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はじめに 
 

 
 2011 年、我が国日本は新たに世界文化遺産として、「平泉 - 仏国土（浄土）を表す建築・

庭園及び考古学的遺跡群」が、世界自然遺産として「小笠原諸島」が世界遺産に登録され、

その総数は文化遺産、自然遺産合わせて 16 に上った。日本国内では、富士山をはじめとし

た今後の世界遺産登録を目指して活動している地域もある。その中で、本論では 1995 年に

我が国の世界文化遺産として 4 番目に登録された、「白川郷・五箇山の合掌造り集落」の中

心である岐阜県白川村荻町地区の世界遺産登録を含めた観光化が、地域に与えた影響につ

いて検討する。 
 筆者は当初、白川郷の世界遺産登録が地域に与えた影響に興味を抱いて調査地に入った

が、住民の方々にお話をお聞きする内に、白川郷は 1970 年代から観光化の影響を受けてお

り、世界遺産登録だけに焦点を当てていては、地域の変容は掴めないことがわかった。そ

こで、白川村荻町地区における世界遺産登録を含めた、観光化による地域への影響につい

て研究することにした。 
本論の目的は、特に合掌造りが多数存在し、白川村の観光の中心でもある荻町地区の筆

者によるフィールドワークに基づいて、観光化が地域に与えた影響について、特に「文化」

の保持と変容に焦点を当てて検討することである。ここで「文化」と括弧書きとしたのは、

この地区で保持され変容している「文化」とは何であるのかを明らかにすることが本論の

目的でもあるからである。 
 白川郷は住居として利用されながらも世界遺産に登録された点において、世界文化遺産

の中でも稀な存在である。本論では、特に合掌造りが多数存在し、白川村の観光の中心で

もある荻町地区の筆者によるフィールドワークに基づいて、観光化が地域に与えた影響に

ついて、先祖代々受け継がれてきた世界遺産に登録された家屋で民宿を営む経営者を主な

対象としてフィールドワークを実施し、荻町地区の観光化がその地域の「文化」に与えた

影響について検討する。一般の住民ではなく民宿経営者を調査対象に選んだのは、彼らは

合掌造りでの民宿経営という観光に関わる側面と住民の一人としての生活者という両面を

併せ持っているので、観光化による変化をもっとも感じ取っているのではないかと考えた

からである。 
2011 年 8 月 4 日に予備調査として白川村荻町地区を訪れ、本調査として 2011 年 9 月 26

日から 30 日までの 5 日間白川郷に滞在した。フィールドワークにおいては、合掌造りで民

宿を営む経営者 4 名と、国の重要文化財指定の合掌造り見学施設長、そして、白川郷観光

協会営業主任にインタビューを実施し、実際にインタビューをした民宿に宿泊をした。イ

ンタビューだけではなく、実際に合掌造りの民宿に泊まったことで、民宿経営者の家族や

生活スタイルがわかり、また荻町地区に関わる様々な情報を得ることができた。 

 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E5%9B%BD%E5%9C%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%84%E5%9C%9F


本論の構成は、Ⅰ章で観光が与えた生活の変化に関する先行研究と、世界遺産登録が住

民に与えた影響に関する先行研究、岐阜県白川村における先行研究を検討し、本論の位置

づけを明らかにし、調査概要を述べる。Ⅱ章では、本研究の調査対象である白川郷の概要

と、白川郷と合掌造り家屋の関係性、白川郷の歴史、そして白川郷の観光の中心でもある

荻町地区の保存運動の歴史について明らかにする。Ⅲ章では、筆者が 2011 年 9 月 26 日か

ら 30 日まで荻町地区で実施したインタビュー調査に基づいて、観光化が人々の生活に与え

た影響や、観光化による住民の苦悩や地域に対する想いを明らかにする。 後にⅣ章では、

インタビュー調査で得た結果をもとに、観光化が地域に与えた影響について、特に「文化」

の保持と変容に焦点を当てて考察を行う。 
 

 
Ⅰ 先行研究の整理と本論の位置づけ 

 
 

 本章では、観光が与えた生活の変化に関する先行研究と、世界遺産登録が住民に与えた

影響に関する先行研究、岐阜県白川村における先行研究を検討し、本論の位置づけを明ら

かにし、調査概要を述べる。 
 
１ 観光化と地域への影響に関する先行研究 
 
 観光が住民やその生活に与えた影響に関する研究は、以下のようなものがある。 
東［2009］によれば、生活は観光の基盤でありながら、観光化や観光開発と齟齬をきた

すこともあるという。この点について東は、フィリピンのボラカイ島を事例にして詳しく

述べている。ボラカイ島では、ホワイトビーチと呼ばれる観光中心地があり、その場所か

らわずか数分歩いたところに生活関連施設が立ち並ぶメインロードがある。ホワイトビー

チ側にはお土産屋や飲食店などの観光関連の店が数多く立ち並ぶのに対して、メインロー

ドは、事務所や病院、学校など生活に不可欠な施設が大部分を占め、生活圏と観光圏は地

理的にだけでなく、機能的にも分化している。しかしその一方でこの 2 つのゾーンが接触

したり乗り入れたりしている状況も見られ、齟齬をきたしていることが述べられている［東 
2009］。 

桝潟［2009］は、山村の観光開発による生業と生活の変容について、福島県下郷町の大

内地区と中山地区の事例をもとに検討している。中山間部の農山村は地域活性化の切り札

として観光開発に大きな期待を寄せざるを得ない状況に置かれていると述べ、農業を生活

の生業としていた農山村が農業だけでは生計が立てられなくなり、観光開発に力を入れる

地域が増加していることを指摘している［桝潟 2009］。 
佐藤［1993］は、歴史的伝統がありかつ観光地である石川県金沢市と北海道函館市の両
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都市が制定している都市景観形成に関する条例に基づいて、それぞれの都市が掲げる景観

形成の内容を検討すると共に、地域の開発と環境の保全に関して、両自治体が基本的にど

のような姿勢で対応しているのかについて述べている。その中で佐藤は、両都市の景観形

成に関する条例の背景や概要、実施状況などについて述べた上で、両都市について比較考

察を行っている。佐藤によると、両市の条例は、景観形成への市民や事業者への協力や責

務を強調している一方で、指定区域内の様々な規制が基本的人権への制限となる場合もあ

り、人権侵害とならないような方策が講じられていく必要があるという［佐藤 1993］。 
 

２ 世界遺産登録が住民に与えた影響に関する先行研究 
  
 世界遺産登録が与えた、特に文化遺産における観光と住民に関する研究は、以下のよう

なものがある。 
藤木・柏原・山村の研究［藤木・柏原・山村 2008］では、歴史的景観とそれを構成する

建造物群、並びに地理・歴史的背景が評価され、1997 年に世界遺産に登録された中国雲南

省麗江旧市街地を事例として論じている。この地域においては、中国政府が世界遺産登録

を見越して当該地域の観光開発・整備を行ったため、観光客は劇的に増加し、大きな経済

効果をもたらしている。一方、観光産業の隆盛に伴い、当該地域の先住少数民族の人口減

少や、当地における文化遺産の消失・崩壊といった社会問題が表面化し、観光地化による

経済成長と文化遺産の保護の両立が問題になっているとしている。この問題に対して藤

木・柏原・山村は、麗江旧市街地の 10 事例を対象にした実地調査を踏まえて、観光化によ

る当該民家の使用と、そこでの生活に与える影響について考察している。その中で、藤木・

柏原・山村は、「使用用途の位置的変容」ならびに「使用用途の面積比的変容」の視点から

すべての事例においてどちらの変容も認められるとした上で、社会的背景に関連した複合

的な要素も麗江旧市街地の民家の伝統的使用に影響を及ぼしていると述べている［藤木・

柏原・山村 2008］。 
さらに山村［2009］は、世界遺産登録と観光の関係性について以下のように言及してい

る。地域社会にとって世界遺産は旅客誘致という意味での地域振興の大きな切り札であり、

我が国の地方自治体での世界遺産登録に向けた動きの活発化も、その背景には観光を通し

た地域振興がある。しかし、世界遺産を有する地域では観光客が急増し、ユネスコや

ICOMOS（国際記念物遺跡会議）、IUCN（国際自然保護連合）が主催する国際会議におい

て観光管理が大きなテーマとして取り上げられる動きがあるという。世界遺産制度の本来

の目的は、世界的に見て顕著で普遍的な価値を持つ文化や自然をリストとして登録し保全

することであり、観光振興が目的ではない。しかし、観光を「価値を伝えるための手段」

として位置づけることは非常に重要であり、これによって観光産業が文化交流活動につな

がると述べている［山村 2009］。 
川根・大橋・林田の研究［川根・大橋・林田 2007］においては、2004 年 7 月に日本の
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世界文化遺産としては 10 番目に登録された、「紀伊山地の霊場と参詣道」の一地域である、

和歌山県田辺市本宮町における世界遺産登録が住民に与えた影響について論じている。そ

の中で川根・大橋・林田は、地域調査とアンケート調査から、本宮町の実態を追及し、世

界遺産登録によって、観光客は増加して町の活気にはつながったが、それと同時に町に静

けさがなくなり、住みづらい町になっていると述べている［川根・大橋・林田 2007］。 
 同じく「紀伊山地の霊場と参詣道」を事例とした論文に、山本の研究［山本 2010］があ

る。山本は、熊野古道が世界遺産登録に至る遺産化の過程において、具体的にどこに熊野

古道の「文化」として価値を見出し、どのようにそれが語られ、現在利用、流通されてい

るかを明らかにすることを目的としている。その中で、熊野古道が世界遺産として登録さ

れた主要な要因は、文化的景観が下位区分された「関連する景観」のなかに、日本が提起

した「信仰の山」という概念を組み込んだことが大きいと述べ、そうした中で生まれた状

況について文化的景観の概念をそれぞれの立場から自分たちの都合のいいように解釈し、

改変し、流用している現状が見て取れたと述べている［山本 2010］。 
 中田の研究［中田 2008］では、世界的にみていわゆる開発途上国と位置づけられている

ラオスの二つの世界遺産、ルアンパバーンの町とワット・プー・チャンパサックの保護・

保全について検討することにより、国境を越えた遺産保護という、人類の崇高な理想とし

て現在主張されている動きに潜む問題点を明らかにしている［中田 2008］。 
 
 
３ 白川郷に関する先行研究 
 
合田［2004］によれば、白川郷は、1995 年にユネスコ世界遺産に登録されたことによっ

て、知名度を高めたが、明治期以来、もともと多くの研究成果が生み出された山村地域で

ある。中でも民俗学・建築史からの合掌造り家屋の研究と、「大家族制」を取り上げた歴史

学・社会学からの研究は蓄積が多い［合田 2004：4-5］。 
白川村には独特な家族形態があり、そのいわゆる大家族制については、数多くの研究が

なされてきた。小山［1988］によれば、白川村の大家族制に注目が集まった理由として、

家長の絶対権の下に傍系親族を含む多数の成員が、一戸を構成するという古代の家族形態

がこの山間の別天地に未だに残っているという点にあるという。しかし小山は白川の大家

族制がどのような形態なのかを確証する研究は未だになく、その原因として近隣諸地区と

の比較がなされていない点を指摘し、明治初期の近郷諸部落の家族構成との比較を行って

いる。 
小山は、白川の大家族が他の地域のそれと異なる特色として、家長及びその嫡子のみ妻

帯の権利を有ち二三男は一般には分家の権利がないと共に、妻子を同居させる権利をも有

たないという点があるという。只男女の間に自から成立する一定の血縁関係が黙許せられ、

男子は女子の家に通い、生まれた子供は母方に属する習わしとなっていることが 大の特
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色であると述べている［小山 1988］。 
福島の研究［福島 1969］では、人々の生活に密着している「家」の変化について、経済

的な発展による影響、また経済的な影響によって本質的な部分の変化はないか等の面から

追究する事例として、きわめて特殊な傍系親族を多量に含む大家族制をもって知られる白

川村を挙げている。その方法として福島は、「家」に直接の影響を与えるものと思われる分

家を通ずる変化の分析をとって、検討している［福島 1969］。 
 白川郷においては、合掌造りの構造による研究をはじめ、伝統的景観による研究、観光

における研究など様々な研究もある。 
 合掌造りの構造面での研究として、松田・腰原の研究［松田・腰原 2010］がある。松田・

腰原は、合掌造り民家の構造特性に関する基礎データを得ることを目的として振動特性に

おいて、合掌造り民家 5 棟を対象として研究している。まず、合掌造り民家の特徴を指摘

した上で、合掌造り民家 5 棟に対して常時微動計測及び人力加振実験を実施した。その結

果、白川郷の民家の大きな特徴である合掌造りの基本的な振動特性を明らかにした［松田・

腰原 2010：601-602］。 
 高口・西山の研究［2006］では、白川郷の伝統的景観の管理とその変遷に関して論じて

いる。高口・西山は、伝統的景観は、地域社会が意識的、制度的に保全に取り組む必要が

あるので、地域社会には高度な景観管理のための能力が求められるということを指摘して

いる。その上で、山間の農村で合掌造り集落の保全に取り組む荻町集落の伝統的景観につ

いて、それをどのように形成し維持管理してきたかという「伝統的景観管理」について、

家屋や集落内の寺社、道路、山林等の公共空間などの各景観構成要素の伝統的なつくり方

および維持管理の方法、さらにその変遷について明らかにしている［高口・西山 2006：
127-132］。 
 楊の研究［2006］では、サスティナブル・ツーリズムの展開と可能性について、地域の

自律性を前提として内発的発展を目指す白川郷を研究事例として取り上げている。楊は、

1970 年代以来のマス・ツーリズムの急速な拡大によって、自然や文化の資源は観光産業に

おける誘客のための商品として大規模に開発され、多くの受入地域の環境、資源、伝統文

化などに重大な影響を与えてきた背景を指摘したうえで、サスティナブル・ツーリズムの

あり方を論じている。ここでいうサスティナブル・ツーリズムとは、持続可能な発展とい

う価値基準に立脚し、環境・社会や文化・経済のサスティナビリティ、つまり「エコシス

テム」と「社会システム」との調和を保つ観光形態のことを指す。その中で楊は、サステ

ィナブル・ツーリズムを実現するための一つの観光形態としてグリーンツーリズムを挙げ、

グリーンツーリズムの農村漁村側と都市側の効果はまさに白川郷が期待しているところで

あると述べている［楊 2006］。 
 
４ 本論の位置づけと調査概要 
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以上のように本論に関わる先行研究として、観光化による地域への影響に関する研究に

おいては、地域活性化のために観光開発が必要であるが、他方で観光化によって地域の環

境保全の問題も浮上してくることが論じられている。また世界遺産を事例とした研究では、

遺産保護と観光を基盤とした経済の活性化の両立に関する問題や、世界遺産登録が住民に

与えた影響による問題が論じられてきた。白川郷の研究では、かつて存在した独特の家族

形態である「大家族制」や、合掌造り家屋の構造について検討されてきた。 
 本論では、白川郷において 1960 年代に観光が産業の一つになってから 1995 年の世界遺

