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東洋大学国際共生社会研究センター 
Center for Sustainable Development Studies, Toyo University 

 

観光と内発的発展 

－持続可能な観光地づくりを目指して－ 
Tourism and Endogenous Development  
– In Search for Sustainable Tourism – 

 

日時 Date： 2011 年 10 月 28日（金） October 28, 2011 (Friday) 

会場 Venue： 東洋大学白山第二キャンパスB 棟 212教室 
B212 Lecture Theatre, Hakusan 2nd Campus, Toyo University 

 

プログラム 
 

12:30 開場        司会：島川崇（東洋大学国際共生社会研究センター研究員） 

 

13:00～13:05 「開会の挨拶」 

北脇秀敏（東洋大学国際共生社会研究センター・センター長） 

 

13:05～13:15 「趣旨説明」 

古屋秀樹（東洋大学国際共生社会研究センター・研究員） 

 

13:15～13:55 「持続可能で責任のある発展を目指したｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾍﾞｰｽでの観光計画の役割」 

ウォルター・ジェイミソン（タマサート大学イノヴェーション・カレッジ・教授） 

 

13:55～14:25 「内発的発展のための観光開発：ハットウ・オンパクを事例として」 

鶴田浩一郎 NPO 法人ハットウ・オンパク・代表（別府市） 

 

14:25～14:45 休憩 

 

14:45～15:15 「これからの観光地域づくりについて」 

七條牧生 日本政府観光庁観光地域振興課・課長 

 

15:15～15:45 「地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰ及び現地住民による保護地域（含む国立公園）の管理」 

薄木三生 東洋大学国際共生社会研究センター・グループ 2 リーダー 

 

15:45～16:50 ディスカッション・質疑応答 
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センターの研究員をしております

古屋と申します。よろしくお願いた

します。私からはシンポジウムの趣

旨についてご説明いたします。 

 このシンポジウムのタイトルは

「観光と内発的発展」ですが、重要

なキーワードが大きく 2 つあり、1

つは「内発的発展」で、住民自らの

主体的な合意形成を経て、自らの手

で問題解決を図りながら地域形成を

目指す試みです。ここで重要な特徴

は、外部の人からではなく、そこに住んでいる住民自らの動きによるということです。もう 1 つ

は「持続可能な観光地づくり」で、現世代だけでなく将来世代のニーズも的確に把握することが

重要な特徴になっています。 

 なぜ我々がこの 2 つのキーワードを設定したかということと、あとの発表とどういう関係にな

るのかということについてご説明いたします。 

 昔も今も景色の良いところに観光客が集まることは共通していますが、最近は単に観光をする

だけでなく、観光が地域発展について大きな役割を担っていることが特徴として考えられます。

その中で重要となる主体について整理したものがこの図です。旅行者がいろいろな情報を見なが

ら風光明媚な観光地を訪問しますが、その中には宿泊施設、テーマパークのような個人の施設も

ありますけれども、自然観光資源、文化資源といった様々な観光資源があり、そこで生活してい

る住民、行政といった多様な主体が存在します。 

 そう考えると、観光地の 1 つの特徴として、こういった空間が公共的な意味合い、パブリック・

グッズとしての性質を持っているといえます。 

 このような公共財的な意味合いを

持つと、整備が不足しがちで、供給

不足になることもありますが、関係

する主体が多くなり、そのために合

意形成が非常に困難になることが、

直面する問題として挙げられると思

います。 
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そこで、観光地整備を効率的・効

果的に行うためには、多くの主体が

合意形成を行う必要があり、そのた

めには外部の人々ではなく地域住民

主導で取り組む必要があります。ま

た、それを効率的に行うためには、

地域にある大切な資源を再確認し、

目的を共有する必要があります。し

たがって、「内発的発展」にとって観

光地開発、まちづくりは非常に重要

な視点であると考えられます。 

 「内発的発展」に関して、きょう

は 3 つのプレゼンテーションをいただくことになっています。最初の基調講演では、ウォルター・

ジェイミソン先生から、アジア中心の取り組み事例についてご紹介いただきます。 

 また、日本国内の事例として、別府のハットウ・オンパクの具体的な取り組みについて、鶴田

浩一郎様からご紹介いただきます。たとえば、別府では、団体ではなく個人で観光する人に、2

時間 500 円で、地元の人しか知らないような所を回ってもらうという、カスタマイズされたツア

ーが実施されています。これも内発的発展の 1 つの事例です。 

 さらに、行政のまちづくり支援について、観光庁観光地域振興課の課長、七條牧生様からお話

しいただきます。 

 もう 1 つの視点は「持続可能な観

光」ですが、公共財のもう 1 つの特

徴として、観光は不完全情報下で行

われるということがあります。すな

わち、休みの日しか行かない、慣れ

親しんだ地域には行かない、という

ことが特徴として考えられます。ど

うしたら観光客が来るのか、どうし

たら振興ができるのか、ということ

がなかなかわからない中で、今来て

いるのであれば、どんどん振興して

いこうと考え、現在の資源を十分保護せずにいると、ときとして破壊に至るケースもあります。 

 しかしながら、こういった不確実性の中にあっても、将来の世代にわたって観光資源を充実さ

せることは非常に重要で、持続性をどう考え、それを達成するために、どういった関係主体、ど

ういったシステムを考えることができるのかという視点が必要になります。それらを明確にした

あとで、具体的な保護手法を使用して良好な空間をつくっていくということで、「持続可能な観光」
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が重要なキーワードになるのではないかと思います。 

持続可能な観光については、多くの地域で適用事例があります。たとえば、カンボジアのプレ

アビヘアの遺跡は、国境のところに昔の宮殿が残っているのですが、現在、保全、持続性を考慮

し、様々な取り組みが行われています。 

 持続可能といいますと、3R（リデュース、リユース、リサイクル）に代表されるような物質の

循環とか、もう尐し広く、CO2 を排出しないという物質的な持続可能性もありますが、プレアビ

ヘアでは、社会づくりをし、後世に観光地、教育を残すという、人づくりも含めた取り組みが行

われています。 

 このような特徴的な取り組みにつ

いては、明日開催されるワークショ

ップで、カンボジアからお招きしま

したバロメイ（Baromey）先生からご

紹介いただけることになっています。

明日は、持続可能性に関するプレゼ

ンテーションと、持続可能性と内発

的発展についての詳細なケーススタ

ディをもとにディスカッションをし

たいと考えています。 

 

 本日、持続可能な観光については、

4 つ目のプレゼンテーションとして、

薄木先生から「地域コミュニティ及

び現地住民による保護地域（含む国

立公園）の管理」というテーマでお

願いすることになっています。本日

のシンポジウムのキーワードである

「内発的発展」と「持続可能な観光」

を切り口に多様な事例をご紹介いた

だき、ご説明いただきたいと考えて

おります。 

 開催に当たり多くの方々のご協力をいただきましたことに厚く感謝申し上げるとともに、この

シンポジウムがご列席の皆様方にとって尐しでも糧になればと思っております。以上でシンポジ

ウムの趣旨説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 
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講 演 者 
 

 

 

 ウォルター・ジェイミソン  

 タマサート大学ｶﾚｯｼﾞ･ｵﾌﾞ･ｲﾉｳﾞｪｰｼｮﾝ・教授 

 ヨーク大学（トロント） 1970年 学士（B.A.） 

 バーミンガム大学 1979年 博士（Ph.D.） 

 

 

 

職 歴 

 

1970年 ヨーク大学（トロント）社会学学士号取得 

1974年 ヘリオット・ワット大学（エディンバラ）修士号取得 

1975年 カルガリー大学環境デザイン学部助教授（‐1985年） 

1979年 バーミンガム大学都市地域研究所博士号（Ph.D）取得 

1985年 カルガリー大学環境デザイン学部・教授 

2003年 ハワイ大学観光産業マネジメント学部・教授 

2009年 現職 

 

主要著作 

 

Jamieson, Walter, Don Getz, Tazim Jamal, and Alix Noble. Local Level Planning for 

Sustainable Tourism Development, Canadian Universities Consortium Urban 

Environmental Management Project at AIT. 2000. 

Jamieson, Walter, Poverty Alleviation through Sustainable Tourism Development, New York: 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2003. 

Engelhardt, Richard, Walter Jamieson, Beatrice Kaldun, John Koch-Schulte and Pawinee 

Sunalai, IMPACT: Tourism and Heritage Site Management in the World Heritage Town of 

Luang Prabang, Loa PDR, Bangkok: UNESCO. 2004. 

Jamieson, Walter (ed.), Community Destination Management in Developing Economies, 

Haworth Press. (2006). 

Managing Tourism in Metropolitan Areas – An Asian Perspective, him United Nations World 

Tourism Organization. 2009. 
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 皆様、こんにちは。本日、このシ

ンポジウムにお招きいただきまして、

本当にありがとうございます。我々

の経験を皆様と共有したいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

タマサート大学の同僚のスナライさ

んは、13年間、私と一緒に研究して

きましたので、おそらく天国にいる

かのようなお気持ちだと思います。

私の友人のソンさんもバンコクから

この会場にいらっしゃっています。 

 

 

 本日の講演の内容は、私自身の取

り組みだけでなく、様々な同僚の協

力を得て数年間にわたって行った研

究であることを冒頭に申し上げてお

きます。我々の発表原稿はウェブサ

イトに開示していますので、ぜひ参

考になさってください。現在、内発

的観光に関する本も執筆中で、1 年

後に出版する予定であり、そこでは、

我々が研究してきた様々なテーマに

ついて詳しく述べるつもりです。 
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 私はカナダ人で、20～30年前から

観光分野の仕事をしてきました。始

めたときは私はわずか 15 歳だった

というのはジョークです。いずれに

しても私は若いころから長年にわた

って観光業に携わってきました。ま

ず、私が同僚とともに歩んできた内

発的観光への道のりについてお話し

します。 

 観光というと、宿泊地のホテルを

満室にするとか、バスを満席にする

とか、JAL を満席にするといったことを考えます。それも重要ですが、観光業は最大の雇用を創

出し、世界をより良くするためのツールともなります。ところが観光は自然環境を破壊し、非常

にネガティブな形で文化に変容をもたらしました。もちろんメインストリームとなる観光業を考

えるべきですが、より内発的な開発であるべきだと思います。つまり、今後、観光を核に経済開

発を促進する方法を考えるべきです。 

 

私の研究は、1975年、カナダの西

側から始まりました。バンフ、レイ

クルイーズなどは日本の観光客の人

気を博している地域ですが、カナダ

では、若い人たちが都市部に出てい

くために、尐数民族の小さな村や町

が消滅するという状況がありました。 

 そこで、伝統と伝統的な価値観は

非常に重要であり、保護の対象に値

するという考え方の下に、カルガリ

ー大学では、小さな地域で自発的な

開発を進めるための支援策を講じました。たとえば、歴史的な建物がある地域、小売り店舗がな

くなり過疎に悩んでいる地域で、どうすれば空っぽになった建物に人を呼び戻すことができるの

かということを考えました。過疎化に悩む地域では、どんどん環境が务化していきました。 

 小さな規模の村や地域を支援する様々な策が講じられたのですが、どれもうまくいかなかった

のです。たとえば、工場の移転をし、雇用創出のための研修プログラムも実施しましたが、うま

くいきませんでした。 
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 そこで、ここに観光を起こせば、き

っと開発に寄与できるということで、

非常にユニークなすばらしい場所につ

いて、経済開発のツールとしての観光

業を見直したのです。ライフスタイル

や自然環境などを活用して、新たな観

光客を呼び戻し、雇用の機会を創出し、

若い人たちが地域にとどまるための機

会を提供することを検討をしました。

そういう村や地域は非常に重要なので、

それを保全しなければならないと考え

たのです。 

 我々が直面したのは、まったく意欲がなくなり、失業率は 35％、人口が流出しているという状

況で、ここでコミュニティ、地域の住民を巻き込んだ計画づくりに取り組みました。これは本当

に内発的なものです。我々は、非常に早い段階から観光の可能性、地域開発の可能性について意

識していました。日本では過疎化の問題が深刻ですけれども、アジアのその他の国に置いても過

疎化は深刻な問題です。 

 我々は、30年前のこうした取り組み

の結果、次のような結論に至りました。

まず、問題を解決するためにはボトム

アップの取り組み、草の根からの取り

組みをしなければならないということ

です。ただ単に観光を促進するだけで

はうまくいきません。 
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 地域開発を研究している方にはご理

解いただけると思いますが、これは内

発的な経済発展というテーマで、北米

でコミュニティを巻き込んだ経済開発

が進められていますけれども、この取り

組みは多面的でなければなりません。す

なわち、様々な側面に配慮した開発を行

わなければならないということです。 

 非常に重要な点は、その地域が観光

から恩恵を得ることです。コミュニテ

ィを巻き込んだ観光を行っても、地域

住民がメリットを享受できないという状

況がしばしばあります。また、インクル

ーシブでなければなりません。たとえば、

高齢者、若い人、宗派の異なる人、民間

の人、公共部門の人など、様々な人々が

関わっていくべきです。 

 そこで、カナダではアルバータに限ら

ず、このような経済開発のアプローチを

しました。我々は、内発的な取り組みを

通じて社会経済を発展させる取り組みを

したのです。共通した考え方は、地域の

資源を十分に活用することで、その地域

はどういう特徴を持っているのかを考え、

観光からのメリットを享受するためには、

その社会的・人間的資産をしっかり活用

しながら地域を支援するということです。 

 ひとつ、非常に興味深い側面がありま

す。それは、歴史的な建築物、言語、ダ

ンスなどが非常に重要な要素としてコミ

ュニティの活性化に貢献できることがわかってきたことです。 

 革新的な主流のプログラムがありますので、皆さんにもそれをぜひご検討いただければと思い

ます。非常に興味深いのは、アメリカで構築され、その後、カナダでも実施されたコンセプトで、

それが今アジアでも実施されています。詳細は申し上げませんが、多くの主体者の中で、このよ

うなコミュニティ・ベースのアプローチが非常に重要であると考える人が増えてきました。我々

が使用してきたツールが有効であり、その他の国でもそれが有効であることがわかってきたので
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す。 

