛県道後温泉を始め数多い。こ

伝統的共同浴場建築「道後温泉本館」

街を形成した石川県山中、山代温泉、

香保温泉、
「総湯広場」を核に温泉

輪地獄、伝統的共同浴場群と入浴

温泉選定評価の
対象となる要素

と呼ばれる泉源地帯が多く見られ

写真3 別府・鉄輪地獄の海地獄（筆者撮影）
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21

富 に 湧 出 す る 強 酸 性 泉 を 利 用 した
図2 江戸時代の「上州草津温泉之図」
（草津町温泉資料館）
。
湯畑を核に温泉街を形成している様子がうかがえる

類そろう泉質）

・源 泉 そのもの（強酸性泉、八種

ば、自然湧出泉源、鉄輪地獄）

象（以下草 津と別 府を例にとれ

・自然資源としての温 泉の湧 出現

となる共同湯「大湯」も以前は惣湯

Ａ級温泉地では、野沢、渋温泉の核

場を管理する伝統を体現している。

のことで、温泉地が共同で資源や浴

来温泉地域共同体が育んだ「惣湯」

義深い。しかも総湯は中世の惣村以

山中、山代温泉の「総湯広場」は意

えれば、草津の泉源広場・湯畑同様、

日目的に「温泉」を挙げている。実

からを含む外国人観光客は、主な訪

い。それに近年増大する東南アジア

光目的であることは言 う までもな

温 泉が日本 人にとって主要な観

とを示唆している。

めて大きなファクターとなり得るこ

これは温泉が日本の観光資源上きわ

数からみて世界一の温泉大国である。

は、源 泉 総 数や総湧 出量、温 泉 地

味を活かし、まさしく＂ニッポンの

泉地が育んできた歴史や文化、持ち

されたように、日本の温泉資源と温

そのためには温 泉選 定評 価に示

泉地の施設や設備面でのレベルが平

泉大国であり、やがては国際的に温

える （注５）という中国は潜在的な温

ている。温泉地の数が三千カ所を超

よる温泉リゾート開発に拍車をかけ

基にあることは言うまでもない。

・周囲の自然環境
と呼ばれていた。こうした地域共同

際、箱根を訪れる外国人観光客は

オンセン＂らしさを発揮し、アピー

砂湯）

こうした構成要素は、

・人文資源としての伝統的な浴槽・

体による資源管理（コモンズのガバ

必ず観光スポットの大涌谷に立ち寄

ルしていく必要がある。このように

六項目全てに優れた資 質の構 成

など六項目にまとめられる。

同浴場を温泉神社や温泉寺・薬師

ある温泉地は、泉源と中核となる共

野沢、渋、有馬、城崎温泉など歴史

う。韓国や台湾に続き中国もまた近

さにあぐらをかいてはならないだろ

もっとも、日本は温泉資源の豊か

ることを期待したい。

今回の温泉選定評価がその一助とな

いかねないのである。

要 素 を備 えた温 泉地は、特Ａ級二

堂が守護する形で形成され、温泉の

年、日本を参考にした大深度掘削に

また、Ａ級選定の鳴子、那須湯本、

温泉地のように評価がきわめて高い。

恩恵にすがった人々の慈しみや畏敬

・街並み（広場、温泉街）

そうそん

浴場建築（共同湯、共同浴場群）

ナンス）は今日、世界的に見直され

り、噴気上る景観に日本の温泉資源

日本の温泉（地）はグローバルな観

準化・均一化して日本の優位性を失

・入浴・温泉文化（時間湯、泥湯・
ている （注４）
。

の豊かさを実感している。

一軒宿、秘湯型のＡ級温泉地の場合、

の念を今に伝えている。湯だけでな

（いしかわ みちお）

光資源としてもっと評価されてよい。

街並みといった構成要素はなくても、

く、長く効能評価を支えた人々の思

い けい

他の項目の多くに該当する資質、構

いが、訪れる観光客にも深い安らぎ

世界に評価される
＂美しき日本＂の温泉

を与えてくれるはずである。

成要素を備えている例が多い。
また、項目的には一、
二該当する
のみでも、海外に類を見ない特色、
魅力、日本の温泉文化を体現してい
れば、高い選定評価を得るだろう。

環太平洋火山帯に位置する日本

（注１）この他にも種別「動物」で選ばれた「地
獄谷野猿公苑のサル」は長野県地獄谷
温泉に当たる。
（注2）熊野本宮詣での人々が参詣前に湯の峰
温泉で心身を洗い清めた。
（注3）火山性温泉が多いイタリアやニュージー
ランド等にも地獄景観がある。
（注4）米国の女性政治学者エリノア・オストロム
がこの研究で2009年のノーベル経済学
賞を受賞した。
（注5）于航（城西国際大学）
「中国の温泉文化
について」
『温泉地域研究』第６号より。
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日本の町で歴史的に唯一広場を形
成し得たのは温泉町であることを考

石川理夫（いしかわ みちお）
1947年仙台市生まれ。東京大学法学部
卒業。百科事典編集者を経て、企画編集
会社有限会社ミュー・ワークス代表取締
役。温泉評論家。環境省中央環境審議会
自然環境部会温泉小委員会専門委員。
2012年より日本温泉地域学会会長。
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安田 亘宏

真集『美しき日本 旅の風光』で取

り上げられた「食」のそれぞれにつ

いて、筆者の見解を交えながら概観

してみたい。

世界に誇る東西の横綱
―京懐石と
江戸前の寿司

地域の食の価値は、旅する人それ

に委ねられており、客観的に評価す

ぞれの味覚や興味、知識、経験など
「本源的需要」となり、「中核的商品」

ることは困難である。しかし、だれ

日本人として一生の間にはぜひ一度

「中核資源」となっていった。今日

としての観光旅行の頻度が高まり定

特 徴ある地域の食や食文 化、食

は地元で味わいたい、外国の人々に

もがおいしいと思うものはおいしく、

しかし、観光の成熟期以前の旅行

着する中、どうせ食べるのなら、そ

空間は、その土地の自然や歴史、文

もぜひ食べてもらいたい、そんな地

では、地域の食が、誘客の源泉であ

西武文理大学サービス経営学部教授

地域の食は誘客の
源泉となる観光資源

地域の食の評価

観光旅行中の旅行者にとっての地
域の食は、どの時代であっても、必
要不可欠なものであり、大きな楽し

中の地域の食は、観光資源と位置づ

の土地らしい、おいしいもの、珍し

化、人々の暮らしの中から生まれ、

域の食が確かに存在する。

多くの人がわざわざ食べに行きたい

けられる美しい自然景観や歴史ある

いものを食べたい、現地に出向いて

育まれ、今日に続く、そこに暮らす

り、感動の源泉となる観光資源とな

神社仏閣、伝統的な祭事などの「本

その食が生まれ育まれてきた環境に

人々にとっての自慢であり、誇りで

人々の生活が豊かになりレジャー

源的需要」に対し、それらを見学、

自分の身を置いて食を楽しんでみた

ある。

みであった。

体験するために必要な交通や宿泊な

いと多くの旅行者が思うようになり、

と感じるものはやはり魅力的である。

どとともに「派生的需要」であり、「支

観光旅行中の食は旅行を構成する

っていることは疑う余地はない。

援的商品」
「補完資源」であるとの

重要な要素となった。

らに脆弱性などの観点からの議論で

しての固有性、独自性や代替性、さ

の価値観の変化の中で、地域の食は

が進むなか、すなわち、社会や時代

旅行者のニーズの多様化、個性化

喜びである。このたび発刊された写

時代の変化を感じるとともに大きな

源評価」の対象に加えられたことは、

日本交通公社の取り組む「観光資

地域の「 食 」が、公 益財 団 法 人

まりがあったが、茶会ではなく料理

立、食作法、食器などにも一定の決

事の形式であった。したがって、献

であり、茶道の形式にのっとった食

に亭主が来客をもてなす料理のこと

う。懐石料理とは、本来、茶会の際

その筆頭は、京都の京懐石であろ

考えが一般的であった。観光資源と

あった。
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5

り、まさに日本料理の原点である。

付けで、見た目にも美しい料理であ

だわり、その持ち味を生かす薄い味

なった。野菜や魚介などの食材にこ

数も増し趣 向も凝らされるように

店で供されるようになってから、品

た寿司のことであるが、一般的には

湾（東京湾）で捕れた海産物を使っ

とは、本来「江戸の前」つまり江戸

戸の郷土料理である。江戸前の寿司

民である江戸っ子が好んで食べた江

庶民食とは言えないが、ルーツは庶

こちらは、今日では決して安価な

を楽しむことができる。その流れの

がり、地域の旬なタネを使った寿司

理ではあるが、現在は全国各地に広

うのが一般的である。江戸の郷土料

京に全国から集まる旬の素材を使

卵焼きなどであったが、今日では東

を締めたもの、煮アナゴや蒸しエビ、

ことが多い。主にコハダやサバなど

した符 牒で「ネタ」とも 呼 ばれる

ガニ料理は格別である。北近畿、山

筆頭に挙げられる。特に、冬の松葉

節限定の農水産物といえば、カニが

日本人の嗜好する美味、希少、季

べるのが一番おいしい。

った。もちろん、今日でも地元で食

は現地に行かなければ食べられなか

凍技術などが発達していなかった昔

できるが、輸送手段、保存技術、冷

は東京にいながらにして食すことが

ふ ちょう

多くの旅行者を惹き付ける料理で
酢飯を一口大に握り、その上に四季

中で地域性が希薄になったことは否

陰で水揚げされるズワイガニは松葉

ぜいたく

京懐石が西の横綱なら、東の横綱
は江戸前の寿司であろう（写真１）
。

か すみ

ゆ

味はこたえられない。カニ刺し、焼

し こう

あるが、庶民がなかなかか口にする
折々の生身の魚介などを載せた握り

めないが、日本の江戸東京が育て上

ガニと呼ばれ、日本海で育ったカニ

ひ

ことができない贅沢な料理でもある。
寿司のことを指す。

げ完成させた、世界に誇れる料理で

のぎっしりと詰まった身と上品な旨

具材はタネ（種）という。逆さに

あることは間違いない。

きガニ、茹でガニ、カニすき、カニ

うま

また、
世界共通語となった「 sushi
」
はこの江戸前の寿司である。海外で

雑炊と旅行者をうならせる。特に知

み

はヘルシー食として定着しているが、

名度が高いのは、兵庫県の城崎温泉、

香住である。

下関のふく料理も日本を代表す

る地域のおもてなし料理である（写
真２）
。

く味わえる、客人へのおもてなしに

があり、その食材を生かしておいし

日本 各地にはそれぞれの特 産 物

など八割近くが集まる大集積地であ

げされる天然のトラフグやクサフグ

らだといわれる。下関は日本で水揚

「ふく」と呼ぶ、
「福」につながるか

下関では、フグのことを濁らずに

もふさわしい料理として完成させた

る。この地に多くのフグ料理を専門

一度は地元で食べたい
地域食材を生かした
おもてなし料理

地域がある。今日では、全ての料理

14/07/03 10:04

222観光文化特集5.indd 34

驚きのアレンジも見られる。

写真1 江戸前の寿司

34

れる和牛を代表する歴史

舌触りなどとよく表現さ

けるような味、滑らかな

ある風味が特徴だ。とろ

な肉質、脂肪分に甘みの

シと箸で切れるやわらか

特徴は、きめの細かいサ

域の食である。松阪牛の

は地元で食べてみたい地

るとはいう ものの、一度

き焼きも、どこでも食せ

のウナギ料理もまた生産地が生み出

をそそる香りが漂っているまち浜松

ナギ料理専門店から蒲焼きの食欲

と言われる浜名湖に近い、いつもウ

理、本格的なウナギ養殖の発祥の地

甘みが特徴のカキを生かしたカキ料

ている広島の大粒で濃厚かつ繊細な

位で全国総生産量の半分以上を占め

その他にも、カキ生産量は全国一

で訪れた旅行者をもてなしてくれる。

丁寧に調理した品格のある精進料理

ならではの旬と生の食材にこだわり、

の郷土料理とした方がピンとくるの

なし料理に分類してもよいが、土佐

前項の地域食材を生かしたおもて

心をくすぐる。

される、食する情景のイメージが旅

炉 裏 端、雪景 色など料理から連想

もなっている。田舎家、古民家、囲

ある。今も県民の定番の家庭料理と

たんぽを入れた鍋がきりたんぽ鍋で

ノコと比内地鶏を煮込み、そのきり

やすく切ったものである。野菜やキ

巻き付けて焼き、棒から外して食べ

ぶしたご飯を竹輪のように杉の棒に

かば

ある牛肉である。松阪市

し育ち続けてきた旅行者を惹き付

が、高知県の皿鉢料理である。いく

穀類のみを工夫して調理

地元で採れた野菜や豆類、

定された食材、すなわち、

の中で生まれたものであり、地域の

を背景として、地域の人々の暮らし

風 土、食 材、食習 慣、歴史 文 化 等

郷土料理とは、地域独 特の自 然

ある。

はり、高知で豪快に食したい料理で

して、酒とともに供されている。や

あったが、今日ではメインの料理と

ひ

内には専門店が多数あり、

けるブランド料理である。

酢の物などを盛り合わせた料理で、

寿司と組み物といわれる揚物、煮物、

つもの大皿に刺身、カツオのたたき、

さ わ ち

しゃぶしゃぶやステーキ、
網焼きなどもあるがすき
焼きをまず楽しみたい。
地 域の特 徴 的 な 食 材

し、振る舞い料理、おもてなし料理

伝統として受け継がれてきた料理の

もともとは本膳の後の酒宴用料理で

に出す 料 亭、割 烹旅 館、料理旅 館

として完成させたのが今日の精進料

ことである。

地元に今も息づく
郷土料理

が集積された。フグ刺し、フグ唐揚

理である。もともとは僧の厳しい戒

日本の郷土料理と聞いて、すぐに

を生かすのとは逆に、限

げ、焼きフグ、フグちり、フグ雑炊、

律の中で食していた料理である。和

思い浮かべるのは秋田県のきりたん

かっぽう

どれも逸品であり、コースで食べる

歌山県にある日本仏教の聖地である

ぽ鍋であろう。きりたんぽとは、つ

地域の暮らしの中から生まれ、地

わざわざ訪ねて
食べ歩きたい庶民の味

ことが多い。

高野山には多くの宿坊があり、山里
和牛の代 表 格である松阪牛のす
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写真2 下関のふく料理