産登録を経て現在までの期間に、観光が地域に与えた影響について検討することを目的と

する。筆者は当初、白川郷の世界遺産登録が地域に与えた影響に興味を抱いて調査地に入

ったが、住民の方々にお話をお聞きする内に、白川郷は 1970 年代から観光化の影響を受け

ており、世界遺産登録だけに焦点を当てていては、観光化による地域の変容は掴めないこ

とがわかった。 
 白川郷は住居として利用されながらも世界遺産に登録された点において、世界文化遺産

の中でも稀な存在である。本論では、特に合掌造りが多数存在し、白川村の観光の中心で

もある荻町地区の筆者によるフィールドワークに基づいて、観光化が地域に与えた影響に

ついて、先祖代々受け継がれてきた世界遺産に登録された家屋で民宿を営む経営者を主な

対象としてフィールドワークを実施し、荻町地区の観光化がその地域の「文化」に与えた

影響について検討する。一般の住民ではなく民宿経営者を調査対象に選んだのは、彼らは

合掌造りでの民宿経営という観光に関わる側面と住民の一人としての生活者という両面を

併せ持っているので、観光化による変化をもっとも感じ取っているのではないかと考えた

からである。 
 本論における調査概要は以下のとおりである。今回の調査地は岐阜県白川村荻町で、2011
年 8 月 4 日に予備調査として白川村荻町地区を訪れ、白川郷観光協会で本調査に協力して

頂けそうな民宿を紹介して頂いた。次に本調査として 2011 年 9 月 26 日から 30 日までの 5
日間白川郷を訪れた。フィールドワークにおいては、何軒か断られた民宿もあったが、お

忙しい中合掌造りで民宿を営む経営者 4 名（A さん、B さん、E さん、F さん）と、国の重

要文化財指定の合掌造り見学施設長（C さん）、そして、白川郷観光協会営業主任（D さん）

にインタビュー調査を実施し、調査した民宿すべてに 1 泊ずつ宿泊をした。インタビュー

だけではなく、実際に合掌造りの民宿に泊まったことで、民宿経営者の家族や生活スタイ

ルがわかり、また荻町地区に関わる様々な情報を得ることができた。 
具体的には、9 月 26 日に民宿 A を経営する A さんにインタビュー調査を夕食後約 1 時間

30 分行った。準備していた質問に答えて頂く形式をとり、白川郷の歴史や観光について詳

しく説明して頂いた。翌日の 9 月 27 日の日中は、A さんが民宿業の傍ら行っている農作業

をお手伝いさせていただくことになり、その中でもお話を伺った。その日の夜には民宿 B
を経営する B さんにインタビュー調査を夕食後約 1 時間行った。ここでは、A さんと意見

が食い違った駐車場問題について詳しくお話を伺った。9 月 28 日の午前は、自宅が国の重
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要文化財に指定され、観光客に見学施設として開放している合掌造り民家の持ち主であり、

荻町の「自然環境を守る会」の事務局長を務める C さんにインタビュー調査を約 30 分間行

った。白川郷の歴史を中心に重要文化財内に展示してある資料を基に説明して頂き、不足

部分を質問形式でお伺いすることで補った。午後は、白川郷観光協会の営業主任を務める D
さんに、約 1 時間インタビュー調査を行った。D さんには観光客のデータ資料を基に、主

に観光について詳しくお話を伺った。9 月 28 日の夜には、民宿 E を経営する E さんに約 1
時間インタビュー調査を行った。E さんには、白川村の歴史について伺った。9 月 29 日の

夜は、民宿Fを経営するFさんに夕食前の約 30分間インタビュー調査を行った。ここでは、

合掌造りにとっての囲炉裏の重要性について詳しくお話を伺った。 
 

 
Ⅱ 白川郷の概要と諸問題 

 
 
 本章では、白川郷の概要と、世界遺産に登録されたことによる問題点等を検討する。 
 
１ 白川郷とは 
 
［白川村行政情報ホームページ］によれば、白川郷がある岐阜県白川村は、東経 136°54′

23″、北緯 36°16′18″の岐阜県北西部に位置し、急峻な山々に囲まれた農山村である。

村の面積 356.55 ㎢（岐阜県の約 3％）のうち 95.7％を山林が占めており、その豊かな森林

を活かした白山国立公園、天生県立自然公園などがある。また、飛騨地域の中でも、村は

山ひだが険しい地域となっており、その急斜面地の間を縫うように庄川が流れ、その流域

に集落が形成されている。また、村は日本有数の豪雪地帯であり、かつて秘境と言われて

きたのは、これが冬季に周辺との交流を遮断したからである。夏は涼しく過ごしやすい反

面、冬は一面の雪に覆われるというのが、気候の特徴であり、この気候を先祖代々うまく

利用して生活してきた。今後は、この雪とどのように関わり親しんでいくかが課題となる。 
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図 1 岐阜県白川村の位置 

 
（出典）白川村行政情報ホームページ 
 
図 2 白川村の地図 

 
（出典）白川村行政情報ホームページ 

 
 白川村の植生は、温帯の中の白山山系植物区に属している。白山のほぼ 2,400m 以上の地

帯は高山地帯になっており、ハイマツ林が自生している。そして 1,600m 以上の亜高山帯

にはダケカンバ林があり、山地帯（約 400m 以上 1,600m 以下）にはブナ林が自生している。

このような植物によって、村の山林風景は構成され、集落の中にも様々な植物を目にする

ことができる。その中でも目をひくのは、住民の生活と密接に結びついているトチノキの

大樹。そのほかにも、白い花を咲かせるタムシバなど、春には木々の花が一斉に開花し、

その姿は、村に美しい彩りをもたらす。そして、この多様な植生が、動物の豊かな生息環

境を作り出している。しかし、人間の手による様々な自然環境の変化が、動物相や植物相

に大きな影響を与えており、今後は、住民の生活と多様な生物の生息との調和を考え、そ
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の環境を保全していくことが重要である。 
 白川村は境界を、岐阜県の 3 か村、富山と石川県の 6 か村、あわせて 9 か村の地方自治

体に接している。白川村はまさに県境の村であり、村に囲まれた村であるといえる。そし

て、ここに立地していたからこそ、合掌造りや「結」の精神、どぶろく祭りを始めとする

伝統行事、有形及び無形の文化財など、今では国際的にも注目される様々な文化を守り育

んでくることができたといえる。現在は、周辺地域が変革していく中で、村もその変化に

対応すべく、あらゆる整備を進めている。生活基盤の整備と拡充を始めとして、公共施設

の充実、人材育成のための研修事業の実施など、その内容は多岐に渡る。 
 しかしこのような近代化、都市化の勢いは、一部で祖先の知恵や心でつくられた白川村

の社会を危機にさらしている。このままでは村民の結びつきが希薄になり、地域の共同社

会が破壊されかねない。その結果、伝承されるべき文化が消滅し、美しい村の風景が荒廃

するなど、白川郷らしい姿が失われていくことも心配されている。村に根付いた白川びと

の知恵や心を継承し、充実させながら、新しい村の共同社会を構築していく必要があるの

である。 
1960 年代のダム建設により大幅に人口が増加したが、平成 2 年の国勢調査以降、その数

は 1,800 人台後半から 1,900 人台前半にほぼ定着してきた。しかし近年、国内動向に反し

て人口はやや増加傾向にある。これは、高速道路などの建設工事に携わる一時的な転入者

が含まれていることに原因があると考えられる。そして、2000 年（平成 12 年）の国勢調

査の結果、村の人口は 2,151 人で、人口増加率（13.6％）が県内第 1 位の数値になった。

しかし、現実には、計画期間中に各種建設工事が終了し、その後の村の人口は大幅に減少

した。 
今後、人々の暮らしや村の姿は一層多様化していくと考えられる。それに対応する施策

を充実していくためにも、現状の人口を維持していく必要がある。 
 
 
表 1 人口の推移（国勢調査資料）単位：人,世帯数：戸 

年 人口 男 女 世帯数

大正 9年（1920） 2,715 1,507 1,208 408

大正 14 年（1925） 3,733 2,457 1,276 501

昭和 5年（1930） 2,909 1,690 1,219 485

昭和 10 年（1935） 3,590 2,155 1,435 561

昭和 15 年（1940） 2,873 1,467 1,406 517

昭和 20 年（1945） 3,377 1,739 1,638 553

昭和 25 年（1950） 3,824 2,076 1,748 654
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昭和 30 年（1955） 6,688 4,343 2,345 1,027

昭和 35 年（1960） 9,436 6,094 3,342 1,760

昭和 40 年（1965） 3,211 1,690 1,521 768

昭和 45 年（1970） 2,525 1,310 1,215 672

昭和 50 年（1975） 2,265 1,143 1,122 644

昭和 55 年（1980） 2,132 1,102 1,030 681

昭和 60 年（1985） 2,001 1,026 975 641

平成 2年（1990） 1,892 963 929 628

平成 7年（1995） 1,893 969 924 662

平成 12 年（2000） 2,151 1,204 947 912

平成 17 年（2005） 1,983 1,048 935 783

平成 23 年（2011） 1,790 870 920 574

（出典）白川村行政情報ホームページ 
  

村の産業構造を大きく変化させたのは、昭和 26 年に始まるダムや発電所の建設と平成

7 年の白川郷合掌造り集落の世界遺産登録である。電源開発による発電所の建設は、成出発

電所を始めとして、御母衣第二発電所建設まで、10 年以上に渡って進められた。そしてこ

の間の転出入人口は数千人に上る。また、世界遺産への登録は、年間 60 万人前後であった

観光客数を 140 万人に増加させた。これに伴い、観光関連の施設整備が急速に進められ、

村の産業構造や経済の仕組みを大きく変化させた。しかし、この第三次産業の発展は、必

ずしも通年就労の場の確保にはつながっていない。安定した収入の確保、若者の村内定着

を図るためには、地域資源を活用した地場産業の振興により、年間就労の場を確保してい

くことが重要な課題になっている。 
 村は、山間地であるため耕地が狭く、農業の発展が難しい土地柄で、林業についても村

の面積の 95.7％を占める森林があるものの、その過半数を国有林が占めており、産業とし

ての構築が困難である。以上のような条件に加えて、更に 4 か月間も雪に閉ざされる地域

であるため、第一次産業全般の生産条件は極めて厳しい状況下にある。そして近年では、

労働力の高齢化などが拍車をかけ、構造の衰弱が極めて早い速度で進行している。しかし、

耕地や森林は村の美しい風景を構成する重要なものであり、第一次産業の衰退は、村の風

景の荒廃につながるものなのである。 
 第二次産業は、村の主力産業として建設業や生コン・砕石業が位置づけられていて、村

内経済の活性化に大きく影響している。建設事業の拡大により伸長したこれらの産業は、

冬季でも降雪に対応しながら事業を進められることになり、通年就労の場の確保に貢献し
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ている。このように今後、高速道路などの大規模な建設工事の終了や、国内的な公共事業

の抑制により、その展望は非常に厳しいと予測される。 
 第三次産業は、観光産業の発展が村内経済に潤いを与えている一方で、その急速な発展

が村の自然や社会環境にマイナスの影響を与え始めているところもある。観光産業を除く

地域小売店の経営が、村民の消費行動の多様化、広域化などに伴い、厳しい状況に置かれ

ているといった問題である。住民にとって快適な生活環境を得るためにも、観光産業の適

正な姿をもさく模索すると共に、村内産業の調和ある姿を追求していく必要があるだろう

［白川村行政情報ホームページ］。 
 肥後［2004］によれば、重要伝統的建造物群保存地区である荻町は、庄川の右岸に形成

された河岸段丘上にあり、集落内を貫く道路（村道）に沿って民家が存在している。農村

の構造単位としてムラ（集落）、ノラ（畑地）、ヤマ（二次林）があり、通常は道路に直角

な方向でムラ―ノラ―ヤマが並んでいる。荻町でも、道路に面して家屋が存在し、その背

後に畑地や水田が見られる。しかし、畑地や水田といったノラに続いてヤマがあるわけで

はなく、集落内には家屋―耕作地といった基本単位が複数存在し、それらのまとまりとし

ての集落の背後にヤマである雑木林が認められる。このような景観構造を呈する荻町は、

山間部の多雪地帯における典型的な農村集落といえる。 
 1993 年現在、荻町伝統的建造物群保存地区には 442 棟の建造物があり、そのうち 113 棟

が合掌造りである。合掌造りの建造物は村道沿いには少なく、村道沿いには一般の民家、

商店が立ち並んでいる［肥後 2004：14］。 
 合田［2004］によれば、荻町は白川村の観光の軸であり、庄川右岸の段丘上にあって合

掌家屋が多数分布するこの地域において、観光客は徒歩で「住民が居住する文化財」を見

る。集落中央部には小規模な有料駐車場・観光バス駐車場がある。対岸である左岸には、

合掌家屋を移築・収集した野外博物館「合掌造り民家園」があり、展示建物としての合掌

家屋を見ることができる。庄川左岸の旧河川敷には大規模な駐車場があり、右岸の合掌集

落とは吊り橋（「であい橋」）で結合されている［合田 2004：20］。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 荻町地区の地図 
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（出典）世界遺産白川郷・五箇山合掌街道ホームページ 
 
２ 白川郷と合掌家屋 
 
 ［白川村観光情報ホームページ］によれば、「合掌造り」とは、木材を梁（はり）の

上に手の平を合わせたように山形に組み合わせて建築された、勾配の急な茅葺きの屋根

を特徴とする住居で、又首構造の切妻造り屋根とした茅葺家屋である。こうした建物は

ほかの地方にも見られるが、白川では「切妻合掌造り」といわれ、屋根の両端が本を開

いて立てたように三角形になっているのが特徴で積雪が多く雪質が重いという白川の

自然条件に適合した構造に造られている。また、建物は南北に面して建てられ、これは

白川の風向きを考慮し、風の抵抗を 小限にするとともに、屋根に当たる日照量を調節

して夏涼しく、冬は保温されるようになっている。筆者が 2011 年 9 月 26 日に実施し

た民宿 A を経営する A さんへのインタビュー調査によれば、茅葺の屋根は独楽の原理が

用いられ、地震や台風などの自然災害があっても元に戻る仕掛けにできているため、豪雪

などの自然環境に耐えられる造りになっている。 
 合掌造りが日本の一般的な民家と大きく違うところは、屋根裏（小屋内）を積極的に

作業場として利用しているところである。幕末から昭和初期にかけ白川村では養蚕業が

村の人々を支える基盤産業だった。屋根裏の大空間を有効活用するため小屋内を 2～4
層に分け、蚕の飼育場として使用していた。もうひとつの特徴は又首構造の切妻茅葺屋

根という屋根の形態である。日本の茅葺民家の屋根形態は入母屋造りか寄棟造りが一般

的だが、合掌造りは茅葺でありながら切妻造りである。この形にはやはり養蚕が大きく

関わっており、妻の開口部で風と光を取り込むことで蚕の飼育に適した環境が作り出さ
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れている。生活の機能が家の形となっているところに合掌造りの美しさを感じることが