世界の中で地域開発を行う人間は、

観光業は地域開発にはあまり関係ない

と言い、上水道、インフラ、農業環境

の整備などを考えます。実際に開発業

に当たる人間に観光業が大事であるこ

とを言うのは非常に難しいことでした。

ホテル、レストラン、旅行代理店はそ

うだと言ってくれますが、観光業はホ

テルやレストランだけではなく、その

ほかの関係者を説得するのは難しかっ

たのです。 

 ここで台頭してきたのが非常に重要

なテーマである「貧困削減」です。コ

ミュニティの中で貧困率をどのように

下げることができるのかということが

新たな課題として挙がってきました。

我々も研究を重ね、様々な発見があり

ました。コミュニティにどれだけの金

銭的なメリットが発生するのかという

ことを詳細に見ていきました。たとえ

ば、宿泊施設、食料・飲料、ツアー業、

小売業でもかなり金銭的なメリットを

享受しています。北米だけを見ても、

このような収入源のフローが潤沢に回

ることがわかりました。NPO とか、そ

れ以外のコミュニティも観光業から得

られる恩恵が多いことがわかってきま

した。 

 最初にコミュニティにおカネが落と

され、それがコミュニティに留まるわ

けではなく、外に出ていくことも多い

のです。コミュニティというと、国家

レベル、県レベル、州レベルと様々ありますけれども、すべてに関して同じフローが見られまし

た。 

 私は、カナダを出て、今はバンコクで生活していますけれども、観光業が新興国でかなり台頭



Symposium, 28th October, 2011, Toyo University  

- 22 - 

しているにもかかわらず、落とされ

たおカネがそこに留まることが尐な

いことがわかりました。OECDの統計

によると、観光業によって落とされ

たおカネ、観光業収入の最大 90％が

観光地から流出しているという驚く

べき事実を見つけました。 

 流出するおカネをローカル・コミ

ュニティもしくはその国の中にどれ

だけ留められるかということが大事

なことです。下水とかゴミなどは観

光客が国を出たあとも残るのですけ

れども、おカネやそれ以外のメリッ

トは留まることがなかったのです。

ですから、円なりドルなり、観光業

収入のどれだけをそのコミュニティ、

その国に留めておくことができるの

かということが、かなり大きな課題

になってきたのです。 

 我々は、大メコン圏で観光業を管

轄している政府・省庁と一緒に仕事

をするチャンスがあり、アジアの開

発に関する村ベースの研究を行いま

した。大メコン圏で大事なのは、小

さな町や村で観光を起こすことは良

いことですが、まだ未開発の町や村

であったりするので、観光業を起こ

すことが正しいかどうかということ

をきちんと検討しなければなりませ

んでした。つまり、脆弱な村、小さ

なコミュニティでいかに観光業を起

こすことができるのかということに

ついて、詳細にわたる検討が必要で

した。 

 私と私以外の専門家の北米での経験を、アジアの地域にどのように植え込んでいくことができ

るのかということを検討しました。アジア・太平洋の開発に関する方針や枠組みを策定するにあ
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たり、貧困削減がテーマになることは

あまりなかったのですが、我々は、ス

リランカやそれ以外のアジア地域で

様々なイニシアティブを推し進めてき

ました。 

 その中でプロセスをきちんと理解し

たいと考え、何がうまく機能して、ど

のような具体的なメリットを享受でき

るのかということを研究しました。こ

れは長い学習プロセスになりましたが、

幸運にも政府・省庁と一緒に仕事をす

ることができ、そこから助成金をいた

だくこともでき、政府の支援も受ける

ことができましたので、同僚の研究者

が集まって理解を深め、なぜ観光業が

その村やコミュニティのメリットにな

るのかということを様々に研究してき

ました。 

 私が 12～13 年前に香港での会議に

参加したとき、たった 1 つ、250 ペー

ジの論文が香港のポリテクニック施設

から発行されましたが、それ以外はあ

りませんでした。たとえば、マーケティングとか商財とか、ホテルの客室稼働率を上げるといっ

た話はよくありました。ただ、12～13年前のことですので、今と状況は違っていたと思います。 

 学術者の間で議論された内容をもっと知らしめたいということで、私のタイの同僚と一緒に、

タイの小さなコミュニティでの実証研究、事例研究を行いました。私の同僚のお陰もあって、こ

の研究は非常に大きな成功をおさめ、これをベースに 1つの方法論を策定しました。その期間、

このアプローチでうまくいくことがだんだんわかってきたので、我々も自信をつけてきました。 

 我々は現地の人々と話し、観光業は必要かと語りかけ、コミュニティ独特の特徴を観光客に紹

介したらどうか、コミュニティの全体概要、独自性を外に発信したらどうか、という話をしつつ、

最終的に、このプロセスの成果物としてプランが策定されたわけですけれども、これだけのプロ

セスに 2 年かかりました。2 年かけて住民と密に話し、今はコミュニケーションもより効率的に

なりましたけれども、観光業のアイデアについてまず理解してもらい、観光客が自分たちの村や

コミュニティを訪れることを知ってもらうことに 2 年かけたわけです。政府・省庁は焦って、2

年もかけられない、半年でやってくれ、と言うのですけれども、実際にはそれはほとんど不可能

で、やはり時間がかかるわけです。 
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 この人々は作物としてコメをつく

っていますが、タイの同僚が策定し

たプランを残しておいてくれと言い、

彼らはそれをつくり直して、実施し

ています。そのコミュニティは、こ

ういうものは観光客には見せたくな

い、こういう特徴は見せてもいい、

というように自主的に判断していま

す。もしご興味があれば、我々の論

文に詳しく書いていますので、のち

ほどお示しできます。 

 これがうまくいったので、この手

法をもっと広域的に実証できないかと

いうことで、カンボジア、ラオス、タ

イ等で実施しました。こうした取り組

みの結果が良かったので、これはうま

くいくという確信を持つことができ、

一連の手法を実施しました。 

 

 

 

 

 まず、コミュニティを支援するため

のリソースが非常に不足していること

がわかりました。持続可能な開発自体、

どういう意味合いを持ってくるのかと

いうことで、我々はコミュニティに対

して、こういうことは有効だが、これ

は有効ではないという、非常に具体的

な指針を準備しました。そして、計画

のプロセス、手順書もつくりました。 

 つまり、ここで提供されている様々

な情報は、コミュニティにとってあま

り意味がなかったのです。我々のすべ

ての資料はタイ語に翻訳され、それら

に基づいてコミュニティが自ら計画をつくったのです。我々は、そのコミュニティに対して、と
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きには方向性を示したり、支援をしたりしますが、目的とするところは、コミュニティ、地域社

会の人々に対して自信を与え、エンパワーメントすることでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、様々な障害事象がありました。

いずれにしてもコミュニティに立脚し

た観光を進めることは非常に難しいこ

とです。まず、進捗状況をどうやって

評価することができるでしょうか。従

来の評価基準ではあまりうまくいきま

せん。たとえば、外国人観光客が数十

パーセント増加したといっても、村に

対する影響を測ることはできません。

ですから、従来の評価基準は、観光の

効果を測るためにはあまり有益ではな

いことがわかりました。 
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2000年以降、我々は手法をかなり発

展させています。ただ、結論としては、

観光客が増加しても、GDPが伸びても、

貧困は削減されてはいないというのが

実態です。その状況を変えるためには

パラダイムシフトが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Symposium, 28th October, 2011, Toyo University  

- 27 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 我 々 が 国 連 の た め に 書 い た

“Pro-Poor Tourism”と呼んでいる本

があります。開発経済の勉強をされて

いる人なら理解できると思いますが、

経済開発の政策には多くの資源が投入

され、“trickledown”理論では、経済

開発の波及効果に期待すれば貧困は削

減できると考えていますけれども、必

ずしもそうではありません。いまや開

発政策の方向性は変わっています。学

術的にも概念的な理論形成においても、

その考え方が相当変わってきています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Symposium, 28th October, 2011, Toyo University  

- 28 - 

まず、貧困層の定義をしようとして

います。その独特の特徴とは、所得が

ない、パワーがない、権力がない、医

療の機会がない、女性に対する機会の

喪失といった様々なものがあります。

ですから、我々は、所得の増加だけを

狙っているわけではなく、個々のコミ

ュニティが具体的にどのような便益を

得られるかということについて開発し、

様々な取り組みを行っているわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、我々は、その取り組みのフォ

ローアップをしており、我々の取り組

みの進捗状況を測るための指標の開発

に取りかかっています。開発援助機関、

政府などの考え方からすると、我々に

対して一定の成果を求め、収入、利益

といった知的な指標を求めるわけです

けれども、我々は、むしろ段階的な発

展を通じた雇用の創出を促進したいと

思っています。我々は、コミュニティ

の発展を目的としているわけです。 
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 我々はある出版物（“A Toolkit for 

Monitoring and Managing 

Community-Based Tourism”）を出して

いますが、ようやくひとつの開発のた

めの枠組み、コミュニティ・ベースの

観光のための枠組みを開発することが

できました。我々の東南アジアにおけ

る取り組みは、きちんとしたマーケテ

ィングと開発に関わる研究に基づいた

ものです。コミュニティに関しては質

の高いマーケティングの情報を必要と

していますが、これはなかなか難しいことです。なぜなら様々なローカルなコミュニティが観光

開発を行おうとしているので、マーケット自体が非常に混雑しているからです。もしコミュニテ

ィ・ベースの観光がうまくいくとすれば、それは、しっかりしたマーケット調査を行い、しっか

りした情報力に基づいた開発を行ったときです。そして、機会へのアクセスが重要です。 

 コミュニティに観光客が来たときに

どうすればいいのかということですが、

タイのカトリックの神父が、観光客と

一緒に作業する場をつくったらどうか

という提案をしました。そこで、どう

いうストーリーを話し、何を販売し、

どういう体験をするかということで、

観光製品の開発によってコミュニティ

自身が観光客と深く関われる状況をつ

くることを試みたのです。 

 もちろん我々の取り組みは完璧では

ありませんが、取り組みを通じて村の

人々との関わりを深めています。まず、

能力の開発が必要ですが、それは我々

自身が指導するのではなく、すばらし

いファシリテーターたちが地域の住民

を巻き込んで、非常にうまくコミュニ

ティの支援を行っています。彼らは誰

かに指示をするわけではなく、コミュ

ニティとの関わりを促進する方法をう 
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まく活用しています。 

さて、リーダーシップはどのように

醸成できるのでしょうか。これは大き

な課題です。コミュニティ・ベースの

プロセスにおいて誰がリーダーの役割

を果たすのでしょうか。村長でしょう

か。村の指導者でしょうか。最も富を

持っている人でしょうか。リーダーを

育成しなければ、そこで行われている

取り組みを持続可能なものとして継続

させることはできません。多くの取り

組みが 2～3 年後にまったく機能しな

くなりますが、それは継続性が考慮さ

れなかったからです。 

 お客さんを自分の家に迎えて、もて

なしをするとき、トイレ、食事をする

場所、宿泊する場所などを考えますが、

まずは観光客の期待値を理解する必要

があります。 

 さて、ここが一番重要な点ですが、

その財源はどこからくるのでしょうか。

たとえば、地域の観光資源のアピール

を強化するために、トイレの問題、技術的なアドバイス、マーケティングや製品開発のアドバイ

スはどこからくるのでしょうか。人の

参画をどのように進めていくのでしょ

うか。我々が発表した論文の中でも説

明していますが、結論としては、コミ

ュニティによってアプローチが異なる

ということです。 
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 今、我々は、サプライ・チェーン・

マネジメントを検討しています。入っ

てくる収入をいかに村もしくはコミュ

ニティの中に留め、そこの住民で回し

ていくのかということです。コミュニ

ティの隣にリゾート地があったとして、

そこからコミュニティが得られるメリ

ットはどういうものでしょうか。ほと

んどの場合、何もメリットは享受でき

ません。どこかからかガイドが来て、

従業員も別のコミュニティから来ます

ので、コミュニティ・ベースの観光業がきちんと成り立っていなければ、隣にリゾート地があっ

ても、コミュニティの住民は何も利益を享受することはできません。 

 たとえば、食べ物をそのコミュニテ

ィに外注し、尐量のレタスを供給して

もらうだけでも、コミュニティにはあ

る程度のおカネが留まります。コミュ

ニティの中で物販をしなくても、隣の

リゾート地に洗濯サービスやガイドを

提供することで、コミュニティはかな

り大きいメリットを得る可能性があり

ます。今は有機野菜やスローフードが

話題になっていますので、そういった

ものを欲しがる観光客も多く、そうい

うものを隣のコミュニティが提供する

のもひとつの手だと思います。 

 我々は、コミュニティの観光地計画

を行わなければいけないことはわかっ

ていますが、我々は、35年間、観光客

を誘致する能力をいかに育成できるの

かという同じ課題に向き合ってきまし

た。観光客が大挙して押し寄せると、

たとえばタイの民族グループや部族の

文化を壊してしまいますので、とのよ

うに観光客を誘致するのか、何人まで

なら文化を壊滅させずに済むのかというバランスを見極めていく必要があります。プラスの影響
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を享受しながら文化を維持しつつ観光業を起こすことが大事です。 

 

 もう 1つ、新たな観光客はある程度

の経験を求めています。今までの観光

業では満足できず、現地の人々とやり

とりをしたい、現地で何か経験をした

い、といったことを考えています。で

すから、我々は、どのぐらいの人数の

観光客なら大丈夫なのかということを

見極める作業をしています。 

 その中で、コミュニティが自らの環

境やインフラを見直し、能力開発を行

い、さらにコミュニティを自ら開発で

きるように、彼らの自助のお手伝いが

できると考えています。ビジュアル的

にコミュニティがどう変わるのかとい

うことだけではないのです。 

 私のプレゼンテーションは終わりに

近づいてきました。我々には 35年程度

の経験がありますが、その中でどうい

うことを学んできたのかということを

お話ししました。 

 まとめに入ります。1 つ目に、皆さ

んは観光業に関する授業を受講されて

いると思いますが、観光客の需要は 5

年前と今とでは大きく変わっています。

今行われているのは体験型の観光業に

関する研究です。つまり、観光客はユ

ニークな独自性の高い経験を求め、現

地のコミュニティとのつながりを求め

ているわけです。私が村人で、観光客

になったことがなければ、観光客が何

を求めているのかということを理解す

るのは難しいのです。ですから、継続

的に様々なアプローチを考え、もしく
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は例を導入しながら製品を開発していく必要があります。 