りと言われ、江戸時代中期にはうど

大師が中国から持ち帰ったのが始ま

もブームとなった。讃岐出身の弘法

上がり、多くの旅行者を呼び、幾度

ろう。郷土食として全国的に評価が

筆頭は、香川県の讃岐うどんであ

ている。

き、店舗巡りがキーワードともなっ

集積が見られるのが特徴で、食べ歩

ってきている。地域内に一定の店舗

の旅行者がわざわざ訪ねるようにな

な庶民的な郷土食を目当てに、多く

誇りに思っている、おいしくて安価

こよなく愛されている。
「食い倒れ

われる粉物料理の一種で大阪府民に

大阪のたこ焼きは、大阪発祥と言

店は千軒以上あると言われている。

に寄与する。現在、市内のラーメン

札幌ラーメンブームが起こり、観光

が誕生する。その頃から、全国的な

代に観光名所となる「ラーメン横丁」

ーツは大正期まで遡り、一九七〇年

いえるのが札幌ラーメンである。ル

当地ラーメンがある。その元祖とも

法、食べ方などがある、いわゆるご

ある。地域には独自の味付けや調理

はまさに現代を代表する庶民食で

どこ」と言う。また、

船、高 雄では「かわ

鴨川では「ゆか」
、貴

しみである。川床は、

期のみの贅 沢 な 楽

料理が供される。夏

敷を作り、そこで京

よく見える位置に座

の上や、屋 外で川の

料理屋や茶屋が川

間であろう（写真３）
。

日本的で優雅な食空

川床の京料理は最も

とを楽しむ食の旅で

んづくりが行われていたとされ、そ

の街」大阪には同じ粉物のお好み焼

納涼床とも呼ばれる。

日本の国民食ともなったラーメン

の歴史は長い。讃岐うどんはコシの

きや串揚げなど庶民の味が生き続

東京の台所と言わ

域住民が日頃より好んで食し、愛し、

強さが重視され、セルフサービスの

けていて、旅行者も十分に楽しむこ

近年、地域の特 徴ある食 空間が

いが、場内や場外の活気のある小規

類は新鮮で美味であるのは間違いな

もちろん、日本全国から集まる魚介

外の旅行者が競って食べに来ている。

ビール園が開業し、
「生ビール飲み

いえるが、一九六〇年代、ひとつの

形式はただのビアホールであるとも

味わえない特別な食空間と思える。

札幌のビール園も、旅をしないと

の海鮮料理も、国内

の魚市場、築地市場

れる、世界最大規模

ぜいたく

京都の夏の風物詩、

ある。

店が多いのも特徴である。県内に千

とができる。

さかのぼ

軒が立地していると言われ、うどん
店巡りはとても楽しい。
そばも全国に有名な地域がある。

食べ方がユニークな岩手県のわんこ

旅行者を集めている。食材や料理も

模な店舗で食することに価値がある

放題・ジンギスカン食べ放題」をう

そば粉の産地である長野県の戸隠神

そば、小麦粉から作られる麺を使用

もちろん大きな要素ではあるが、そ

ようだ。

旅しなければ
味わえない食の空間

する独特の沖縄そばもわざわざ食べ

れ以上に特異なその空間で食するこ

社周辺で食すことのできる戸隠そば、

に行く価値がある。
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ギスカンを札幌で味わうのは、その

送の生ビールと、北海道名物のジン

たったのは衝撃的であった。工場直
の支持を受けている地域の食には共

本稿で紹介してきた、多くの旅行者

資源になるかといえばそうではない。

の味となる。

ストーリーなどが、その地域でこそ

いること。歴史だけでなく、伝説や

食材、調理方法などに物語が隠れて

なるとうれしい。

によって多くの人に知られるように

イデンティティを、観光という行為

を通して、地域の文化、日本人のア

日本人だけでなく、世界 中から

通点がある。客 観的に数 値化する

最後に、持続性のある食、保護で

日本の食を求めて多くの人々が訪れ、

ことが困難な項目ばかりではあるが、

空気感である。
大きな特 異 性のある食空間とい

きることである。一過性で終わって

えば横浜中華街がある。街には上海

これらが、筆者の考える観光資源と

路、中山路、福建路など中国の地名
第一に、美味で安全な食であるこ

とはいえ、食は、誰が何と言おう

「美味しき日本」をアピールする

日本の地域まで足を延ばし、住民自

を冠した路地が交差しており、エリ
と。味覚には個人差があり、全員が

が自分自身がおいしいと思ったもの

地域の食という観光資源はたくさん

しまうブームのような食は、この対

ア内には五百店以上の料理店が並ん

おいしいと思う食は存在しないかも

が、おいしい魅力的な食である。そ

ある。

なる地域の食に対する評価軸である。

でいる。特定の料理店や料理を求め

しれないが、大多数の人がおいしい

んな食を評価することはとても難し

慢のさまざまな地域の食を堪能して

る人もいるが旅行者にとっては、街

と感じることが必要であろう。食の

く、意味のないことかもしれない。

象とはならない。

全体の雰囲気を魅力に感じ、それが

安全は絶対的なものであり、大多数

きいのは、福岡の博多中洲川端や長

理が楽しめる。最も有名で規模が大

める屋台村がまだ残っていて屋台料

食べられないというのは、流通の発

域らしい食であること。そこでしか

でしか食べることのできないその地

第二に、地域固有な食、その地域

らい、その地を訪ねて味わってもら

がある。それを多くの人に知っても

愛され、継承されてきたおいしい食

に住む人々の暮らしの中から生まれ、

・

・

・

・

・

（やすだ のぶひろ）

安田亘宏（やすだ のぶひろ）
西武文理大学サービス経営学部教授。
法政大学 大学院政策 創造研究 科 博 士
後期課程修了、博士（政策学）
。観光士。
一九七七年ＪＴＢに入社、元ＪＴＢグ
ループ旅の販促研究所所長。二〇一〇
年より現職。日本エコツーリズム協会
理事、コンテンツツーリズム学会副会
長、日本地域資源学会常務理事など。
『フードツーリズム論』古今書院、
『食
旅と観光まちづくり』学芸出版社、『「澤
の屋旅館」はなぜ外国人に人気がある
のか』彩流社、など著書多数。

掲載写真 出典：ＪＴＢパブリッシング
『美しき日本 旅の風光』より

・

くれることを望みたい。

味付けとなっている。

しかし、南 北に長 く、四 季 がは

浜地区であろう。屋台では博多ラー

達した日本においては、もはやあり

いたい。そして、その食を地域の誇

の人が安心と感じるものである。

メン、餃子、おでんだけでなく洋食

得ないかもしれないが、明確な差別

りとして、日本の宝として次の世代

日本には、人との触れ合いが楽し

や天ぷらなども味わえる。不思議な

性が存在していなくてはならないだ

っきりとある日本の地域には、そこ

食の空間を楽しむことができる。

っていってほしい。食を味わうこと

源的な価値となる地域の食にかかわ

もっともっと多くの人に、長く本

きな意義であると考えている。

になることが地域の食を評価する大

にも残していきたい。そのきっかけ

第四に、物語性のある食、料理や

していることである。

んで食べ、おいしいと感じ、誇りと

あること。つまり住民がその食を好

第三に、地域住民が共感する食で

ろう。

地域の食を
評価することの意義
地域の食が他の地域とちょっと違
う という だけで、全てが 食の観 光
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旅の風光を語る
株式会社ＪＴＢパブリッシング 執行役員
立命館アジア太平洋大学 非常勤講師
元・公益財団法人日本交通公社 常務理事

楓
林

千里
清

の風景を見たわけで、そのときのイ

昔の人たちもようやく海岸に出てこ

たちはこの地にたどり着きました。

楓 盛岡から延々と山道を経て、私

訪れた印象はいかがでしたか。

Ａ級にランクされた観光資源です。

は、
『美しき日本 旅の風光』では

寺崎 いま散策いただいた浄土ヶ浜

と思います。

刻々と風景が変化することが魅力だ

と光の関係によって見え方が変わり、

ですが、単に白いだけではなく、海

り 光ですよね。岩の白さが印 象 的

志賀

いい場所だと思います。

く、人の営みや現代性も生きている

感じました。風景が美しいだけでな

風景を見つめ直す

ここの素 晴 らしさは、やは

ンパクトが今もなお古びていないと
思います。この自然の造形力を目の
当たりにしたときに、人間ではなし
得ないものの大きさを感じましたね。

のどのようなところに注目いただき

寺崎 浄土ヶ浜を含め、日本の数多

るんですね。景観を守るという観点

たいか、お聞かせください。

林 全国的に有名な景観ですが、こ

日比野 健

から、見るところと遊ぶところは別

楓 冊子の制作者サイドとして写真

くの観光資源の評価に関わっていた

にした方がいい。こういう希少な場

のクオリティにはかなりこだわりま

れだけ美しくまとまった海のある風

所は、なるべく景観や雰囲気を大事

した。例 えばお祭りは躍 動 感があ

志賀 典人

にすることに徹してほしいと思いま

り、音が聞こえてくるような写真を

公益財団法人日本交通公社 会長

した。

選んでいます。また、特Ａクラスの

だきました。その成果の一つが、
『美

日比野 この場所に「浄土」という

観光資源については一枚の写真だけ

景は三陸海岸の中でもほかにありま

名を付けたのは人間ですよね。先ほ

ではなく、広角の写真とアップの写

しき日本 旅の風光』です。この本

ど案内していただいたときに由来を

真を組み合わせて、資源の素晴らし

せん。ただ、ここは海水浴場でもあ

聞きましたが、そのネーミングの力

さを表現するようにしました。

寺崎 竜雄
︵進行役︶

多くの方々にどのように写真集をご覧いただきたいか、何を感じ
読み取っていただきたいか、あるいは写真集に表現した日本の美し
さについて、岩手県宮古市浄土个浜の美しい景色を背景に観光資
源評価委員会委員に語っていただきました。

とイマジネーションが素晴らしいと

公益財団法人日本交通公社 理事・観光文化研究部長

株式会社ＪＴＢ総合研究所 代表取締役社長
前・株式会社ジェイティービー 代表取締役専務

6

写真集﹃美しき日本 旅の風光﹄発刊の意義、日本の国内外の

●
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窓越しに浄土ヶ浜を望む座談会会場

修学院離宮庭園は庭園だけでな

ィードバックしていくかという議論

シーンだけではなく、港を異なる視

れたり、
「小笠原の見送り」もワン

の方法だと思いますが、この本で掲

な感覚を重視して評価するのも一つ

口コミなどの利用者目線や一時的

からこの本が生まれました。

点から撮った写真を入れるなど、資

載した特Ａ級・Ａ級資源は、知識や

く、造営時から残る田畑の写真も入

源が立体的に見えるような工夫をし

学識を蓄積された研究者、観光の実

そういう意味では、外国の方はも

ています。

強も兼ねて知ってもらえたらいいな

ちろん、日本のこれからの観光を考

務を積み重ねた方々が、観光資源の

と思います。彼らはインターネット

える方や日本を知りたいという若い

寺崎 どういう方にこの本を見てい

を通じ、断片的にいろいろな情報を

人たちに対しても、いいメッセージ

価値や見方を体系的に議論し、評

得ていると思いますが、日本には北

になるのではないかと思います。

ただきたいですか。

から南までこんなに多彩な自然や文

寺崎

価した結果です。これだけ多くの専

化があることを、トータルで受けと

み上げたいわゆる「目利き」が議論

楓 やはりまず外国の方ですね。ま

めてもらえるとうれしいですね。

して、日本代表を集めたということ

門家の方たちがいろんな議論をしな

寺崎 この本の発行を発案された立

ですね。

た国内では、中学から大学までの学

場からはいかがでしょうか。

志賀

がら突き詰めてリストアップされた

志 賀 一九七二年（昭和四十七年）

ですから、個人的な感性や何らかの

生の方に「日本ってこんな良さがあ

に作られた観光資源台帳（特集２・

思いが入ることは事実だと思います

ものはなかなかないと思います。

特集３参照）をどのように改訂して

が、学術的経験を積み上げてきた専

るんだよ」ということを、英語の勉

いくか、また、一定の客観性を持っ

門家の皆さんが評価しているという

もちろん人文科学的な評価

観光分野で実務や研究を積

た形で評価した資源を社会にどうフ
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構分かりやすく、客観的な評価もし

ものを評価するという点において結

林 自然資源は、目に入る景観その

特徴だと思いますか。

きました。この本はどのような点が

も評価から制作まで関わっていただ

だと思います。

意味で、一定の客観性を持った評価

ど、人の営みに自然資源が重なって

りもそうですし、宗教や社会習慣な

るように感じました。食文化やお祭

質みたいなものが浮かび上がってく

育まれた日本人の考え方や生活、気

がったものを見ると、日本の自然に

日比野 こうして一冊の本にできあ

なことを丁寧に話し合いました。

ませんが、選定の過程ではそのよう

には、一つ一つそれらを記述してい

ことが重要だと思います。この冊子

ごすと、心の持ち方や人生観も自然

ります。こういう風景を見ながら過

りした方にお会いする機会が多くあ

瀬戸内地域では、気持ちのゆった

にぴったりくる写真だと思います。

ろいろありますが、この言葉が非常

やか」など瀬戸内海を表す表現はい

とおっしゃっています。
「優しい」「穏

一さんが瀬戸内海を「微温的な風景」

ね。先日亡くなられた作家の渡辺淳

楓

ょうか。具体的にお聞かせください。

泉」や「食」などを加えました。こ

った新しいカテゴリーとして、
「温

の写真集、
『美しき日本』にはなか

るのでなかなか難しいのです。前回

人が織りなした物語までが価値とな

す。外国人だけでなく日本人にとっ

に理解できるものになったと思いま

身が日本はこういうものだと感覚的

がありましたが、結果的には我々自

人に日本の良さを知ってもらうこと

この本を作る動機の一つに、外国

（一九九九年版）に引き続き、今回

れらについては随分と検討し、あえ

ても、もう一度風景を見つめ直すい

写真だと思いました。

か、そういうことを一番表している

私は瀬戸 内海の多 島景 観です

やすいんですね。しかし、人文資源

いることが、うまく表現できたので

と風景に沿うようになるのではない

林 さ ん は『 美 し き 日 本 』

の評価というのは、視覚だけではな
はないかと思います。

寺崎

く、その背景にある歴史的なことや、

て、難しいことに足を踏み込んでみ

いきっかけになると思います。

「静」と「動」

ました。多 くの観 光 資源を実際に
見てきた専門家の議論の成果を見て
ほしいですね。深田久弥の『日本百
名山』は、選定に基準を明示してい

今お話に出たようなことは、
『美しき日本 旅の風光』の例えばど

寺崎

どういうところを重点的に見て評価

の観光資源に表現されているのでし

志賀

私は日本的な渓流、渓 谷と

いう意味で奥入瀬渓流ですね。日本

庭園にも通じる美しさがあり、箱庭

的な日本の自然を表していると思い

ます。渓流に沿って、ゆっくり歩く

ことで変わっていく川の表情を楽し

めますし、本に掲載されている紅葉
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いろんな表情を見せます。小さいけ

の写真もいいですが、四季によって
エネルギーの在所です。

とは対極にある、今の若い人たちの

いる観光地ではないことが伝わると

地は本来働く場であり、魚が並んで

寺崎 今日の浄土ヶ浜も、額縁の中

な景観だと思います。

るのが奥入瀬渓流で、極めて日本的

方でこういう明るさもある。日本の

すよね。深い森も意識しながら、一

ルチャーが前面に出てきているんで

こういう人たちの、いわゆるサブカ

ーみたいなものも評価に入ってきた

今回は、動きや人が発するエネルギ

静的なものとして見ていたのですが、

つては資源の姿を絵として、つまり

寺崎 絵に動きがありますよね。か

思います。

におさまるような空間に、一言では

自然、文化、歴史、宗教も内包しつつ、

ことが特徴的なことではないかと思

日本の自然や文化を背景にして、

表現できない多面的な魅力がありま

明るくやっていくんだということが

います。

れど、あらゆるものが表現されてい

すね。

感じられます。そういう意味で外国
の人も楽しめるし、現代の日本をよ

多様性

志賀 海外にはもっとダイナミック

な風景がいくつもあり、スケールで

く表している写真だと思います。

林 私は日本の美しさは、繊細さと

はとてもかないませんが、奥入瀬渓
苗場山の湿原も、本当の素晴らしさ

のが、食や祭り、温泉などにどうい

のはよかったと思います。築地市場

き生きとした姿を写真で表現できた

楓 築地市場も、市場で働く人の生

けるかというのは非常に難しかった。

つと思いますが、それをどう位置づ

光資源として非常に重要な意味を持

やコケの美しさなどが作られる。三

に含まれるため、それによって森林

す。二つ目は空気中に水蒸気が大量

などから気候に多様性があることで

また大陸の東側に位置していること

は寒流と暖流の両方が流れており、

一つ目は気候です。日本の沿岸に

志賀 議論として非常に難しかった

流や浄土ヶ浜には、それらとは全く

はそこに立ってみなければ分からな

というと魚が並んでいて観光客が見

つ目が火山で、四つ目が急流です。

が しげたか

ているという写真が定番ですが、築

し

違う日本の風景の良さがあると思い
ます。

たのではないでしょうか。人文資源

季節感にあると思います。明治時代

林 私が好きなのは山の写真です。

以外では高野山がいいですね。写真

う評価軸を置くかということでした

大雪山と苗場山はとても良い写 真

で奥の院の雰囲気を伝えるのは難し

いのですが、そのイメージは伝わっ

を選んだと思います。大雪山は旭岳

いのですが、行ってみたいという気

に志賀重昂が書いた『日本風景論』

だけでなく裏側の写真も掲載してい

持ちが湧いてくると思います。

ね。原宿同様、大阪の道頓堀や銀座、

ますが、なかなかこういう写真は見

日比野 私があえてこだわったのは

では日本の特徴を四点にまとめ、そ

ないですよね。これまで山の評価は、

原宿です。今の日本の若者たちの明

歌舞伎町といった街をどう評価する

外から見た山の形、山容を主に評価

るさや時代性を提示しています。ロ

れらが日本の美しさを醸し出してい

対象としていましたが、今回は山を

ジカルで整然とした欧米流の考え方

かといった議論もかなり活発に行い

歩くときの雰囲気も意識しています。

ではなく一種猥雑な、ここから何か

ると論じています。

その点で、大雪の雄大さに抱かれて、

新しいものが生まれてくるという息

ました。いずれも今の日本を表す観

そこに居るときの素晴らしさが伝わ

吹を感じますね。奥深い日本の自然

わいざつ

るように表現できていると思います。
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林清委員

じるといった生き方をしてきており、

触れ、そこから真の美しさや神を感

ないかと思います。日本人は自然に

本の風土や自然が作り上げたのでは

寛容性は、優しく包み込むような日

を作りましたが、そういう応用力や

日比野

れています。

この四つの要素がいろいろな形で表

こうして見ていくと、今回の本にも

すよね。蓮如上人が言った「ばらば

時にローカリティも大事にしていま

文明としては統一していながら、同

日比野 おっしゃる通りで、日本は

カリティも結構強いところもある。

し、一方ではそれぞれの地域のロー

珍しいのではないでしょうか。しか

明が均一的な国というのは世界でも

に長いのですが、その中にあって文

志賀

ています。

ここには何か違うものがあると思う

林 自然の美しさに心を打たれて、

あると言えますね。

たように日本人の人生観や世界観が

は、先ほど日比野さんがおっしゃっ

たる風景だと思います。その裏側に

との組み合わせで考えると世界に冠

させますね。那智の滝も、青岸渡寺

志賀

したね。

いかに日本の自然や文化がオンリー

そのことが今の日本の文化を作り上

らで一緒」という言葉によく表され

わけです。那智の滝もそうですね。

ミュエル・ハンティントンの『文明

日比野 二十年ほど前に書かれたサ

り上げているということですね。

まっていて音がないんですね。静と

てくるようなんだけれど、同時に止

日比野

仰を見いだしたわけですから。

日本の風景は宗教性も感じ

ワンかということがわかると思いま

げているとも言えます。自然に神が

ています。そ ういう 日 本 文 明の特

美しい滝に引き付けられて、死後の

の衝突』という本を最近読み返した

動が矛盾なく共存しているというの

ね。まさにこれが日本だなと感じま

日本列 島は地理的には南北

宿っているという考え方がずっと息

色というべきものが、この本では実

世界を体験しようとそこに人々が信

日 本 人は 漢 字 から 平 仮 名

づいているように思いますね。

にうまく表現されていると思います。

んですが、この本には世界に西欧・

も、日本ならではかもしれません。

した。

風景が日本人の世界 観を作

イスラム・中国など七つの文明があ

志賀 そういう意味で、伊勢神宮の

寺崎

ると書かれています。日本も千年以

式年遷宮の写真は素晴らしかったで

祭りの写真も音が聞こえ

上にわたって独特の文化を形成して

すね。あの写真こそ、全てを象徴し
ていると思います。たくさんの人が

楓 今回のこの本はタイトルに「風

「風光」

おり、それは「日本文明」という一
つの文明であると言っているんです

いて、あれだけ動きがあって音も感

光」という言葉を使っていますよね。

式年遷宮

じられるのに、静けさがありますよ
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文明の集大成ではないかと私は思っ