できるのだ［白川村観光情報ホームページ］。 
 また、筆者が 2011 年 9 月 27 日に実施した民宿 B を経営する B さんへのインタビュ

ー調査によれば、現存する合掌造りのほとんどは、入り口が横にあるものが多く、縦向き

に入り口がある家いわゆる「縦妻」の家は、白川村に 2 軒しかなく、一般に縦妻の方が古

いとされる。それは、合掌造りの屋根の場合、冬の時期は入り口が横向きだと雪が落ちる

ことによって、落ちた雪を除雪しないと家の中に出入りができなくなり、縦向きにあれば、

1 階がダメでも 2 階から入ることが可能なためである。縦妻は、家に長い廊下があることが

特徴である。 
 
【写真 1 縦妻の合掌造り 2011 年 9 月 28 日筆者撮影】 

 
 
【写真 2 合掌造り景観 2011 年 9 月 28 日筆者撮影】 

 
 
 
３ 白川郷の歴史 
 
 ここでは、栗栖祐子［1996］に基づく有本［2004］に依拠して、第二次世界大戦後の白

川郷における都市・農村交流の変遷を、次の 5 つの時期に分けて検討する。 
1） 未開発期（1955 年以前） 
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多くの住民が、焼畑、養蚕、山仕事等で生計を営んでいた時期である。大家族制の生

活様式の名残りや合掌建築の多くが残っていた時期である。 
2） ダム開発期（1950 年代半ば－60 年代初頭） 

椿原ダム・鳩谷ダム（1952,54 年着工）、御母衣ダム（1957 年着工）の建設により、ダ

ム建設関連労働者の移住等で村の人口は、一時的に 2－3 倍に増加した時期である。 
3） 観光幕開け期・集落保全模索期（1960 年代初頭－70 年） 
御母衣ダム等への観光客が増加し、年 10 万人に達する。合掌家屋の減少が激しく（表

2-1、2-2 参照）、保全への模索が始まる。一部に合掌家屋を活用した民宿経営も始まる。

また白川村と石川県とを結ぶ「白山スーパー林道」の着工（1967 年）、加須良集落の集団

離村に伴う合掌家屋の荻町地区への移転（1968 年）などにより、集落保全の模索が開始

された時期である。 
4） 合掌集落保存と観光の本格化期（1970 年－80 年代半ば） 

「荻町自然環境を守る会」の発足と「住民憲章」の制定（1971 年）、「白川郷合掌村」

（現「合掌造り民家園」）のオープン（1972 年）、合掌家屋を活用した民宿経営等の活発

化がなされた時期である。また文化庁「重要伝統的建造物群保存地区」へ選定（1976 年）、

ならびに「白山スーパー林道」の完成（1977 年）とともに観光客 50 万人を超える観光

の本格化の時期である。 
5）  保存の新段階と「交流」（1980 年代半ば－95 年頃） 

「日本ナショナルトラスト」が空き家 2 棟の合掌家屋保存に協力している（1987 年）。

また住民の側でも、「荻町伝統的建物群保存地区保存基金条例」を制定（1987 年）し、「募

金」集めを開始し、目標の 3 億円を突破した。そしてこの基金は、「世界遺産白川郷合掌

造り保存財団」に承継されている。また「白川郷ふるさと体験館」（1993 年）を設置した。

さらにユネスコの「世界遺産」に文化遺産としては日本では 4 番目に登録される。1995
年）［有本 2004:16-17］。 
 
表 2-1 白川村、合掌家屋（主屋）棟数の変動 

 
年次 棟数 年次 棟数 年次 棟数 年次 棟数 
1951 275 1966 159 1972 131 1978 116 
1953 264 1967 154 1973 131 1981 116 
1958 223 1968 144 1974 129 1984 94 
1961 191 1969 136 1975 128 1989 95 
1963 181 1970 133 1976 129 2002 80 
1965 166 1971 132 1977 114   
（出典）合田昭二・有本信昭（2004）『白川郷 世界遺産の持続的保全への道』22 頁、

ナカニシヤ出版 
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表 2-2 白川村、地区別合掌家屋棟数 

 
 1981 年 1989 年 2002 年 
 主屋 倉庫 稲架

小屋 
その

他 
合計 主屋 倉庫 稲架

小屋

その

他 
合計 主屋 

牧 1    1       
御母

衣 
2 1  2 5 2 2   4 1 

長瀬 1 2 1  4       
平瀬 1 3 2  6 1 2 3  6 1 
木谷 1 1   2 1 2   3 1 
大窪 1 2   3  1   1 1 
馬狩 4 1 2 1 8 1 3   4 1 
荻町 57 32 7 14 110 63 28 6 21 118 59 
民家

園 
4 2 1 11 18 7 3 1 15 26 8 

戸ヶ

野 
16 9   25 8 2  1 11 3 

島 6 2   8 4 2   6 2 
鳩谷 4 2   6 3   1 4 1 
飯島 15 10 2  27 5 2   7 2 
芦倉 1 1   2  1   1  
合計 116 68 14 25 223 95 48 10 38 191 80 
（出典）合田昭二・有本信昭（2004）『白川郷 世界遺産の持続的保全への道』22 頁、

ナカニシヤ出版 
 
４ 荻町地区保存運動の歴史 
 
合田［2004］によれば、白川郷荻町地区の保存運動は、上記 5 区分のうち 4 番目の期間

である 1971 年の 12 月に荻町地区の全戸（1995 年現在 147 戸）が加入する住民組織「白川

郷荻町集落の自然環境を守る会」の結成に端を発するが、この「守る会」には 20 年以上に

及ぶ前史があった。 
 敗戦直後の1946年、復員した青年たちが新しい生活の建設を期して青年団活動を開始し、

48 年に活動拠点として荻町区集会所（公民館荻町分館）を完成させた。同年に白川青年団

が発足し、集会所を舞台に郷土芸能の競演・保存の活動が盛んに行われた。 
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 こうした青年団活動からの系譜を引く村民が中心となって、63 年に「合掌保存組合」が

結成された。設立の目的は、屋根葺き替えの茅の確保であった。当時、茅確保のための伝

統的な組織「茅瀬母子講」が合掌家屋の減少で存続が困難になっていたため、全村の合掌

家屋所有者による茅調達組織再構築が企図されたのである。この組合は、合掌家屋保存活

動の組織化と保存意識の浸透という両面で、「守る会」の先駆というべきものであった。 
 このような経過の中で、60 年代に進行した合掌家屋の急速な消滅・流出への危機感は強

まり、合掌集落の文化的価値への認識が広く住民に浸透して、71 年の「守る会」の設立へ

と結実した。「守る会」の発足にあたっては、発起人が組（町内会）単位で荻町地区全戸に

説明し、約 1 年間をかけて全戸から同意を得た。 
「守る会」の設立は、荻町が伝建地区に指定されるにあたっても、大きな意味を持った。

様々な利害の交錯や揺れる住民心理の中で、「守る会」の役員は伝建制度の意義を全戸に説

得し、76 年の伝建地区指定に至ったのだ［合田 2004：28-29］。 
また、筆者が 2011 年 9 月 26 日から 30 日に荻町地区で実施した調査からは、以下の

ようなことがわかった。荻町にある合掌造りは、建物自体はどこも古く、大体が明治前

に建てられた。それが、一軒や二軒でなく集落として形成されたのは、結心という住民同

士の助け合いによるものである。また、この地域は非常に保守的であり、よそ者を簡単に

住みつかせない代わりに、昔の文化を守っていくことができた。 
しかし、昭和 30 年前後にダム建設と生活の近代化により、合掌造りが激減し、村にあっ

た合掌造りは半分ほどになってしまった時期があった。それによって昭和 40 年代、全国的

に保存運動が盛んになったと同時に、白川郷でも合掌保存組合というのを立ち上げた。こ

の組合は、合掌の屋根葺きをする組合で、立ち上げには屋根葺きが大変で合掌造りの合掌

を降ろしたり、そのものを売り払ってしまったりするのを防ぐため、屋根葺きを将来的に

も村人の結で行われるものとして続けるためという背景があった。また、それと同時に観

光客も増加し始め、白川村が生き残る方法として、主に荻町選出の議員を中心に、合掌造

りを保存して観光振興、地域振興に役立てようという方針を打ち立てた。それを基に、昭

和 46 年に同じ時期に保存運動を盛んに行っていた長野県の妻籠宿の住民憲章を参考にし、

作られたのが「自然環境を守る住民憲章」で、守る会が結成されここから合掌造りの保護

が本格的に始まった。 
住民憲章は、以下 4 項目で制定され、荻町地区の合掌造り保存のベースになっている。 
 

１． 保存の原則  
・地域内資源を「売らない・貸さない・壊さない」 

２． 自然環境を守るために  
・建物の新改築等による色彩（黒または黒褐色）の統一 
・看板・広告等の統制 
・集落内立木の保護 
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・景観にそぐわない建物・施設の自粛 
・ゴミのない美しい集落の実現 

３． 合掌家屋を守るために 
   ・所有者は合掌家屋が重要な文化財であることを認識し保存 
   ・住民は合掌家屋が荻町の宝であることを自覚し保存に協力 
   ・火気に細心の注意 

４． 風習を守るために 
   ・郷土の風習・民俗並びに郷土芸能の保存継承 

 
ところで、なぜ会の名前を白川村の象徴である「合掌造りを守る会」にしなかったのだ

ろうか。この点について和田［2009］は、荻町合掌集落は、合掌家屋だけでなく周囲の農

山村の景観や豊かな自然環境が残っているからこそ価値ある景観であることを私たちに示

してくれているからであると述べている［和田 2009］。さらに、昭和 51 年 9 月に「重要伝

統的建造物群保存地区」に指定されたことによって、今までの単体の建物としての文化財

が、集落としての文化財になり、集落として守っていける法的な手段ができた。その後、

合掌造り民家の建築的価値とそれらがまとまって残り農村景観を保持しているという

集落的価値が世界遺産の登録基準を満たすことになり、「白川郷・五箇山の合掌造り集

落」として 1995 年 12 月、日本では 6 番目に文化遺産として世界遺産登録された。 
 

 
Ⅲ 観光化の与えた影響―荻町地区のフィールドワークから― 

 
 
 本章では、主に筆者が 2011 年 9 月 26 日から 30 日まで荻町地区で実施したインタビュー

調査に基づいて、観光化が人々の生活に与えた影響について検討する。 
 
１ 観光化進展の経緯 
 

 荻町地区は、昔から農業や合掌造り内で養蚕や煙硝が、生業として住民の生活を支え

ていた。その中で観光は、1995 年に世界遺産に登録される 30 年近く前から始まった。そ

の背景には、昭和 40 年代に全国的に文化財の保存運動が盛んになり、白川村でも合掌造り

を保存して、観光振興と地域振興に役立てるための動きが活発になったことがあげられる。

それに合わせ、観光客も徐々に増加した。その中で観光客数が一気に伸びたのは、安房ト

ンネルが開通して、長野県の松本市から安房トンネルを通って高山市へ来て、白川郷に入

れるようになったことが大きい。また、世界遺産登録をきっかけに、2008 年に高速道路が

開通したことで、より一層アクセスが良くなったため、観光客が増加した。さらに、1988
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年に開催された「ぎふ中部未来博」や、2005 年に開催された「愛知万博」などの周辺地域

のイベントの影響でも観光客は増加した。 
 白川郷観光協会の営業主任を務める D さんは、観光客の増加について以下のように語る。 
 
 単純に世界遺産に登録されたから観光客が増えたわけではない。世界遺産は観光目的で

はなく、守っていることが認められるものなので、私どもは世界遺産プラス道路交通網の

発達と相重なった結果、観光客の増加に繋がった。 
 

また、D さんは愛知万博の次の年に外国人の観光客が爆発的に増えたという実感を持っ

ていたという。それは、愛知万博の前年にあまり外国人観光客がいなかったため、愛知万

博の際に県や国が周辺観光の PR を実施した影響や愛知万博に訪れた観光客が流れてきた

背景がある。 
民宿 A の経営者である A さんは、今年の観光客の状況と白川郷を訪れる観光客の特色に

ついて以下のように語る。 
 
今年は東日本大震災の影響で一気に減少したが、それでも 5 月の連休頃から日本人観光

客が増え始め、7 月には外国人観光客も徐々に増え始めた。観光客の特色としては、昔は女

性が多く、女性の一人旅や二人旅、その他は老夫婦や夏は大学生といった具合だった。女

性の観光客が多い中で、民宿がまだそこまで多くなかった頃は、公民館で寝泊まりをして

いたが、女性が多いということから自然と民宿が増加した。それぞれの地域からくる女性

が、嫁として荻町の長男と結婚するという流れがあり、現在のほとんどの土産物屋や、食

事処は地元同士の結婚が多いが、昭和 40 年代に結婚した人は、東京や名古屋から嫁を貰う

人が多かった。その影響で、嫁さんの友達が友達を呼んで、観光客が増えていった。 
 

 観光客が年々増加している白川郷だが、観光客が増加しすぎることは望んでいないとＤ

さんはいう。過去に冬のライトアップの際、観光客が来すぎてパンクしたことがきっかけ

で、観光客の抑制をするようになった。現在では、ライトアップは年に 7 回しかなく、完

全予約制になっている。しかし、数としてはパンクした時とさほど変わらない数字を保っ

ており、いかに観光客に満足してもらうかということを第一に考え、観光を行っている。 
また、D さんは、村の行事等があるときは観光客を呼ばないようにすると述べる。毎年

10 月中旬に行われるどぶろく祭りでは、観光協会から宿がこの期間は客を受け入れていな

いことを事前に告知し、観光客を抑制する。それによって村では祭りを開催することがで

き、地域文化が次の世代に継承されていくのだという。 
D さんは、「私たちは観光客に対して、一緒に守りましょうというスタンスで接している。

マナーを守れない人には来てもらわなくて構わない、共に守れる人に来てもらいたいとい

う考えのもと、事業を行っているため、観光客に満足してもらうことができる。」と考えて
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いる。今回調査を実施した民宿経営者 4 名は、「昔は誰でもいいから泊まってくれだったが、