 2 つ目に、ユネスコと何年も共同

して行っているのは、仏教寺院、神

社、古くからあるタイ式の家屋とい

った目に見えるものではなく、生活

様式など、目に見えない無形の文化

をいかに製品開発につなげていくの

か、経験してもらうのかということ

が、今検討されています。テーマパ

ーク、ホテル、レストラン、ボート

ツアーなど、目に見えることは今ま

でもやってきて、我々も経験してい

ます。そうではなく、目に見えない

無形の物語をいかに観光客に語ってい

くのかということです。コミュニティ

がどのような背景で形成されているの

か、なぜそのコミュニティが特別なの

か、コミュニティを支える価値観は何

か、といったことが大事なのです。我々

は、そういったことを入念に考えてい

く必要がありますが、たやすい作業で

はありません。 

 3 つ目に、いろいろなことを可能に

する環境、たとえば、技術的なアドバ

イス、法的整備、政府からの支援などが必要になってきます。政府・省庁はコミュニティの観光

業により理解を示してもいいはずなのに、理解レベルが低いことがよくあります。たとえば、公

共のインフラ整備、プランニング、学校教育、医療関係などに携わる役人に、このアプローチを

いかに理解してもらうのかということ

です。我々と同じ土台で話ができる程

度にまで彼らの理解を高めていくこと

が大事です。 

 4 つ目に、プロセスも大事です。ど

のようにするのか、どうやったらいい

のか、過去からの様々な学びがありま

す。これは本や論文による調査だけで

はありません。あるファシリテーター



Symposium, 28th October, 2011, Toyo University  

- 34 - 

は、ほぼ2週間に1度は現場に行って、

村人と話をし、村人と一緒に作業をし

ています。我々のアプローチは伝統的

な学問ベースのものではなく、アクシ

ョン・リサーチ、実践を伴うリサーチ

ですので、何がうまくいくのか、うま

くいかないのか、ということも経験と

してわかっています。その中でのプロ

セスが非常に大事なのです。 

 5 つ目は、マーケティングの問題で

す。観光客が何を求めているのかとい

うことがマーケティングの取り組みの中心になりますので、国立、地域、大学などの観光関係者、

観光業の中核にいる人はきちっとマーケティングをするべきです。 

 コミュニティは、マーケティング上、あまり魅力のない製品やサービスを開発して失敗します

が、それではせっかくの投資がムダに

なり、住民の気持ちも傷つきます。で

すから、コミュニティをベースとした

観光開発は、きちっとしたマーケティ

ング調査に基づいて行われるべきです。 

 コミュニティによっては観光資源が

ないところもあり、あるいは中心地か

ら遠すぎるとか、人的資源を持ってい

ないところもあるので、すべての地域

が観光客を誘致できないかもしれませ

ん。それが現実です。調査の結果、立

地条件や資源の欠如から観光産業とし

ては成り立たないということを宣告し

なければならない場合があります。 

そして私は、サービス・イノベーシ

ョンという新しいプログラムをタマサ

ート大学で進めており、学者としてサ

ービス経済をより深く理解しようとし

ています。そして、コミュニティ・ベースの観光とサービス産業との関連性について研究してい

ます。 

 たとえば、村で、あるいは近くのリゾートで仕事をしても、その人々は世界の観光業界、サー

ビス産業の一員になっているわけです。ただ単に野菜を栽培したり、養豚場を経営することとは
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まったく違います。サービス産業は非常に大きいもので、サービス産業に関与しているのであれ

ば、自分自身の振る舞いとして観光客のニーズを満たさなければならないし、環境破壊、生態系

破壊をしてはならないし、女性にも雇用の機会を提供するよう配慮しなければなりません。サー

ビス産業の一員なのですから、ホスピタリティ、おもてなしを観光業の中核に置くことも重要で

すが、同時に、より小さな共同体あるいはコミュニティが大きなサービス産業の中で大きな役割

を果たせるという認識が最近では広がっています。 

 我々は様々なケーススタディを準備してきましたので、2 つのケーススタディについて説明し

ます。 

 今週、日本に来ましたのは、11年前から協定を結んでいますが、タマサート大学と東洋大学と

の間の共同を進めようということです。村などがソーシャル・メディアを効果的に使う方法があ

ると思うのですが、どうすれば民間部門がより深く関わることができるのでしょうか。たとえば、

NGO とか公的部門のより効果的な役割についても研究するべきだと思います。ぜひ私どもの取り

組みに参画していただければありがたいと思います。 

 ご清聴、ありがとうございました。 
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IV. 内発的発展のための観光開発： 

ハットウ・オンパクを事例として 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴田浩一郎 

NPO 法人ハットウ・オンパク・代表（別府市） 
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講 演 者 
 

 

NPO法人ハットウ・オンパク設立代表理事 

成蹊大学経済学部 1977年学士 

 

  

 

 

職  歴 

 

1977年 3月（昭和 52）  成蹊大学経済学部経営学科卒業 

1977年 4月（昭和 52）  日本貿易振興会（JETRO)入社 

1981年 1月（昭和 56）  同社退職 

1981年 2月（昭和 56）  （株）鶴田ホテル（ホテルニューツルタ）専務取締

役に就任 

1990年 9月（平成 2）  （株）鶴田ホテル 代表取締役社長に就任（～現在） 

2004年 8月（平成 16）  NPO法人 ハットウ・オンパク設立、代表理事就任 

2010年 4月（平成 22）  (社)ジャパン・オンパク設立、代表理事就任 

 

ご 活 動 の 紹 介 

 

1981年に帰郷。ホテル経営のかたわら、大型温泉地別府の地域づくりに参画。2001

年より地域資源を活用し参加交流型商品を作り出し、地域を元気にするイベント「ハ

ットウ・オンパク（別府八湯温泉泊覧会）」を立ち上げる。現在、オンパク方式の地

域活性手法は、函館から沖縄まで全国約 30 所に普及。2010 年全国の仲間達と(社)

ジャパン・オンパクを設立、さらなる普及に向かっている。 

 

主 な 表 彰 

 

2002年 3月 ハットウ・オンパクで厚生労働大臣表彰 

2003年 5月 国土交通省観光カリスマに選定 

2007年 3月 内閣官房地域活性化伝道師に就任 

2007年 10月 ハットウ・オンパクで総務大臣表彰 

2008年 1月 JTB交流文化賞最優秀賞 
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 皆さん、こんにちは。鶴田でござ

います。九州の別府からまいりまし

た。別府は日本で最大規模の温泉地

ですが、行ったことのある方はどの

程度いらっしゃいますか。3 割弱で

すね。けっこういらっしゃいますね。 

 実は、50～60代過ぎの人の 7割ぐ

らいは、関東の人でも修学旅行で一

度は行ったことがあると思います。

残念ながら、修学旅行を含めて、別

府温泉を訪れる若い人が徐々に尐な

くなってきましたけれども、最近、

また尐しずつ増えています。最近、

お隣の由布院温泉がとても有名にな

りました。環境を大切にしている小

ぶりの温泉地で、別府と対極に置か

れていましたけれども、2000年代は

由布院のむらづくりの時代でした。

それが最近、別府が尐し元気になっ

ています。 

「ハットウ・オンパクについて」

これがきょうのテーマで、私は、NPO

法人ハットウ・オンパクの代表をやっています。別府は 8つの温泉地帯でできており、ハットウ

は八湯で、ハットウ・オンパクは「別

府八湯温泉泊覧会」のことです。これ

は、ジェイミソンさんのお話にありま

したように、今まで置き去りにされ、

忘れられていた地元の資源を、地元の

人がもう一度発見・発掘して、磨いて、

最後に体験・交流型の商品にしていく

という、地域活性の取り組みです。こ

れは 2000年から 11年間やっています

が、いつごろから別府が尐し元気にな

ったのかというと、2005 年とか 2006

年とか、そんなに短期間で元気になるわけではなく、こういう動きは中長期のスパンで行われる

べきものだと思っています。 
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 きょう、ここに呼んでいただけたのは、我々は全国の 34カ所で、地域の商品をつくり、地域を

元気にするノウハウを提供しているからだと思います。パソコンのオペレーション・システムみ

たいなもので、地域ごとに違う資源を持っているので、地域でアプリケーション・ソフトをつく

ってもらい、北は函館から南は沖縄まで、瞬く間に 34の地域に普及しました。 

 観光地だけではなく、今から観光をやろうというところ、中心街にお客様を集めたいところな

ど、いろいろなケースがありますが、ともかく人を集めるには、地域の人が地元の資源を見直す

ことが大事だと思います。地元には何もないという人が多く、地方に行くと、中心街も疲弊して、

空き店舗が目立ち、農家も尐し元気がないように見られます。そこで、オンパクの手法で地域を

元気にし、人を元気にして、商品群をつくり出し、集客交流人口を上げるということを 10年間や

っているわけです。 

 ハットウ・オンパクを始めた理由は、日本の観光がうまくいっていないからで、その客観的な

状況を皆さんに知ってもらい、ある意味で地域には危機感を持ってもらい、そのあとどういうふ

うに商品群をつくるかということです。そのノウハウは簡単で、コストがあまりかからないので、

34カ所まで広がってきたのですが、その話は後半でします。 

 この 20年間の国内旅行は、外国の

お客様も含めて、宿泊料金も旅行者

数も下がり続けています。日本の人

口は尐し減っていますが、これだけ

「観光」と言われながら、国内旅行

は減り続けています。どこの観光地

も下り坂で、プラスのところはなか

なか見当たりません。 

 

 

 

 

 国内旅行は GDPと連動するといわれ

るので調べてみましたら、名目 GDPは

ずっと横ばいで、リーマン・ショック

のあとは下がっています。 
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 このような大きな変動が起こった

理由を 1つだけ挙げろといわれれば、

日本人特有の団体旅行がなくなり、

個人旅行が増えたからです。 

 ホテルと旅館の客室数推移を見る

と、図の赤い折れ線は日本の旅館の

和室数で、青い折れ線はホテルの洋

室数ですが、1970年からの40年間、

ホテルの洋室は右肩上がりに増え、

まだ増えています。和室は、バブル

が崩壊するころの 91～92 年ごろか

ら尐しおかしくなり出し、97年ごろ

から下り坂になり、今は洋室と和室

の数は 80 万ぐらいで同じになって

います。 

 私はホテル業もやっていますが、

これは私にとってはかなり衝撃的な

数字でした。団体用につくられてい

た旅館の室数は、客数が減るので当

然減っていきます。一方、シングル

とツインが中心のホテルの室数は相

変わらず伸びています。これが今の

日本の観光の現状です。観光地には

1 泊 2 食型の和室の旅館が多く、今

は 1泊 2食型も尐なくなりましたけ

れども、これは日本特有の文化で、

これが減っているわけです。 

 これを穴埋めしているのがアジア

の団体です。アジアはまだ個人旅行

は尐なく、団体が基本ですから、有

名観光地の旅館の客室供給を埋めて

いるのは外国の団体なのです。 

 有名な観光地では、バブルが崩壊

した 91年から 92年にかけて、宿泊

のピークを迎え、その後 20年間、下がり続けます。大規模温泉地はほとんど団体主流でやってい
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ましたので、ピーク時に比べると 60

～70％を切るような落ち方をします。

たとえば、熱海、鬼怒川温泉、伊豆

地域などはものすごい落ち方をしま

す。 

 ただ、いくつか良いところがあっ

て、その共通点を探し出すと、観光

地はどうすればいいのかということ

がおのずからわかります。小さな温

泉地は変動が大きくてわかりにくい

ので、大温泉地だけで見ていますが、

比較的良いのは、別府温泉と有馬温泉と草津温泉です。20年間で 10％ぐらいは減っていますが、

他の温泉地に比べると圧倒的にパフォーマンスが良いのです。 

 その最大の理由は「観光まちづくり」

の動きがあったからです。単に観光だ

けをやるのではなく、市民がまちづく

りをして、地域に人を呼び込むための

仕掛けをつくっているのです。比較的

健闘した地域の観光まちづくりの担い

手として誰が関わっていたかというこ

とですが、実は関わっていた人が違う

のです。 

 20年間で入り込み客が 30％減って、

ピークが 60％になってしまうという

ことは普通は考えられません。地域だからどうにか生きていますが、会社ならとっくの昔に倒産

しています。20年間マイナスを続けた観光地では、行政がレールを敶いて、業界団体（観光協会

や観光連盟）が担い手になっています。ジェイミソンさんがおっしゃったように、観光に携わる

人たちだけでやっていたところがどんどん下がっています。観光産業の担い手として一番大きい

のは、温泉地では旅館、ホテル、観光施設ですが、これではうまくいかなくなったのです。 

 その理由は、団体客から個人客にシフトしたことで、団体は有名観光地を回って、4 時にチェ

ックインして、朝の 8時過ぎには出ていくというパターンで、普通は 1泊 2日です。有名観光地

を周遊するというパターンは、今はアジア人団体だけで、日本人はそういうパターンに乗らなく

なって、それぞれが嗜好を持った個人客になっています。 

 ですから、1 つの商品群を並べ、観光地の有名なところだけあればいいという問題ではなくな

っています。たとえば、大量の観光客が食事をするドライブインという形態は、完全に衰退系の

業態になっています。バスが次々に着いて、団体客が一斉に食事をするドライブインには地元の
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人はいません。まずいからです。団体客は一番グレードの低いところで昼食をとり、地元の人は、