日比野健委員
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した。風光というのは風土であり、

「これがいい」ということになりま

ですが、その中にこの言葉があって、

タイトル候 補 を出しても らったん

志賀 当財団のスタッフにいくつか

きたのではないかなと思います。

ざまな「日本の光」を表すことがで

の集積があると。この本では、さま

の暮らしがあり、人の面白さや歴史

とした光が当たっているところに人

が当たっているのではなく、ちょっ

分についても言えて、さんさんと光

それは自然だけではなく生活の部

もいい表現だと思います。

探しましょう」ということで、とて

で「風光」ですね。まさに、
「光を

源でもある「国の光を観る」の「光」

いると思います。

の中に、とても多くのものを含んで

楓 本当にそうですね。この二文字

光」だからいいんですよ。

日比野 「風光明媚」ではなく、
「風

いる、と体感できるものですよね。

いる。この一瞬のこの雰囲気の中に

く、空気そのもののあり方も表して

すね。単に空気が動 くだけではな

葉に感じるのは、雰囲気や空気感で

志賀 私がもう一つ、風光という言

細さですね。

て。ほんの一瞬の美しさを感じる繊

う感覚がこの言葉には込められてい

いこの一瞬の光と風、温度、そうい

の世界に通じますよね。もう戻らな

ルーストの『失われた時を求めて』

なイメージもあって、マルセル・プ

日比野 風光という言葉は、瞬間的

ていると思いますね。

う表現には、光と陰影の両面を表し

裏一体であると言えます。風光とい

志賀 棚田というのは別に日本だけ

的な棚田をＡ級として選びました。

ろはたくさんあると思います。特徴

ですが、農業景観で素晴らしいとこ

場所を特定するのがなかなか難しい

いう議論は以前からありましたね。

林 そういう資源を入れていこうと

本』にはなかった資源です。

いずれも、前に発行した『美しき日

して農業景観が二カ所入っています。

ここではないのですが、郷土景観と

ような情景は強く印象に残ります。

んですが、旅の途中で目にしたこの

光資源としては特に名もない場所な

節によって、絵が違うんですね。観

見 えます。水 面に反 射 する光。季

好きです。揺れる苗、風の通り道が

え、車窓に広がる水田を眺めるのが

越後湯沢でほくほく線に乗り換

源です。

しき日本』には入っていなかった資

います。いずれも前に発行した『美

として、水田の風景が二カ所入って

種別を設けました。その種別の資源

再 整理し、新たに郷土景 観 という

源 種 別で取 り まとめていたものを

ところもあります。

産物屋さん街になってしまっている

保全はしているけれど、完全にお土

す。今、古い町並みを昔の姿のまま

日本の豊かさを表していると思いま

志賀 これは意味がある写真ですね。

思います。

きちんと表していることが大事だと

蚕を飼っている。そうした生活感を

ぼを耕すための家があり、上の方で

写っているんですね。その奥に田ん

く、手前に黄色く色づいた田んぼが

造りの家だけを写しているのではな

楓 白川郷の写真ですが、ただ合掌

とだと思います。

観光資源となることは素晴らしいこ

風景が日本の景観として評価されて、

ひとつでもあるわけです。そうした

本の伝統的な農業技術の出発点の

確に表れていると思います。

いみたいなものがこの写真集には明

ない繊細さがあり、まさに風光の違

本の棚田にはバリ島などの棚田には

らどこでもありますよね。でも、日

「風土」
「風景」
「風」と、観光の語

光であり、影であり、全てを表現し

前回の資源評 価研究の際に

るから影が強調されるわけですね。
日本の風景では陰影が重要で、それ
が柔らかさを作り出したり、自然の
厳しさにもつながります。我々はそ

周囲から隔絶され、通過型の観光

というのは棚田とともにあって、日

歴史的に見ると、日本の稲作文化

ていると思います。

寺崎

のものではなく、モンスーン地帯な

ただ明るいだけではなく、光があ

の中で暮らし、物事を考えてきたわ

は、歴史景 観や地域景 観という 資

文化の継承

けで、日本の観光資源は光と影が表

14/07/02 18:46

222観光文化特集6.indd 43

旅の風光」

特集◉ 観光資源評価研究 「美しき日本
特集 6【座談会】旅の風光を語る

43

いう問題はありますね。

を、今後どうしていけばいいのかと

のみが強調されているような観光地

す。しかしながら、経済的メリット

に観光を活用することがよくありま

寺崎

いかという危惧を覚えます。

して消耗していってしまうのではな

からいいと言えば言うほど、資源と

の生活観や人生観を表した町並みだ

してしまっているんですね。日本人

地と化していて、いわば資源を消費

ないけれど、一定の指標づくりの議

得への指向はなかなか食い止められ

ころが難しいと思いますね。経済利

をどこで止めるかという線の引きど

志賀 そうなんです。そういう流れ

まっているんですね。

楓 一種のテーマパークになってし

ていて。

雇われた人という形になってしまっ

民族衣装を着ているのは、漢民族に

の人たちは郊外に移り住み、そこで

が、漢民族の資本が入り、少数民族

守るために土産物屋があったのです

順番が回ってくるのは七年に一度な

統的に続いていますが、一つの町に

りは「長崎くんち」です。ずっと伝

林 私がバランスのいいと思うお祭

複雑な心境になりますね。

お祭りがイベント化しているようで、

用することがよくあります。ただ、

どを継承していくために、観光を活

寺崎

承されなくなってしまいますから。

い手である人によって地域文化が継

ないと、麗江古城のように本来の担

ンスを取るといった議論をしていか

通の目標を持ち、あるレベルでバラ

う影響があったと思われますか。

れます。これにより、日本にどうい

日本を訪れる外国人の増加が挙げら

この十五年間の変化の一つとして、

しき日本 旅の風光』の出版に至る

寺崎 前回の『美しき日本』から『美

し、自分たちだけでやっていても継

ことで生きがいを感じることもある

いのではないかと思います。見られる

多いですが、ある程度はやむを得な

ることが目的になっているケースも

につながることと、負担が過大にな

我々が当たり前と思っていたものの

林 日本の良さの再発見でしょうね。

時間とともに

続しないという問題もありますから。

林 逆のパターンもあります。歴史

論に地域が取り組んでいくことがす

ので、待ち遠しい気持ちが続くこと

朽化が進み、見るに耐えられなくな

らないこと。また、大人と子どもが

良さを、外国人に気づかされる部分

地域の伝統芸能やお祭りな

的、文化的に意義がある建物だけど、

ごく重要だと思いますね。地域で共

る。バランスの問題だと思いますね。

セットになって取り組むので、子ど

がたくさんあるのではないでしょう

伝統的な文化や生活の継承

そのままでは経済的に成り立たず老

志賀 白川郷などに求められるのは、

もたちにも演し物の責任があるわけ

こいい、大きくなったら自分もこう

彼らは大人の演し物を見て「かっ

う渋谷のスクランブル交差点が、外

ったし、最近では多くの人が行き交

りまくるという感覚は我々にはなか

だ

そのバランスでしょうね。まさに観

寺崎 そういう意味では、今回の評

いうのがやりたい」と思い、そうい

国人観光客には面白いと人気だそう

か。浅草にしても、雷門の写真を撮
です。

価の中で、人文資源について論議す

う思いがうまく循環しているんです

です。我々の感覚では気づかないも

ると思います。

る時間が長かったような気がします。

ね。それを外から見に来て、地域に

の、ごく当たり前のものでも、外か

れたことがあります。もともとここ

以前、中国の麗 江古城を訪

お金が落ちるようにもなっています。

らの視点で見ると面白いものが随分

志賀

お祭りが本来の神事から人に見せ
は地元の少数部族の人たちの生活を
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寺 崎 日本人が旅行に求めるもの、

近づいているんじゃないでしょうか。

ます。日本人の旅行の仕方に、より

日本の楽しみ方も広がりを見せてい

葉シーズンにも来る人が増えるなど、

ーズンが多かったのですが、雪や紅

今 までは外 国人が来るのは桜のシ

楓 季節感の再発見もありますね。

あるのではないかと思います。

時間で通過してしまうとかえって魅力

いる浄土ヶ浜のようなところも、短

出てきてほしいですね。今私たちが

こうした観光地やリゾートがもっと

場所の良さが詳細に分かってきます。

の時間をかけて滞在することでその

林 時間軸というのは大事で、一定

ると地域も活性化すると思いますし。

くりができると思いますね。そうす

ば、今までとは全然違った観光地づ

ますね。

どう応援できるかという課題もあり

いう新しいことに取り組む人たちを

立つようになってきています。そう

が来るようになり、農業観光が成り

植えのシーズンなどには関西から人

千枚田の復活に取り組んでいて、田

楓 岡山県の英田では若い人たちが

での観光のあり方を問うものですね。

のインバウンド観光や日本人のこれま

寺崎 一人ひとりにとって固有の旅

えます。

旅を楽しめるようになってきたと言

探したり、気の向くまま思い思いに

ューヨークの蚤の市で掘り出し物を

買ったり、屋台で何か食べたり、ニ

きをしていて道端で売っている花を

いうことでしょうね。例えばまち歩

明確にし、好き嫌いを判断できると

日比野 一言で言えば自分の意思を

あい だ

旅行の仕方も変わってきているので

が見えなくなってしまうと思います。

ますよ。

本人の意識も変わりつつあると思い

旅している姿を目にすることで、日

のですが、どこを訪ねたかというと、

プが阿仁合という駅で途中下車した

乗していた台湾人二十数名のグルー

角 館から乗 り ました。すると、同

高いのは、
「 私 だけの旅・パリ一〇

ーロッパ旅行商品のなかで、人気が

りますね。ＪＴＢが新しく作ったヨ

日比野 日本人の旅も変化しつつあ

も思えます。

の本は、時代に逆行しているように

いていく状況の中で、ある特定の目

の価値があり、それが行動に結びつ

のみ

しょうか。
志賀

志賀 テレビ番組で、日本に来た外

この駅に隣接する公園の川沿いにあ

日間」というツアーで、パリとその

先日、秋田内陸縦貫 鉄道に

日比野 たくさんの外国人が日本を

国人がある海岸にたどり着き「どこ

る桜並木だったようです。角館はす

郊外をゆっくりきめ細かく巡るとい

樹勢も強く、最高の状態の花盛りで

して、成熟化してきているなと感じ

遊旅行から、日本人の旅も様変わり

利きが観光資源を選定しまとめたこ

にも行きたくない、ここにいたい」

でに散り際だったこともあって、こ

う内容です。
「こういう商品が欲し

価値観の変化

と、三日間くらい何もしないでじっ

ちらはちょうど満開の時期だったの

かった」と、申し込みが千人を超え

に あい

としているという場面を見ました。

で、訪ねてきたとのことでした。

あ

そういう旅の仕方を今までの日本人
れが本来の旅かもしれないなと思い

したが、残念ながら日本人観光客は

ます。

ています。かつての物見遊山的な周

ましたね。そういう旅に日本人も学

全くおらず、混雑する角館と対照的

寺崎 旅の成熟化というのは、具体

ここの桜は二十年前に植えられて、

んでいかないと、どうしても観光地

でした。そこに目を付けた台湾人観

はあまりしてこなかったけれど、こ

を消費してしまうわけです。

的にはどのような状態でしょうか。

14/07/02 18:46

222観光文化特集6.indd 45

旅の風光」

特集◉ 観光資源評価研究 「美しき日本
特集 6【座談会】旅の風光を語る

45

光客がいるということは、これから
滞在型のの観光客がもっと増えれ

寺崎竜雄委員

かも重要ですよね。多く接点を作っ

旅先にいかにたくさん接点を作れる

楓 旅の成熟化という話で言えば、

しれません。

その差について考えるのもいいかも

国人の視点はそれぞれ違うわけで、

ですね。専門家、一般の日本人、外

どうか？」とヒアリングしてみたい

ュランのガイドブックなどと比べて

の人たちに、この本を見せて「ミシ

多様性が満載されていますよ。外国

日比野 そうではない。この本には

した。

ね。想像力を非常にかき立てられま

風景を言葉で表現してくれるんです

季節は今ではなくて冬だ」と。その

うまくて、その人いわく「一番いい

本当に公務員かと思うくらい説明が

ドの方が宮内庁職員だったのですが、

林

りました。

とができ、地域への興味がより深ま

ご本人の体験の話をいろいろ聞くこ

するだけではなく、震災経験も含め、

の船で回りました。単に景観を説明

これもオンリーワンですよね。

日比野 その人にしか語れないこと。

のプライドと誇りがあったんですね。

ああ、こういうことかと。彼として

壁に漆をたっぷり塗っているんです。

老 舗 と呼 ばれる店に行ったら、内

てくれるんですね。その後、地元の

目だ」みたいなことを延々と説明し

大変か、
「でも漆なんて塗ったら駄

なぜ白木がいいか、いかに手入れが

造りの蔵があって、そこのご主人が

ではないかと思います。

の旅も成熟化するのがかなり早いの

日本人はもちろん、アジアの人たち

などへ足を延ばす人も増えています。

なり成熟してきて、五箇山や屋久島

日比野

うか。

えるとどのような状況になるでしょ

寺崎 それほど多くの外国の方が増

で、私が修 学 院離 宮を訪

本の魅力を感じていただけると思い

や文化など、さまざまな角度から日

いる中、風景だけでなく、人の営み

をする人が増え、興味が分散化して

物見遊山の旅から目的を持った旅

欧米人の旅 行の仕 方はか

た分、旅も楽しくなりますから。課
日比野

昨 年 訪れた桂 離 宮では、ガイ

題は、その接点作りを地域でどうや

ういう時期は一般の旅行者にはなか

ている状態を表現していますが、そ

一番いい時期に一番いい光があたっ

寺崎

に応じて好き勝手にやっていますと

おっしゃっていました。自分の興味

と聞いたら「みんなばらばらだ」と

たが、何かガイドの基準があるのか

んはちょっとぶっきらぼうな方でし

事態が迫っているわけで、これは世

りません。世界中に観光客が溢れる

人が三千万人に達するのは間違いあ

われています。その頃には訪日外国

界中の観光客が今の三倍になると言

日比野 二〇五〇年になったら、世

芸という切り口が打ち出せなかった

ますね。今回の本の中では、伝統工

豆腐を食べてみる面白さなどがあり

体験してみたり、ひもで縛った硬い

人さんを訪ねたり、実際に紙すきを

りを見るだけではなく、紙すきの職

楓 例えば五箇山に行ったら合掌造

ますね。

なか分からないわけです。地域の方

いうことでした。でも、外国人には

界的な大テーマだと思います。

日本人の
アイデンティティ

が「この時期に来てください」とか

その方が受けるかもしれないですね。

出会う楽しさもあるはずです。

れたときについた宮内庁のガイドさ

「もう一泊して、この時間帯に見て

林 皆、同じではないというのも面

はなく、大変なことになることは明

日比野

っていくかということでしょうね。

ください」と、訪れる人たちに言え

白いですね。

らかです。そのときに美しき日本を

栃木県の湯西川温泉へ昔話を聞きに

この本に載っている写真も、

るような仕組みも必要だと思います。

志賀

どうやって守るかという問題もさら

行く外国人観光客も増えているそ

それがいいか悪いかということで

あふ

楓 そういう意味で、解説する役割

ガイドって結局個性ですから。先日

にクローズアップされると思います。

有田焼の窯元に行ったり、

のですが、旅先で手づくりのものに

というのは大事ですね。先日、特Ａ

ある旅行先で、内装が白木の凝った
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まれたのかという点に、外国人の関