今は民宿の形態に合う人だけ泊まってくれればいいという考えで、経営している。」と口を

揃える。 
 また、観光客が増加し続けたことで、住民側が観光に対するとらえ方を誤ることを、住

居が国の重要文化財に指定され、「荻町の自然環境を守る会」の事務局長を務める C さんは

警戒している。今までこの合掌造りや周りの景観を守って来られたのは、合掌造りに人が

住み続けたからであり、インタビューをした民宿経営者 4 名は、民宿を始めた理由として

「合掌造りを守るため」と口を揃えて言う。 
 
２ 世界遺産登録の経緯とそれによって生み出された問題 
 
 「荻町の自然環境を守る会」事務局長 C さんの話によれば、白川郷が世界遺産に登録さ

れた当時は、世界遺産自体の知名度は低く、現在のように世界遺産登録を目指して、自治

体や住民が必死になって登録に向けて活動するというような流れはなかった。白川郷の住

民や役場の職員が世界遺産の話を初めて知ったのは、新聞に掲載された暫定リストだった

ほど突然のことで、その 1～2 年後、登録に至った。当時の世界遺産は、日本の文化を世界

に発信するという目的があり、 初はそれにふさわしい神社や仏閣、城などが登録され、

その後文化庁が日本らしい住居や農山村の景観に視点を当て、重要伝統的建造物群保存地

区として守り抜いてきた白川郷がその条件を満たし、登録リストに候補地として上がった

という。 
 また、C さんは当時住民の間で世界遺産登録に関して議論があった点について以下のよう

に語っている。 
 
世界遺産登録の際に住民同士でも名誉なことであるから受けようという賛成派とこれ以

上生活が制約されるのならば、受ける必要はないという反対派で意見が対立した。 終的

に、多くの住民が名誉を取って世界遺産登録を受けることになるのだが、この時反対派の

住民は、文化庁から、『世界遺産になったからといって、これ以上制約が増えることはない。』

という言葉を受け、世界遺産登録に賛成した。 
 
しかし、世界遺産に登録されて 16 年たった現在、観光客の数は年間 150～160 万人まで

増加し、登録前の年間 50～60 万人の観光客数での保存方法では、観光弊害が数多く出てき

てしまう状況になった。 
その観光弊害の一つとして駐車場問題があげられる。森田［2004］によれば、1980 年代

まで白川郷は「陸の孤島」であった。しかし、1977 年の白山スーパー林道の開通を皮切り

に、79 年に国道 156 号線（飛越合掌ライン）、97 年に安房トンネル（長野県と岐阜県の県

境に位置する安房峠を縦貫）、99 年に東海北陸自動車道、白鳥・高鷲・荘川インター間が開
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通し、白川郷を年間 100 万人以上の観光客が訪れる大観光地へと変貌させたという。この

ような交通整備がされたことと、世界遺産登録による影響で、白川郷の観光客はますます

増加し、2000 年における入り込み観光客の延べ数は 176 万人（実数約 123 万人）にも達し

た［森田 2004:88］。 
 楊［2006］によれば、地域住民と村でつくる任意団体「荻町交通対策委員会」が、環境・

景観の悪化を防ごうと、国の補助を得て、交通対策の試みを行った。主な内容は以下の 6
つである。 
 
① 荻町世界遺産集落内への車両進入制限 
② 乗用車の寺尾、飯島「道の駅」 
③ 臨時駐車場から、荻町集落までのシャトルバスの運行（パーク＆バスライド） 
④ 観光バスのせせらぎ駐車場での客の乗降と別時点での待機 
⑤ 乗用車駐車場予約利用システムの施行＆遊歩ガイドゾーンの配布による観光ゾーンと

生活ゾーンの分離 
⑥ 冬季荻町ライトアップ時の観光バス 70 台限定による予約制の実施 

［楊 2006:132］ 
 

筆者が 2011 年 9 月 26 日と 27 日に実施したインタビュー調査では、交通問題のひとつで

ある、駐車場問題について民宿 A を経営する A さんと民宿 B を経営する B さんの捉え方が

対立した。ここでいう駐車場問題とは、白川郷に訪れる観光客には車で来るものが多く、

現状ある駐車場では賄いきれなくなったために、昔からある土地を潰して、新たに駐車場

を作ってしまう人が増加したことをいう。この駐車場問題に対して、A さんは、民宿や食事

処、土産物屋を経営している人たちがそれなりに苦労して稼ぎを出しているところに、元々

駐車場などなかった空き地に有料駐車場を作り、場所を貸すだけという楽な商売をしてい

る人が増えたことを問題視しているのに対し、B さんは、単純に有料駐車場を作ることが問

題ではないと反論した。これには、世界遺産になって車で訪れる観光客が急増したことで、

周辺道路で大渋滞が起き、住民の生活道路が利用できなくなったことで荻町以外の住民か

ら苦情が相次いだことが背景にある。周辺地域の住民のことを考えれば、新しく駐車場を

作ることもやむを得ない手段であり、一概に駐車場を作ることが悪いことだとは言えない

という考えである。白川郷の駐車場問題は、メディアでも取り上げられており、今後も住

民の間で議論が続いていくものだと考えられる。 
D さんによれば、駐車場問題の他にも数多くの問題点がある。第一に、世界遺産に観光

車両が入ってくることがあげられる。これは、今までの伝統的建造物群保存地区の制度の

時代では、当然のことであり、観光車両を当てにして土産物屋を経営する人も数多くいる

中、世界遺産としては景観としてもあまりいいものではないということから、問題視され

るようになった。 
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第二に、世界遺産に登録されたことにより、日銭が大幅に稼げるようになったことで、

田畑が急激に減った時期があった。しかし、住民同士で合掌造りが世界遺産に認められた

のではなく、合掌造りを含めた荻町の農村景観が認められたからこそ、世界遺産の登録に

至ったということを再確認し、失われた景観を取り戻すために、住民同士の協力のもと努

力をした結果、現在はほぼ元通りになった。 
第三に、外国人観光客の増加によるマナー違反や、マナー違反ではない習慣の違いが問

題視された。マナー違反に関して言えば、見学施設ではない住居でも勝手に侵入し、土足

で上がったり、ごみのポイ捨てをしたりといった問題がある。習慣の違いで言えば、トイ

レの紙を汚物入れに入れる行為があげられる。欧米では、紙を流すと詰まってしまうため、

使用後の紙は汚物入れに入れるのがマナーで、流す行為はマナー違反に当たる。しかし、

日本は逆で習慣の違いによる問題が表れた。今では、添乗員や通訳が周知するため、この

ような問題は一切なくなった。 
 また、世界遺産登録によって住民の間でも失われたものや問題点が表れたと B さんと、F
さんは指摘する。第一に、世界遺産に登録されて観光客が増えた結果、お客様ひとりひと

りに対して、住民の親切さがなくなり、きちんとおもてなしができなくなっていることが

あげられる。F さんは、「おもてなしがしっかりできないから、来てもらった方々に申し訳

ない。」という気持ちまで抱いている。 
 第二に、B さんは住民同士の間でのつながりが以前よりもなくなったことを指摘し、その

ことについて以下のように述べている。 
 
以前は、故郷の井戸端会議のようにどこでも他愛のない話をしている光景は見られたも

のの、世界遺産に登録されて観光客が増加したことで観光客への対応に住民が追われ、そ

れと同時にお客様に対しても機械的に対応してしまうようになった。例えば、道を尋ねら

れた際に以前なら、「一緒に行きましょうか。」と言っていたところを、現在は場所を説明

するだけで終わってしまうことが多々ある。また、屋根葺きの際も結は多少残ってはいる

ものの、商売をしている人がほとんどのため、自らの商売が忙しくなるとどうしても手伝

うことが難しくなり、 終的に業者に頼む人が増えている。 
 

３ 世界遺産登録についての見解 
 
 世界遺産登録について、今回調査した方々は、以下のような見解を持っている。 
民宿 A を経営する A さんは、世界遺産登録についてとてもありがたいことだという見解

を持っており、以下のように述べている。 
 
世界遺産に登録されたことで、観光客が増え、白川村が経済的に豊かになった。農作業

するのにも、子どもを育てるのにも経済的な負担はかかるため、観光客が来てくれること
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によって生活が支えられている。 
 
民宿 B を経営する B さんは、世界遺産登録について以下のように考えている。 
 
世界遺産になって観光客が増加して、生活はしづらくなったから世界遺産に登録されな

くてもよかったのではないかと考えることもある。それでも、世界遺産になっていなかっ

たら交通網もここまで発達しなかっただろうし、人や物資の流通のことを考えればよかっ

たと思うこともある。ただ、今私たちの時代はよかったと言えるけど、次の我々の息子た

ちの世代ではどうかわからない。これからは、将来の人に希望を持って世界遺産を守って

もらうということを考えていくことが大切だと思う。 
 
自宅が国の重要文化財に登録され、観光客に見学施設として開放しながら、「荻町の自然

環境を守る会」の事務局長を務める C さんは、世界遺産登録について以下のように述べて

いる。 
 
世界遺産に登録されたことは良かったと思う。世界遺産になっていなかったら観光客が

ここまで増加しなかっただろうし、観光客が見えないということは産業も成り立たなくな

る。つまり、合掌造りの減少にもつながる。だからこそ、今後この世界遺産というのをな

くさないための、保存や観光のあり方を住民が目指していかなければいけない。 
 
後に、民宿 F を経営する F さんは、世界遺産登録について以下のように考えている。 

 
世界遺産に登録されたことは良かった。友人でも『世界遺産に住んでる友達いるんだよ。』

なんて自慢してくれる人もいる。これはうれしいことだし誇りもあるけど、守るという責

任感からプレッシャーを感じることは当然ある。 
 
 
４ 合掌作りでの民宿や見学施設経営 
 
 9 月 26 日にインタビュー調査を実施した、合掌造りで民宿 A を経営する A さんは現在

69 歳で、妻、娘の 3 人で民宿を経営している。娘は 3 人いるが、2 人は白川村から離れて

いる。A さんは民宿業の傍ら、農業を営んでいて、民宿 A の食事に使われている食材のほ

とんどが自家栽培である。自家栽培の野菜は、飼っている牛の糞を使用し、できるだけ化

学肥料を抑えている。民宿 A では、定期的に農業体験イベントも行っており、今回筆者も

稲刈りを体験した。A さんは民宿を経営しながら農業を営むことは、大変なことであると言

っていたが、これも客をもてなすために必要なことだと考えている。 
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民宿 A は家族 3 人で外部から従業員を雇わずに民宿を経営しているため、宿泊を断るこ

ともある。宿泊を断る理由としては、部屋数や食事の用意に限りがあるだけでなく、宿泊

客と話をしたり、A さんの奥さんの楽器演奏などの宿泊客をもてなすことができなくなるか

らであるという。 
A さんが民宿を始めたのは 1976 年 12 月からで A さんが初代である。民宿を始めたきっ

かけは、合掌造りを守るためで、国の重要建造物群に指定された昭和 51 年当時、A さんは

JA に勤めていたが、国の重要建造物群に指定されたことによって、文部科学省が調査に入

った際、民宿にするか、住居として守っていくかかなり悩んだという。A さんのご両親は、

ゆっくりした生活ができなくなるから民宿にしない方がいいという考えを持っていたが、A
さん夫妻は、合掌造りを守っていくためには、民宿として経営することが必要だと考え、

両親を説得した結果、民宿を経営することになった。 
9 月 27 日にインタビュー調査を実施した、民宿 B を経営する B さんは現在 52 歳で、妻

と 2 人で民宿を経営している。B さんは民宿 B を営む合掌造りの建物に住んで 13 代目、民

宿経営者としては 2 代目にあたる。現在は、プロの屋根葺き師でありながら、民宿を営ん

でいる。民宿を始めたきっかけは、1971 年から家の修理をした際に、合掌造りを今後も守

るためには民宿にした方がいいという人の勧めもあり、B さんの父親が始めた。民宿を始め

る前は、B さんの両親は建設業に就いていたが、民宿を始めてから B さんの母親が専属で

経営することになった。民宿 B の合掌造りは、合掌造りの中でも珍しい「縦妻」と呼ばれ

る造りでできていて、縦妻の合掌造りは白川村に 2 軒しかない。B さんによれば、縦妻と

は、入り口（玄関）が縦方向にあることで、縦妻は横に入り口がある横妻と呼ばれる造り

でできている合掌造りより、一般的に古いとされる。 
B さんは二男なので正式な後継ぎではない。兄が後を継ぐことになっていたため、昔は都

会に就職して生活していた。しかし、兄より先に故郷に帰ってきたある時、兄から「お前

が継ぐなら俺は帰らないで、こっちで結婚する。」と言われ、B さんが民宿を経営しながら

合掌造りを守ることになった。将来的には、息子に引き継ぐことも考えている。 
9 月 28 日にインタビュー調査を実施した、自宅が国の重要文化財に登録され、観光客に

見学施設として開放しながら、「荻町の自然環境を守る会」の事務局長を務める C さんは

51 歳である。この住居は江戸時代から、代々同じ名を継ぎながら床屋や番所役人を務める

とともに、白川郷の重要な収入源であった煙硝の取引に栄えた。荻町地区の中で も由緒

ある家で、国の重要文化財に指定されている。 
9 月 29 日にインタビュー調査を実施した、民宿 F の経営者である F さんは現在 63 歳で、

民宿業だけでなく、会社員として平日は働いている。この合掌造り自体は江戸時代後期に

できたものである。民宿 F を始めたのは、1972 年頃で、合掌造りを守るためであった。民

宿 F は数少ない囲炉裏を年中焚いている民宿であった。朝晩 2 回食事の際に囲炉裏を焚い

て、合掌造りを燻すことが合掌造り家屋を守っていくためには大切で欠かせないこととい

うことを観光客に伝えていた。 
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【写真 3 民宿 F の囲炉裏 2011 年 9 月 29 日筆者撮影】 

 
 
５ 住民にとっての合掌造り 
 

A さんによれば、合掌造りはどこの家も古く、明治前に建てられた物がほとんどで、結心

といった住民の助け合いが保守的な社会を作り、集落として残った。 
C さんは住居としての合掌造りについて、以下のように語る。 
 
合掌造りは生活の面から言えば、今の時代で住みやすい住宅とは言えない。昔の生活で

は、自然に取れる材料の中でこれだけのものができるというのは素晴らしいことであり、

茅で屋根を作ることによって、夏涼しくて冬は暖かい建物として当たっていた。生活面で

は、建物の中で二階、三階を利用した養蚕や、床下で火薬の原料となる煙硝を作るなど、

生活の場であったと同時に、生業の場でもあった。しかし、今の時代の万能設計の建物に

比べると、夏は涼しいが、冬は寒い。また、現在養蚕は行っていないので、二階三階の広

い空間も生活の中では必要ない。茅葺屋根も、30～40 年で葺き替えをしなければならない

のは大きなデメリットであり、絶えずメンテナンスをしなければならない煩わしさもある。 
 
それでもなぜ合掌造りに住んでいるのか。それは、合掌造りが先祖代々作り繋いできた

この地域の重要な文化を総称する建物で、これを守り繋いでいくということは、文化を継

承する意味では、とても意味あることだからである。F さんは、先祖代々受け継がれてきた

合掌造りを守る意識について以下のように語る。 
 
先駆者は、ただ守ると口で言うだけでなく、守る理由を作った。それが合掌造りで民宿

を経営することであった。通常民宿は、旅館法や建築基準法といった法律によって、守ら

れているものであり、合掌造りは、その基準を満たしていないため、本来は民宿をやるこ
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とはできない。しかし、合掌造りは日本の建築学史上としても非常に魅力あるものである