もっとおいしい B級グルメのお店に行くという話です。 

 今は新たな担い手が生まれ、市民とか、地域づくりの NPOとか、一次から六次産業までの地場

事業者が観光に関わるようになっています。地域の中で交流系のプログラムをつくりながら、外

から来た人を受け入れる商品をつくって事業収益をあげるという形が見えてきました。それから、

流通はネット関係で、地域づくりには「ヨソモノ、ワカモノ、バカモノ」といいますけれども、

ヨソモノと、商品の目利きができる女性、ボランティア、地域づくりが大好きな学生、教授とい

った人たちを巻き込んだ組織をつくっています。このような新しい組織は「観光まちづくりプラ

ットフォーム」といわれるようになってきました。 

 実は、ハットウ・オンパクは観

光まちづくり事業体といわれるも

のです。オンパックは 8人ぐらい

のスタッフを抱え、NPO ですが、

出版、IT等の収益事業も行います

し、地域商品づくりもやっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 シナリオは必ず昔の写真でお見

せします。 
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 別府には地域活性のテーマが 5つあ

り、それに基づいて商品群を集めます。

これは 33 の地域ごとに全部異なりま

す。活性化するための大きなテーマは

戦略的で、この下に商品群を集めてい

きます。 
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 たとえば、これは商品ではなく仕組

みですが、別府の温泉をどう使うかと

いうことで、マニア向けとかニッチの

マーケットがとても大切になっていま

す。10年前に「別府八湯温泉道」とい

う仕組みをつくっていますが、これは、

別府の 88湯に入ると温泉名人になり、

金の刺繍入りの黒の名人タオルがもら

え、上の段に行くと無料入浴券ももら

えるということで、マニアには垂涎の

仕組みです。88湯入って名人になる人

が年間 300人出るようになり、底辺に

は 5000人ぐらいの人がいます。300人

と簡単に言いましたけれども、88湯に

入るために別府に何泊しているかとい

うことです。これはニッチのマーケッ

トで、温泉マニアしか知らないのです

けれども、本来の地域資源を活用した

仕組みになっています。 

 90年代中盤、別府が非常に疲弊して

いたとき、地元の人は、温泉しかない

からお客さんが来ない、と言っていま

した。考えられないですね。別府に来

る人はみんな温泉に入るために来るわ

けです。しかし、疲弊した地域になれ

ばなるほど、もともと持っている地元

の資源を評価できなくなってくるので

す。そして、これを評価し直すのは地

元の人ではなく、ヨソモノが新たな視

点で、この地域の温泉はすごい、と言

ってくれるわけです。マニアが、すご

いよね、と言ってくれ、これで地元の

人が気がつく。それで、組織の中にヨ

ソモノの目が欲しい、ヨソモノを入れ

よう、ということなのです。 

 これは夜の町歩きで、10年前の話ですが、それまで町歩きが商品になるということに誰も気が
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つかなかったのです。老朽化し、空き店舗も多くなった中心街ですが、歴史はあるので、石碑や

お地蔵さんやお稲荷さんなど、いろいろなものが散りばめられています。別府は、神楽坂の人が

びっくりしたぐらいの日本でも最大の路地地帯を持っていて、まずそこを歩いてみることから始

めたのが、別府活性のひとつの手法で、ボランティアが始めました。そして、最後に町歩きが商

品になって、これにはびっくりしました。 

 近代社会では路地は車が通れるように拡張すべきものだというイメージが強くて、行政もそう

でした。ただ、別府の文化は路地の界隈性にあるということで、今あるものをもう一回磨いたわ

けです。路地には人が住んでいますから、そこでコミュニケーションが生まれ、その中をガイド

さんがお客さんを連れて歩き、住んでいる人とコミュニケートをするという、おもしろい光景が

たくさん生まれてきました。これがハットウ・オンパクのきっかけになったのです。 

 町歩きは、いろいろなパターンをつくり出すことができます。1 つは、はっちゃん・ぶんちゃ

んという流しを夜の案内人にするプログラムで、金曜日だけやっています。20代の人は流しを知

らないと思いますけれど、カラオケが出てくる前、スナックなどで伴奏していた人たちです。 

 グリーン・ツーリズム系の自然を背

景にしたプログラムもあります。 
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温泉系もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸者は衰退系の文化になっています

が、これを復活させると、体験型の商

品群になります。 
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食関係では日常の食を提供するよう

にしています。これは 10年前からや

っていますけれども、今は B級グル

メと言われるようになりました。 

 これは別府で有名なとり天です。

普通、とりは唐揚げで食べるものだ

と思っていますが、大分では天ぷら

にします。これが B級グルメの大ヒ

ット商品です。 

 

 

 温泉にまつわるエクササイズやエ

ステティシャンもあります。 

 ウェルネス産業を振興し、ウェル

ネス産業で人材育成も行っています。

個人的には、これを一番新しい集客

産業として別府に定着させたいと思

っています。それぞれの地域で定着

させたい産業があることは間違いな

いのですが、人を育てることが非常

に大切になります。エステティシャ

ンにしろエクササイズにしろ女性が

7 割と圧倒的に多いのですが、マネジメントも知らないし、損益計算書も作れない。でも、女性

のほうが圧倒的に活力があり、何かしたいと起業するのも女性のほうが多いので、そこまで面倒

を見て、起業のお手伝いをしています。この業界の中では比較的大きくなった人たちが輩出する

ようになりました。 

 コミュニティ・ビジネスと書いて

いますけれども、エステティシャン、

マッサージ師、セラピスト、食の関

係者などがオンパクから生まれてき

た事業者です。現在、オンパクは約

200 の事業者と協力し、年間 150 の

商品群をつくっていまして、これを

5 月に見本市の形で一斉に見せます。

故にオンパクというのです。一斉に

見せることがキモで、一つひとつは
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非常に小さな商品ですから、一斉に見せると、その月は非常に集客力が高まり、なおかつ良い商

品が残っていくという仕組みを持っているわけです。 

 北海道から沖縄まで 34 カ所で取

り組みをしていますが、最後は大阪

の戎橋でやることになりました。30

ぐらいの体験型プログラムを中心街

で 1週間ぐらいやるわけですが、も

ともと戎橋は人がたくさん来るとこ

ろで、さらにやるのかという気持ち

はありますけれども、旧来型の落ち

てきた観光地が入っていたり、小倉、

久留米、延岡といった工業都市であ

ったところが、今から観光だという

ことで始めたりしています。都城の

ように、中心街の施策で、まちづく

り会社が始めるところもあり、非常

に多様な集客交流のノウハウとして

定着するようになってきました。 

4日前にNHKで放映されましたが、

うちのスタッフがタイの北部の村に

入って、大分県の「一村一品」と「オ

ンパク」の 2つの手法を掛け合わせ

て地域振興を図ることもやっていま

す。画面では、タイシルクを織る体

験をして、衣服にしたものをマーケッ

トで一斉に売るというニュースになっ

ていました。オンパクと一村一品がく

っついて、集客交流とモノの販売をし

ています。その地域にしかないことを

体験し、販売するという手法は、けっ

こうおもしろいと思います。これは

JICAと一緒にやっていることで、始ま

ったばかりですけれども、楽しみにし

ているところです。 
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 時間になりましたので、ここでひ

とまず話を終えます。ありがとうご

ざいました。 
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観光庁の七條と申します。私は、

観光庁として、これからの観光地

域づくりをどういうふうに考えて

いるのかということについて簡単

にお話しさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 3 項目ありますが、時間もあ

まりないので、1 番目に「日本の

観光の概況」について簡単にお話

しし、2 番目の「観光を核とした

地域の再生・活性化」に重心を置

いてお話しいたします。 

 

 

 

 

 

 

 最近、「観光立国」と言っていま

すが、大きく 4つの意義を挙げて

います。1 つは、日本の人口が減

っていく中で、どのように経済を

活性化するのかといったとき、観

光は非常に大きな成長産業だろう

ということで、経済の側面からの

意義があります。 

 もう 1つは、インバウンドとア

ウトバウンドの交流がありますが、

国際間でいえば、双方の人々がお

互いに行き来することによって、お互いの文化を理解するという、相互交流による平和維持、平

和外交といった大きな側面もあります。地域ということに返れば、経済面とは別に、外の人と触
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れ合う交流による生きがいの創出といった側面もあるかと思います。 

 そういう意味で、1 つは、交流を通じて経済を活性化すること、もう 1 つは、交流によって精

神的な部分の潤いを得ていこうという大きな意義があります。 

 観光は比較的古くからやって

きてはいますけれども、政府と

して本腰を入れたのは、小泉総

理の時代の平成 15年に「ビジッ

ト・ジャパン・キャンペーン」

を開始してからです。そして、

平成 20年 10月に観光庁が新た

にできて 3年を迎えたという状

況です。 

 

 

 その間、いろいろ議論があり

ましたが、現時点では 3つの点

を中心に政策を進めることにな

っています。1 つは「インバウ

ンド 3000万人」ということです。

昨年は 861万人で、今年は 1000

万人にする計画で、将来的には

イギリス並みの 3000 万人まで

いくという目標です。東日本大

震災がありましたけれども、今

のところ、この目標は堅持して

頑張っていこうということになっています。 

 2つ目は「総意工夫を活かした観光地づくり」ということで、きょうの本論になります。 

 3 つ目は「休暇取得の分散化」です。ピーク時にお客さんが集中すると、観光に携わっている

人々は、ピークだけは良くても閑散期は非常に辛いということもありますので、ピークを平準化

する一方で、お客さんにもゆったりと旅行を味わってほしいということで、なるべく分散を進め

ていこうということです。 

 そこで考えたのは、1つは、秋にゴールデンウィークのようなものをつくろうということです。

もう 1 つは、5 月のゴールデンウィークに集中するので、これを分散できないかということで、

地域ごとにその時期をずらすことを考えたわけです。ただし、今あるゴールデンウィークをずら

すことに対しては、産業界やその他からも非常に批判が多く、なかなか厳しい状況です。秋のほ

うは今後の検討課題もあるということですが、東日本大震災を受けて節電の話があり、今年だけ
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ではなく、これからしばらく続くと思いますので、今は、夏休みをお盆のときに集中させず、7

月から 9月の間に分散して、なおかつ 1週間以上の長期の休みをとっていただく方向に行こうと

いうことになっています。 

 日本の観光の概況ですが、観光

分野の統計は非常に薄く、経済産

業省の産業統計の中でも観光は出

てこなくて、いろいろな分野にま

たがって埋もれているという状況

にあります。最近は、そういう状

況ではいろいろなことが分析でき

ないということで、観光の統計の

整備に力を入れています。 

 そのイロハのイみたいな話です

が、国内における旅行消費額は

25.5兆円という数字が出ています。これはどんな数字なのか、なかなかわかりにくいかと思いま

すが、日本の外食産業全体を束ねたぐらいの消費額です。 

 25.5 兆円のうち、日本人の国内宿泊旅行は 68％（17.4 兆円）ですが、訪日外国人旅行は一番

小さくて 4.6％（1.2兆円）しかありません。したがって、日本の観光全体の経済的な意味合いを

考えるときには、インバウンドの話も大事ですが、当然、国内旅行も頭に置いてやっていかない

と、なかなか厳しいということが 1つです。 

 2 つ目には、大票田である国内旅行は、人口がどんどん減ってくるので、いろいろ策を打つに

しても、多分、どんどん伸びていく領域ではないだろうということで、全体の消費を観光の側面

で活かしていくためには、インバウンドも一生懸命やらなくてはいけないし、国内も、もう一回、

磨き上げをしていかなくてはいけないということです。 

 その可能性として、日本の観光産業の付加価値を見ると、すべての産業の GDP の中で観光 GDP

が占めるシェアは、日本は先進国の中でかなり低い水準で、2.1％です。ドイツ、イギリス、フラ

ンスは 3～4％ですから、我々としては、ヨーロッパ並に持っていける伸び代が相当あるのではな

いかと思っていまして、何とか 3～4％まで引き上げていきたいと思っています。 

 どうしてそう思うかということですが、観光は裾野産業が広いといわれ、直接の消費額は 25.5

兆円ですけれども、生産波及効果は 53.1兆円と、2倍以上あり、これが雇用を生むからです。新

しい雇用の場が確保でき、生産波及効果があり、しかも、これは地域が主役になっていくところ

で、地域なくして日本全体はないので、ここに力を入れていかなくてはいけないということで、

観光立国と言っているのです。 
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 インバウンドのほうを見ても、

UNWTO（世界観光機関）のデータ

によると、観光市場は全世界で

伸びていますが、東アジア・太

平洋地域が最も高い伸びを示し

ています。これはもちろん中国

の台頭があり、中国の経済がど

んどん豊かになり、インドもそ

うなるということがあるのです

けれども、日本もこの市場をう

まく使わない手はありません。

中国などアジアのお客さんは日本のインバウンドの主力ですが、欧米のお客さんもどんどん中国

に入っていますので、こういうお客さんをいかに日本に引っ張り込むかという戦略も併せて必要

だろうということです。 

 これは、上段が日本人の宿泊者

数、下段が外国人の宿泊者数で、

多い順に都道府県を並べたグラフ

です。 

 日本人の宿泊数は、上から東京、

北海道、千葉、大阪、静岡と続き

ますが、全体のグラフの形状は、

トップ 2は除いて、それなりの棒

グラフが立って、なだらかに落ち

ています。一方、外国人の宿泊数

は、東京、大阪、北海道、千葉、

京都と続きますが、急激に落ち込んで、わずかしか棒の立っていないところがほとんどです。 

 つまり、インバウンドと言っているわりに、まだまだ地方に外国人を呼び込めていないわけで、

外国のお客さんにいかに地方に入ってもらうかということが非常に大きな着眼点として大事だと

いうことです。 
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 先程、鶴田さんからもお話があり、

皆さんも当然感じられていると思いま

すが、観光旅行は「団体旅行、物見遊

山型」から「個人旅行、参加・体験型」

にシフトしています。 

 情報収集もインターネットの比重が

高くなっています。 

 

 

 

 旅の動機も体験型の癒しとか、ウェ

ルネス、農業体験、漁業体験、ボラン

ティア活動などに変わってきています。 

 最近、若者が旅行をしないことが話

題になっていて、自動車産業でも車離

れが深刻で、トヨタさんなどと一緒に

勉強していますが、若者に聞くと、我々

の若いころに比べて現実的というか、

非常にしっかりしていて、旅行をする

からには何か得るものがないと出ない

とか、旅行をするときも実際に体験した人の経験談を大切にしているという答えがかなりの割合

であります。どうやって若者に旅に出てもらうかということも大きな課題ですが、総じて旅行の

動機も変わってきていると言えます。 

 それでは、足元の各地域を見たら

どうなのかということで、旧来型の

観光地の姿を見ますと、まず、JTB

さんとか近畿日本ツーリストさんな

どの大手の旅行会社がパッケージ商

品をつくります。個々の観光地は大

手の旅行会社に、うちの地域はすば

らしいので、ぜひお客さんを送って

ください、と送客依頼をします。し

かし、お客さんは団体客用のホテル

に入って、1 泊 2 食で、次の土地に

パッと行ってしまうので、地域にはあまりおカネは落ちません。そこで、たまにキャラバン隊を

つくって東京や大阪に出ていって、不特定多数の人にチラシを配って、何とか県でございま～す、
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とプロモーション活動をするわけです。 