てああいうデザインがこの土地で生

体験をしてみることにより、どうし

例えば、有田焼もちょっと絵付け

が見いだせるのではないでしょうか。

準とはまた違う評価による観光資源

って、特Ａ級やＡ級といった評価基

か。その接点を広げていくことによ

とびっくりするのではないでしょう

したり、「なぜこんなものができるの」

作り上げている姿に外国の人は感動

楓 日本人が手でいろいろなものを

に注目が集まっていると言えます。

うです。自然よりむしろ、生活や人

源もまだまだあると思います。

また異なる基準で評価されるべき資

ろな具体例が出たように、従来とは

ましたが、今まで皆さんからいろい

はＡ級と特Ａ級の観光資源を選定し

着実に変化しているのですね。今回

せんでした。旅行者の意識と行動は

の評価作業のときには話題になりま

寺崎 このようなことは、十五年前

があると言えます。

では、次の観光資源としての可能性

うものは世界に他にないという意味

よ。外国人の関心が高いし、ああい

もすごく深くて、まさに小宇宙です

寺崎 早くも、次の宿題が見えてき

益財団法人日本交通公社の使命です。

ていく必要があります。それが、公

ですから、さらに発展的に継続させ

きに、大きな貢献をしたと思います。

日本人のアイデンティティへの気づ

ない。いずれにしても、この仕事は

て、議論をオープンにしないといけ

ょう。むしろ、我々の評価軸を広げ

Ａ級に価値を見いだす人もいるでし

人によってはＡ級や特Ａ級より、準

級との差が狭まる予感がしますね。

ル力がある資源として、Ａ級や特Ａ

日比野 旅の成熟化とともにアピー

日比野 例えば、盆栽というのも今

でしょうし。

特定した方がいいという議論がある

いう議論と、その技が息づく場所も

の技をピックアップするのがいいと

題もあります。場所にかかわらず人

ての魅力に永続性があるかという問

のがなかなか難しく、観光対象とし

林 一方でそういう観光資源は選ぶ

よね。

地型旅行などのあり方も変わってく

かビジネスベースに乗れなかった着

んね。そうすると、これまでなかな

アップする作業は必要かもしれませ

から見て可能性のある資源をリスト

とめられなかったけれど、別の観点

志賀 今回のＡ級や特Ａ級では受け

ません。

をうまく定義していかなければなり

今後はそうした「準Ａ級的」な資源

現はちょっと違うかもしれませんが、

優劣はないので、
「準」という表

うございました。

多岐にわたるお話をどうもありがと

組まなければなりませんね。本日は、

に意欲的に多くの研究課題に取り

て観光の力など、観光研究者はさら

資源の持続的な利用のあり方、そし

れを表現する資源の抽出、さらには

ました。新しい価値への気づき、そ

心が広がると思います。人の技です

回の本には入っていませんが、埼玉

るかもしれません。

掲載写真「奥入瀬渓流」
「式年遷宮」
出典：ＪＴＢパブリッシング
『美しき日本 旅の風光』

（二〇一四年五月十三日・岩手県宮古
市浄土ヶ浜にて）
取材協力 ㈱ＲＥＧＩＯＮ 井上 理江

県の大宮が有名ですね。盆栽の世界

楓 千里（かえで ちさと）
（ 株 ）ＪＴＢパブリッシング 執 行 役 員ソ
リューション事業本部副本部長兼会員サー
ビス事 業 部 長。学習 院大学 法 学 部 卒 業 後
（株）日本交通公社入社、出版事業局配属。
海外ガイドブック、月刊『るるぶ』編集部
を経て、一九九九年から月刊『旅』編集長。
二〇〇四年（株）ＪＴＢパブリッシング設立
と同 時に広 告 部 長、二〇〇九 年 執 行 役 員
法人事業部長を経て、二〇一一年から現職。
国土交通省「小笠原諸島振興開発審議会」
、
総務省「地域の元気創造有識者会議」委員等。

林 清（はやし きよし）
立命館アジア太平洋大学（二〇〇八年～）
、
高崎経済大学（二〇一一年～）
、横浜商科大
学（二〇一二年～）非常勤講師。一九七一年
東京工業大学工学部社会工学科卒業。同年、
（財）日本交通公社入社。一九七七年（株）
札幌リゾート開発公社出向、札幌国際スキ
ー場開発事業に携わる。一九七九年（財）日
本 交 通 公 社 復 帰。二〇〇三年 常 務 理 事 を
経て、現職。専門分野は観光計画・旅行動
向。主な著書に、
『旅行業界』
（共著、教育社、
一九九一）
、
『観光読本』
（共著、東洋経済新
報社、二〇〇四）

日比野 健（ひびの けん）
（ 株 ）Ｊ Ｔ Ｂ 総 合 研 究 所 代 表 取 締 役 社
長。一九七四年に大阪大学文学部を卒業し、
（株）日本交通公社（現：
（株）ジェイティー
ビー）に入社。団体旅行京都支店長、関西
営業本部副本部長を歴任。二〇〇二年取締
役経営企画部長、二〇〇三年（株）ＪＴＢ
ビジネストラベルソリューションズ代表取
締役社長、二〇〇八年（株）ジェイティービ
ー常務取締役旅行事業本部長、二〇一〇年
（株）ＪＴＢ西日本代表取締役社長を経て、
二〇一二年六月から（株）ジェイティービー
代表取締役専務、二〇一二年六月から現職。
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視
座
寺崎 竜雄
は何なのか。この探究こそ、われわ

の等しく人を惹きつける魅力の源泉

しいと感じるものは素晴らしい。こ

うものは美しく、多くの人が素晴ら

もとでも、やはり誰もが美しいと思

化し、その多様性を認め合う風潮の

情報量が多くなり、価値観が多様

て、全国観光資源台帳（リスト）を

としても活用された。当財団にとっ

向けて日本の魅力を発信する道具

進にも利用された。また、諸外国に

ェイティービーの国内旅行の販売促

を制作した。この冊子は株式会社ジ

いちどは訪れたい日本の観光資源』

源を紹介した写真集『美しき日本 〜

その結果を踏まえて特Ａ級とＡ級資

った。これを第二期とする。このとき、

源台帳は、一九九九年に見直しを行

年代（第一期）に整えた全国観光資

さて、膨大な作業を通して一九七〇

の今日的価値基準の研究と題した今

して関わってきた。そして観光資源

研究プロジェクトの中心メンバーと

果の活用者として、第二期は、評価

私は、第一期については、研究成

考える。

果を広く問うという意義があったと

行者）の側で活用すること、研究成

第二期は、
第一期の成果を需要（旅

くり）の側の目線である。

することにあった。供給（観光地づ

の 保 全 と 効 果 的 な 活 用 を 図ろ う と

にリスト化することによって、資源

観的に表現し、観光資源をランク別

魅力的な観光資源であることに変わ

れが取り組んできた観光資源評価

開示（特Ａ級、Ａ級、Ｂ級に限定）

回（第三期）は、研究チームの責任

ひ

しかし今日のように、日頃接する

りない。

研究の主題である。

するきっかけにもなった。

れば、資源の見え方も変わるだろう。

ても知識が増大し、感受性が磨かれ

ねられている。また、個々人におい

それぞれの興味や感受性、知識に委

観 光 資源の価 値は、観 光する人

的価値が顕在し、観光対象となった

そも風景の見方によって資源の観光

以前の観光資源評価の系譜や、そも

い。また、溝尾（特集１）は、それ

果の活用例は梅川（特集２）が詳し

としよう。その時代背景や、研究成

究に端を発する。これを仮に第一期

作成（リスト化）は一九六八年の研

資源の評価と全国観光資源台帳の

当財団が関与するわが国の観光

込んだ仕事であった。

良さを広く明示してみようと意気

いう声も聞かれた。ならば、日本の

はや見るべきものがみあたらないと

いは、国内は行き尽くしたので、も

が乏しいという論調があった。ある

海外旅行に比べて国内旅行には魅力

る。当時の経済的な要因もあるが、

われていた国内旅行需要の喚起であ

このときの発端は、その低迷がい

いくつかの消化不良があった。梅川

一九九九年改訂の際（第二期）にも、

計画の場面で活用したときに、また

観光資源評価（第一期）を観光地

委員の一人として作業にあたった。

者として、観 光 資源評 価 委員 会の

研究の経緯

個人的に好きなもの、あるいは特定

ものが観光資源となること、資源の

一期では観光資源の魅力の源泉を客

観光資源評価研究の意義は、第

細は省く。流行にまどわされず古典

（ 特 集２）の指摘とも重なるので詳

今日的観光資源評価
（第三期）に着手

の趣味を持つ人たちの中で話題とな

見せ方の重要性にも触れている。

観光資源評価研究を
振り返って

る観光資源も多々あり、それぞれが

公益財団法人日本交通公社
理事・観光文化研究部長
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特集テーマからの

48

観光資源評価の大前提には共感す

は普遍であるという諸先輩が築いた
いということにはならない、人気投

るからといって観光資源の魅力が高

一方で、多くの観光客が訪れてい

は、ほぼ全員が目にしている。そう

た、現地調査も行った。特Ａ級資源

会一致するまで議論をつないだ。ま

たこともある。多数決は行わず、全

致する場面もあれば、意見が分かれ

議論の過程では、全員の考えが一

と深く結びついておりそこで食

の”
、食についてもその“場 所

無
• 形文化については“その場所
で 演 じ る こ とに 意 味 が あ る も

伝えるものにすべき

ティ）
、生活文化、伝統などを、

の歴史・文化、社会（コミュニ

魅力ある観光資源の定 義の再考か

るし、継続すべきコンセプトだと考
票によらず、資 源の魅力の本 質 を

いう点では、見ていないもの、行っ

べることが価値”ということが

としての資源の価値を尊重する、し

えるが、人の行動や価値観の変容を
探りたいという考え方を再確認した。

ていないところは選に漏れているか

重要

ら始めた。

実感する中では、評価の枠組みの修
つまり、観光資源評価研究の主題は、

もしれない。

たがって、一度定まった資源の評価

正は否めないと、強く感じていた。
既存研究を踏襲した。

今回（第三期）
、当財団の五〇周
年記念事業を企画するにあたり、最
初に頭をよぎったのは、この問題意

ると、外国人の志向や人気に合

当の意味での“国際化”を考え

捉えているのかが問われる。本

日
• 本 人が、日 本 人 として 何 を
我々の文化（観光資源）として

専門委員の指摘

観光資源評価の枠組みの構築と

ページ参照）を任命し、助言を仰い

わせることは間違いで、まず日

あわせて、専門委員（特 集３

観光資源評価委員会

識であった。向か う 課 題は困 難で
あり、当初はためらいが大きかった。

評価作業は、当財団の研究チームに

だ。本研究の意義や評価の枠組みに

結果として理論を一から作り上げた

加え、有識者による委員 会を構成

第一期ほどの議論と作業の時間はと

ページ参照）
。

本人に日本を知ってもらうこと。

して進めた（特集３

ついて、たとえば次のような意見を

れなかったものの、新しい局面に踏

現で対応した。具体的には

課題には今日的価値基準という 表

（ 特 集 ３）が紹介している。前述の

研究内容の一端は、中野・五木田

けて、観光現象を見ているもの、観

なによりも日頃からあちこちに出か

需要に直接触れてきた実務経験者、

領域としたプランナー、実在の観光

え続ける研究者、観光計画を専門

ということに意義あり

家が大所高所からの視点で選ぶ

評価し得るもの”として、専門

“長期的に、未来の世代の人も
•
評価するもの”
“百年たっても

及があったが、ここでは触れないこ

もちろん、個別資源についても言

この取り組みでは“特に日本的

・観光活動の多様化

光のプロの目利きに頼ることにした。

見
• られる姿だけではなく、その
背景にある文化的なことや、歴

いただいた。

・海外旅行経験率の上昇

ここで各委員の思考や価値観は、

史的なストーリーもあわせて考

観光資源の根源的な魅力のことを考

・外国人旅行者数の増加

特集１と２、そして座談会（特集６）

えることが重要

み出せたと考えている。

の三つの社会環境の変化を強く意

を見てほしい。ちなみに、本誌には

て選定した特Ａ級とＡ級資源の数を、

新たな評 価の枠 組みをもとにし

評価結果の考察

とにする。

が重要

なものを別格として扱う”こと

識して評価の枠組みの再構築を試み

日
• 本らしさ、地方らしさ、固有

全委員が登場する。
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ることとし、観光資源、観光活動、

特集テーマからの視座◉観光資源評価研究を振り返って

49

23

視
座
前回（第二期）研究の結

のもある。

の自然資源二百十八件、
ップされたことに加え、既存の資

属する観光資源が新たにリストア

人文資源では、追加した種別に

人 文 資 源 百 八 十一件 に
源種別ごとにも数が増加した。

果 と比 較 す ると、前 回

対して、今回（第三期）
人 文 資 源二百 九十三件
ートはこれまで見る観光対象とい

施設」では、東京ディズニーリゾ

新種別の「テーマ公園・テーマ

と、 自 然 資 源 は 減 少、
うより、アトラクションやホスピ

は自然資源百五十八件、

人 文 資 源は増 大 という
タリティ、雰囲気を楽しむ観光対
象としての性質が強いこと、興行

結果となった（図参照）
。
“今日的”に対する答え

の価値は主催者の一存で変わりう
ることなどの理由により、リスト

3

芸能・興行・イベント

食
温泉
テーマ公園・テーマ施設

博物館・美術館
動植物園・水族館

イベント」として、歌舞伎や能など

の日本の伝 統 芸能をリストに加 え

た。ただし、その演芸自体の文化的

価値をいうのではなく、そこまで出

向いて、その場所で見ることの価値

を主張した。また、イベントとして

“箱根駅伝”
“夏の甲子園”のスポー

ツ観戦を新たにＡ級として選定した。

日本人の精神性が強く表れているこ

とが選定理由の一つである。

史跡

神社・寺院・教会

城跡・城郭・宮殿

集落・街

して、
“祇園界隈”はまさに日本の

生活文化を継承する独特の集落と

参照）
、
“ 白 川 郷 合 掌 造 り 集 落 ”は

に表現されている街として（特集６

が現代のポップな若者文化が象徴的

「集落 ・ 街」では、新たに“原宿”

島

郷土景観

庭園・公園

建造物

年中行事

0

5
5

21
19
19
22

14
10
11
9

26
22
18

の一つである。
具体的な変更点の一例として自然

みにのっとり、特Ａ級と評価した。

今回（第3期）
（合計451）
61

60

アップしなかったが、今日的枠組

陀ヶ原までも含めた範囲）
”は、山

同じく新種別の「芸能・興行・

72

70

資源をみると、“大雪山”や“立山（弥
容の美しさや雄大さに加えて、そこ

50

7 8
7
11

に抱かれたときの周辺環境にも着目
し特Ａ級とした。
“瀬戸内海の多島
景観”は日本らしさ、
“慶良間諸島
の海岸”は美しさが特筆されること

100

13
9
5
6
5

10

から特Ａ級となった。

218

13
12

17
17 18
20
19

Ａ級資源の大幅減は、資源種別の

200

33
31
32
30

30

統廃合によるところが大きいが、海

350（件）

植物

自然現象

する特Ａ級資源となった。

として、日本を代表して世界に誇示

伝統文化の息づかいが感じられる街

海岸・岬

て人の心が表現されている資源が新

景、人の息づかいや生活文化、そし

「郷土景観」には人がおりなす風

滝

出として、島びとのホスピタリティ

だが、いまでは観光客の離島時の演

ともとは島を離れる島民のためもの

級とした“小笠原の見送り”は、も

たに高評価を得た。たとえば、特Ａ

山岳

高原・湿原・原野

湖沼

河川・峡谷

岩石・洞窟

動物

0

0

外の自然資源と比較したときの大き

293
300

27
25
22

12
14
14

20

さ（ダイナミックさ）という面での

図 特A級・A級の観光資源数の比較
（種別・研究期別）
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37