ということで、文部省から特例が認められ、合掌造りの保存のために民宿経営が許された。

行動に移すことで守る理由ができることは大きく、その想いが今の荻町を支える世代へと

引き継がれている。そういう意味で先駆者の発想は本当にすごいと思う。その結果、世界

遺産という世界の宝として認められ、誇りや名誉が住民の中でより一層強くなり、今後も

継承していく必要がある建物になった。 
 

 また F さんは、合掌造りの家には必ずある囲炉裏の重要性についても語っている。 
 
合掌造りにとって囲炉裏は 重要。それは囲炉裏で起こした煙で、木材や茅を燻製状態

にして防虫効果を出しているから。囲炉裏がないと合掌造りではないし、囲炉裏を焚くこ

とが、私にとって合掌造りを守るという意識の表れだと思う。 
 
しかし、現在年中絶えず囲炉裏を焚いている民宿は荻町地区には 3 軒しかない。囲炉裏

を焚いている家が減少している原因は、薪を集める作業がとても大変で、木を切ってから

囲炉裏で薪として使えるようになるまで 7 年はかかるため、そこまで手が回らず冬だけ焚

くというところが多いようだ。 
F さんは、「 近訪れた若い人が、『おじさん、その薪どこで買ってくるの？』と言われた

のは本当にショックだった。」と語り、この発言から薪を集めることがどれだけ大変かが伝

わる。 
 さらに、合掌造りを今後も守っていくためには、茅の確保が必要だと A さんはいう。茅

は毎年必要になるわけではなく、40 年に 1 回変えればいいため、上手くいけば自分の代で

1 回で済む。昔は茅も手に入りやすい環境にあったが、現在はそれが難しい。茅場もなかな

か作れず、中には茅場を持っている家庭もあるが、そのような家は珍しい。このような状

況から今後茅の確保は致命的な問題になるかもしれないと A さんは危惧する。 
 
 

Ⅳ 考察 
 
 
 本章では、住居として利用されながらも世界遺産に登録されたことが、世界文化遺産の

中でも稀な白川郷において、Ⅲ章でのインタビュー調査をもとに、荻町地区の景観保全と、

観光化がもたらした変化について明らかにし、「文化」の保全と変容について考察を行う。 
 
１ 観光化と合掌造りを含む農村景観の保全 
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 白川郷の観光は世界遺産登録に始まったものではなく、ダム建設による人口の減少とと

もに合掌造りも減少してきた 1960 年代に始まった。そのきっかけとなったのが、荻町地区

の住民が一体となり、「荻町の自然環境を守る住民憲章」を制定し、これを守るための組織

として、「荻町の自然環境を守る会」が発足し、保存運動が始まったことがあげられる。保

存運動を始めてから、1976 年に国の伝統的建造物保存地区に指定され、その頃から観光客

が増加した。そのため、世界遺産登録に関してその知名度から実際に観光客数が急激に増

加したことは、調査対象者全員が認めた事実ではあったが、他方で世界遺産に登録された

ことだけが観光客増加をもたらしたわけではないことがわかった。特に、白川郷観光協会

の D さんの以下の発言からそのことがよくわかる。 
 
 単純に世界遺産に登録されたから観光客が増えたわけではない。世界遺産は観光目的で

はなく、守っていることが認められるものなので、私どもは世界遺産プラス道路交通網の

発達と相重なった結果、観光客の増加につながった。 
 
 D さんが語ったように、世界遺産は地域文化を守っていることが認められたために登録

に至った。つまり観光を通して、合掌造りを含めた地域文化を保全することが 重要であ

り、保全するために観光が産業の一つとなったのである。住居が国の重要文化財に指定さ

れ、「荻町の自然環境を守る会」の事務局長を務める C さんは、「保全することがまずは第

一。保全があっての活用で、その活用方法の一つが、観光に当たる。保全があっての観光

という立場に立って保全も観光も進めていかなければいけない。」と語っている。 
 実際に、今回インタビュー調査を実施した民宿経営者全員が、合掌造りを守るために民

宿の経営を始めたと述べており、荻町地区の住民は、合掌造りを含めた地域文化を守りた

いという意識がとても強いことがわかる。B さんは、今の合掌造りに住んで 13 代目にあた

り、先祖代々守り継いできた。他の民宿もほとんどが明治前に建てられており、現在まで

合掌造りを守ってきた。今後も、住民の合掌造りを守るという意識は変わらないと考えら

れる。 
 次節では、合掌造りを守るために始まった観光によって生じた変化について考察する。 
 
２ 観光化が地域にもたらした変化 
 
 白川村荻町地区で観光が産業の一つになってから、世界遺産登録を経て現在までの期間

で、観光地として白川郷は有名になり、観光客は日本国内のみならず外国からも増加した。

その中で、C さん曰く「観光の捉え方を誤っている住民が増加した」。つまり、本来合掌造

りを含めた自然環境を守るために始めた観光産業であったが、合掌造りではない住居に住

む住人が、日銭を稼ぐために団子を売ったり、元々空地であった場所に有料駐車場を作っ

たりしたのだ。その影響で自然環境が壊れた時期があり、そのことについて D さんは、以
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下のように述べた。 
 
一時期、住民が観光で稼ぐことばかりを考えて、観光産業ばかりに手を出した結果、荻

町から田畑が急激に減少した。しかし、世界遺産に登録されたのは合掌造りだけでなく、

周囲の農村景観が認められたことが背景にあるので、住民同士の協力のもと、現在では農

村景観を取り戻した。 
 

 以上の語りから、観光化が進んで荻町から田畑が急激に減少した時期もあったことを読

み取ることができる。 
 Ⅲ章で検討した駐車場問題は、マスメディアを騒がせるほどの問題の一つとなっている。

背景には、交通網の発達によって、白川郷を訪れる観光客が自家用車を利用するものが増

加したことがあげられる。この問題に関しては、A さんと B さんの住民同士でも意見が対

立した。A さんは、有料駐車場は楽に商売をしているとして批判したが、B さんは荻町地区

の有料駐車場を作ることは生活道路を渋滞させないためには仕方がないという意見であっ

た。この問題に関しては、住民同士でも解決するのには時間がかかるであろう。 
 また、観光地として有名になったことで、住民同士の繋がりが薄れてきていることを B
さんは以下のように指摘した。 
 
 以前は、故郷の井戸端会議のようにどこでも他愛のない話をしている光景は見られたも

のの、世界遺産に登録されて観光客が増加したことで観光客への対応に住民が追われ、そ

れと同時にお客様に対しても機械的に対応してしまうようになった。例えば、道を尋ねら

れた際に以前なら、「一緒に行きましょうか。」と言っていたところを、現在は場所を説明

するだけで終わってしまうことが多々ある。また、屋根葺きの際も結は多少残ってはいる

ものの、商売をしている人がほとんどのため、自らの商売が忙しくなるとどうしても手伝

うことが難しくなり、 終的に業者に頼む人が増えている。 
 
 この語りから、いかに住民が観光客対応に追われているかが分かる。F さんは、観光客の

増加によって住民が観光客ひとりひとりに対しておもてなしができなくなってきているの

ではないかと指摘した。これらの語りから、観光客の増加によって、経済的に豊かになる

一方で、住民同士のつながりや親切心などが失われていることが指摘できる。 
 また、世界遺産に登録されたことについて、今回インタビュー調査を実施した全員が、「世

界の宝となることは非常に光栄なことであり、これほど誇らしいことはない。」と口を揃え

た。しかし、B さんはただ単に良かったことだという考えではなく、観光客の急激な増加に

よって生活がしづらくなったなどの観光の弊害を指摘した上で、「今の世代にとっては良か

ったことだが、次の世代ではどうなるかわからない。」と述べていた。 
この語りから、世界遺産に登録されたことを誇らしいとしながらも、今後次世代にそれ

27 
 



がどのように影響を与えていくかを不安に思う地域住民の気持ちが読み取れる。 
 
３ 観光化と「文化」の保持 
 
 本節では、観光化しても変わらない地域の「文化」とは何かついて考察していく。 
 観光化しても変わらない地域の「文化」について考えるにあたって、まず、筆者のイン

タビュー調査対象である民宿経営者が、白川郷が単なる観光地となることを望んでいない

ことに着目したい。この点について、D さんは以下のように述べている。 
 
 私たちは観光客に対して、一緒に守りましょうというスタンスで接している。マナーを

守れない人には来てもらわなくて構わない、共に守れる人に来てもらいたいという考えの

もと、事業を行っているため、観光客に満足してもらうことができる。 
 
 経済的な豊かさだけを求めるならば、観光客を増加させるための方法だけを考えればよ

いのかもしれない。しかし、観光の担い手である民宿経営者はそれを求めていないことが

筆者の調査からわかった。民宿経営者が観光による経済効果だけを求めないのは、元々民

宿を始めたのが先祖代々受け継がれてきた合掌造りを保全するためであり、白川郷はテー

マパークではなく、一つの集落として生活が営まれている中で、観光地として売り出して

いるためであると考えられる。そのため、インタビューをした民宿経営者は、生活の基盤

である地域のお祭りや人とのつながりをとても大事にしていた。その一つが、毎年 10 月中

旬に開催されるどぶろく祭りである。D さんは、どぶろく祭り開催に当たって、以下のよ

うに述べた。 
 
どぶろく祭りでは、観光協会から宿がやっていないことを事前にホームページ等を通じ

て告知し、観光客を抑制する。それによって村では祭りを開催することができ、地域文化

が次の世代に継承されていく。これは、村にとってとても重要なのである。 
 

 この他にも、ほとんどの民宿が外部から人を雇わずに家族で経営していることから、家

族内でのイベント事があるときや、小中学校の運動会等の行事があるときは、休みを取る

民宿が多い。また、農業を営んでいる民宿では、定期的に農業体験を行うことで、観光客

と触れ合う機会を作っている。休めるときにしっかり休み、観光客を受け入れるときは、

おもてなしの心を大切にすることを民宿経営者は心がけていた。 
 また、筆者が現地を訪れた 2011 年 9 月 29 日と 9 月 30 日に、荻町地区で葬儀が執り行

われた。集落内で住民が亡くなった際には、村人総出で葬儀を行うことは村の文化の一つ

であり、この時も村の各家庭必ず一人は出席したという話を聞いた。集落内の見学施設も

亡くなられた翌日と翌々日は休館するところもあり、村人の強い絆を感じられた。さらに、
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現在は昔と比較すると減少したが、昔は結婚式も村の一大イベントであった。特に、白川

村出身者同士の結婚式では、村の公民館を使用し、盛大にあげていたと A さんは語ってい

た。 
 このように住民にとって観光は合掌造りを守るために始まった産業だが、観光化によっ

て、村は経済的に豊かになり、駐車場問題や観光収入を求める住民の出現や住民同士のつ

ながりの希薄化といった変化がもたらされた。しかし、筆者がインタビューをした観光の

担い手である民宿経営者は、観光による経済効果だけを求めず、地元の人々との繋がりや

お祭りを重視し自分達の生活を大切にした家族経営の方針を貫いていた。合掌造りという

生活の場で観光を営む民宿経営者に見られた生活と民宿経営を両立させるバランスの取れ

た生活スタイルによって、荻町地区の人々のつながりやお祭りを大切なものとして存続さ

せ、白川郷の「文化」を守っているのではないだろうか。 
ここで守られ存続する「文化」とは、合掌造りという家屋であり、荻町地区の農村景観

であり、人々のつながりやお祭りでもある。時代の流れの中で、かつてあった大家族制は

崩れ、観光化によって核家族化が進み、村から出る住民も増加した。しかし、荻町地区の

民宿経営者に見られた生活と民宿経営を両立させるバランスの取れた生活スタイルがあれ

ば、先祖代々受け継がれてきた合掌造りと地域のつながりや伝統文化を彼らなりのやり方

で今後も存続させていくことができるのではないかと考える。 
これまでの観光化や世界遺産登録が地域に与えた影響に関する先行研究では、観光化に

よる経済成長と地域文化や文化遺産の保護との両立が難しいことが述べられてきた。本論

は、合掌造りという先祖代々受け継がれてきた世界遺産に登録された家屋で民宿を営む経

営者を主な対象としてフィールドワークをすることによって、かつての大家族ではなく核

家族で民宿を営みながらも、自身の生活も大切にし、地域の人々とのつながりやお祭りな

どを大切にしながら家族経営を続けていく民宿経営者の生活スタイルを明らかにすること

ができた。それによって、本論は、従来の研究において両立が難しいとした観光化と文化

保存の問題に対して、その両方に関わる民宿経営者の生活スタイルに一つの解答を見出し

たといえ、そこに本論の意義があると考える。 
 
 

おわりに 
 
 
 卒業論文を書くにあたって、筆者は以前から興味を抱いていた世界遺産について調査す

ることを考え、一度観光で訪れたことがあった白川郷を調査することにした。当初は、世

界遺産に登録されたことによる白川郷の地域の変化を検討しようと考えていたが、インタ

ビュー調査を通じて、白川郷の観光は合掌造りを含めた景観や「文化」を守るために始ま

ったことで、世界遺産登録によって始まったことでなく、世界遺産登録だけでは観光化に
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よる影響が掴めないことがわかった。そこで、白川郷において観光化による影響が出始め

た 1970 年代から検討することにした。 
 インタビュー調査では、すべての方から合掌造りを含めた景観や「文化」を今後も継承

したいという想いが伝わってきた。また、観光客に対しては、ひとりひとりにしっかりと

向き合って、おもてなしをするという田舎ならではの温かさを感じられた。筆者は、民宿 A
で稲刈りの手伝いをし、都会では体験できない貴重な経験をさせてもらい、帰り際には、

新米やかぼちゃまで頂いた。民宿 A 以外の民宿も、一人で宿泊した筆者に対して、「困った

ことあったら言ってくださいね。」と声をかけて頂いたり、「卒論頑張ってください。楽し

みにしています。」といった言葉を頂いて、荻町の人の温かさを肌で感じることができた。 
荻町は、白川郷の観光の中心であり、観光客は今後も増加することが考えられる。先祖

代々受け継がれてきた「文化」を今後も守っていくためには、観光客も協力しなければな

らないのではないだろうか。白川郷観光協会の D さんの話にもあるように、観光客も日本

の宝であり、世界の宝でもある白川郷の景観や「文化」を一緒に守っていくというスタン

スで訪れることが必要である。住民と観光客の想いがひとつになることで、白川郷の景観

や「文化」が今後も守られていくのではないだろうか。 
後に、今回観光客が も多い時期というとても多忙の中、調査にご協力いただいた、

民宿 A の経営者 A さん、民宿 B の経営者 B さん、民宿 E の経営者 E さん、民宿 F の経営

者 F さんと、国の重要文化財指定の合掌造り見学施設長 C さん、白川郷観光協会の D さん、

そして本論執筆にあたって、お忙しい中熱心にご指導してくださった山本須美子先生に深

く感謝したい。 
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参考資料  インタビュー調査概要 
 
 
1. 調査対象者：民宿 A 経営者 A さん（69 歳） 

調査実施日：2011 年 9 月 26 日 
所要時間：約 1 時間 30 分 
 

いつからこの民宿を経営しているのですか。 
昭和 51 年の 12 月から。 
これはご主人の代からということですね。 
そうです。私からです。 
合掌造りもこの頃からということですか。 
合掌造りは、昔からあって、合掌造りの民宿というものは、本当は、旅館法とか建築基準