 人口が減尐し、旅行は個人旅行、参加・体験型になり、インターネットで情報が普及し、旅行

のジャンルの中だけでなく、ほかの楽しみとの競合も起こっています。これで観光地にお客さん

が本当に来るのかということがテーマで、旧来型の観光地で、まじめにやっている地域はたくさ

んありますので、まだ体力があるうちに早く変えなくてはいけないというのが、今、観光庁とし

ての仕事です。 

 我々の考える新しい観光地

域づくりは、まずは「住んで

よし」ということです。地域

の皆さんが地域に誇りを持ち、

地域を愛し、地域を楽しむこ

とがベースで、それができて

いないところに、いくら観光

客に来てもらおうとしても、

一度来たお客さんは二度と来

ないという話になってしまい

ます。地域の皆さんが「住ん

でよし」の地域をつくって、

それをお客さんに見てもらい、地域の人が刺激を受けて語らうことによってブラッシュアップし

て、さらにお客さんに来てもらうというように、「住んでよし」「訪れてよし」という地域をつく

りたいということが基本です。 

 そういう観光地域をつくるた

めに、平成 20年に観光圏整備法

をつくり、2 泊 3 日ぐらいでも

飽きない観光地域づくりをしよ

うとしているわけです。イメー

ジとしては、宿泊施設が集中す

るところに滞在してもらい、周

辺の町々も一体となってやって

いきます。 

 観光協会は法律上定められた

組織ではないので、山ほどあっ

て、その質も千差万別ですが、だいたい 1つの市町村の中におさまっていて、下手すると 1つの

市町村の中にいくつも観光協会があり、自分の町のことばかり考えています。そんなことではと

てもお客さんを楽しませることができないので、もっと広域で連携してやる枠組みとして、周辺

がかたまって、お客さんを満足させるものをつくろうと始めたわけです。 
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観光圏整備実施計画認定地域

は急成長して、全国で 48あり、

うまくいっているところ、うま

くいっていないところと様々あ

って、これを今後どうしていく

かということが大きな課題です

が、いろいろわかったこともあ

ります。 

 

 

 

 結局、観光地域づくりに大事

なことは、1 つは、地域が主体

的にサービス（商品）を提供す

ること、2 つ目は、地域が一生

懸命頑張ったら、地域に還元す

ること、3 つ目は、地域が観光

客と長く結びつくようにするこ

とです。1 つ目と 2 つ目は、当

たり前のような話ですが、言う

は易く行うは難しで、実際はハ

ードルがあります。 

 まず、日本の場合、大手の旅

行会社が非常に立派で、東南アジアも含めて、ほかの国にはそんな立派な旅行会社がないので、

必然的に地域が商品をつくらなければいけない状況に置かれていたと思います。日本は、大手の
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旅行会社が立派だったために、彼らがパッケージ商品をつくり、結果的に地域がつくる努力を延々

と怠り、自分たちで商品をつくってこなかったので、ここをどうするかという話です。 

 2つ目は、大手の旅行会社に依存しているので、たとえば、年間を通じて 500室を１泊 4000円

で提供するならお客さんを送ってあげるという話になって、下手すると、夕食は茶碗蒸しと刺し

身を用意して、通年で同じロットで確保しなければダメだと言われます。そうすると、各地域で

出す食事には地元の食材を使えばいいのですが、そこまで量を供給できないとか安定性がないと

いうことになれば、ほかの地域のものを使うことになります。そういうことが現実に起こってい

るので、そういう形ではなくしようということです。 

 3つ目は、地域が観光客の長く結びつくための取り組みですが、これは後程お話しします。 

 まず、「地域が主体的にサービ

ス（商品）を提供する」という

ことで、盛んに「着地型商品」

と言っています。基本型として

は、海外旅行のオプショナル・

ツアーをイメージしていただく

といいと思いますけれども、そ

れよりもう尐し広い概念で、造

語に近いのですが、「着地型商

品」と言っています。10年ぐら

い前から着地型商品をつくろう

としたのですが、現実にはなかなか売れず、ビジネス・ベースになかなか乗らないという課題が

あります。 

 着地型商品を山ほどつくったらお客さんは来るのですか、という質問をよく受けますが、そん

なものではお客さんは来ません。まず、その地域に行きたいと思わせる基幹的なプランが絶対に

必要です。これは、大手の旅行会社とか JRさんとかエアラインさんなどがやっていることと同じ

ではあるのですが、インバウンドも含め、ストーリー性があるかどうかということも含め、改め

て見つめ直して再構築する必要があります。 

 その上で、お客さんにいかに長く滞在してもらうかという「ロングステイ化」、また来てもらう

「リピート化」に一番の力点を置き、それをキャッチするために着地型商品が重要だということ

です。 
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 左側のグラフは、横軸が宿泊

数、縦軸は現地で使ったおカネ

（宿泊費と交通費は除く）です

が、滞在時間が伸びれば伸びる

ほど現地に落ちるおカネが増え

ます。 

 右側のグラフは、リピート回

数別の平均宿泊者数のグラフで、

薄い水色が全体、黄色が 5回、

青色が 2回です。圧倒的に 1泊

2日が多いのですが、リピート 5

回以上のお客さんは、5 泊以上している割合が高くなっています。結局、リピーターは長く滞在

し、おカネを落とす率も増えるので、人口減尐の中の地域間競争を勝ち抜くためには、ここは押

さえなければいけないだろうと思います。 

 最初の訪問のときは、自分の居

住地域にない非日常に興味を持ち、

名所旧跡とか、基幹的なプランに

魅力を感じて来るわけですけれど

も、リピーターは、この町が好き

だとか、だんだん興味が変化して、

その地域の日常に興味を持つよう

になります。 

 そこで、満足度を上げればリピ

ーターがどんどん増えるに違いな

いと思っていたのですが、いろい

ろな数字を見ると、そういうこと

でもないので、さらなる詳細な分

析を始めました。その結果、「特別

な存在」「大切にしたい存在」「今

後、期待に応えてくれそうな存在」

であればあるほど、再来訪意向の

強いことがわかりました。したが

って、基幹的滞在プランとか着地

型商品の中に「特別な存在」「大切

にしたい存在」「期待に応えてくれ

る存在」という要素をどうやって
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組み込むかということが大事であることがわかってきました。 

 まとめてみると、リピーターは、

その地域とその日常が気に入って

いるので、特別な存在にすること

が大事で、観光客向けにどうこう

ということではなく、地域の日常

を最大限活かして、それに観光の

視点を加えて商品構成をしないと、

お客さんをつかまえることにはな

らないということかと思います。 

 

 

 2 番目に「地域の努力が地域に

還元される仕組みの構築」という

ことで、今、観光地域づくりプラ

ットフォームの構築を進めていま

す。鶴田さんのオンパクもその一

例です。 

 今までの観光地は旧来型のとこ

ろもありますけれども、それなり

に努力して、NPO とかいろいろな

人が商品をつくっているところは

たくさんあります。ただし、みん

なバラバラにやっていて、なかなかお客さんにまで伝わらないという話もあります。また、旅行

会社にしてみれば、小ロットのものはなかなか商品化できないということで、うまくいきません。 

 そこで、全体を束ねて販売するようなワンストップの事業体をつくろうという取り組みがあり

ます。たとえば、房総半島の富浦町（現在、南房総市）にある道の駅とみうらの運営主体である

枇杷倶楽部は、物販で収入を得ています。そこでは、旅行会社でお客さんを送ってくれるところ

と交渉しますが、従来、バス 1 台なら賄える寿司屋さんはあるけれども、2 台のキャパシティは

ないので、受け入れられない。ゼロ台のときは、下手すると、お店に誰もいないということにな

ります。せっかく良い寿司屋さんが地元にあるのに、旅行需要にうまく応えられないので、どう

にかしたいということで一括受注システムをつくりました。 

 寿司屋のブランド化というか、レベルをチェックして、一定レベルを超えた寿司屋のグループ

を枇杷倶楽部が把握して、たとえば、バス 1台と言われたら、地元の寿司屋に人数を振り分けて

いきます。お客さんは、どの寿司屋に行くのかわからないけれども、一定のレベル以上の寿司屋

に行けるわけです。旅行会社が送り込むバスが 1台でも 2台でも 3台でも、需給の変動があると
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きも、ちゃんと対応できるので、地域の活性化というか、地域全体には役に立っています。しか

し、それでビジネスになるかというと、とんとんか、下手すると赤字になるという話で、結局、

物販で利益を得ているので、そういうことができるという状態だと聞いています。 

 鶴田さんも大変ご苦労されながら、いろいろやられていると思いますけれども、プラットフォ

ームも、言うは易く行うは難しで、まだまだ未成熟で、どういった手法でビジネス・ベースに乗

せるかということを模索している状況です。 

 現状は、発地側の大手の旅行会

社等が、個々の事業者から宿泊・

飲食などの観光素材を、スケール

メリットを活かして安価に仕入れ、

パッケージとして販売しています。

しかし、結果的に買いたたかれ、

地元の産品も使えないので、何と

か地域で全部やっていけるように

しよう、小ロットでも経済ベース

に乗るようにしようというのがプ

ラットフォームという仕組みです。 

 

 昔、家電にはメーカー希望小

売価格があって、某メーカーは

系列販売店を囲い込んで、値段

が下がらないように一生懸命や

っていました。しかし、量販店

ができたら、そちらのほうが圧

倒的にパワーが強くなって、値

付けは量販店側にいっています。

今はもうインターネット側にい

っているかもしれません。 

 観光の世界も地元が主体にな

ってやっていくように変えていきたいということです。 
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 3 番目の「地域が観光客と長

く結びつくための取り組み」で

すが、リピーターを増やしてい

くためにどうしたらいいのかと

いう話になったとき、みんな、

はたと困る。何もデータを持っ

ていないし、何も分析していな

いからです。個々の事業者は、

当然生きていかなくてはいけな

いので、いろいろなことを考え

て、いろいろなふうにやられて

いますが、観光地域という塊になった瞬間に、基本的なことができているところは尐ないのです。 

 どのような観光客が来ているのか（年齢、性別、居住地、グループ構成など）、何を目的に来て

いるのか、どこから入ってきて、どこに出ていこうとしているのか、地域に満足してもらえたの

か、具体的にどんなことに満足したのか、といったことは、普通の商品をつくるときにはごく当

たり前のことで、そういうことをしないで商品をつくることはほとんどないと思います。しかし、

観光地域の話になった瞬間、この常識的なことがほとんどできていないという状況ですので、こ

のイロハのイをまずやってもらわなくてはいけません。 

 その上で自分の地域の資源を

見つめ直し、客層を明確にする

ことが極めて大事です。お客さ

んはすべて神様ですから、誰で

も来てほしい、というのはダメ

で、すべてのお客さんが満足す

る観光地はほとんどありません

から、それはマーケティングに

はなりません。ターゲットをシ

ャープに持った上で客層を広げ

ていくことが必要です。 

 そのためには、行政や観光に携わっている人、そして地域の日常を活かすわけですから、農業

の関係者など、今まで観光と関係なかった人も巻き込んでいかなければなりません。そういう人

たちを動かそうとすると、みんなが共有できる概念をしっかり持たないと、人はついてこないの

で、そこのコンセプトづくりが非常に大事になってきます。それをみんなで認識した上で商品を

つくらないと、上滑りをした商品になります。 

 最近、体験型がはやって、そば打ち体験など、あちこちにありますが、何でここでそばなのか、

ということを語れないとダメです。ここのそば粉は非常に良いけれど、量がとれないので、ほと
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んど市場には流通していない、でも、メチャクチャおいしい、というところでそば打ち体験をす

るなら、多分、お客さんはつくでしょう。でも、そういうことは何も語れないで、そば打ち体験

です、と言っても、何でここでそばを打たないかんのや、ということになると思います。 

 やっぱりそれぞれの地域のコンセプトをもって訴えかけられる商品をつくって、お客さんにダ

イレクトに訴えかけることだと思います。キャラバン隊でチラシを配っても、ほとんど砂漠で何

かを探すような世界です。たまに東京の風にあたるのもいいと思いますので、無意味だとは言い

ませんけれども、お客さんが来るかという意味では無意味だと思います。商品をつくって、実際

に来たお客さんを取り込んで、ファンやリピーターにして、グルグル回すことが、我々が思う観

光交流人口の拡大です。 

 お客様のニーズ、お客様の

ニーズと言って、ニーズばか

りにすり寄っていると、地域

資源がどんどん破壊されるこ

ともあります。 

 八ヶ岳の麓に清里高原とい

うすばらしい場所があります

けれども、パステルカラーで、

「なんじゃ、こりゃ？」みた

いな世界になったことがあり

ます。あれを見てから、二度

と行くか、と思って、見てい

ないのでわかりませんけれども、今はだいぶ廃れているようです。ああいうふうにしてはおしま

いだなという感じがします。ニーズに沿えばいいというものではなく、自分の地域の資源は何か

を見つめ、狙うべき顧客を把握して、顧客のニーズと地域の日常の間にある観光資源という原石

を徹底的に磨くことが必要でしょう。 

 そのために SWOT分析をしてはどうかと言っているのですが、SWOT分析は 1960年代の古い手法

で、ほかに良い手法が開発されていないので挙げているのです。いろいろやってみると、これで

うまくいくというものでもなく、どういう手法が良いのかは、もう尐し勉強したいと思っている

ところです。 
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 地域にはいろいろな資源や魅力

があるとはいっても、地域ごとに

魅力度は違うので、目指すターゲ

ットはそれぞれ明確にしなくては

いけません。ただし、外国人だけ

とか全国のお客さんだけというわ

けにもいかず、そんな観光地はあ

りませんから、ブロックのお客さ

ん、ローカルのお客さんも同時に

大切にして、裾野を広げて高さを

稼ぐようにしないと、立派な観光

地域にはならないと思います。 

 もちろん求めるものは皆さん違いますから、見せ方はいろいろ工夫しなくてはいけませんけれ

ども、コアのところは、先程のコンセプトにのっとってやっていくことが重要だと思います。 

 3 番目の「対象とする客層に直

接的に伝える・働きかける」とい

う意味では、インターネットの普

及等で情報の訴求力が弱くなって、

観光以外のところとの競合もある

し、大変な時代になっているとい

う話をしましたが、逆にいうと、

地域が世界中のお客さんと直接つ

ながる手段を持ったということは

革命的なことです。たとえば、東

京周辺だけでは、ニッチというか、

ほとんどオタクみたいな世界で商

品にならないものも、全世界を対

象にすれば、十分なロットになる

可能性もあるということですから、

地域に可能性が生まれます。そう

いうお客さんにちゃんと焦点を当

てて、直接働きかけることが大事

だろうということです。 
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まとめると、このような話かな

と思います。こういった取り組み

をずっと続けていくことが大事だ

と思います。「プロセスを活かす」

と書いていますが、必ずしも初め

から立派である必要はなく、日々

努力をしている姿をお客さんに見

てもらうことも非常に大事で、そ

の過程も含めて、きちっと活かし

ていくことができればいいのでは

ないかと思っています。 

 我々は、こういうことを思って

いるわけですが、各地域それぞれ

苦労していて、理想論はこうだけ

れども、現実はそうではないので、

その狭間で、鶴田さんなどともお

話をしながら、地域の人が、なる

べく壁が尐ない状態で山登りがで

きるような道をつくっていくこと

が仕事だと思っています。霞が関

だけにいてもどうしようもない話

なので、いろいろな現場にも出さ

せていただいたり、いろいろな方々とお話をしながらやっております。国の施策としてだけ何か

を考えるのではなく、現場と一緒に手づくりで進めているというのが現状です。 
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1979年 4月 総理府内閣総理大臣官房審議室主査で出向（観光白書担当執筆） 