40

前回（第2期）
（合計399）
49

50

厳しい見方によるもの、不適切な開
発や利用による価値の低減によるも

0

181
158
150

今回
（第3期）
前回
（第2期）
250

人文資源
自然資源

特集テーマからの

80（件）

50

りの深さ」という面で、観光客の心

て、
「日本らしさ」
「住民とのつなが

が絵のように浮き出された様子とし
（
「日本らしさ」
）だということが話

ル交差点の様子なども感動の対 象

の朝顔の鉢植え、渋谷のスクランブ

動かす。そこに居、資源と対峙する

アイデンティティの気づきが、心を

日本らしさの共感、日本人としての

しかし、その中にも他の資源にはな

源に劣るというニュアンスであった。

既存研究では、Ｂ級資源はＡ級資

話が大げさになったが、外国人目

に遠方からの誘客 力をもつ資源も

多様化に十分に対応するもの、ゆえ

い独自の魅力を持ち、観光ニーズの

の源泉の探究にも踏み込もうとした

線を意識し、それに対応することも

多数あるだろう。そのことを考慮の

なら、なおさらだろう。

なお、
「温泉」についての議論は
が、各国民によって感性は異なるは

日本の観光振興に必要ではあるが、

題になった。外国人目線による魅力

石川（特集４）が簡潔にまとめてい
ずだという難問を提示したところで、

を強くうつと考えた。

る。
「食」については安田（特集５）

資源の概念整理が重要だと考 えて

上で、今日の観光状況に応じた観光
際化が進む今、大切なことは日本に

いる。

専門委員の指摘にもあるように、国

日本人が選んだ日本の魅力、この

暮らす我々が日本らしさを確認する

議論を終えた。
写真集が放つメッセージは外国人の

写真集『美しき日本 旅の風光』

の仕事に対する評価によって意義は

たと今は考えている。とはいえ、こ

れれば、
“わが国を想う”ことだっ

そして、今回の研究の意義を問わ

ていきたい。

は、当財団のホームページで公表し

とになるだろう。いずれ、その結果

を放つ観光資源を改めて調査するこ

されなかったものの、ユニークな光

とぐらいに再検討していくことが必

評価の枠組みについても、五年ご

変わり得るものだと思う。

おそらく、今回はＡ級として選定

ことだと改めて感じた。

って同じか否か。

心に届くだろうか。反応は各国によ

が特Ａ級、Ａ級の資源を個別にあげ
て、詳しく評価を述べている。

外国人の目線
今日的観光資源評価研究（第三
期）の成果として、特集６の座談会
旅の風光』
（特Ａ級とＡ級の観光資

眺めていると、研究の主題として一

日本らしさの自覚

源を象 徴的な写真で紹 介し、日本

貫して意識した観光資源の魅力の源

の話題にした写真集『美しき日本

語と英語による解説を併記したも

要だろう。併せて、特Ａ級とＡ級の

英語、ハングル・英語、タイ語・英語

この後、簡体字・英語、繁体字・

のではないかと考えるようになった。

立てた魅力のものさしの他にもある

古さ、…… という評価の視点、理論

た。既述の通り、Ａ級の次の評価ラ

の、Ｂ級資源の精査には至らなかっ

Ａ級の観光資源の選定を行ったもの

今回の評 価 作 業では、特Ａ級と

だろうか。時代とともにどのように

評価としてどのように表現されるの

そのときに日本らしさが観光資源

今後の取り組み

のそれぞれの併記版を作成し、株式

写真はその場に居る自分を想像

ンクとして、特集２ではＢ級、座談

変わっていくのだろうか。楽しみで

泉、感動の根源は、美しさ、大きさ、

会社ジェイティービーが各国で配布

させる。視覚に頼って自分の意識や

会（特集６）の中では準Ａ級的と表

ある。

の）を本年五月に出版した。

する予定である。諸外国に向けて日

感性を集中させて見ると、それぞれ

現している資源群の再評価作業が次

資源リストも更新していくことが望

本の魅力を発信しようとするものだ。

の観 光 資源が誇らしく“日本”を
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ましい。

ところで、国際化をめぐる議論の

の研究課題として残っている。

（てらさき たつお）

主張しているかのように思えてくる。

過程では、外国人にとっては路地端

特集テーマからの視座◉観光資源評価研究を振り返って
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里山エリアの活性化に果たす
観光の役割に関する研究
観光政策研究部 主任研究員

堀木 美告

ら二〇〇六年度（平成十八年度）に

かけて実施された同事業では、
「豊

かな自然の中での取り組み」
「多く

の来訪者が訪れる観光地での取り組

み」
、そして「里地里山の身近な自然、

地域の産業や生活文化を活用した

取り組み」という三区分のもと、全

国十三カ所のモデル地区が指定され

①「原生的な自然と都市との中間に

で見てみると、里地里山とは、

境省自然環境局のウェブサイト（注２）

それが具体的に何を指すのか、環

写真集の影響が大きいと言われる。

年 代に観 光地化するに至るほどの

よって大きく消滅した。また、七〇

一九六〇年代の大規模な宅地開発に

事例を通じて、里山エリアの活性化に

者を受け入れている二つの取り組み

本稿では異なるアプローチで来訪

公益財団法人日本交通公社

た。五十以上の応募地域の半数以上

が里地・里山をフィールドとするも

位置し、集落とそれを取り巻く

「資源性」は有しておらず、八〇年

果たす観光の役割について考察する。

ので（注３）
、これらの地域でも地域振

「里山」あるいは「里地里山」と

二次林、それらと混在する農地、

代から九〇年代にはリゾート開発の

の伝承の観点からも重要」だとい

いう言葉を耳にする機会は以前より

ため池、草原などで構成される地

対象となった地域もあるが、それは

興の観点から観光（当該事業ではエ

も格段に多くなった。里山への訪問

域」としてまず空間的な構成の

先に触れた里山の特性に依拠したと

う機能面にも触れている。

や里山での体験を銘打った旅行商品

面から規定している。また、

いうよりは開発可能な土地の存在が

コツーリズム）への注目度が高まっ

も目につくが、それでは「里山」と

②「農林業などに伴うさまざまな人

こ の よ う な「 里 地 里 山 」 は、

古くは一七五九年（宝暦九年）刊

間の働きかけを通じて環境が形

「里山」に対する
まなざし

里山が観光の対 象として政策的
な面から注目されたのは、環境省の
「エコツーリ ズム推 進モデル事 業 」
が一つの契機だったであろう。
二〇〇四年度（平成十六年度）か

篠山の城下町の水源地に当たる集落

自動車で十分足らずの距離に位置し、

丸山は兵庫県篠山市の中心部から

ささやま

事例 ❶
里山の古民家を活用し
た滞在施設「集落丸山」
（兵庫県篠山市）（注４）

ていたことが分かる。

行の『木曽山雑話』で寺町兵右衛門

成・維持」されてきたという成立

は具体的に何を指すのだろうか。

が「村里家居近き山をさして里山と

背景や、
③「特有の生物の生息・生育環境と

要件であった。

申し候」と記している（注１）が、今
日の「里山」という言葉や概念の普
い つなひで

して、また、食材や木材など自然

で

及には森林生態学者・四手井綱英の

資源の供給、良好な景観、文化

し

著 作や今 森 光 彦が発 表した一連の
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ち七戸が空き家となっていた。

二十年度）当時で十二戸の民家のう

流 出が 進み、二〇〇八 年 度（ 平 成

である。昭和の後期から徐々に人口

て開業した。ＮＰＯ法人集落丸山と

タイルの滞在施設「集落丸山」とし

年（平成二十一年）十月に一棟貸しス

って三棟の古民家を改修、二〇〇九

連携して食事を提供することにより

年六月現在臨時休業中）の二店舗と

フランス料理店「ひわの蔵」
（二〇一四

宿泊施設に隣接する米蔵を改修した

て得られた地域情報を海外も視野に

ィア活動を行っており、活動を通じ

古民家の維持管理に関するボランテ

ード・ソフト両面の聞き取り調査や、

の暮らし・営みに関する情報などハ

観光の視点はあまり意識せず、地

オーベルジュとしてのポジションを
一棟貸しというスタイルや高めの

域の小さな例祭など生活と密着した

一般社団法人ノオトが有限責任事業

空き家を持ち主から借り受けて、
二〇〇七年（平成十九年）以降に

価格設定と相まって、家族や旧知の

イベントをコンテンツの中心に据え、

入れてホームページで紹介している。

古民家診断や集落全世帯の調査が

友人グループが地元食材を使った食

日本語と英語、一部はフランス語で

取っている。

実施され、建築や景観の専門家が古

事を楽しみ、ゆったりと過ごすよう

組合を結成して運営に当たっている。

有志の出資と行政からの補助金によ

民家の魅力と再生の可能性を発見し

も発信している。

の背景には、これら地域の生活と密

のツアー内容に反映させている。そ

域情報を「飛騨里山サイクリング」

ミュニケーションの中で得られた地

これらの活動を通じて住民とのコ

な利用形態が多いという。

事例 ❷
里山での活動体験
「飛騨里山サイクリング」
（岐阜県飛騨市）

たとされる。その後は住民が主体的
にワークショップなどに参加して話
し合い、後に連携して「集落丸山」
の運営に取り組むこととなる一般社
団法人ノオトなどと共にまちづくり
の方向について検討を行った。施設

「飛騨里山サイクリング」は“クー

着したコンテンツが来訪のきっかけ
や外部への業務委託ではなく、基本

ルな田舎をプロデュースする”をミッ

午後半日、
一日がかりのツアーを用意

運営についても専門スタッフの招請
的にＮＰＯ法人の役員すなわち集落

ションとして活動している株式会社

ロ強のルートを巡る。これらのプロ

基本的なコースとして午前中半日、

になるという考えがある。
の住民が自ら担っている。

し、その他に季節に応じた特別なプ

し

美ら地球が提供するプログラムであ

ログラムを提供している。自転車とい

ぼ

前述したとおり、古民家を改 修

る。代表取締役の山田拓氏が世界中

ちゅ

した施設を一棟貸ししており、古民
・

う移動ツールがセットになっている

・

の田舎を一年半かけて旅する過程で

・

ため行動範囲は比較的広く、午後半

・

家での滞在そのものを価値ある体験

日本の田舎の魅力に注目し、移住先

日を使った「スタンダード」コース

・

として提供している。特筆すべきは

を探す中で飛騨古川に巡り合ったこ

では里山エリアに設定された二十キ
同社では古民家の保存状況や無形
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・

魅力的なレストランの存在である。

とがきっかけである。
ば

一九九八年（平成十年）から集落内
そ

で蕎 麦 を提 供 する「ろあん松田」
、
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丸山集落
古民家を改修した「集落丸山」の滞在施設

グラムは「飛騨人と旅人をつなぐエ
スしてくる海外からの参加者も多い。

されている。ホームページからアクセ

性化させる効果」として、宿泊や飲

果があり、更に「里山を持続的に活

が考えられる。

代替する新たな経済的価値の創出

食の提供などかつての薪炭の産出に

コツアー」
、すなわちガイドが来訪者

里山エリアの魅力や価値に関する啓発・情報発信

雑木林などの維持・管理の担い手の確保

来訪者の理解による生物多様性保全への貢献

里山を持続的に活性化させる効果

地域イメージの向上による１次産品の付加価値向上

と地域住民を引き合わせる役割を担

ボランティアガイドなど高齢者が活躍する場と機会の拡大

っていると位置づけられている。

観光が里山エリアに
もたらす効果

体験プログラム化などによる地域文化の保存・継承

サイクリングの運動の負荷はさして

里山エリアにおける
観光振興の留意点

更に既存観光地と里山エリアの相

違を意識しつつ、里山エリアの活性

化のために観光振興に取り組む上で

ら得られる収入が地域経済の基盤と

観光地を「観光で訪れる来訪者か
以上二つの事例も踏まえつつ、観

なっている地域」（注５）
と捉えた場合、

の留意点について考えてみたい。

光が里山エリアに及ぼす効果を例示

地域外部からの視点による

事例❶では地域外部の専門家によ

里山エリアのうち既に観光地となって
里山の大半を占めると考えられる

る調査をきっかけとして住民が丸山

的に整理すると、図１の通りとなる。

「観光地ではない里山」
、す

集落の持つ価値に気づき、その後の

里山エリアの魅力再認識

なわち観光産業が集積し

は観光が里山エリアに対

れらの目的達成のために

り幅広いものとなるが、そ

地域経済の活性化までよ

域社会や環境の維持から

階においては、いずれも地域外部から

ものの、地域の魅力を再認識する段

って事業を進めたという違いはある

業者が住民との関わりの中で核とな

い手の中心となり、後者では民間事

前者では住民がその後の事業の担

事例❷では移住者の視点が飛騨

して及ぼす社会面での効

の視点が大きな役割を果たしている。

ても、観光振興は地域活性

果、環境面での効果に加

地域の魅力を把握する際に外部

古川の都市や周辺の里山の魅力を浮

え、経済面での効果を指

の視点が重要であることは、里山エ

化に欠かせない重要な手

標として地域をマネジメン

リアに限らず認識されているところ

き彫りにした。

トする姿勢が求められる。

段である。その目的は地

取り組みへとつながった。

いる地域はそう多くはない。

耕作放棄地などの維持・管理の担い手の確保

環境面にもたらす
効果

ていない里山エリアにおい

「里山を維持・保全する効果」と

宿泊や飲食の提供など新たなビジネスチャンスの創出

経済面にもたらす
効果

して社会、環境の両面にもたらす効

里山を維持・保全する効果

高くないため、幅広い年齢層に利用

図1 観光が里山エリアに及ぼす効果の例
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地域ファンの獲得による地域文化の担い手の確保

社会面にもたらす
効果

里山を巡り変化する風景を味わう
ルート上で出会った地元の人たちと会話を楽しむ
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の住民の生活とより密接に結びつい

然資源や歴史文化資源に比べて現在

であるが、里山においてはそれが自

ばめられている。

で地 域 住 民 と 交 流 す る 場 面 が ち り

ツアーで巡る先々の農家の庭先など

のガイドは地域外の出身者が多いが、

ルや施設レベルのものもある。

特定箇所にフォーカスした地区レベ

道府県レベル、あるいは自治体内の

複数の自治体にまたがる広域圏や都

と考えられる。

めの知見の蓄積を図ることが重要だ

的な視点をどのように取り込むかが

認識に際しては地域外部からの客観

味において、里山エリアの魅力の再

を有していると考えられる。この意

民にとっては一層気づきにくい性格

は何なのかを見極めることが求めら

る基準で「里山らしいサービス」と

つと考えられ、既存観光地とは異な

スの魅力向上の面で大きな意味を持

と直接触れ合う機会の存在がサービ

里山エリアでは、このような住民

集落という空間単位が必ずしも一致

と自然地理的な要因で形成された

会的要因により規定される観光地

これは観光関連産業の集積という社

た観光計画はほとんど見られない。

一方で特定の「集落」を対象とし

した取り組みとそれに応じた計画論

という 空間単位の存在を強く意識

があることが分かった。今後、集落

光地を対象とする場合との相違点

を図ろうとする場合には、既存の観

を対象として観光による地域活性化

以上見てきたように、里山エリア

ている。そのため内部で生活する住

一層重要な鍵となる。

実践面からのフィードバックを進め

的な知見をストックするとともに、
本稿で取り上げた事例を見ると、

しないことが一因であろう。

アへの社会的、環境的、経済的な効

れる。その中で観光による里山エリ
「里山らしさ」の表現と地域への

ていくことが欠かせない。

当財団では、自主研究「これからの

事例❶は丸山という里山集落の住民

観光地づくりと観光計画に関する研

果をどのようなバランスで高めてい

る事例である。また、事例❷は取り

究」を通して、集落における計画論

効果を共存させるサービスの創出

組み全体として見ると集落というま

についても研究を進める予定である。

自らが地域の活性化に取り組んでい

とまりは直接見えにくいが、プログ

（ほりき みつぐ）

くのか、留意することが重要である。

集落を基本単位とした
観光計画論の必要性

ラムづくりの背景には、個々の里山

掲載写真：筆者撮影

文化の継承などの課題がある。

集落が抱える空き家の管理や地域

来訪者を受け入れる際には宿泊
や飲食その他のサービスの導入を進
めることになる。サービスを評価す
る基準はさまざまであるが、
「観光

先に挙げたような課題の解決も

地ではない里山」エリアでは、独自
の「里山らしさ」をどのように表現

含め、地域が目指すべき将来像を共

里山エリアでの人々の営みが集落と

して伝えるかが重要なポイントとな

は、将来ビジョンすなわち観光計画

いう空間単位と密接に結びついてい

これらの事例が全てではないが、

例 えば、事 例 ❶では基本的に集

の策定が効果的であるが、ここでは

ることを考えると、里山エリアの活

有してその活性化に取り組むために

落の住民が来訪者へのサービス提供

観光計画が対象とする空間のスケー

（注 ）資料『里山の環境学』１ページ、二〇〇一
年十一月、武内和彦 東京大学出版会
（注 ）
「里地里山の保全・活用」環境省自然環

境局ウェブサイト http://www.env.go.jp/
nature/satoyama/top.html
（注 ）出典『エコツーリズム推進マニュアル
（改訂版）』二〇〇八年三月、環境省
（注 ）資料『集落丸山の物語 歴史・自然・空間
をよむ』二〇一〇年、
一般社団法人ノオト
（注 ）資料『観光地経営の視点と実践』
二〇一三年十二月、公益財団法人日本交
通公社編著 丸善出版
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ると考えられる。