法で言うと、人を泊めてはいけないんです。いけないんだけど、文部省がこの合掌造りは

非常に素晴らしい建築構造であると。日本にある一般的なものと下の方は変わらないけど、

屋根の合掌造りというのは、日本の建築学史上としても、非常に魅力あるものだというこ

とで、この合掌造りを残してもらいたい。残してもらうためには、機械とかでなく人間の

手作業でできているので、手間がかかる。で、文部省が特別にそれぞれの法律の例外とし

て、合掌造りを残すために民宿としてやることを認めたんです。初めは、三ヶ月民宿だっ

た。三ヵ月後また申請出して、許可されたんだけども、私たち昭和 51 年に始めたときは、

永久になっていた。だいたい昭和 48 年か 49 年くらいから永久になったと思うね。それで

私の家だけじゃなくて、合掌造りの家はみんなどこも古いです。みんな明治前ぐらいにで

きていて、新しいのもたまにあるけど、ほとんどの家が昔からの家です。それが一軒や二

軒じゃなくて、集落として建っているもんで、これがなぜ形成されたかというと、結心っ

ていう住民の助け合いで、茅を担いできたりして、それを順番に重ねていく作業をしてい

たんです。それで、ものすごく保守的なところだったんです。保守的な家に新しいもの簡

単に住みつけん代わりに、昔の文化を守って行けた。 
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この合掌造りにずっと住まれてきて、また民宿を経営されていて、観光地化されたりとい

ろいろとあったと思うんですけど、その中でご主人が感じた変化はありますか。 
そうですね、私たちが小学校中学校の頃の修学旅行で、白川村って恥ずかしくて言えなか

ったんだ。山奥で本当に交通も不便だったし、ここから名古屋行くのにも、朝一番の 7 時

くらいのバスに乗って、16 時くらいに着くんだからね。東京なんてなかなか行けないし、

そう考えると交通は便利になった。道は細くなくなったし。そんなもんで昔は旅行でも行

くときは、岐阜までトラックで行って、岐阜から汽車に乗って、いろんなところに行けた。

ここでバスに乗ったら全然行けなかった。それで、お客さんは、昭和 45~46 年頃からちょ

こちょこ来出した。それは夏だけが多かった。冬はここに来ても雪がすごくて計画が立て

られない。雪がすごいとバスが来られない。今は少しくらいだったら来られちゃうけど。

世界遺産になってからはすぐ除雪するようになったからいいけど、世界遺産になる前はな

かなか難しかったからね。それで、観光客はどちらかというと、ここは女の人と年寄りが

多かった。高山へ来て、白川へ来て、金沢に行くっていう構図は今も変わらないけど、本

当に女の人の一人旅や二人旅が多かった。あとは老夫婦。夏は大学生も来ていたよ。その

時は民宿っていうのは一軒くらいしかなくて、公民館で宿泊していたときもあったんだけ

ど、女の子がいっぱいいるっていうことで、自然と民宿が増えてきた。それで、女はここ

の長男坊と結婚することが多かった。婿さんは少なかったけど、嫁さんは多かった。それ

でほとんどの今の土産物屋とか、食堂とか民宿とか地元同士の結婚なんだけど、昭和 40 年

代に結婚した人は東京から名古屋九州とかで。それで 初は友達が友達を呼んで、観光客

が増えたんだよね。 
観光客が増え始めたのはどのくらいの時期なんですか。 
だんだんと右肩上がりでは来とったんだけどな、一気に伸びたのが、まず安房トンネルと

いうトンネルが開通して、信州の松本から安房トンネルを通って高山へ来て、白川郷へ入

れるようになったこと。あれで、お客が高山も増えて、白川もついでに増えた。それから、

世界遺産になった平成 7 年にも増えたけども、平成 20 年に高速道路がつながったんだよね。

それでまた増えた。それから愛知万博があったやろ？愛知万博でもお客が増えた。それか

ら岐阜未来博っていうのが昭和 60年頃だったかな？だから愛知県とか岐阜県でそういうイ

ベントがあると、当然外人が来て、口伝いに広がって、マスコミも白川を注目するように

なった。だから、なんか大きいイベントがあったりすると、やっぱり観光客は増えていく

ね。今、3 月 11 日の東北大震災でガタンと日本人も来られなくなるわ、外人はもう日本は

放射能で侵されていると思ってこないわっていう状況。で、5 月の連休のときは、珍しく日

本人ばっかりちょっと増えた。それでも今年はダメかなって思っていたら、7 月夏休み入っ

た頃から、外人も増えてきた。今は元通りに近くなってると思うで。よく断ることもある

から。断らないといけないのは、従業員雇ってないから。家族労働だから。家族労働だと、

どっかで休むとなると、運動会やら授業参観やら私らには無いけど、そういうイベントの

ときになるわ。あとは、村の行事とか役員で集まる時だってあるし、家族労働だからたく
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さん作れないし、たくさん泊めることもできない。たくさん泊めると、お客さんと話がで

きない。うちのかみさんも、楽器弾いたり、着物着せてみたりしているけど、それも多い

とダメ。観光地として長く続けるには、あんまり金金って言っちゃダメだね。まぁそう言

っても、聞く者と聞かない者がおるでなぁ。 
この住まいとしての合掌造りを観光として、売り出すことについてはどのように考えてい

ますか。 
世界の宝物になったで、こんなにありがたいことはないと私は思っている。今、世界の宝

物になりたいなりたいって所が日本全国にあるけど、私どもは当時、世界の宝物になりた

くない。嫌や、自由がなくなるからと言っていたのは、昭和 51 年の 9 月に、伝統的建造物

群に指定されたんよ。これは、第一号が信州の妻籠宿ってとこで、昭和 51 年 6 月に指定さ

れた。この後、9 月に白川村が指定された。私は、JA 農協に勤めておって、民宿も始めた

んだけど、国の重要建造物群に指定されたから、文部省が全部調べることになった。それ

によって大きくできない、大きくできないってことは民宿ができない。ラストチャンスだ

ったから、やらないといけないそれか、住居として守っていくかなんだけど、私の両親は、

民宿にするとゆっくりできないから、するなって言っていたんだけど、私と家内が両親に

頼んで、頑張ってやりたいと。何もしないと、合掌自体が廃れてしまうということを言っ

たんだ。かといってな、合掌は壊せんのよ。どうしてもこの合掌に住みたくなかったら、

村か県か国に買い上げてもらうことになる。それで、なんとか駆け込みで民宿をやること

になった。それでも、外はいじっちゃいけなかったから、中は文部省は絨毯敷こうが、シ

ャンデリアつけようが何しようが自由って言ってたけど、外回りだけは昔のままにしてく

ださいって言われてる。ところが私たちの年代の人間から、今になっても金儲けのこと考

えて、言うこと聞かん者がおった。勝手にやっちゃダメだってことを文部省の人だったり、

村の代表たちで作った守る会ってので言ってきてるんだけど、いかんせん 5 万円の罰金を

つけても、5 万円払えばいいのかってことになってしまうし、そしてこれは日本の国で守っ

ていくというものだからな、みんなで協力せんといかんのに言うこと聞かんやつもおるん

やな。でもみんながそういうことをしてしまうと、「なんだ白川って昔の面影無くなったん

か、そんなとこ行ったって面白くないよ。」となってしまったら、観光客が来なくなって、

生活が成り立たなくなってダメになるよって言ってるんだけど、やっぱり目先のお金に目

が行って、ダメな奴は守らんのよ。特に、問題なのは駐車場作るのが多くてな。憲法で職

業の自由って保障されてるとかそんなこと言い出すのよ。そやけど、こんな昔ながらのと

ころに駐車場なんかありえんことで、ひとつもなかったわけや。それでも車でほとんど来

るもんで、観光客もっと少なくなれ、60 万とか 70 万くらいになれば、問題なく確保できる

のに。大体 150 台ほど止められるけど、1 台 3 人平均だとして、一日に 500 人近く来るっ

てことだろ？そうするとたくさんの人が見える。泊まるのは少ないけど、ここから 2 時間

くらいで富山か金沢か高山かに出られるからね。あと、名古屋とか岐阜の若者がドライブ

でちょうどいい距離だから来たり。だから駐車場が増えた。食堂やらと比べて、駐車場の
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経営が一番楽だから、ダメダメって言ってるんだけど、作ってしまうという問題はありま

す。それで、私は牛を飼ってるんだけど、昔はこの辺みんな飼っていたんだけど、牛で米

とか野菜を作って食べるんだ。化学肥料とかできるだけ抑えて、そういう特徴をつけるこ

とをせんといけなくなってきた。それで、昔田植えでも何でもやってたんだよ。昨日は稲

刈り体験とかやってたんだけど、来年は牛で体験をやる予定。そんなことをして、みんな

で頑張っていこうよという風にね、不便だけど、昔より頑張っていくことによって、日本

にも世界にもまだこんなところがあるのかってことで来てくれることが、ありがたいやな

いかと。 
世界遺産登録前後で一番変わったことってなんですか。 
まず人がたくさん来るようになった。商売する人が増えた。人が増えるとみたらし団子だ

けでも結構売れるからな。店が増えたってことは、農村的な山村の風景が壊れる感じがし

ますけども、私たちは元からある家で民宿経営をして稼げるけど、他の家に仕事が無かっ

たら団子売ったりでもしたいと思う。人が来るんだから。だけども景観からいうと、店は

もう増えんほうがいい。かといって、私らやってるのに辞めろとは言えない。それと、合

掌で民宿やるのは、特別に認められてるからいいけど、合掌以外で民宿やるとなると、い

ろんな規制がかかってなかなか難しい。まぁ店がたくさん増えて、商売が増えて、観光客

が増えて、観光客も日本人も増えてたけど、外国人も増えた。それはもう顕著に表れてる。

それからもう一つ、村では結心っていうお酒も出てるくらい、結という心で村人みんなで

助け合ってきたけど、民宿とか土産物屋とかみんなそれぞれお金が入るようになってから

は、昔は結婚式も春か秋かに公民館でみんなで役割を分担したりしてやってたんだけど、

それがなくなった。みんながお金入るようになったら、みんな金沢、高山、富山、岐阜に

行って挙げてた。うちか隣の家かが公民館でやったのは 後だったと思うよ。しかも、

近はできちゃった結婚が増えてる。役場の人間はそんなことしてないけど、あとはほとん

んどみんな腹でかくなって、結婚していった。それで昔は、公民館にはエアコンとかそう

いうのがないもんで、夏は暑くて大変なのよ。だから、春 3 月～4 月が結婚式シーズン。で

5 月は田んぼやら畑が始まるもんで、あと茅の屋根拭きも始まるでな。まぁ 4 月が屋根拭き

と結婚式のシーズンやな。秋で言うと、屋根拭きは絶対せんのや。5 時ごろに暗くなっちゃ

うから。9 月はまだ稲刈りで忙しいし、10 月、11 月は 5 時になったら暗いんや。春やった

ら、7 時くらいまで明るい。大体 5 時頃まで拭いて、6 時か 7 時頃まで外で飲むんや。中で

飲むとなかなか帰らなくなるから外でな。それが、富山とか高山とかでやるようになると、

いつでも結婚式が入ってくる。そういうことがいいことか悪いことかわかんないけど、た

だ結婚してもいくら子ども欲してもできんものもおるもんで、難しいよな。 
この合掌造りという文化を今後もずっと守っていくためには、どういうことが必要だと思

われますか。 
守っていくためには、まず屋根の茅の確保。これが無いと守っていけない。昔はみんな茅

があったんや。それが今は無いんだ。茅を栽培して、守っていくことは大変なんや。そし
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て毎年いるもんじゃない。昔は 70 年、今は 40 年に 1 回変えるんだけど、頑張ってやれば

自分の代で一回で済む。昔は、牛や馬もおったし、茅も比較的手に入ったから守っていけ

たけど、今は静岡の御殿場の茅場で作ったものを買って、使ってるんだけど、世界遺産に

なって本当は村で茅場を持たないといけないんだけど。茅場作ろうとしてもやっぱり草や

木が生えてしまって、昔はなんでも栗の実からトチの実までいろんな関係で山に行ったも

んで、みんなが通ったから山道ができたんだ。今は、自動車行くとこならなんとか行ける

けど、その自動車で行くのも、山へ山菜を取りに行くくらい。材木も大工に頼んだほうが、

いいものが来る。 
 
 
2. 調査対象者：民宿 B 経営者 B さん（52 歳） 

調査実施日：2011 年 9 月 27 日 
所要時間：約 1 時間 
 

民宿はいつからやり始めたのですか。 
昭和 47 年から、家を軸部修理というか家を直した時に、合掌造りをこの先も守っていくに

は、民宿か何かにしていった方がいいよっていう人からの勧めもあって、うちの親父が、「じ

ゃあやっときます。」という話で、今に至っています。 
この合掌造りの建物自体はいつからあるかはわからないでしょうか。 
それをよく聞かれるんだけど、私で 13 代目なんですけど、白川村で言われると、大体 400
年～450 年前。白川で縦妻と言って、入り口が、民宿 A さんとかは横から入られるでしょ？

で、縦から入る家というのは、昔から立ってる家なんですよ。どうしてかというと、雪が

降って合掌の屋根は横に雪が落ちるでしょ。それでその落ちた雪をどかさないと家へ入れ

ないんですよ。縦妻というか、妻の方に入り口があれば、そこは自由に出入りができるの

で、もし 1 階がダメなら 2 階から通路ができるもんで、今白川村には 2 軒ある。2 軒しか残

っていない。その一軒がうちです。そうやって自分でも言いながら、これは人から聞いた

話で、「お前の家は昔からずっとある家なんだよ。」と言われて、聞いたのが現状なんです

けど、まぁ昔はこういう造りではなかったもんで、昔は台所があって、牛小屋があって、

手水場があって、ここに広い部屋があって、住まいがあって、2 階には蚕を飼って過ごして

いたのを覚えていますけど。 
B さんにとって、合掌造りはどういったもので、生活にどの程度影響しているものですか。 
その辺が難しいんだけどね。僕は長男坊でないもんで、後継ぎではないんです。昔は、都

会に就職して、ここを出て向こうで働いていて、長男（兄）がおるんやけど、長男より先

に自分が帰ってきて、まぁこっちで就職して働いていた兼ね合いで、長男は「お前がおる

んなら俺はこっちで結婚する。」と言い出して、あとはお前が継げという話になって、後継

ぎになった状況なもんで、実際にその頃は合掌がどうして必要なのかとも思ったけど、た
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だ合掌造りというのは、今は世界遺産という中で補助金も頂きながら屋根拭きやってます