1984年 7月 外務省在ケニア日本国大使館一等書記官で出向、UNEP及び UNCHS/HAB 

-ITAT日本政府常駐副代表を併任 

1994年 4月 国際連合環境計画（UNEP）アジア太平洋地域事務所次長で出向 

2002年 7月 国際連合大学（UNU）高等研究所上席客員研究員で出向 

2003年 4月 東洋大学に移籍～現在に至る 
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皆様、こんにちは。私は、環境保全

の視点から観光のデスティネーショ

ン・アスペクトについてお話しした

いと思います。地域の人々がいかに

観光業における主体であるかという

こと、そして、観光開発における主

体的な関わりについてお話しします。 

 

 

 

 

 環境保全分野において様々なエコ

ツーリズムの定義がなされています

が、その中で次の定義をご紹介しま

しょう。1991年になされた国際エコ

ツーリズム・ソサエティ（TIES）の

定義と、1996年になされた国際自然

保護連合（IUCN）の定義ですが、2000

年に日本自然保護協会（NACS-J）も

エコツーリズムを定義しています。

私は、IUCNのメンバーのひとりです。 

 TIESの定義によると、エコツーリ

ズムとは、「その地域の自然環境を保護し、地域住民の生活を高めることにつながる責任ある旅行」

です。 

 IUCN の定義によると、エコツーリズムとは、「比較的乱されていない自然地域の中で景観や野

生の動植物を観察し、研究し、楽しんだり、また、その地域に存在する過去・現在の文化的特色

を対象とする特別の目的を持った旅を含む観光」です。 

 NACS-J の定義によると、エコツーリズムとは、「旅行者が、生態系や地域文化に悪影響を及ぼ

すことなく自然地域を理解し、鑑賞し、楽しむことができるよう、環境に配慮した施設及び環境

教育が提供され、地域の自然と文化の保護、地域経済を貢献することを目的とした旅行形態」で

す。 

 エコツーリズムとは、環境に責任のある旅行であり、観光客が自然環境に及ぼす負荷を低減す

ることだと思います。生態の保護を目的とした観光であり、最も重要なことは持続可能というこ

とです。 
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 1 番目のポイントとして、自然保

護を進める上で持続的開発が非常に

重要な課題となりますが、自然環境

保護、経済開発、社会秩序の安定の

3 つが持続性の重要な要素です。観

光に焦点を当てると、環境、経済、

社会の 3つの分野になります。 

 経済開発は観光業界が進め、社会

秩序の安定については、地域の人々

の生活の安定を確保するために、自

分の土地の管理や資源の管理におい

て責任を負い、その管理の主体となることです。自然環境の保護については、能力開発に関する

様々な議論があり、キャパシティとは、多くの観光客を誘致する地域において旅行者を受け入れ

る能力のことです。 

 2 番目のポイントは、自然資源の

アカウンティングに関する話です。

現在あるいは将来の世代が公平に資

源を活用できるように考慮したアカ

ウンティングですが、その際にはグ

ローバル・スタンダードあるいはダ

ブル・スタンダードが適用されます。

地域や国によって状況は異なります

から、すべてに統一された標準を適

用すべきではなく、その地域に見合

った取り組みが必要であるというこ

とです。 

 そして、グローバルな標準化と地域の標準化との間のバランスをとる必要があり、その際には

社会的・文化的な持続性を特に強調すべきです。すなわち、社会的・経済的な能力の開発、負荷

に耐える力に着目すべきだと思います。経済的な活動による自然資源への負荷を十分に考慮しな

ければいけないということです。 
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 3 番目のポイントは、自然の許容

度に関する理論です。1 つの考え方

として、自然資源はヒューマン・リ

ソースや活動を補完するもので、負

荷に耐えられない、許容度がないと

いうことを主張する立場があります。

つまり、持続的な経済開発を考えた

とき、自然環境は人間の活動が及ぼ

す影響に対して非常に脆弱であると

いうことです。実際にそうなのか、

自然は再生可能である、という考え

方もあり、その両者の間には対立が

あります。 

 エコツーリズムの 4つのガイドラ

インが TIES によって発表されてい

ます。 

 ガイドラインの 1つは、先住民の

伝統的な管理を認めるべきだという

ことです。エコツーリズムが自然の

豊かな地域において開発された際に

は、先住民がそれを管理するという

考え方です。 

 ガイドラインの 2つ目に、現在の

保護地域を支えるコンセプトは、効

果的で、社会的な公平性を考慮した

ものでなければならず、世界遺産や

自然遺産などがエコツーリズムの目

的地となりますが、そういった地域

において長期的な生物多様性と文化

的な多様性の保全を考慮しなければ

なりません。 

 ガイドラインの 3つ目ですが、規

制を受けない観光客は自然に対して

負荷を与え、たとえば植物を破壊す

ることによって遺伝子的な資源が务化し、住民の伝統的な知識がなくなります。我々は、これを

「知的財産の piracy」と呼んでいます。 
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 ガイドラインの 4つ目に、しばしばよそ者である中規模あるいは大規模の投資家の立場と地元

住民の小規模な取り組みの利害関係はなかなか一致しませんが、その両者をバランスよく管理す

ることが重要であるということです。 

 カリフォルニア大学サタクルーズ

校のジェイムズ・クリフォード教授

は、エコツーリズムの人類学的アプ

ローチを提唱しています。彼は人類

学者ですが、エコツーリズムについ

て、次のように言っています。 

 「現代経済社会の一角に組み込ん

で Assimilateさせようとする力と、

現代社会の Deadlock 感を持つ人々

が Tribal Peopleの生き方に立ち返

って振り返らせるという力の両面が

働き得る。“部族集団”＝欧人の好む

“ 森 の 民 ” を 訪 問 す る の が

Eco-tourism であり、主たる対象地

は中南米、中国南西部～東南アジア」。 

 そのことによって先住民を現代社

会の中に取り込んで融合させ、現代

人は先住民から学び、現在、自分た

ちが抱えている閉塞感を打ち破るこ

とがエコツーリズムの魅力であるわ

けです。 

 「小規模な部族集団には未来があ

るという現実は、20世紀後半に大き

な驚きとして受け止められた。歴史は、必ずしも直線的に発展するわけではなく、また、集団に

よって進歩の速度は非常に違う」。 これは、人類学の側から提唱された非常に重要な洞察です。 
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 私は IUCNで仕事をしていますが、

IUCN は保護地域を次のように定義

しています。「生物多様性及び自然資

源や関連した文化的資源の保護を目

的として管理するために指定された

陸域あるいは海域である」。 

 世界保護地域委員会（WCPA）は、

IUCNの6つの委員会のなかでも大き

な委員会ですが、国際連合環境計画

－世界自然保全モニタリングセンタ

ー（UNEP-WCMC）と提携しています。

この機関は、世界保護地域の関係団体のネットワークを支援していますが、世界の地表の 11.5％

を占めている保護地域の代表者は 10万 2000ほどあります。日本は国土の 15％が保護地域で、世

界の平均より大きいのですが、日本では、自然保護だけを目的にしているのではなく、多面的な

保護地域の利用方法を考えています。 

 リオにおける環境サミット以後、

自然保護という考え方はかなり変化

しています。自然保護は社会的ニー

ズあるいは開発目標と調和するもの

でなければならないということで、

生物多様性の保護が中心的な課題と

なっています。 

 たとえば、自然資源の持続的な活

用、ツーリズム、観光業界などを通

じて生物多様性を保護していきます。

また、生態系に関わるサービスの保

全もあります。生物多様性に関連する文化的価値も尊重し、保護します。これは今回のシンポジ

ウムのテーマの 1つですが、意思決定のプロセスの中で、先住民あるいは地域住民の参画が必要

不可欠です。我々は、内発的な開発には必ず地域住民の関与が必要であると思っています。地域

住民とは誰でしょうか。まず、自然保護は自然そのものにフォーカスされており、これは、1872

年に米国で始まった取り組みですけれども、基本的には地域住民はまったく関与しない形で自然

保護運動が起きていました。 
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 1989年に、先住民・部族に関する

ILO条約が制定され、3年後のリオ・

サミットにおいて採択されています。

先住民については第 15 条で定義し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 IUCN は地域住民について尐し違

った視点から定義しています。コミ

ュニティは人間の集団で、関連する

経済活動に携わっています。たとえ

ば、自然資源の管理、知識及び文化

の生成、生産性のある技術やプラク

ティスを開発しています。また、地

域住民のメンバーは常にフェース・

ツー・フェースで対面し、日々の生

活の中でお互いに影響を及ぼし合っ

ています。村、移牧、遊牧民、都市

部における地域住民をローカル・コミュニティのメンバーとして定義することができます。です

から、定住民も遊牧民もコミュニティを形成することができます。 

 典型的なヨーロッパにおける保護

地域に関してですが、1つ目の例は、

イギリス北部にあるノースヨークム

ーアズ（North York Moors）国立公

園で、これはカテゴリー5 に分類さ

れ、景観保護地域に指定されていま

す。普通の国立公園というよりも景

観保全が主とされるところです。自

然の保全、公園地域の保護、様々な

観光客の誘致がその主軸にあります。

その中でも最も大事なのが景観の保

全です。ノースヨークムーアズ国立公園の中の土地は個人が所有しています。日本にもそのよう
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な国立公園があります。 

 ノースヨークムーアズの建築・土木工事は公園管理事務所が行いますが、報酬が支払われない

ものもあります。公園の中で畑を耕したり、土地を管理することは、公園管理事務所の管轄区域

外で行われています。 

 公園の管理計画は、土地所有者の運営に関わってくるものです。耕作や土地管理活動が公園計

画に合致しているかどうかを確認するため、公園当局と土地所有者の間で常に合意が形成される

ようになっています。ただし、この合意形成は任意のものであることがポイントです。 

 2 つ目の例は、スカンジナビア半

島のスウェーデン北部にあるラポニ

アン・エリア（Lapponian Areas）で、

日本語ではラップランドといいます。

ここにはサレック（Sarek）やストー

ラ・ショーファレット（ Stora 

Sjofallet）などの 4つの国立公園が

あります。1909年、ここは自然保全

法によって最古の国立公園として指

定されました。 

 ラップランドには、4000～5000年

前からサーミ人が居住していました。ただ、サーミ人はスウェーデンには 1万 7000人、ラップラ

ンドには 200～250人しかいないといわれています。 

 1971年に制定されたトナカイ飼育法は、土地、ウォーター・ハンティング、狩猟、自動車の使

用に関するユニークな権利を認めた法律です。2000人程度のサーミ人がトナカイを飼育する際に

関わる法律で、水をどう使うか、土地をどう使うか、動力源をどう使うのかということが定めら

れています。 

 サーミ人と私有林を所有しているオーナーとの間で対立もありました。私有林を所有している

人々は、サーミ人がトナカイを飼育する際に与えた損害に関して、賠償もしくはある程度の金銭

的な報酬としてなにがしかのリターンが欲しいと主張しました。最終的には、サーミ人のトナカ

イ飼育の権利が認められるという形で終焉しました。文化的コミュニティのサーミ人のアイデン

ティティを保全し、維持することがきちんと認められた例です。 
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 3 つ目は、ジェイミソン先生の出

身地であるカナダの公園の例です。

アメリカは、1872年から国立公園の

制定を行ってきましたが、先住民と

公園の管理という意味においては、

あまり大きな進歩を見せていないの

で、今回のケーススタディでアメリ

カの国立公園の運営に関して触れる

つもりはありません。 

 カナダのバンフの北側にあるウッ

ドバッファロー（Wood Buffalo）国

立公園は、4万 4807平方キロメートルと、九州の面積に近い広さで、1922年に北米のバイソン（野

牛）の保全を目的につくられました。バイソンは、1970年代初頭には 1万頭ほど存在していまし

たが、1999年には 2500頭にまで激減しました。 

 ここにはチペワイアン（Chipewyan）という先住民がいます。ジェイミソン先生のほうがよくご

存じかと思いますが、チペワイアンは、この地域に 8000年以上居住しています。ラップランドの

サーミ人よりかなり長い期間で、1700 年代に毛皮商人がこの地域を訪れるようになりましたが、

そのかなり前から居住していたわけです。チペワイアンのライフスタイルは、イチゴやそのほか

のベリーの採集、狩猟、漁業を中心として成り立っています。都市部に住んでいる人間は、チペ

ワイアンのようなライフスタイルは今の時代には存在し得ないのではないかと考えがちですけれ

ども、実際にそういう生活を送っているのです。 

 カナダの先住民のリーダーとしては、このような原始的な人々の生活を保全することを主張し

ていますけれども、実際に合意を取りつけるのが厳しいという状況です。というのも、都市部に

住む人間や観光客の現代の生活と相いれないことと、人間が実際に生存していない場所をある程

度美化して描く傾向があるからです。 

4 つ目に、さらに進んでいる例と

して見たいのがカカドゥ（Kakadu）

です。ウルル（Uluru）はオーストラ

リアのエアズロックのことですが、

このウルル・モデルについてお話し

したいと思います。 

 アボリジニ（Aborigine）がこの地

域の所有権を持っていますけれども、

これを連邦政府に貸す形で運営され

ています。 

 カカドゥはオーストラリアの北部
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にある熱帯雤林エリアで、1979年につくられたカカドゥ国立公園は、ダーウィンから東へ 200キ