を行っており、宿泊者はおのずと集

性化を目的として観光振興に取り
とした計画論が必要とされ、そのた

組む際は、おのずと集落を基本単位

ルが重要な意味を持つ。
の策定を基本的な対象範囲として、

既存の観光計画は自治体レベルで

落の住民とコミュニケーションする
機会を持つこととなる。
また、事例❷のサイクリングツアー
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１

２

３

４

５

らに話を伺った。

公益財団法人日本交通公社

ミラー氏は次のように話を始めた。

「去年の八月末に貴財団で会って以来、

ＥＴＩＳのプロジェクトは、二つの点

で動いています。一つがボーディング

メンバーの設置、もう一つが、ＥＴ

ＩＳに関心を持つ欧州内の地域への

基礎調査です」
。

報収集として、また、国内初となる

「持続可能な観光のための指標」の情

内の地域観光局の資金源が、政府に

る世界的な経済不況以降、イギリス

成二十年）のリーマン・ショックによ

清水 雄一

競争優位要因としての指標

沖縄県での指標導入プロジェクトに

よる一〇〇％出資から、政府一〇％、

ミラー氏によれば、
二〇〇八年（平

関する意見交換を行ったのである。

民間九〇％出資と大きく移り変わっ

さかのぼ

さらに遡ること半年、同年二月末

観光文化研究部 研究員

欧州の先行事例に学ぶ
「持続可能な観光のための指標」
の
導入過程 ―― イギリス・アイルランド視察報告

近 年、世界 各 地で「持 続可 能な
観光のための指標（以下、指標）開
発」が行われてきている。これまで
本誌でも度々取り上げてきたので詳
細は割愛するが、一言で言えば指標

タリングするためのチェック項目」

社会の各観点からバランスよくモニ

けて、地域の現状を、経済・環境・

を研究室に通してくれた。

を抜け、グラハム・ミラー氏は我々

ォードにある緑の美しいキャンパス

ロンドンの南西、サリー州ギルフ

観光地レベルにお
Destination Level
ける持続可能な管理・運営のための

tem for Sustainable Management at

（ European Tourism Indicators Sys-

員会のプロジェクトでは、ＥＴＩＳ

に、ミラー氏が議長を務めた欧州委

である（
『観光文化』２１６号「特集」
、

「ようこそ、サリー大学へ。前回

欧州観光指標システム：イーティス）

欧州共通指標「ＥＴＩＳ」
導入過程の現状
（イギリス視察）

同２１９号「財団活動のいま」参照）
。

お会いした時の東京は、本当に暑か

という共通の指標及び指標管理・運

とは、
「持続可能な地域の将来に向

我が国での指標導入の参考とすべ

ったですね」
。

く、二〇一三年（平成二十五年）十二

二〇一三年（平成二十五年）八月に来

ぐる動向も知りたいことの一つであ

の訪問では、開発後のＥＴＩＳをめ

営システムが開発されていた。今回

その開発の中心人物であるサリー大

日した同大教授のミラー氏を東京に

った。

今回の訪問に先立ち、当財団では、

学のグラハム・ミラー氏と、ダブリ

招いていた。世界で取り組まれている
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月に、欧州の二つの事例について、

ン工科大学のケビン・グリフィン氏

写真1 ミラー氏の研究室でのミーティングの様子

自主研究報告（2）
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導方法もそれに合わせて変えてきた

者が代わるのに伴い、指標導入の誘

た。官から民へ、中心的な利害関係

者の関心に応えたのである。

につながることを強調し、民間事業

ことによって、他地域との競争優位

地域に対応した指標としての有効性

ら、広範囲にわたる多様なタイプの

これらのデータ収集と分析結果か

後の調査結果と分析に期待したい。

用され、成果を挙げていくのか、今

という。単に持続可能性を訴求する

業界のメンバーからなっており、民

内の専門家は二名、その他八名は産

ンバーのうち、ミラー氏を含む欧州

さらには、十人のボーディングメ

団体があり、現在の取り組み状況を

にどのような人々がいてどのような

れらの基礎調査を通じて、どの地域

の説明であった。ミラー氏いわく「こ

について、検証される予定であると

（ Dublin Institute of Technology以
:

次の訪 問 地、ダブリン工科 大 学

DIT‑ACHIEV Model

のではなく、地域で指標を導入する

間を意識した人員構成としている点

把握することにより、必要な支援を

の開発過程と現状
（アイルランド視察）

も特徴的である。

欧州全体を包含する統一基礎調査

体制を取っているという。

て、適宜必要なアドバイスのできる

て、ＥＴＩＳを採用する地域に対し

野については、取り組みは進んでい

といった、健康と安全性に関する分

クセシビリティ、あるいは顧客満足

ることです。例えば、障がい者のア

野に取り組んでいないのかを把握す

人々がどの分野に取り組み、どの分

号に譲るが、

てくれた。 DIT︲ACHIEV Model
の
詳細については『観光文化』２１６

ツジェラルド女史が我々を迎え入れ

フラナガン女史、ジェーン・フィッ

た、ケビン・グリフィン氏、セイラ・

下、 DIT
）では、 DIT︲ACHIEV Model
の開発プロジェクトに取り組んでき

検討していきます。最も重要なのは、

我々の往 訪 時には、ＥＵ加 盟の

ると思いますが、気候変動分野の取

このボーディングメンバーを通じ

二十八カ国のうち、ローマやミラノ

① 行政（ Administration
）
個人的には、観光地としては新興

り組みは進んでいないだろうと予想
った。基礎データの項目としては、

の地域が『持続可能な観光のための

といった百以上の地域から基礎デー

「山間 地域」や「 海 浜 地域」など、

指標』により関心を持つのか、ある

しています。

その地域がどういった地域なのかを

いは伝統的な観光地が変わろうとし

⑥ 来訪者（ Visitor
）
の各観点から三十三の指標を設定し、

タを集約している最中とのことであ

把握する「地域プロフィール」と、「責

ているのかに興味があります」との

持続可能な観光のための管理・運営

② コミュニティ（ Community
）
③ 遺産（ Heritage
）

任者やプロジェクトマネージャーな

ことであった。
を対象に、統一指標がどのように活

欧州という広範囲で多 様な地域

学構内の一室で、我々は同モデルの

を目指すシステムである︵図１︶
。大
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④ インフラ（
）
Infrastructure
⑤ 企業（ Enterprise
）

どの実施組織体制及び現在のＥＴＩ
Ｓの取り組み状況」を把握する項目
からなっている。

自主研究報告（2）◉欧州の先行事例に学ぶ「持続可能な観光のための指標」の導入過程 ― イギリス・アイルランド視察報告
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写真2 左から筆者、
寺崎部長、
ミラー氏、
中島主任研究員
写真3 緑の美しいサリー大学キャンパス

について伺った。

開発過程の苦労や課題と、その現状

うに思っていたのです」
。ティペラリ

それは解決されるべきだ、そんなふ

う。地域には問題があるはずであり、

素朴で未熟な考えがあったのでしょ

「当初はある意味、私たちの中に

いけないということを学びました」
。

解決がなされるだろうと推測しては

題を設定し、資金投資によって課題

の論理で、一つの観点から勝手に課

「この時の経験を通して、こちら側

在しなくなるはずだ」と。

開発プロジ
DIT︲ACHIEV Model
ェクトは、現在までのところ大きく
公共交通機関が必要でしょう」と指

同氏が地域住民に対して「より良い

年間で試行錯誤し、良かれと思う指

た別の問題も生じていた。最初の三

指標開発のこの初期段階では、ま

開発

第一期：試行錯誤のモデル指標
ーは公共交通が未発達の地域であり、

三期に分けられるが、その歴史の始
摘したところ、地域側の反応は同氏

標開発を行ったのだが、あまりにア

さかのぼ

まりは二〇〇四年に遡る︵表１︶
。
の予想とは反するものだった。

程近い、シャノン川の流れるティペ

ィン氏が幼少時代を過ごした土地に

ほどの滞在で乗馬を楽しんだり、レ

れる人々は自家用車で来て、一週間

地域の住民いわく「この地域を訪

トに精通する経済学者らからの有益

後、ＥＵのプロジェクト・マネジメン

のになってしまったのである。その

リフィン氏ら開発者しか扱えないも

カデミックな内容に偏ってしまい、グ

）に引き継がれた。環
Fáilte Ireland
境と観光の双方の視点が重なり合

第一期の取り組み地域は、グリフ

ラリー（ Tipperary
）という地域であ

ストランや宿泊施設にお金を落とし

なアドバイスも受けながら、二百以

い、持続可能な観光のための指標開

⓳ 観光に関する地域住民の意識と態度

地域の慣習への観光による影響
人口

人口動向

人数

来訪者のプロフィール

来訪者の混雑予想
観光行動

地域管理者への来訪者の理解
サービス

交通手段の来訪者満足度

地域住民への来訪者の理解
ホスピタリティ

旅行消費額
旅行消費額

行政目標の評価
（環境面、経済面、社会面、行政面）

目標

政策

明確かつ対応力ある観光の管理・運営

管轄

規則のモニタリングと維持

次のように語る。

関与

しているかについての地域住人の意識

来訪者の動機

リピート客の水準

資料：DITケビン・グリフィン氏らの資料を基に作成

その後、指 標開 発研 究 費用の拠

フォードにおける指標開発

ーリングフォード（ Carlingford
）の
二地域が指標導入のモデル地域に選

ラーニー（ Killarney
）とラウス州カ

十五、
六の候補地から、ケリー州キ

定され、並行して指標開発の取り組

出が、
アイルランド環境保護庁（ Irish
）
Environmental Protection Agency
からアイルランド観光庁（ National

第二期では、アイルランド国内の

ロジェクトであった︵表１︶
。

わたる総額三十五万ユーロ規模のプ

Tourism Development Agency,

った。

ていってくれる。公共交通機関が発

上もあった指標候補から、前述の通

発の第二期が始まることとなった。

受益者

当時を振り返り、グリフィン氏は

達すると来訪者はそんなに長く滞

り六つの観点による三十三指標に絞
⓴ 観光の質とそれが地域住民にどのように影響
生活の質

第二期：キラーニーとカーリング

二〇〇八年～二〇一一年の四年間に

⓲ 問題に対する地域住民の態度
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写真4 DITでのミーティングの様子

り込み、 DIT︲ACHIEV Model
の原
型を開発したのである。

アクセス

58

図１ DIT‑ACHIEV Model（ダブリン工科大学 行政・コミュニティ・遺産インフラ・企業・来訪者モデル）の全体構成
❶ 鍵となる種の状態

生物相

❷ 水資源の質

水資源

❸ 空気の質

空気

❹ 保護生息域の現状

遺産
Heritage

地勢

❺ 景観の視覚的な質
❻ 地域民俗及び遺跡

考古学及び歴史

❼ 地域文化の重要性及び状況

文化

❽ 水供給及び処理

水資源

❾ 土地利用

土地

❿ 道路混雑

コミュニティ
Community

インフラ
Infrastructure

来訪者
Visitor

持続可能な観光

運輸交通

⓫ 障がい者のためのアクセス
⓬ 廃棄物処理及びリサイクル

快適性

⓭ 来訪者が快適に過ごすための付帯設備
及びサービス

⓮ 水・廃棄物・エネルギー管理・運営

持続可能な実践

⓯ 地域コミュニティ及び環境とのつながり
⓰ 他地域ビジネスとの相互連携
⓱ 観光産業の雇用の質・活力

行政
Administration

企業
Enterprise

コミュニケーション
労働

キラーニー
（Killarney）
第二期
（2008〜11年） カーリングフォード
（Carlingford）
第三期
（2012年〜現在）

○

測定項目や結果について厳密にしすぎないこととした
地域のコミュニティ、現場の実践者などを巻き込んで取り組んだ
地域関係者自らモニタリングできるようにトレーニングプログ
ラムを策定した

テンプルバー
（Temple Bar）

×

地区の関係組織に指標導入の意識を持たせることができなか
った

フィンガル
（Fingal）

−

○

（導入検討中）

（注）導入成否：ヒアリング内容から筆者により仮に評価した

方、北アイルランド（イギリス）と

第一期で、アカデミックな内容に

偏ってしまったことを踏まえて、指

標の測定結果の見方にはより柔軟性

を持たせるようにした。

さらに、上層部だけではなく、実

際に現場を知る人々との関係を築き、

情報収集・情報共有に当たることの

重要性も分かってきた。
「知事に会

った後は、例えば野生動物関係のオ

フィサーを訪ね、何時間もいろいろ

と話をする。そうすると、環境汚染

や気候変動のことなどを全て測定す

るのではなく、もっとシンプルに、

ある種の鳥の数を調べるとよいとい

うことが分かってくる。鳥の数を数

えて、過去の数と比較すれば、その

鳥を取り巻く生態系、環境の状態

がどう変化しているかの指標になる

のです」
。

モデル導入の過程で、グリフィン

氏らは、 DIT︲ACHIEV Model
導入
の取り組みをより多くの人々に理解

59

みが進められることとなった。

指標の開発はできたものの、内容がアカデミックすぎて、地域
関係者には扱いにくいものとなってしまった

の国境付近に位置するカーリングフ

△

キラーニーは、アイルランド南西

ティペラリー
（Tipperary）

ォードでの取り組みはボランティア

第一期
（2004〜06年）

部に位置する古くからの観光地であ

主な要因

が中心となっている。これらは運営

導入成否

り、市議会と観光との結び付きが強

地域

方法の異なるモデルケースとなった。

取り組み期

く、商業組合の影響力が大きい。一

表１ DIT‑ACHIEV Modelの取り組み

自主研究報告（2）◉欧州の先行事例に学ぶ「持続可能な観光のための指標」の導入過程 ― イギリス・アイルランド視察報告
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されたけれども、カーリングフォー

載については、キラーニーでは歓迎

てきた。
「取り組みに関する新聞掲

してもらうために、試行錯誤を重ね

省から獲得している。

整備資金として五十万ユーロを運輸

キラーニーではサイクリングロード

である訪問者への調査結果をもとに、

ちなみに、測定指標の項目の一つ

る観光客への調査はほぼ終了してい

た」ということであった。学生によ

ルバーでの指標導入は失敗に終わっ

しかし、結論から言うと「テンプ

地区である。

ドではそうではなかった。それぞれ

行する予定となっている。

我が国でのさらなる
指標導入を目指して

みを広げようとしてきたわね」
。

随分といろいろなことをして取り組

「ラジオにも出演したし、今思えば、

ルバー（ Temple Bar
）での指 標 導
入が新たに試みられることとなった

ダブリンの観光中心地であるテンプ

という二地域でのモデル導入の後、

キラーニーとカーリングフォード

第三期：新たな試み

る。そのうちの誰一人として指標導

運営しているという意識と誇りがあ

あり、それぞれに自分たちが地区を

う 組織など、複数の多 様な組織が

連の組織だけでなく、文化活動を担

「テンプルバーには、ビジネス関

動かなかった」という。

るようにするための機運と仕組みづ

に指標を用いたモニタリングをでき

後も、地域コミュニティなどが主体的

を巻き込み、理解を広め、指標開発

ら地域コミュニティや民間事業者など

り組むのではなく、指標開発段階か

二つの事例からは、研究者のみで取

の一端をうかがい知ることができた。

今回の視察を通じ、指標開発過程

光関係者、研究機関など、さまざま

︵表１︶
。二地域とは異なり、市街地

入をしようと言い出さなかった。自

くりの重要性を改めて認識した。

たが、
「地区の事業者や各種組織が

な人々と直接会い、話をし、少しずつ

の中心部にある同地は、石畳の両側

分たちは十分にやっていけるので問

の地域の人々の独自の考え方があり

理解者・協力者の範囲を広めてきた。

にホテルやレストラン、アイリッシ

題ないというのです」とグリフィン

ますね」
。フラナガン女史も続ける。

指標項目の測定については、地域

ュパブが軒を連ね、多くの観光客が

氏は語っていた。

彼らは、地域住民、狩猟団体、観

住民はじめ、なるべく地域の関係者

ダブリン観光の拠点として宿泊する

向け、今回の視察で得た知見を活か

での指標導入のさらなる取り組みに

部の紹介にとどまったが、今後国内

今回は紙幅の関係で視察内容の一

が測定できるようにトレーニングプ
ログラムも工夫して
作成した。こうして、

ンの北に位置する同地では、これま

ィンガル（ Fingal
）という地域での
指標導入に取り組んでいる。ダブリ

取り組み経緯を飾ることなく丁寧

れ、長年にわたる指標開発と導入の

ご多 忙の中、我々を快 く 受け入

していきたい。

での知見と経験を活かし、一年の期

に語っていただいた、ミラー氏、グリ

現 在、グリフィン氏 らは、 DIT︲
に関心を示したフ
ACHIEV Model

が自ら集めることで、

間で三万ユーロを掛けて、住民調査

フィン氏、フラナガン女史、フィッツ

データを地域関係者
当 事 者 意識を高め、

などを実施、問題点の洗い出しを行

ジェラルド女史に、改めて感謝申し

が、地域関係者が地
域の問題を議論する
際の出発点となって
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現在では、その数値