けど、私らが一番 初に来たときは、補助金は無かったんですよ。無かった時代で、自分

のうちで茅を前の年に七千場なり八千場集め、それを積んで、積むというのは茅を一年前

に集めるので、家の近くに段々に薪みたいな形で積んどくんですよ。腐らないように。そ

れで、それを次の年の春の屋根拭くときに、そこから茅を結で取ってもらって、屋根を拭

くという感じだったので、結局こんなえらい合掌造りならその頃はですよ、その頃はこん

なもの無い方がいいんでないかなという、まぁちょうどその頃はバブルの時代というか、

景気もいい時代だったので。その中で、自分も結婚して後継ぎとしてやる中で、白川のお

かれとる伝統的建造物群というかその中で、育ってきた中で守る会とかいろんな会に参加

しながら、まぁ自分でも発展会という荻町の発展会、ボランティア活動を通しながらやっ

ていくとやはり、合掌造りがあってこそ今の白川村というか荻町はあるというような、ま

ぁそれがあるから荻町が成り立っているというわけではないんだけども、その頃伝統的建

造物群やるために、先代というか前の人が合掌造りを残すために、苦労してきたことを聞

きながら、やはりそれは残してきてくれた人の意志を受け継いでいかないといけないとい

うことでやってきたら、今伝統的建造物群から世界遺産になって、世界遺産の中で観光客

も来て、観光客のおかげで、民宿とかもそれなりに生活の一つの糧になっているというの

は事実ですね。 
合掌造りというのは、荻町の方々にとっては、家として利用していたものを観光地として、

観光に売り出されていくということについて、住民の方々の目線から見るといいことばか

りではないと思うのですが、そのあたりどうですか。 
合掌造りという建物自体が、原風景をそのまま残しなさいというものなもんで、実際ここ

に近代的なものを取り付けるとかそういうことはできないので、実際に観光でこれを守っ

ていくということが、一つの理由で今まで守ってきたという理由は、ないんでないかなと

いう気はするんだけど。やっぱりここで育ってきた人間だからこそ、やはりこの場所があ

っちでこれやったとかなってしまうと、実際に億というお金がかかるという話の中で、そ

れが今でも残っているというのは、将来にも自分の息子にも守っていってもらわないとと

いう中で、一つの手段として民宿というものがあるだけで、これでもし世界遺産でもなく

なって、なんにもなくなって、それでも合掌造りは合掌造りで残っていくものだろうと私

自身は思うけどね。ただ、これを潰してしまってじゃあどうなるのかと言われても、白川

村にとって今の荻町にとって実際にそこに住んでる合掌造りの主人としては、まぁ息子も

そうだけど、生活の糧が他にあれば、就職口があれば、まぁ別にこの合掌造りは残って守

っていくんでないかなという気はしますけど、世界遺産にならないで伝統的建造物群であ

っても、残っていったように、一緒だと思います。観光客が少なくなったら、合掌造りな

んかいらんという話ではないと思うんですけど、だからまぁどこの民宿やってる旦那さん

でも、合掌造りを持ってる旦那さんでも、民宿やってないとこもあるのでね。そういう人

たちのこと考えれば、別に住みやすい家にした方がいいのに、守り続けているということ
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は、この合掌造りに誇りを持っているということですね。 
白川郷で、民宿をしようと思ったきっかけは何かあったのでしょうか。 
きっかけはやはりこの合掌造りを守っていくため。やはり結というかそういうもので屋根

拭きとか手伝ってもらえるけど、それを手伝っていただける人に奉仕するためには、飲ん

だりとか食料とか、補助金がなかったときに、縄とかそういうものを調達しないといけな

いとなると、お金はどうしても付きまとうもので、その中では一つの合掌として、タダの

民家はなしに、あるものを利用しようという感じで今の民宿ができたんだと思うけど、そ

の頃僕はおるわけじゃないもんで、はっきり自分の両親がそうやったんだということでは

ないかもしれんし、私みたいなどうしようもない息子がいっぱいおるもんで、生活費を稼

がなならんから、そのためにやったんだと思うかもしれんけど、ただ民宿やる前は、うち

のお袋も、親父も建設業に就いてたので、民宿をやるようになって、うちのお袋が専属で

民宿やるようになったというのは事実なんだけど。 
世界遺産に登録される前に、日本の伝統的建造物群に登録され、そこから交通網が発達し

て徐々に観光客が増え、世界遺産に登録されてさらに増えたと思うんですけど、世界遺産

に登録が決定した瞬間の心境はどのようなものでしたか。世界遺産になったことでもしか

したら合掌造りの伝統的文化が崩れてしまうのではないかなとも考えたんですが。 
崩れるというか、その頃は僕もまだ若かったもんで、要するに生活の一部が世界遺産にな

るわけじゃないですか。つまりここがテーマパークで、富士山とかみたいにあるものを守

っていきましょうという話じゃなくて、私らはこの中で生活しながら、これを守っていか

なければならないという中で、それは理屈に合わんだろうと。実際に進歩していく時代の

中で、ここを守っていくのが無理なんじゃないかというのが第一印象で、その時に僕も役

員だったんだけど、一番問題視されたのは、今のままの守る会というのがあって、守る会

がやっとる条例があるんだけど、それさえ守ってもらえれば、少々近代的になっていって

も、それは世界遺産として縛りはしませんよという約束事があったからこそ、あの世界遺

産でも皆さんが今のこの集落の人が、それなら今までの守る会に規定されて、それなりに

でも生活の糧としてちょっとここを直したいという話の中で、まぁそれはいいやろという

ことも全部含めて、世界遺産になってもそれは変わらないよという話だったもんで、だか

らあの時は世界遺産になっても、皆さんが賛同し、せっかく全世界が認めてくれるならい

いでしょうという話にはなったんですけど、えらい不安でしたよ。村長とか行政とかそう

いう人は、「世界から注目されていいじゃないですか。」とか有頂天になって言うけど、生

活する私らにとっては、まぁ観光客が来ることはいいことかもしれんけど、それ以前にも

50 万人近いお客さんは、伝統的建造物群になって来られていたわけで、それを 50 万人来て

生活ができないのかというと、それでも生活はしていたので、世界遺産になったからとい

って、じゃあどうなるんだというと、世界遺産になったらドーンとお客さんが増えて、ま

ぁどうなることやろなということで、その中で一番世間とか新聞でも問題になっている、

有料駐車場の話が出てきて、地域の皆さんの意見として、世界遺産になったもんで、どえ
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らい交通渋滞が起きたの。駐車場もせせらぎ駐車場があっただけで、何にも規制もせずに

ただ単にやっただけなもんで、お客さんは世界遺産だからどっとくる。今のそこの国道が、

交通渋滞になってしまって、そしたら荻町以外の住民の方が、これでは困ると。そりゃあ

んたらは世界遺産でいいかもしれんけど、私らにとっては生活道路なんやと。生活道路が

こんな渋滞してて、あんたらどう思ってるんだ、という話があって、それで今荻町が有料

駐車場をそこにやり始めて、民間の方もやり始めて、それで解消していったのは、確かに

その通りなもんで、一概に有料駐車場が全部ダメですよってなると、そしたら生活どうや

ってしていくんやという話になるから。実際には、今の新聞で言えば、違反とかいろんな

事言われてるけど、原点に帰るとそれを全部回避するためにやったのが、今世界遺産を守

るためにはおかしいやろって言われてる話なんで、そこら辺はニュアンス的に、住民と世

間でいう世界遺産をどうして守っていけるんやという意見と、食い違う点は、やはりここ

は生活しながら世界遺産を守るというのが原点の中であるもんで、景観と結とそういうこ

とも全部含めての世界遺産なので、そうなるとやはりちょっと今の交通問題はおかしいか

なと思う。何とかしていかなきゃいけないんだけど、ただそういう事情も何も知らずにた

だ新聞沙汰とかで、大げさになってるので。 
でも、その駐車場のことを A さんも仰っていたのですが、もともとある土地を壊してまで

作ったりとか、民宿や土産物などのお店を経営されている方がいる中で、駐車場経営は

も楽だから、反対する人も多いと思うし、すごく難しい問題かなとは思いますね。 
たしかに、それで見た目が悪いですからね。呼び込みするつもりがなくても、道路に止ま

った車を空いてますよって声かけるのが呼び込みだと思われてしまえば、観光客の方から

見れば、世界遺産の中で、そんな呼び込みしてるのおかしいやろって言われるのは、確か

にその通りだと思うんだけど、ただその点は守る会の中でもそういう話をしながらそれに

沿った形で、住民に納得してもらって、改善していかなきゃいけないと思うんだけども、

ただ時代の流れというものを少し考えてほしいというのが、私のちょっとした考えなんだ

けれども、私らが民宿やってるのも金儲けのためじゃないかと。ここは元々世界遺産であ

れば、民宿なんてやってないわけじゃないですか。このままの原風景を残した方がいいん

だから。だけども、生活のためにこの合掌造りを守っていかないといけないから、民宿を

やり、もしかしたら有料駐車場やった人も、生活のためにどうしてもやっていかないとい

けないという中で、やられたならこの合掌造りを守るのと駐車場やるのが住民としては変

わらないんだよということも考えていかないと、一概に駐車場だけはだめですよっていう

のはちょっとおかしいかなと思います。 
世界遺産に登録される前後で、一番変わったことはなんですか。 
親切さがなくなった。昔ながらの人の心というか、ふるさとの井戸端会議みたいな感じで、

どこでも話ができたのに、お客さんが増えたおかげで、世間話もできない状況になったの

は、昔とは違うなという部分ですね。まぁ朝夕はお客さんが少ないのでまだいいけど、や

はり昼間になるとね。それでも昔は、休みの日なら、隣近所といろんな話ができたけども、
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今はもうお客さんに対応するのがやっとで、お客さんに対してもなかなか真心で接してい

けんようになったなとは感じます。それを、客商売というか民宿とかは客商売なもんで、

お客さんに不便さすわけにはいかんもんで、それなりには民宿とかやっとるとこはあるか

もしれないけど、もしかして道を尋ねられた際に、単純に今までやったら、「もしあれなら

送っていこうか。」なんて言うくらいの気持ちがあったけど、今は場所を説明するだけで終

わっちゃう。そういうとこが田舎らしさの一つだったのに減ってきているのは残念。これ

は確かに世界遺産になって失われていったものかなとは思う。まぁ地元住民の横のつなが

りがなくなってきているね。今でも年間 4 軒なりは屋根拭きをするんだけど、結も世界遺

産の一つだから、一生懸命手伝ったり助け合いをしてるんだけど、うち自体が商売やって

るから忙しくなっちゃうと、なかなか自分たちでやるのが難しくなって、業者さんに任せ

るとかそういう風になってしまうと、手伝おうにも手伝えないという状況になるから、そ

の辺が横のつながりがどんどんなくなっている一つで、都会で隣の住人がいつ死んでもわ

からないとかいうけど、そういう状態にだんだんなってくるのかなと思うと、寂しいです

ね。まぁ今でもそこら辺で救急車が鳴ってたら飛んで行くけど、いずれ救急車が来ても知

らんぷりしてしまうのかもしれないですね。まぁまだその辺は残っているけどね。 
合掌造りを守っていく上では、補助金も出るしいいことだったかもしれないけど、地元住

民同士のつながりや、田舎独特の温かさとかそういうものはどんどん失われているという

ことですよね。 
そこが難しいんだよな。じゃあ実際に世界遺産にならなかった方が良かったかと言われれ

ば、そうでもないし、やはりこの不景気の中でも 100 万人以上来られるという話の中では、

ほかの観光地から比べれば、数倍恵まれていると思うし。と思うとじゃあ世界遺産になっ

たのがダメやろというのはあるけども、それをいかに理解して、昔の風習を残していくの

かというのが大事だと思う。合掌造りが残ってきたのと同じように風習も残していかない

と、風習自体がなくなると、合掌造りがあってもただの飾りになってしまうもんで、風習

があってこそ、近所づきあいがあってこそ、合掌造りが残っても世界に認められると思う

んだけども、テーマパークではないので、その辺は実際にこれからよく考えていかないと、

僕らの時代もそうだけど息子の時代にもその先にもこれからずっと続けていくためには、

どうあるべきかというのは考えていってもらいたいと思います。 
世界遺産として、合掌造りを保存していくことと、家として守っていくという両方をやっ

ていくためには、何が必要だと思いますか。 
必要なことは、難しいけどまずはそこに住むことだね。やはり空き家にしてしまうと、家

はダメになってしまうので。それと、合掌造りを守っていくためには、自分で守らないと

いけないので、私も屋根葺き職人なもんで、ただ屋根を葺いてだと 30 年持つものが 20 年

持たなかったりとかそういうことがあるので、修理修繕を自分でできるようにしないと、

守れるものも守れないからね。 
終的にいろいろなことを考えて、世界遺産に登録されたことは、良かったことだと思い
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ますか。それとも悪かったと思いますか。 
それは究極の質問だね。まぁ住民からすると、生活はしづらくなったし、登録されなくて

もよかったんじゃないかなという気はしますけど、やっぱりこんな小さい白川村が、祭り

のように人が来て、そのおかげで生活できるのも世界遺産というものがあってしかりのこ

とだと思いますし、そのおかげで高速のインターができたのも確かに、原因の一つだと思

いますしね。ここが世界遺産でもなんでもなかったら、高速道路なんかできなかっただろ

うしと思うと、人の流通とか物資の流通とかいろんなことを考えると、良かったんだろう

なとだろうなとしか言えないんですけど、実際にこれから自分らの子供が、あのときに世

界遺産にしたもんで、今はこんなんになっちまったんだと言われるかもしれないので、ま

ぁ私たちの時代は良かったと思うだけで、将来的にどうなるかというのは、ずっと続いて

いく中で、結論は将来出ると思うんですけど。まぁ私は、張本人じゃないですか。世界遺

産にした張本人でもあるし、その人間が後先もなしに、将来的なもしかしたら 30 年たった

ら、世界遺産じゃなしに、保存できただろというような話になれば、今は私たちの時代は

世界遺産になってよかったんだという話で、あとはまぁ将来の人に希望を持って世界遺産

を守ってもらうということを考えていかないと、それが一番問題だね。世界遺産を守って

いくことは、私たちが守る会で決めた条例だけ守っていればよかった時代から、文化庁や

らが出てきて、こうじゃないと「世界遺産は守れないんですよ。」とか言われると、そした

ら私らが世界遺産にした当時の、守る会の条例だけ守っていた時代と全然話が違ってきて

いるので、それを次の世代がどういう風に思っているか分からないので、今は私たちの時

代は世界遺産にして良かったんやぞと思うしかないですね。まぁ世界遺産でなければ今の

この合掌造りも守っていけたかいけないかというのも疑問符が付きますけどね。世界遺産

だからこれだけお客さんが来て、そのお金で国も県もある程度予算を見てくれて、ある程

度補助金も出してくれるもんで、今の世界遺産というか、荻町の合掌造りが残っていると

いうのも事実ではありますからね。 
やっぱり他と違って住居っていうのは難しいですよね。 
まぁ住めば都って言い方変ですけど、私もここに誇りを持って住んでますけども、実際に

言えば、住むと見るとでは大違いで、住むためにはいろいろな制約があるし、なんといっ

ても物が建てられないからね。売らない、貸さない、壊さないという三原則があるし、そ

れなりに制約を受けて生活してますし、若者が新しい家とかどうして建てられないんだと

言われても、ここは世界遺産やからとしか今は言えないですからね。ただ、白川村の中で

も世界遺産は荻町だけじゃないですか。他は建てられる。だからここに同じ世代を生きて

る若者が、片方は建てられる、片方は建てられないという考え方の違いがあるので、その

辺も今の若い人たちにはどうなんだという話になるんだけど、反面そういう人たちは荻町

を離れたがらないという気持ちもあるもんで、住むなら荻町と口を揃えて言うもんで、そ

れがまぁ一風変わってるかなとは思うんですけど。 
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3. 調査対象者：「荻町の自然環境を守る会」事務局長 C さん（51 歳） 