ロ行った場所にあり、オーストラリアの北部准州に位置する巨大な国立公園です。敶地面積は 1

万 9804 平方キロメートルで、そのうちの 50％が、アボリジニから切り離せない自由保有の土地

として認められています。つまり、土地の権利を売買することができない場所として保全されて

います。北部准州の 42％がアボリジナル・ランド・トラスト法によって守られています。 

 1999年までにオーストラリアの 14％が正式に先住民の所有として認められました。アボリジニ、

トレス海峡諸島民（Torres Strait Islanders）は、1993 年に発効した先住権限法によって、そ

の土地の所有が認められています。この土地のほとんどが乾燥した北部の熱帯地域に存在します。 

 国立公園の理事会にアボリジニも人を出しています。カカドゥは、6つある国立公園の 1つで、

アボリジニの所有者と国立公園の運営側の双方の合意によって運営されています。国立公園の理

事会の委員は 14人ですが、そのうちの 10人がアボリジニで、理事会の 3分の 2以上がアボリジ

ニで占められているということです。公園の職員と伝統的な土地の所有者であるアボリジニの間

の調整役をすることが、この理事会に求められている役割です。 

 ただ、採掘権に関わる紛争が公園運営に大きな影響を与えました。特に北部准州政府は

Environment Australia であったり、アボリジニの人々の採掘権に関する議論参加を拒否してい

ました。ただ、公園の運営に関しては、アボリジニの参加が大いに認められていたわけです。 

 しかし、日本の場合の県にあたる自治政府が土地の運営に大きな発言権を持つのは、尐し古い

方式ではないかと思います。 

 5 つ目は、ニュージーランドのマ

オリ族の例です。ニュージーランド

のワイトモ・ケイブ（Waitomo Caves）

は、ニュージーランド北部にある洞

窟で、世界で唯一ツチボタルが生息

するところとして知られています。

実際に光を発しながら、食べ物とな

る昆虫などを捕る虫で、その希尐性

から、中央政府によって、ここは保

全対象地域と定められました。カナ

ダの公園に近い運営で、ニュージー

ランドの保全局がワイトモ・ケイブの運営に当たっています。 

 20世紀の終わりに、この管理権がマオリ族に返還され、ここで得られる観光業収入がきちんと

マオリ族のもとに来るようになりました。たとえば、リバー・クルーズ、もしくは小さなボート

での体験型観光アトラクションをする場合、1億 3000万円くらいの収入が得られ、これがコミュ

ニティに直接還元されます。ただ、これは小さなボートによるリバー・クルーズですので、収容

できる人数は限られます。 
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 6 つ目に、タイの例をお話しして

終了したいと思います。1972 年に、

ヒル（hill）族の参加なしにドイ・

インタノン（Doi Inthanon）国立公

園が設立されました。この地域はチ

ェンマイに近く、タイで一番高い山

が集中している山岳地帯です。私は、

10 年前に訪問したことがあります

けれども、そこの山岳部族、カレン

（Karen）、エスニック・タイ（ethnic 

Thais）、モン（Hmong）など 4500人

がこの地域にいました。 

 1993年に 93万 6000人の観光客がここを訪れ、カレン村を巻き込んだエコツーリズムが開発さ

れました。これはジェイミソン先生も触れていることですが、管理委員会が組織され、各村の代

表者が、植林など、観光に関わる保全プロジェクトに参画しました。 

 モン族はアヘンの栽培で生計を立てていましたが、1979年以来、ロイヤル・プロジェクトによ

り、地域の気候に合った換金作物を栽培することによって、アヘンに代わる収入源を得ることが

できました。 
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 様々な地域の取り組みについてお

話ししたいのですけれども、時間が

ないので、私の講演はここで終わり

にしたいと思います。自然保護の視

点からの保護地域の管理、住民を巻

き込んだ自然保護地域の保全につい

てのお話をさせていただきました。

もしご興味のある方がいらっしゃい

ましたら、私に直接連絡をください。 

 ご清聴、どうもありがとうござい

ました。 
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VII.  質疑応答 
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松園（コメンテーター）：ジェイミソン先生、鶴田さん、七條さん、薄木先生、どうもありがとうござ

いました。 

 シンポジウムのテーマが「観光と内発的発展」で、皆さんに同じ視点から発表していただきました。

ただし、ジェイミソン先生はタイをベースに観光と内発的発展の話をされ、鶴田さんは、大分県の別

府という地域性の中での話をされ、薄木先生は、どちらかというとエコツーリズムという大枠の中で

の話をされました。これは、すべてリオ・サミットで採択されたアジェンダ 21で言われている、コミ

ュニティをベースに考えなければサステナブルなツーリズムにはならないという考え方で、非常に中

身の濃いお話を拝聴できたと思っています。 

 ただ、東南アジア、タイというレリジョンの中での限定された話について、皆さん方、講演者のす

べての方にクロストークをしていただくのは難しいこともありますので、最初に講演者の 4 人の方々

に、ほかの発表者の方に聞いてみたいことがおありなら、そこから口火を切っていただきたいと思い

ます。そのあと、学生や一般のオーディエンスの方と質疑応答をしていただきたいと思います。 

 きょうは、一般のオーディエンスの方を含め、事前に紙を用意して質問を受ける状態にはなってい

ないので、講演者のクロストークのあと、どの先生に対するどういう質問かということを簡潔に話し

ていただけると、私も整理しやすいかと思っています。 

 早速、ジェイミソン先生に対して何かご質問はございますか。 

 

鶴田：国内の地域の活性化と、タイの村や町の活性化は、必ずしも相違点ばかりではないと思います。

ただ 1 点、貧困の問題は日本は既にクリアしていますが。共通点としては、日本でも地域の中でどう

いうビジネスを起こすかということで、「コミュニティ・ビジネス」という言葉が出てきていますが、

先生がタイの現地にお入りになって、もしそういうお話をしていれば、教えていただきたいと思いま

す。 

 

松園：ジェイミソン先生、いまの質問はだいたいおわかりになりましたでしょうか。 

 

ジェイミソン：はい、わかりました。我々の今回のプロセスの中でわかったのは、あるアプローチが

あり、個々の企業とか事業体をまず起こすということです。これはタイだけではなく、ベトナムやカ

ンボジアでも見てきたことですが、小さな村では協同組合的な考え方があります。これをコミュニテ

ィ・ビジネスと呼んでもいいと思いますが、ひとつの定義とも言えます。こういった協同組合的な形

が中心となって、地域のためにこれを活かしていくという考え方が非常に強くあります。ですから、

質問に簡潔に答えれば、コミュニティ・ビジネスは存在すると言えます。 

 もう 1つは、持続性がコミュニティ・レベル、地域レベルでの事業体にあるのかということですが、

ドイツの開発機構が、民間における企業や企業発展のためにも助成金を出して協力をしています。そ

ういったケースではコミュニティ・ビジネスはうまくいっています。ですから、開発を支援するよう

な援助機構の役割、関与があれば、民間においてもコミュニティ・ビジネスがうまくいくことは多く

あって、持続性を持っていくことができます。もちろんビジネスであるから収益を上げるという観点
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からも持続することができると思っています。 

 もちろん、コミュニティ・ビジネスは重要であり、大きな役割があるとも言えるのですけれども、

今、我々が非常に関心を持っているのはソーシャル・エンタープライズで、これも大きな利益を生ん

でいます。それから、ほかの民間企業と同じような形で動くこともあります。ただ 1 つ、違うのは、

あがった収益を地域社会のために使うことです。いかにソーシャル・エンタープライズを立ち上げる

のかということと、ビジネスを続けるためには、もちろん利益をあげ続けなければいけません。 

 2つ目に、利益を誰のために使うのかというと、この場合は地域のために使いますが、そういった理

解度があればうまくいくと思っています。 

 

松園：ジェイミソン先生は、ほかの講演者にご質問はございますか。 

 

ジェイミソン：今回、お越しいただいた聴衆が感じたかどうかわかりませんが、いつも最初のスピー

カーとして心配になるのは、ほかの人たちが私の話の内容に賛同していただけたのかどうかというこ

とです。尐なくとも地域における文化を体験することで、たとえば、オンパクの話を聴いても、非常

に似た取り組みがあり、いろいろな地域型の商品開発があるので、これからもそれについてお話しで

きればと思っています。 

 もう 1 つ、我々が日本について関心を持っているのは、比較的新しい観光庁の存在です。観光を伸

展させていくために、こういった省庁ができたことは非常に興味深いことです。 

 もう 1 つ、私が研究者として関心を持っているのは、お話の中にあった、若い世代の意識の変化で

す。日本の若い人たちは、ファッションを見ても、いつも先端的なものを既に取り入れています。東

南アジアからすれば、日本は何でも先端を走って先取りしているということで研究対象になることが

多いわけです。ですから、日本での経験が大きな参考になりますが、日本の若い世代における意識の

変化やあり方には非常に関心があります。きょう、そういうお話を聴けたことはよかったと思います

し、観光庁も、若い世代をターゲットにした観光の促進について関心を持って見ていることは非常に

興味深いことだと思っています。ですから、日本がここで成功するかしないかということは、我々に

とっても参考になると思っています。我々が取り組んでいることの中で、もうひとつ協力できればと

思っていることがそういったところにあると思っています。 

 

松園：七條さん、日本の若い人が旅行をしないという現状に関して、我々もいろいろ研究をしていま

して、観光庁も苦労なさっているのかもしれませんが、特別にお気づきになっている点はございます

か。 

 

七條：まだまだ暗中模索で、手探りの状態ですが、たとえば、若者にツアーをつくってもらうと、け

っこうおもしろいものを考えて、やっぱり体験型とか、何か得るものがあるところに集まってきます。

たとえば、沖縄でゴミがいっぱい漂着するので、それを集めるボランティア的なツアーを組んだら、

全国から応募があって、若い人たちなので、集まったら一瞬のうちに友達みたいになっています。帰
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るころには、すっかり打ち解けて、また来ようね、みたいな話になっている。そういうちょっとした

きっかけを与えてあげると、評価としては、楽しかった、ということになるんですね。 

 若者は子どものころに旅行したことがないから、そうなっているのかなと思ったら、そうでもない

んですよ。けっこう親に連れられて出ていたりするのだけれども、なぜか出ない。経済の先行きが不

安だとか、就職も厳しい状況だとか、そういう現実の中で、若干、消費に対する厳しさがあって、普

通の物見遊山型の旅行には意義を感じない。だけど、別のきっかけの与え方をすると、従来の観光と

いう括りとは、もうちょっと違う世界なのかもしれませんが、結果的には非常に満足することもあり

ます。従来の発想をまったく変えた形からのアプローチをすると、別の意味で皆さんと交流すること

にはつながっていくのかなと思って、手探りの状態で見ているところです。 

 

松園：なるほど、ありがとうございます。我々もいろいろ探ってみると、先程、七條さんがおっしゃ

ったように、学生たちは、旅行会社のハッチ型のパッケージという形態が当たり前な生活をし、そう

いう旅行をしてきているんですね。ある種隔離されたバスの中で、周遊をして、泊まって、朝早く帰

ってくるという旅行形態そのものに絶望していることもあるのではないかと思います。 

 今回の東日本大震災にあたり、たいへんな数の学生が、単位をもらえるからということだけでなく、

現実に行っています。1回ごとに六百何十人という大量の学生が東松島などに行っているわけです。 

 ですから、旅自体の魅力、目的が合致すれば、若い人の認知度が高まるのではないかと思います。

私は旅行協会の理事もやっていまして、立場上、非常につらいのですが、旅行業界の人には、なんと

なく団体旅行、パッケージ・ツアーの形態を中心に考えているようです。鶴田さんも七條さんもおっ

しゃるように、日本はフランスと同じように旅行業界が非常に強い。ただ、フランスの場合、パッケ

ージ・ツアーはダイナミック・ツアーと同じで、団体で行くけれども、現地ではまったくフリーにし

ています。日本の場合は管理型の旅行形態があるので、若い人たちも行きたくないところまで連れて

いかれるみたいな危機感もあるのではないかという気はします。 

 不安感と、一方では、スマホに代表される非常に高い情報端末に毎月 2 万円も 3 万円も払っている

わけで、過去にはなかった支出があるので、旅行をするだけのおカネがないこともあるでしょう。 

 もう 1つ、今の若い人たちには、Google Earthを見るようなバーチャルな世界が当たり前ですので、

そういう意味では錯覚している。旅行自体は匂いもあるし、映像も巨大だし、本来はスクリーンの中

に現れるような小さなものではないということを、若い人にもっと知らせるような枠組みが必要にな

るのではないかと思います。 

 会場から講演者の方々にご質問はありますか。 

 

質問１：今回、密度の濃いレクチャーをしていただいて、私にとっても良いエデュケーションになり

ましたので、まずはお礼を申し上げたいと思います。 

 私にとって、この会には 2つの魅力があって参加させていただいたのですが、1つは、ツーリズムに

ついて、タイの GMS（グレーター・メコン・サブリージョン）のスキームがここまで来たことをとても

うれしく聴いておりました。実は、私も 15～20 年前に ADB（アジア開発銀行）におりまして、GMS の
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仕掛けをやって、それをプロモートしたうちのひとりなものですから、最近の状況を聞いて、大変う

れしく思った次第です。 

 もう 1 つ、観光という側面で、私は秋田におりますが、地域の老齢化の問題、尐子化の問題があり

まして、観光というツールで開発ができないかと思っております。私は、専門が開発なので、そうい

う側面で関わっておりまして、いろいろヒントを得られればということで、きょう、参加させていた

だきました。 

 せっかくいただいたブローシャーは大変立派なものですが、字が小さくて読めませんので、希望者

だけでも、あとで送っていただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。 

 質問の第 1 点は、ジェイミソン先生から、どうやってエンパワーメントをしたらいいか、村の開発

に重要なファクターは何かというご紹介がありましたが、今、日本で大変問題になっているのは老齢

化と尐子化の問題で、ただでさえスモール・コミュニティがゲッティング・スモーラーで、最悪なく

なってしまうような状況にあり、エンパワーメントもへちまもないような状況が発生しています。そ

ういった限界集落、場合によってはなくなってしまいそうな村に対して、どういったコミュニティ・

ディベロップメントとか、願わくばツーリズムのディベロップメントというツールを持ち込んで考え

たらいいのか。可能性があるのかどうかというところも含めて、ひとつお聞きしたいと思います。 

 もう 1 つ、キャリング・キャパシティということで、薄木先生に非常に貴重なお話をしていただい

たのですけれども、日本のツーリズムは、インバウンドも含めて、「それ行け、どんどん」で、とにか

く「増やせ、増やせ」ということです。ディマンドをつくるほうでいろいろあるんだろうと思うので

すけれども、そのキャパシティについての配慮がまだできていないのに、一方でキャパシティの問題

がいろいろなところで顕著になってきています。コンプロマイズといいますか、そのバランスをどう

考えていくべきなのか。そのへんの施策がもしありましたら、ぜひお教えください。おそらくそれは

どう評価していくのかという問題と絡むと思いますけれども、政府のほうでそのへんのことを考えて

いらっしゃるのであれば、ちょっと紹介していただければと思います。 

 