っている最中である。その後、実際

上げる。

いるという。

（しみず ゆういち）
に問題点を改善する実行段階に移

写真5 テンプルバーの街並み
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スローシティのすすめ

──福岡県・香春町

ドイツ文学者・エッセイスト

池内

紀

（イラスト＝著者）

き眼鏡でのぞいたように、小さな、懐かしい風景が目の前に浮かんでくる。

モも取った。にもかかわらず、いまもってよくわからない。まるでのぞ

た。それでもやはり思いがのこったので、歌会のあと世話人の車で峠を

翌日、小倉の会に出るつもりでいたところ、鉄道の時間が合わず中止し

とだが、小倉でアララギ会の歌会があるのに際し、先に香春で泊って、

町のことは歌人土屋文明のエッセイ「豊前鏡山」で知った。戦前のこ

福岡で仕事をすませ、小倉で一泊。翌朝早めに駅を発った。日田彦山

越えていった。そんなに執着したのは万葉集に町の郊外の鏡山がうたわ

た ひこさん

線といって、福岡県の小倉と大分県の日田を結んでいる。駅でもらった

れており、万葉学者でもある歌人としては、
「是非一見したい」と久しく

ひ

時刻表兼沿線情報マップはカラー絵入りで、沿線の店や名物の紹介に加

念じていたからだ。万葉集の歌というのは、次の三首である。

化推進沿線自治体連絡会の発行。三市三町一村の名が掲げてある。ロー
カル線維持のための涙ぐましい努力が見てとれる。

おをきみ

むつたま

いは と

かく

王の親魂会へや豊国の鏡の山を宮と定むる（巻三、
四一七）
た ぢから

た よわ

をみな

すべ

豊国の鏡の山の石戸立て隠りにけらし待てど来まさぬ（四一八）

たちが訪ねたころは、もうそんなことは忘れられていて、
「香春の町が

河内王という貴人が豊前鏡山に葬られ、ゆかりの女性が詠んだ。文明

わ

があるらしく、山並みの一角が切り取られていたりする。国道３２２号

石戸破る手力もがも手弱き女にしあれば術の知らなく（四一九）

陽ざしがさしこんでいた。
こちらの目的地は香春町といって、四十分たらずで着く。金辺峠とい

前方に見えて来たので車を止めて附近の人家で河内王の御墓はと尋ねた

べ

う山あいを抜けると、微妙に風景が変化した。白壁の集落、段差のある

がどうも分からない」といったふうに訪問記はつづられていく。鏡山は

か わら

地形、目のとどくかぎり、のこりくまなく耕され、道と畦とが絵地図の

山ではなく集落の名であることが判明。ようやく探しあてたところ、
「河

あぜ

ように美しい。駅名が「採銅所」というのは銅山の名ごりだろうか。
「次

内王御墓参考地」というヘンな標示板が立てられていた。宮内省（当時）

き

大半は通学の生徒で、制服姿がいなくなると、ガランとした車内に朝の

が寄りそうように走っている。おおかたの人は車かバスなのか、乗客の

はじめて乗る路線なので、熱心にまわりの景色をながめていた。鉱山

河内王を豊前国鏡山に葬りし時手持女王の作れる歌三首

えて「ひたひこ共通クーポン」なるものがついており、日田彦山線活性

九州の小都市を訪ねてきた。そのときの写真もあるし地図もある。メ

第58回

は香春」のアナウンスで降り支度をした。
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あの町この町 58
スローシティのすすめ —— 福岡県・香春町

61

連載Ⅰ
あの町この町

としては、ここを墓所と決定しかねて曖昧な標示にしたらしい。河内王

る。
『養生訓』で有名な益軒先生はもともと福岡の人だが、元禄七年

駅前広場の大きな石に、貝原益軒の『豊国紀行』の一節が刻んであ

本業が医者だったせいか、紀行文はそっけない。地名を羅列しただけ

の事神社考にあり。香春嶽とて高山あり……」

「香春は豊前田河郡なり。香春は名所也。萬葉九巻に哥あり。又此神

（一六九四）
、はじめて当地へ来たらしい。

という宮びとは紀元七世紀の持統天皇のころ大宰師に任じられ、赴任し
て五年後に死去。詠み手の「手持女王」は妃のようだが、身分その他一
切不明。あとでわかったことだが、御墓参考地の近くにもう一つ社があ
って、そちらが本来の鏡山かもしれない。万葉集には、ほかにも鏡山を
うたったものがあって、その一つは、次のとおり。

で、立派な黒い大理石がもったいないぐらいのものである。

石碑から目を上げて辺りを見まわしたとたん、おもわず目をみはった。

「半面を殺ぎ取られた断崖」そのもので、グランドキャニオンの渓谷の一

つが

もっとも、私は遠い昔の万葉びとよりも、町自体に興味があった。背

部を高台にのせたぐあいだ。目を据えたままゆるい坂道を下り、金辺川

わ ぎ へ ひもの こ

後に香春嶽という山があり、それが石灰岩の採掘で、
「半面を殺ぎ取ら

のほとりに立つと、正面に全景がひろがった。正確にいうと香春嶽は一

豊国の香春は吾家 紐 児にい交り居れば香春は吾家（巻九、
一七六七）

れ断崖が白々と立って居る」
というのだ。麓は勾金という古い村だという。

の岳、二の岳、三の岳のつらなりで、町から見えるのは一の岳の一面にす

町並みをへだてて、かなたに見えるのが香春嶽だろう。山というよりも、

採銅所 ― 鏡山― 勾金― 香春。地名をたどるだけで独特の山国のイメー

ぎないが、切り取られて露出した岩の壁が、幻のように大空に浮いてい

まがり が ね

ジがわいてきて、夢をそそられるではないか。

る。山腹に砕石場があって、砕かれた石が屋根のあるベルトコンベアで
川沿いの工場へと運ばれてくる。

町の入口に風格のある店があって、
「名菓千鳥饅頭」の千鳥屋。創業

寛永七年（一六三〇）というから、益軒先生より、さらに古い。少し

先で通りが二手に分かれていて、
「従是南豊後日田道」の石標が見える。
いらか

香春はながらく小倉街道一の宿駅だった。

つづいて大きな寺の大きな甍。山門わきの左右の石柱に「國富民安」

「丘文来月」と、風雅な字体で刻まれている。古木が枝をのばした下に

自然石を敷きつめた石畳が奥につづいている。朽ち葉がきれいにはき寄

せてあって、チリ一つない。おもわずたどっていくと、本堂の前に来た。

無住とは思えないが、人のけはいがなく、辺りは静けさを煮つめたよう
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実はこのあたりから記憶があやしいのだ。個々のことははっきり覚え
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ているのに、全体がボンヤリしていて、のぞき眼鏡の風景に似てくる。
またも通りが二手に分かれ、まっすぐは旧日田道で町名が山下町。右

九十度折れてつづいていく。
「札の辻」と石柱があり、指さした手の形で

「呼野 石原町 香春 ／大隅 秋月 久留米」と、それぞれ逆方向を
差している。

石組みの上に赤レンガを積み、
その上に瓦をのせた雄壮な塀の前に「御

茶屋香春藩庁跡」の石柱。江戸時代は小倉藩に属し、藩主の領内巡見の

ための宿泊所としてお茶屋が設けられていた。幕末の混乱期には、小倉

藩の藩庁の役目をつとめたことがあって、このような二重の命名になっ
たようだ。

さらに行くと、ひろびろとした更地で、中央の奥まったところの三段

式の白い御影石に、
「田川郡役所跡／香春町役場跡」と二行分かちで刻

まれている。明治末年に田川郡の郡役所が置かれ、郡制廃止ののちは町

役場として使われた建物があった。すべて取り払われて、すぐかたわら
に大きな不動産広告板が立ててある。
「旧香春町役場跡地 宅地分譲開始！」

石柱のある小さな一角だけのこして、全十区画。団地名を「プラチナ

タウン香春」という。山から吹き下ろす風に「分譲中」の旗がハタハタ
とはためいていた。

一つ一つ克明に覚えている。にもかかわらず、なぜか現実のことと思

えず、夢のなかの風景のようである。一つには、ここにくるまでのあいだ、

まるきり人に会わなかったせいだろう。人の姿がなく、軽トラックが一台、

走り通っただけだった。無人の町のようで、そこに黒い影を落として古

風な家々が並んでいる。音がしない。テレビの声も流れてこない。犬も

に折れこむのは店の並ぶ生活道で、魚町と標示されている。山下町は文
字どおり香春嶽一の岳の山裾にあたり、寺が一つ、また一つ。空地の前で

鳴かない。

ろしながら、ゆっくりと塀づたいに裏山へと消えていった。さながら白

ですわっていた。一歩近づくと、いっせいに立ち上がり、こちらを見下

ていて、何げなく見上げると、十匹ほどのサルが塀の上にズラリと並ん

町役場跡地の山側は人の背の倍ほどもある高いコンクリート塀がのび

大きな「伊能忠敬測量記念碑」と往き合った。文化九年（一八一二）七月、
測量隊を率いて彦山より香春に来た。山下町の年寄の屋敷に泊り、翌日、
おりからの日食観測のため、先に小倉へ向かった。測量隊メンバーは分
宿して実測にあたった。
少し行くと古い町によくあるが、通りが鉤形に九十度、さらにまた
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香春嶽一の岳と砕石場

魚町筋にもどる角は広大な空地で、立派な塀と門だけがのこされてい

家の倅が義大夫になじみ、長じてその道の名人といわれる人になった。

う。ひとけのない家並みの一角に「竹本津大夫誕生の地」とあって、旧

町役場跡地一帯が本町で、かつてはいちばん賑わったエリアなのだろ

ながめていると、三輪車の孫をつれた年配の人がやってきた。はじめて

ている。一体だけが、じっとこちらを見つめている。不審に思いながら

本通りにもどって気がついたが、山裾の少し高いところに石仏が立っ

ぎの陽ざしがかかり、
建物の黒い影がギザギザ模様の影絵をつくっていた。

きたが、最後の砦が落ちたぐあいだ。四十五度にうねった通りにお昼す

どんなシャッター街でも理髪店と美容院だけは営業中の光景を見なれて

る。古木が一本、ていていとのび、白い敷石がナゾの通路のように点々

人に会って、なにやら懐かしくてならず、おもわず挨拶すると、丁寧な

日夢のような気がしたのは、そんなこともあずかっていた。

とつづいている。

挨拶が返ってきた。石の仏は光願寺という由緒ある寺があったところで、

せがれ

「肉のまつかわ」
「仕出し 鉢盛」
「長谷川療術院」
「鮮魚 刺身」
「宝

山崩れのため廃寺となったなごりだそうだ。

くす

石 時計」……。看板もシャッターもガラス戸も古びているのは、廃業

山の斜面に天を覆うように大木がのびている。県文化財指定木の大樟

で、根周り ・６メートル、胸高周り９・２メートル、枝張り東西 メ

ートル、南北 メートル、樹齢約８００年。山崩れの際にも、よくもち

29

して久しいのだろう。
「お客様各位 御挨拶申し上げます」
もっとも新しいのは二〇一四年三月吉日の日付で、理髪店のお知らせ。
三月三十一日をもって店を閉じる。
「病気療養のため」とあって、病を

15

近くに行くと、モロミの匂いがした。何代もつづいた味噌づくりの店

「醬油の工場もありました」

してあげていく。

ラ屋、写真館が二軒、自転車屋、文房具店、豆腐屋 ……。歌うように

った。畳屋、薬局、すし屋、洋品店、青果店、スナック、料理屋、カメ

がいなくなった。近くに道の駅ができて、商店がつぎつぎに廃業してい

いた。旧道が整備され、小倉がグンと近くなり、とたんに町から若い人

遠慮がちに過疎がすすんだことをいうと、その人は無言のままうなず

でもへっちゃららしいのだ。

然と枝をひろげて、たくましい。植物は、根を張ってしまえば、急斜面

それも背をこす草につつまれている。樟は幹に大きな空洞があるが、悠

は等身大で、お地蔵さまのつくりである。仮普請の小さなお堂があって、

すすめられるままに、半ば草に埋もれた石段をのぼっていった。石仏

「上がってみますか？」

こたえ、境内の半分がたを救ったという。

20
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もあった。すべてなくなって、髪を刈るにも遠出しなくてはならない。
ってくる。

ちょっとした工夫と知恵、それに夢があると、てきめんに若い人がもど

に見える。一方は黒い産業資産、もう一方は白い自然遺産、これほど異

ンベアが三角の大屋根につづいていて、支柱の赤い鉄塔が二本足のよう

川沿いの石灰工場は黒い巨人がうずくまったように大きい。ベルトコ

「いい町なんですがねぇ」
ひとりごとのように言うと、グズりだした孫を抱き上げ、三輪車をぶ
ら下げて急坂を下っていく。その背に声を高めて、お礼を言った。
川筋にもどるすがら、イタリアで出くわした「チッタズロー（スロー

かけない。あらためて自分たちの土地と風土を見直そうという運動だっ

字どおり「ゆっくり（ズロー）
」をモットーにして、忙しない現代を追い

町がこうも変わるものかとびっくりした覚えがある。スローシティは文

チマした美ではなく、風と雨と大気のなかに全身で体験してもらう。豊

が終わり近くなって、必然的に生み出した表現法だろう。額ぶちのチマ

のなかに現物を配置して、現場そのものをたのしんでもらう。二十世紀

現代芸術にはインスタレーションとよばれる表現の技法がある。自然

質の二つがベルトで結ばれているのは珍しい。

た。自然、歴史、文化、生活、その他に「資産」が眠っていないだろうか。

前・香春町は町全体が一つのインスタレーションのようにもとれる。人

シティ）
」の運動を考えていた。何年ぶりかで北イタリアを訪れて、同じ

あまりに日常的で、住んでいると気づかない。いちど「よそ者」の目で

手ではなく歳月が選別してつくり出した。そんな目で再生の糸口を考え

せわ

見直すと、ステキな宝物がひそんでいる。掘り起こし、現代的な価値を

てもいいのである。

塔をもち、とてもいい建物だ。校門にプラスチックの人形が立っていた。

黒い工場と川をへだてて向き合うところに小学校がある。六角の小

見つけ、そこを基本にして「ゆっくりした町（チッタズロー）
」の地域づ
くりをする。そんな町々を紹介する本も出ていた。イタリアの小さな町
があざやかに、大都市に負けない魅力と底力を提示した。

黄色い帽子に赤いランドセル。クリクリした大きな目で、頰をふくらま
して右手をスックとのばしている。

イタリア以上に日本はスローシティの必要に迫られているだろう。地
方都市、農山村の疲弊ぶりがいわれて随分になる。香春町の場合、な

「ハイ、名案があります」

（いけうち おさむ）

自分たちの町の再生プランを思いついたぐあいなのだ。

ぜこうなったのか、どうすればよかったのか、今後どうすればいいのか。
「資産」なら、いろいろあるのだ。和製グランドキャニオンのような景観、
原型をそっくりのこした旧市のたたずまい、サルと共存できる自然、郊
外には万葉ゆかりの遺跡。
「香春『鍋屋騒動』
」
横丁の一角に、幕末に起きた事件の経過がしるしてあって、供養塔
が建てられていたが、日本の近代化のなかでこの小さな町にも歴史の嵐
が吹き抜けた。文化遺産、歴史遺産、生活資産は、ほんの少し手をか
すだけで、きっと甦る。朝食つきの安い宿で旧市街が急に明るくなった
り、古い建物をリノベーションして、お洒落なカフェをつくった町もある。
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ハイ、
名案があります

山口 由美

「泊食分離」と「ターンダウン・サービス」

旅行作家

め抜いた浴衣を客室に準備するようになった。今では、外資系ホテルで

日本の旅館が、海外からも注目されるようになって久しい。かつて外

くのだろうか。従来通り、それぞれ別の業態として続いていくのだろう

今後、日本の旅館は、ホテルとの対比の中で、どのように変化してい

も浴衣や寝間着があるのが普通のことになっている。

国人は、当然のこととしてホテルに泊まり、日本のクラシックホテルの

か。それとも、もっと本質的な部分で融合していくのだろうか。将来的

旅館のおもてなしをグローバルスタンダードに

多くはそれを受け入れるために歴史を積み上げてきた。例えば、私の曽

に日本のホスピタリティー産業が、世界でいかに競争力を持ち得ていく

く必然のことと考えられてきた。そこにメスを入れようという考え方

一泊二食という料金体系は、食事を売りとする旅館にとって、長ら

の挑戦だ。

その中で、さまざまな革新が生まれている。その一つが「泊食分離」

ローバルスタンダードの中に着地させるかにあると私は思う。

かのポイントは、旅館という日本独自のスタイルをどのようにして、グ

祖父が開業した箱根の富士屋ホテルなどは、その典型である。
日本のホテルが海外と比べて特異であったのは、旅館という独自の宿
文化が存在したため、旅館ではなくホテルであることに意識的だったこ
とではないかと私は思う。
それはまた、ホテルと旅館を明確に分けるという発想にも結び付いた。
旅館業法でもホテル営業は、旅館営業とは別に定義付けされているし、
業界団体も別である。