調査実施日：2011 年 9 月 28 日 
所要時間：約 30 分 
 

合掌造りというのは、私たち観光客にとっての意味と、住民の方々にとっての意味が違う

と思うのですが、住民の方々にとっての合掌造りというのは、生活の面などから、どのよ

うなものだと認識されていますか。 
そうですね。まず、決して合掌造りという建物は、今の時代の中で住みやすいかといった

ら、そうだとは言い切れないんですね。やっぱり昔の生活では、当然何もない材料の中で、

自然に取れる材料でこれだけのものが作れるというのが良さである。また、茅で屋根を作

ることによって、夏涼しくて冬は暖かい建物としてやっぱりそれなりに当たっていた建物

だと思うんですね。あとは当然生活面で言うと、生業に関わってきますけど、平地の少な

い山、海ですので、建物の中で二階三階を使って養蚕をしたり、床下を使って、火薬の原

料になる煙硝を作ったりと、生活の場所であったと同時に生業の場所でもあったとそうい

う良さがいっぱいあっての合掌造りという建物でしたと。でも、現在の生活の中ですと、

やっぱり今の万能設計と比べちゃうと冬は寒いですしね。夏は涼しいですけどね。あと、

養蚕は今はやってないですから、二階三階の広い空間も生活の中では必要ない。あと、屋

根にしても、茅屋根というのは 30~40 年で葺き替えをしなくちゃいけないという大きなデ

メリット。あと、絶えずメンテナンスをしながら、もたせていかなければいけないという

煩わしさもある。だからそうやって考えると、決して便利な、今の時代にあった建物とは

言えないというものだと思います。けれども何で住んでいるのかといったら、やっぱりそ

の合掌は、先祖代々ここの住民、先人が作り繋いできたこの地域の大事な文化を総称する

建物だということ。それを守り繋いでいくということは、文化を継承していくという意味

では意味があること。ましてや今は世界遺産に登録されたんだから、世界の宝として認め

られたものをやっぱり継承していく必要がある。そういう部分での誇りだとか名誉だとい

う部分が、被さってそして今は守り続けている。というのが大きな流れかなと思いますね。 
住居としても世界遺産としても守っていく、白川郷が他と違うのが、住居が観光地として

売り出されることだと思うんですけど、そういうことは、住民の方々にとって良いものな

のでしょうか。 
ここの一番の特色は、世界遺産の中に今言われたみたいに、住民が住み続けているという

ことですね。だから、それが住んでいるから合掌の周りの農山村の景観も守れるという良

さにつながっているんですけど、ただ、住民が一歩考え方を誤ると、これらを台無しにし

てしまうという恐れもある。それが今言われた観光の弊害だと思いますね。あまりにも観

光観光となりすぎて、周りの景観を損なってしまうような観光にしてしまっては、本末転

倒であるというふうになってくると思うんですけど、そこの部分が、特色であり、難しさ

42 
 



を秘めているという点だと思います。で、もう一つ難しい点は、白川郷の観光は、世界遺

産になって始まった観光ではないということなんですね。先ほど話したように、昭和 46 年

の段階からもう保存をして、観光、地域振興に役立てるというこの両軸で発足した守る会

という組織であり、住民の大きなものなんですね。現にやっぱり、じゃあなんで観光を始

めたかといったら、ちょっと言い方は乱暴なんですが、貧しい村だからということだと思

うんですよね。それを合掌を守っていくためには、人の生活を繋いでいくお金が必要にな

ってくる。それを何で稼ぐかといったら、合掌という観光資源を生かしながら、生活を繋

いでいくことだと。そうやって生活を繋いでいくことが保存にもつながるということで頑

張ってきたわけなんですね。だから世界遺産になってから始まった観光じゃない。ずっと

昔から観光を営んでいる人がいる集落なんだという部分が今に至ったベースでもあるし、

今問題を起こしている部分の難しさにもなっているということなんですね。 
守る会として、世界遺産の保存と同時に住居としての合掌造りも保存していく。その双方

を守っていくために必要なことはどのようなことだと思いますか。 
難しいですよね。それをやっぱり目指していかなければいけない部分ですよね。まず、観

光の保存という部分で言うと、先ほどからね、保存と地域振興との両軸という風には言っ

てきたんですけど、スタンスとしては、保存があっての活用だと。しっかり守り、そのも

のが守れているから、それも見にお客様もおいでくださるんだし、それが守れなくなった

ら、観光は成立しないと思う。だから、まずは保存があっての観光だという立場に立って、

保存も観光も進めていかなければいけないっていうのが一つ。あと、もう一つは、先ほど

言った生活の場であるという部分ですよね。だから、その部分をどう折り合いをつけてい

くかということは、話し合い等で実情を知りながらやっていかなければいけない。ただ、

今この荻町集落でいえば、大体 60~70％の人が何らかの形で観光に従事しているというこ

とは聞いてますので、だから、観光に従事している方からは、そういう意味では理解が得

られるかもしれない。でも全く観光業に関わってなくて、生活の場としている人も 30~40％
はいるわけなんです。そういう方の理解も得ながら、やっぱりやっていかなければならな

いということです。 
後にお聞きしたいんですけれども、住民の方々にとって、世界遺産に登録されたという

ことは、総合的に考えて、良かったか、悪かったか、またその理由を教えてください。 
私は、良かったことだという風に思います。世界遺産になっていなかったら、これだけの

お客さんも見えていなかっただろうし、見えないということは、産業が成り立たなくなる。

合掌もなくなっていくだろうし。だからそう考えると住民がいいように思える、作れる世

界遺産というレベルでの登録に至ったということは、それはもう私はありがたいことだと

いう風に思っています。だからこそ、この世界遺産というのを今後無くさない、そういう

観光や保存のあり方を、住民が目指していかなければいけない。今までは、重伝建だけ守

ればいいと言われたんだから、それぞれでやればいいんだよと思っていた人がいるかもし

れませんけども、もう時代も変わり、世界遺産を守るためには、やっぱりそういう部分も
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変えていかなければいけない、そういう動きをしていかなければいけないんだという風に

思いますね。 
 
 
4. 調査対象者：白川郷観光協会営業主任 D さん（39 歳） 

調査実施日：2011 年 9 月 28 日 
所要時間：約 1 時間 
 

外国人の方が増えてきた理由は何だとお考えですか。 
まず、外国人の観光客が爆発的に増えたのは、愛知万博の次の年。これは、実感としても

完全にありました。その前の年は、そんなにいなかったので、万博のときに結構県の方と

か、国の方とかが、愛知万博と共に周辺観光の PR もしてたんです。あと、万博に来られた

方が遊びに来たりというのがあったので、翌年ドカンと。まぁそれまでに有料パンフレッ

トは外国語版作ったので、たまたまそれを狙ったわけではないんですが、準備していたら

当てはまったというわけなんです。 
単純に、営利を求めるのなら、観光客をどんどん増やしてっていう感じになると思うんで

すけど、そうではなくて、守るためにもそうだし観光客が増えることによって減る原因に

もなると仰っていてそこが難しいですよね。 
まぁ私どもは、例えば祭りに関しては、宿は全部やってませんと言います。我々も、宿の

方にやってくださいとは言いません。どうぞ休んでくださいと言います。休むことによっ

て、地域文化が子どもたち孫たちに伝わっていくので、祭りをすることができるんです。 
だから、お客さんにはもう祭りの為に、（宿は）やりません、違う日に来てください。と言

うのがうちらの仕事やから。宿のみなさんに休みやすい環境を作ってあげて、商売人とい

うのは、休んだら辛くなるんですね。そこでやってくださいと言ったら、おっとなって結

局やらせてしまうんです。そうすると、商売、商売、商売になっちゃって、それはやりた

くない。商売よりも地域文化を継承していくことのほうが大事。 
観光客の増加と共に生じた問題点は何かありますか。 
まず、世界遺産になった当初の大幅増加は、毎年 120~130 万人だったんだけど、結局ここ

で、日銭が稼げるようになったんですよ。ここまでは、日銭をある程度は稼げたけど、大

幅に世界遺産になって稼げるようになった。そのことによって、田畑が急激に減りました。

でもあるときにこれじゃだめだという話になって、やっぱり田畑あって合掌あるのが綺麗

でしょ。それで、田畑を復活させるというのをみんなの力でやってきて、民宿さんもそう

やし、我々も頑張って、今は大分直った。これがまず第一。で、海外の方が急激に増加し

たときに、マナーではない習慣の違いで問題になりました。トイレの紙を汚物入れに入れ

たりとかね。欧米では、流してしまうと詰まっちゃうので、流すのがマナー違反。こっち

は汚物入れに入れるのがマナー違反。今はそのような問題はありません。まぁ添乗員さん
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とかも紙は流してくださいと必ず周知してくれるからね。マナーじゃなくて習慣の違いだ

から、それはもう日本全国 初の規制になった。いろんな機関のお金で周知させたんで、

私らは特に何もしていない。みんなのおかげで周知していった。 
 

 
5. 調査対象者：民宿 F 経営者 F さん（63 歳） 

調査実施日：2011 年 9 月 28 日 
所要時間：約 30 分 
 

住民の方々にとっての合掌造りと観光客にとっての合掌造りとは意味が全然違うものだと

思ってまして、住民の方々にとっての合掌造りは生活にどの程度影響しているのだとか、

合掌造りとはどういうものだという風にお考えですか。 
まぁやっぱりあの･･･まぁいろいろお聞きしたかと思いますけど、やっぱりこうやって囲炉

裏、ね。囲炉裏は見ましたか。 
あ、はい。 
このやっぱり囲炉裏というものは、これまさに本物の囲炉裏、ね。だから日本全国に囲炉

裏は結構昔ながらで残ってるけど、囲炉裏があるけど火がないと。じゃあ囲炉裏があるけ

ど火が炭だと。だから私なんかはもう、（合掌造りを）守る上で何が一番大変かというのは、

薪を準備するのが一番大変や。ね、だから、 近訪れた若い人が、何言うかというと、「お

じさんその薪どこから買ってくんの？」って言われて一番ショックでしたよ。ね。だから

要するに、その本当のそのいわゆるこれ（薪の囲炉裏）がもう基本だから。だから合掌造

りっていうのは、もう聞いたと思うけど、やっぱり燻製にして防虫効果出すわけでしょ？

これやらなかったら、まぁ正直言って･･･変だよね？変だよね？ 
なるほど。それがあってこその合掌造りということですね。 
そう。やっぱりそういう薪燃やしたり、煙上げたり、何かしてそうやってやっぱりやらな

いとこれ（合掌造り）を守るという意識、ね。そういうことをやらないといつかはやっぱ

りダメになるわな。だから、あの･･･まぁ、私なんかもこう 26 歳のときに東京にいて、U
ターンで帰ってきたんだけど、でそれから合掌造りを守る会ってあるでしょ？やっぱりそ

ういうのが立ち上がって私もそのうちのひとりとしてやったんですけど、やっぱり当時は

合掌造りを守ってどうするんや？とかやっぱりいろんな賛否両論ね、まぁ今なんかでもあ

りますよ。反対して。だから今考えるとよく残ったなと。だから結局そういう先駆者がお

って、今亡くなっていないですけど、やっぱりあの･･･なんていうんかな。守っていくこと

は大変よ。口では言うけどね。うん、だから今思うと、すごいなぁと思うのが、その先駆

者の人たちがそれまでは合掌造りで民宿するということは、難しかったわけだ。保健所の

関係とかね。だけど、結局そういうところを努力して、何かっていうと守る守るって言っ

たって守れないでしょ？この辺だけで 20 軒近く合掌造りあるじゃない。だけど、そのやっ

45 
 



ぱり理由があれば守れるじゃない。そういう方たちがね。ただ守れ守れって言ったってダ

メだから。で結局そういう人たちで残したっていう。そういううちらが民宿やってること

だってとっくに新しいことだから。だからそういう形でね、やっぱり残していこうってい

う先駆者ってのはまぁ今だから余計すごいなぁ、すごい発想したもんだなと。だから守る

守るって言ってるだけじゃダメだといつも思ってますね。だからやっぱりそれを現実的な

ものにして、やってきたという。今でもまぁ、こうやって薪焚きながらね。で、たまたま

そういう形でやってたら、三十数年後に国の重要伝統的建造物群保存地区に登録されたで

しょ。それでその数年後に降って湧いたようにたまたま世界文化遺産になったわけで。だ

から、あくまでもやっぱり保存して世界の文化遺産にしてくれしてくれって 近はテレビ

なんか見ると、来てくれないかとか、いわゆるやらせ的な作ったりなんかしてやってるみ

たいだけど、ここは違うもん。だから実際生活してるしね。それでも昔からすると景観は

壊れてるんですよ。だけど、実際の建物そのものは変わってないよね。よくお客さんで、

ここは世界の文化遺産だから、普通の畳はないと思ったと残念だけど言われることがある

んや。だけど、違うよと。ここは生活してるし、その辺はご理解してくれと。 
今合掌造りでも、囲炉裏焚いてるってとこはあんまりなくて、あるだけってところが多い

ですもんね。 
そうでしょ？だから、やっぱりこうやって現実にやるってことが、あれだよね。すごいこ

とよ。 
観光客が増えてきたのは、道路網の発達だったり、いろんなことがあったと思うんですけ

ど。 
世界文化遺産に決まったのは大きいよ。世界文化遺産になる前は年間 70 万人くらいだった

けど、今はもう倍でしょ。だからやっぱりその辺が、ちょっとね。 
残念ですよね。 
いや、残念っていうよりも私らが来てくれる人に対してきちんとおもてなしできなくなっ

てくるよね。それで申し訳ないっていうそういう気持ちになるんだよ。 
実際に住まれていて、世界遺産に登録された後に感じた変化はありますか。 
変化って言ったら人が増えたわ。人が増えて、田舎らしさがなくなっていったわ。 
地元民同士のつながりが観光客が増えてどんどん薄れていってるという話を聞いたんです

けど、そういうのは感じますか。 
まぁそういうことは若干あるな。でも前と比べたらってだけで全く無くなったわけではな

いからね。いわゆる甲斐性だね。だから正直言って、みんなこうやって見に来ると、「あぁ

囲炉裏だぁ。」って喜んでくれるよ。この集落でも焚いてないところがほとんどだからね。

だから結局焚いても煙たくなっちゃう。でも今焚いてるけど煙たくないでしょ。こうなる

には、7～8 年備蓄しないといけないのよ。でも、それでも完全には乾燥しないのよ。だか

ら、広げて天日干しにして乾燥させてってやってるから煙たくないんだよ。そういう小さ

な努力があってこそなんだよね。それで火の粉が飛ばないんだよ。 
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後に、世界遺産に登録されたことをいろんなことを総合的に判断して、よかったことと

思うか、悪かったと思うか。個人的で構わないのでお願いします。 
それはよかったと思うよ。たとえば友達なんかで、「俺世界遺産に住んでる友達いるんだ

よ。」って鼻高々に言ってるらしいんだよ。それはうれしいし、誇りはあるけども、逆に言

うと、守るという責任感のプレッシャーというのは当然ある。 
 
 