ホテルにおける旅館の影響といえば、例えば、浴衣が挙げられる。宿

けるスタイルが採用されている。これは、明らかにホテルの影響である。

特有のものだった。しかし、現在では、ほとんどの旅館で個室に鍵を掛

例えば、個室に鍵を掛けてプライバシーを保つという発想は、ホテルに

こうした所は、長期滞在が前提だから、毎日、食べきれないほどのご

ズムの広がりを受けて、このタイプのリゾートは、世界的に増加している。

ートでは、一泊三食付きのオールインクルーシブが一般的だ。エコツーリ

はない。サファリロッジや孤島リゾートなど、孤立した環境にあるリゾ

だが、食事が含まれている料金体系は、実は旅館だけに特有なもので

である。

泊客用に寝間着を用意するという文化は、そもそもホテルにはなかった。

ちそうが出るわけではない。夕食であれば、前菜、メイン、デザートの

もっとも同じ宿泊業として、お互いの影響がなかったわけではない。

だが、いつの頃からか、日本のホテルでは、旅館と同じくホテル名を染
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コースが基本。それでいてメニューは毎日替わる。こういう対応の出来

な外食の選択肢が多いリゾートでは魅力も大きい。だが、孤立した立地

まうと、今度は夕食難民になりかねない。日本の旅館の問題点は一泊二

のリゾートなど、外食の選択肢が少ない所では、宿の食事をパスしてし

私がいつも疑問に思うのは、旅館が一泊二食付きの料金設定であるこ

食付きの料金体系ではなく、食のプランが一泊を前提に組み立てられて

る宿が日本では本当に少ない。
とではなく、夕食も朝食も、ここぞとばかりの大ごちそうで、それ以外

いることにあるのだと思う。

（やまぐち ゆみ）

い。旅館がもっと魅力的になっていく伸びしろはまだあるに違いない。

ッドの導入された旅館で、ターンダウン・サービスがあるところは少な

るマジックは、そもそも旅館のもてなしだったはずなのにと。だが、ベ

やスタンドを置き、寝る準備を整える。昼と夜とで全く違う部屋に変え

そういう時にふと旅館を思い出す。夜、布団を敷いて、枕元に水差し

落として、昼間とは全く違う雰囲気に整えてくれる。

している。天蓋付きのベッドであれば、蚊帳を広げて、部屋の明かりを

てんがい

近年、特に海外のリゾートでは、このターンダウン・サービスが進化

の一環として工夫を凝らすホテルが多い。

るのはコンラッド。それらを目当てに泊まる客もいるという。サービス

して評判を得たのがアマンリゾーツだった。小さなテディベアが置かれ

したものを枕元に置く。これをチョコレートではなく、地元の民芸品に

てくれる。仕上げには「グッドナイト・チョコレート」など、ちょっと

グの意味も含まれていて、バスルームなどは清掃して、タオルを補充し

を折って、寝る準備を整えるサービスのこと。二度目のハウスキーピン

ビスが不可欠なものになっている。これは、ベッドのシーツや毛布の端

ラグジュアリーホテルにおいては、夜のいわゆるターンダウン・サー

のが、寝る前に部屋を整えるサービスである。

で、リゾートホテルと比較してサービスが手薄になっていると実感する

処での食事になり、個室のプライバシーをより重視するようになった中

そして、もう一つ、旅館にベッドの導入が進み、部屋食ではなく食事

の選択肢がないことなのだ。

アマンダリのターンダウン・サービス。
枕の上の民芸品が愛らしい。
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「泊食分離」は、確かに大きな革新だ。都市、若しくは軽井沢のよう

ある高級旅館の洋朝食。
旅館の食事も日々進化している。

旅の図書館 掲示板

新着図書紹介

﹁生物の多様性﹂という言葉が我が国の法律に記載されたのは︑
﹁環境基本法﹂

定されたのが最初である︒
﹃生物多様性と保護地域の国際関係 対立から共生へ﹄

︹一九九三年︵平成五年︶十一月施行︺第十四条で﹁生物の多様性の確保﹂として規

︵高橋進著︑明石書店︶では︑
﹁私たちの日常生活が︑知らないうちにはるか離れた

熱帯林破壊の原因にもつながっている︒私たちは生物多様性の喪失による被害者で

あると同時に︑知らないうちに加害者になる可能性がある︒対立の根源ともなって

いる経済格差や資源などの不公平な配分なども含めた解消が必要になる﹂と著者

えて︑地球規模の視点から﹁地域

は指摘する︒世界各国が対立を超

生﹂
﹁時間を超えた共生﹂の三つ

を超えた共生﹂
﹁種類を超えた共

の共生が︑生物多様性保全を進め

立と共生の対極から︑生物多様性

ベストリーダー （2014年2月〜4月）
当図書館への来館者によく閲覧されている本を紹介。
【旅行ガイドブック部門】
海外旅行では、
・
『るるぶフランス2014‑2015』
（JTBパブリッシング）
・
『るるぶパリ2014』
（JTBパブリッシング）
・
『地球の歩き方フランス2014‑2015』
（ダイヤモンド・ビッグ社）
国内旅行では、
・
『TRAVELSTYLE 北海道 2014』
（成美堂出版）
【その他一般部門】
・
『時刻表でたどる特急・急行史』
（原口隆行著、JTBパブリッシング）
・
『旅行者動向2013 国内旅行マーケットの実態と旅行者の志向』
（公益財団法人日本交通公社）
・
『数字が語る旅行業2013』
（一般社団法人日本旅行業協会）

る上で根幹になると強調する︒対

利用状況

A5判 244ページ
定価 2,800円
明石書店
の保全の在り方を論じている︒

﹁創造農村﹂とは︑
﹁住民の自治と創意に基づいて︑豊かな自然生態系を保全する中

で固有の文化を育み︑新たな芸術・科学・技術を導入し︑職人的ものづくりと農林業

ーカルな地域社会の課題に対して︑創造的問題解決を行えるような﹃創造の場﹄に

の結合による自立的循環的な地域経済を備え︑グローバルな環境問題や︑あるいはロ

富んだ農村である﹂と定義する︒
﹃創造農村 過疎をクリエイティブに生きる戦略﹄

さを取り戻すことが重要になり︑雄大な自然景観と向き合った時に︑何を新たに付

動者に問われることになる﹂とし

け加えられるのかが︑創造的な活

待されている︒創造農村の先進事

て︑推進するリーダーの存在が期

例や推進するリーダーの発言がま

くりを進める関係者に︑その戦略

とめられ︑今後︑創造的な地域づ

と実践法を教えてくれる︒︵挑全︶

︵佐々木雅幸︑川井田祥子︑萩原雅也編著︑学芸出版社︶では︑
﹁景観を保全し︑美し

A5判 272ページ
定価 3,000円
学芸出版社

特別展示のご案内

観光資源と地域の魅力
2014年7月1日
（火）
〜2014年8月29日
（金）

旅人をその地へ誘う魅力としては、
美しい風景もあれば、珍
しい風俗やおいしい食などもあり、
一様ではありません。地域
の魅力は、時代とともに、
どのようなものがどのように紹介され
てきたのでしょうか。
例えば、1894年（明治27年）
に発行された志賀重昂『日本

風景論』では、独自の基準（瀟洒、美、跌 宕 * 等）
を用い、
日本
の風景美を地理学的に分類・紹介しており、
日本人の風景観に
大きな影響を与えました。
また、
観光地の魅力は「観光資源」
と
いう言葉で表現・説明されますが、戦前から日本では「観光資
源」の評価と研究が進められており、観光地を魅力的にするた
（*のびのびとし
めのさまざまな取り組みにも活用されてきました。

副 館 長 の つ ぶ や き
最近当館にやってきた新刊図書の一つに、
『世界の夢の図書館』
という本がある。
「古今東西の美しき知の遺産が、
ここにある」という
メッセージとともに、
世界最高峰と言われる37館の特色や魅力が、
そ
れぞれの国の歴史・文化的な背景を交えて紹介されている。蔵書数
や建築的な価値においては当館とそれらを比べるべくもないのだが、
「旅・観光」に関する図書館としては、
世界の中でも稀有な存在であ
ると自負したい。
本を閲覧できる場としてだけでなく、旅・観光に関する図書の魅力
（＝価値）が伝えられる 小さくても光る 図書館に一歩でも近付けて
いけたらと思います。4月に着任しました。
（大隅）

て大きいさま）

今回は、
「観光資源」
と「地域の魅力」をキーワードに、国内
外の見どころを紹介する各種旅行案内（ミシュランガイド等）、
観光地の評価やランキングなど、関連図書、専門書、
古書・稀
覯書（抜粋コピー）等を集めてみました。当財団が「日本におけ
る観光資源の評価に関する研究」の成果を基に監修した写
真集『美しき日本 旅の風光』
も併せて展示いたします。
ぜひ多くの方に当館を訪れていただければと思います。
＊詳細は、
ホームページhttp://www.jtb.or.jp/へ。旅の図書館特別展示 で検索
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■旅行者動向２０１３ 最新刊
最新の旅行の実態や旅行者の意識に関す
る全国アンケート調査結果を︑当財団独
自のさまざまな切り口で分析︒グラフや図
表を多用して分かりやすく解説︒政策立
案や事 業 展 開などに幅 広 く 活 用できる
マーケティングデータ集︒二〇一三年十一月
発行︒
■観光地経営の視点と実践 最新刊
観光地の持続的発展にとって︑今や ﹁観
光地を経営する﹂ という地域マネジメン
トの考え方が重要︒ 本テキストは︑既存
観光地の現場で日々努力し︑活躍されて
いる方々が主な対象︒
﹁観光地経営﹂を﹁一
定の方針︵ビジョン︶に基づいて︑観光地を構成するさまざまな経営
資 源︑ 推 進 主 体 をマネジメント するための一連の組 織 的 活 動﹂ と
定 義し︑八つの視 点と十の実 践 例について︑その考え方と展 開 手 法
を解説︒ 当財団調査研究専門機関化五〇周年記念事業の一環とし
て発刊︒二〇一三年十二月発行︵丸善出版︶︒
■機関誌﹃観光文化﹄２２１号 最新刊
当 財 団が実 施してきた自 主 研 究の成 果
等 を 交 えながら︑国 際 的な視 野から経
済︑地域計画︑交通運輸︑
マーケティング︑
造園学といった学問領域と観光との関わ
りを 紹 介︒ 海 外における観 光 研 究の知
見の日本への移 入や適 用︑日本からの発
信 手 法や 今 後の観 光 研 究の方 向 性についての提 言 を 試みた一冊︒
二〇一四年四月発行︒︵季刊 一︑四︑七︑十月︶︒
■美しき日本 旅の風光 最新刊
調査研究専門機関として五〇周年を迎え
たことを期に︑当財団が長年取り組んで
きた﹁日本における観光資源の評価に関
する研究﹂の成果を基に監修︒北海道か
ら沖縄までをエリアごとにまとめ︑風景だ
けではなく︑伝統文化︑神社仏閣︑温泉︑
街︑食︑祭り︑芸能など︑いつまでも残しておきたい日本の大切な資源
として紹介︒完全英語訳付きで海外の方にも広く日本の観光資源の魅
力をお伝えできる一冊︒二〇一四年五月発行︵ＪＴＢパブリッシング︶︒
※当財団出版物のご注文はホームページからお願いします︒
担当 公益財団法人日本交通公社 観光研究情報室
電話 ０３・５２５５・６０７３ http://www.jtb.or.jp

次 号 予 告

編 集 後 記

観光文化222号やバックナンバーをPDFで閲覧できます。観光文化最新号 で検索

以上︑ここに訂正してお詫び申し上げます︒
︵観光文化編集室︶

︻観光文化２２０号 お詫びと訂正︼
６ページ 特集１ １段目６行目
二十一の学問分野︵正︶二十の学問分野︵誤︶
著者溝尾良隆氏から︑後日オリジナルのＪ・
ジャファリ氏の論文にあたったところ︑二十
分野ではなくて二十一分野が正しいことが判
明したと連絡がありました︒
︻観光文化２２１号 お詫びと訂正︼
ページ 特集テーマからの視座
３段目５行目 二カ所
﹁他者依存型﹂
︵正︶
﹁他社依存型﹂
︵誤︶

kankoubunka@jtb.or.jp

観光文化編集室メールアドレス

﹁
● 温泉﹂は日本人の行きたい旅行の上位に挙げられます︒しかし︑温泉地の多
くは消費者ニーズや旅行形態の変化に対応できず低迷を続けています︒消費者
◆私たちが海外での見聞を広めることができ
の旅行に求める価値が時代とともに変化していく中で︑温泉地が持続的に発展
るようになって︑観光対象としての資源は
していくためには︑常に時代の変化に感覚を研ぎ澄ませ︑時代を超えて変わら
実に多様になっています︒外国人にも紹介
ない価値のあるものを踏まえつつ︑温泉地づくりを実践していくことが大切です︒
したくなるような我が国が有する素晴ら
そこで次号では︑温泉地における不易流行について考えます︒温泉地づくりに
しい観光資源がどういうものか︑いわゆる
熱心に取り組む地域のリーダーが語る地域の現状認識と将来展望︑温泉地研
﹁日本らしさ﹂とは一体なんでしょうか︒
究の第一人者からの提言に加えて︑﹁温泉まちづくり研究会﹂
︵当財団自主研究︶
◆風景を眺めると︑日本人なら﹁ああ︑日本
の研究成果等を踏まえて︑温泉地︑温泉旅館の課題と展望を考察していきます︒
らしい風景だなあ﹂と直感的に認識するこ
とがあります︒自然資源ではそう言える
当財団からのおしらせ
ことが多いかもしれません︒人文資源では
どうでしょうか︒人は︑自身の目︑耳など
﹁２０１４年度シンポジウム・セミナーのご案内﹂
の五感そして心のフィルターを通してモノを
当財団主催の今年度シンポジウム・セミナー既開催・予定についてご案内します︒
捉えています︒価値を見いだすために評価
● 平成二十六年度 観光地経営講座 既開催
軸 あるいは視 点 を 設 定して︑今日的 価 値
﹁観光地経営の〝八つの視点〟と実践〜組織を見直して実力を高める！﹂
基準で客観的に観光資源を評価・選定し
二〇一四年六月二十六日︵木︶〜二十七日︵金︶
た研究プロセスと成果を紹介しました︒
会場 当財団大会議室︵ 朝日生命大手町ビル 階 ︶
◆観光資源の﹁場﹂に行くこと︑居ることに
価値を見いだせるか︑決定する根拠になる
評価基準を示しました︒皆さまの一つの判
断材料になることを期待しています︒
︵片桐︶
二〇一三年十二月発刊の
﹃観光地経営の視点と実践﹄
をテキストに︑
今回の講座
は︑
特に
﹁組織・人材﹂
に焦点を当てて開催しました︒当財団研究員の他︑
八ヶ岳
観光圏︑
富士河口湖町で観光地経営に携わる実践者が講師を務め︑
各地の取
り組みを解説︒総括ディスカッションでは︑
受講者も交えた意見交換を行い︑
参
考にすべき点などを整理しました︒同講座は来年度も開催する予定です︒

● 旅行動向シンポジウム︵仮称︶ 下期開催予定
当財団独自の旅行市場調査および観光政策に関する調査の研究成果発信の
場として︑
財団研究員とゲストスピーカーが発表を行う予定です︒現在準備
を進めています︒最新情報・詳細については︑
準備ができ次第︑
ホームページのイ
ンフォメーションでご案内します︒
当財団ホームページ URL : http//www.jtb.or.jpトップページ

﹁研究員コラムの紹介﹂
︵二〇一四年三月〜五月︶

映画は観光地のイメージをどう変えるのか？
︵外山昌樹︶
環境と共生するリゾート〜カナダ・ウィスラーを訪れて ︵中島泰︶
文化財保護に観光客の力を借りよう
︵西川亮︶
﹁遊び心﹂ が高める地域の魅力
︵福永香織︶
﹁地味な珍しさ﹂にも注目して地域の魅力発見を
︵堀木美告︶
﹁聖地﹂における観光のあり方について
︵牧野博明︶

行く先々で見て触れて︑そして地元の人たちと語り︑感じたこと︒世相のなか
に見た観光の未来像など︑各研究員が独自の経験と視点を基にして︑ホット
な雑感を綴ります︒当財団ホームページ﹁研究員コラム﹂に掲載した三カ月分
をご紹介します︒ 研究員コラム一覧 で検索できます︒
２０９
２１０
２１１
２１２
２１３
２１４
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