松園：ジェイミソン先生、限界集落を含めて高齢化の中で、どうすれば観光を使って活性化ができる

かということで、お願いいたします。 

 

ジェイミソン：簡単な回答としては、地域によっては明らかに消滅してしまうところがあります。も

しも内在的なモチベーションがなければ、限界集落はいずれは消滅してしまうというプロセスは受け

入れなければなりません。それは私どもの経験から申し上げられます。 

 そうはいっても、これは避けられないプロセスでしょうか。そのコミュニティにとって新たな道は

ないのでしょうか。たとえば、十分な資源があって、クリエイティブなコミュニティができることは

ないのでしょうか。陶芸家とか著作者など、アーティストを集めることによって経済開発を進めると

ころもあります。 

 しかし、人工的にコミュニティを維持するために政府が多くの投資をしているのであれば、それは

有効ではないと思います。観光を有益なツールとして活用できるようにするためには、十分なスキル
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と、それを活用したいという意志がなければ有効ではありません。人工的なコミュニティの話をして

いるわけではありません。もともとのコミュニティの目的を達成するための人口がなければならない

わけです。 

 ですから、今までも議論をしてきましたように、社会として、コミュニティが消失していく状況の

中で、どのような施策を講じていくかということは、やはり政策的な問題であって、収容力もまた重

要な要素です。 

 さて、我々が、観光客をどれだけ誘致したいか、どれだけのビジネスが欲しいか、と質問しますと、

できるだけ多くの観光客を誘致したいというのが、普通の人々の反応です。それは適切な回答ではな

いと思います。先程のプレゼンテーションの内容と関連しますが、収容力を十分に理解するべきです。

特に先住民との関係において収容力は重要な課題です。 

 もう 1つ、ある地域において観光客をたくさん誘致したいというとき、たとえば、150人のコミュニ

ティにバス 1 台分の観光客数は十分であるのか不十分であるのかを回答してもらいました。そうする

と、バスいっぱいの 44人もの観光客が来て非常に困ったという反応でした。その村の？酋長がレスト

ランを開設したいということでしたが、…？…族の人たちは、洗濯もし、宿泊施設の提供もして、今

やレストランを開設するということであれば、負荷が大きすぎるというのが一般住民の反応でした。

稲作をしているので、田植えの時期には観光客を収容できないし、サービスを提供することはできな

いという反応だったのです。 

 ですから、収容力をきちんと算定して、適切な時期に適切な人数の観光客を誘致することが決定さ

れました。それは、観光客の種類や人数などをきちんと勘案した、収容力の科学的な分析に基づいた

対策です。 

 我々学者としては、1つの数式を考えていました。面積はこれだけ、人口はこれだけで、誘致すべき

観光客はこれだけあるといった単純な公式では問題は解決できません。 

 

薄木：キャリング・キャパシティの話は、コンサベーション・サイド、エンバイロンメント・サイド

の大テーマです。具体的にいうと、環境省ができた1970年代初めぐらいからずっと言われているのが、

尾瀬とか上高地など、自然公園の中のメインのところを対象に、誰のためのキャリング・キャパシテ

ィか、尺度をどうするか、ということです。お客さんを入れたい旅行業界を尺度にして、この地域に

はどのぐらい入れるか、と。 

 環境基準に代えていただければわかると思います。排出基準と環境基準と 2種類あり、排出基準は、

どこかの工場から汚れた空気や水を出すときに、どのぐらいの濃度までならいいかということです。

我々がそれをダイレクトに飲んだり吸ったりすると病気になりますから、もっと薄めなければいけな

いということで、排水口から 10メートル離れれば薄まりますから、だいたい環境基準は排出基準の 10

分の 1に薄められています。SOxの健康のための環境基準が 0.04ppmだとすると、煙突からの排出基準

は 0.4ppmという仕組みになっています。 

 なぜこういうことを言うかといいますと、このぐらいまでであれば自然は大丈夫だろうという、入

れたい人たちにとってのキャリング・キャパシティと、できるだけ尐なくしたい環境派の人たちにと
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ってのキャリング・キャパシティとは尺度が違うからです。 

 尺度はなかなかつくりにくいので、尾瀬や上高地のようなところを中心に調査が行われているのは、

ビジターの満足度です。尾瀬らしい体験をしたかどうかという満足度を測るためには、だいたい 1 人

当たり 2～4 メートル離れていないといけない。満員電車の状態で尾瀬を歩いてもしょうがないので、

空間を持たせなければいけないわけです。 

 そのとき、尾瀬の木道は全部で何キロで、それを前後 2 メートルの 4 メートルで割ると、だいたい

20万人とか 30万人という数字が出てきます。尾瀬のピーク時には年間 50～60万人までいっていたの

ですけれども、経済の関係で尐し落ち着いて、今 40万人か、だいたいキャリング・キャパシティに近

いところにきているのではないかと言われています。 

 しかし、これも問題があります。日本人のお二方のプレゼンテーションにあったように、ある場所、

ある季節に集中し、ある時期は空っぽです。それを全部均したときにキャリング・キャパシティに近

くなってきているという計算ですから、なかなかわかりにくい面があります。 

 今、1つだけ言えることは、特に経済分野を中心に、アメリカを中心に、地球のキャリング・キャパ

シティが出つつあります。最近、テレビで耳にされると思いますけれども、100億人です。アメリカみ

たいな生活という意味ではなくて、いろいろな要素を入れていったときに、地球のキャリング・キャ

パシティは 100億人ではないかということで、もう 7割を超えています。 

 そういったキャリング・キャパシティの議論があって、先程の私の議論の延長線上では、なかなか

数字の回答は出てこないのですが、そんなところです。 

 

松園：どうもありがとうございます。皆様、ご存じのように、屋久島の町長は、キャリング・キャパ

シティを考えて、町で入場料を取ることを議会に諮っています。アドミッションを取って負荷をかけ

ることによって量をコントロールしようとしたわけですが、議会側はこれを否決しました。その主力

団体はエコガイドをやっている人たちです。要するに、アドミッションを取ればお客さんが尐なくな

るから、取らないでくれということで、結果として議会は否決したのです。また、屋久島は港だけで、

入場者のコントロールはできないですね。船でたくさん来れば、誰もチェックはできないので、量的

コントロールは非常に難しいところがあります。 

 世界遺産、自然遺産として登録したのは屋久島が最初で、そのあと、白神と知床が登録して、日本

には 3つあります。後者の 2つも、日本は旅行会社が強いので、エコツアーといって、CO2排出を無視

した形で、道が狭いからと、団体客のためにタクシーを 10台並べて排気ガスをばらまいて山の中に入

っていく。エコという概念でありながら、キャリング・キャパシティを考えない。金額の問題でシス

テムそのものが動いている可能性が非常に強いわけです。 

 薄木先生は、国連大学で研究員をなさって、エコツーリズムをそのまま世界基準で考えて、ずっと

そうおっしゃっていますが、ローカルな経済を活性化するために、屋久島のような事例を見ると、そ

ういう結果しか出てきていません。ニュージーランド、カナダ、オーストラリアのように、自然環境

が豊かで、お客もサプライ・サイドもディマンド・サイドも、意識が高く、エコロジカルな倫理性を

持っていないと、両方がうまくフィットしないと、エコツーリズムはうまくいかないと思います。 
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 薄木先生が事例を挙げられていましたが、ハードなエコツーリズムとソフトなエコツーリズムとい

うことで使い分けをしてしまうような非常に危険な部分もあって、キャリング・キャパシティは非常

に難しいという気がします。 

 この話題だけではこだわりすぎですので、ほかにご質問はございますでしょうか。 

 

質問２：鶴田さんに質問があります。1月までの 4カ月、文教大学で神奈川県のいろいろな町や市の人

たちが来て、勉強会をやっているのですけれど、先程の 34カ所のプロジェクトは、そんなに難しくな

い、と。実利的な話で恐縮ですが、いくらぐらいおカネを払えば仲間に入れていただけるのか教えて

いただけるでしょうか（笑）。 

 

鶴田：オンパクという手法で、地域資源を活用した商品群をある一時期に一斉に見せるわけです。地

域のイメージを商品にうつしながら、皆さんに来てもらうわけです。ある一時期が 1週間のところも 1

カ月のところも 3 カ月のところもあります。商品ですから、みんな値段が入っています。ただ、リス

クの尐ないように、どこかで公的資金を入れ込むというところで、1回当たりどれくらいでオンパクが

できるかというと、最低のところは 100万円もかかっていません。一番かけているところで 700～800

万は平気でかかります。それは商品群の値付けによります。事業者さんの定価ベースでやろうと思え

ば、それも十分できますし、別に赤字にならずにできますけれども、基本的に非収益事業として、公

益的事業としてやるものですから、商品をつくる事業者さんが参入しやすい形です。 

 それから、ノウハウをお渡しするときは、地域の人たちが連携できるようなワークショップをかな

り重ねます。我々はコンサルではなく、社団法人ジャパン・オンパクという枠の中でチームを組んで、

インストラクターのできる人間を送り込むという形にしています。だから、我々が高額をフィーを取

るということはないのです。 

 結局、高コストでもないし、非常に障壁が低いので、僕らも何かやってみようか、というようなノ

リから始まっています。別に商業ベースで頑張らなければいけない、最初からリスクをとらなければ

いけない、ということではなくて、1週間からでもいいから仲間を集めてやってみたら、というように、

導入のところでかなりハードルを低くしているので、みんな、けっこう楽しんでやっています。 

 

松園：どうもありがとうございます。私も、34というのは絶妙な数だなと思いました。七條さんの、

広域観光圏が 48カ所という話を聴いたとき、ちょうどリゾート法のときに 47都道府県で 46だったな

と思い出しまして、48もあると、マーケット自体を考えると、活性化はしたいけれども、はたしてそ

れだけの吸引力があるのかな、と思いました。そういう意味でも、鶴田さんの 34のほうが、なんとな

く説得力があるような気がしてしょうがなかったんです。 

 

質問３：薄木さん、鶴田さん、七條さん、もしくはどなたでもリアルな体験をお持ちの方にお聞きし

たいことがあります。私は、株式会社電通で業態開発、商品開発、美術館・博物館のコンセプト開発

をやってきて、思うところあって、去年、独立しました。それは、日本列島、行けば行くほど、もの
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すごく多様で、ひとつの日本なんていうのは幻想で、たくさんの日本だな、ということがあって、ス

モール・ブランドをたくさんつくっていくことが、僕たちがこよなく愛する日本の持続性につながる

という確信があったのです。今、東京都内に、私が心から、これはまっとうなものだなと思う、セレ

クトされた食品のセレクト・ショップを直営で 2軒運営しています。 

 その中で、先程の薄木さんの話に触発されたのですが、そういう仕事をずっとしている中で、コン

サベーショニストと誘客したいビジネスサイドのある種の葛藤というか折り合いがありますね。私は、

そういう現場を歩けば歩くほど、価値観の共有を図るファシリテーターとかインタープリターのよう

な存在が、この国では、なかなか業としても認められていないし、まずは存在しないと思いました。 

 多分、鶴田さんなどは有能なファシリテーションをされて今があるのでしょう。キャリング・キャ

パシティと言ってもいいかもしれないし、サステナビリティと言ってもいいかもしれませんけれども、

バック・キャスティングの方法でも何でもいいのですが、我々が目指すところ、本当に我々が一番幸

福となる状態はどこかということをファシリテートしていく人ですよね。それが絵空事ではなくて、

オンパクでも何でもいいのですが、目指すところをそれぞれのステークホルダーが共有できるような

ファシリテーションをする人、つなぐ人が、皆さんのアカデミズムの世界とか研究の中で実際にある

のかないのか、とても気になっているところです。どなたでもかまいません。 

 

薄木：おっしゃるとおり、全国を回っても日本にはあまり良い事例がないですよね。人が尐ないとこ

ろに行けば、たとえば、ガラパゴスとか、ある特定の場所に行けば……。アメリカでもそうですけれ

どね。ナショナル・パーク・レンジャーも 3 種類あり、ライフル銃を持った騎兵隊、いわゆるレンジ

ャー部隊と、国立公園をつくった段階で、西部に開拓に行った段階で、騎兵隊に食わせるグループ、

電気を持ってきたり、橋や道路をつくったり、ファシリテートする工兵隊があります。ここまでは国

立公園ができて何もない状態にいたのですけれども、3つ目に、アメリカのナショナル・パーク・サー

ビスができると同時に、初代局長のマーサーさんが1930年前後にインタープリターを導入しています。

マーサーさんはカリフォルニアの実業家で、アメリカという国は実業家を国立公園のマネジメントの

中枢に据えるようなことを1930年からやっています。インタープリターという3つ目の職業ができて、

それが食い込んでいって、今や 3つの中でトップの仕事になっています。 

 アメリカでは、大学や大学院を出てレンジャーになって、地方勤務で山の中で何年か仕事をして、

ステップアップして、またどこかに移っていくという仕組みをつくっているので、仕組みそのものが

日本と違うという気がします。 

 それから、近間で考えると、行こう、行こうと思って、まだ行っていないのですけれども、ブータ

ンでは王様自ら“Gross National Happiness”と言い始めて、頑張っています。新しい王様が結婚し

たばかりで、頑張りに頑張っているのですけれども、ジワジワとアメリカナイズされて、観光関係が

広がっていって、悪くなっているとは言いませんけれども、Gross National Happinessの歯止めをど

うするかということがひとつのテーマです。それと、日本が Gross National Happinessにどう持って

いくのかというのは似ているので、私は、ぜひブータンに調査に行こうと思っています。 

 ブータンにもいらっしゃってください。行かれました？ いかがですか。 
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質問４：七條さんに伺いたいのですが。横串を指すような省庁間連携の可能性についてお伺いさせて

ください。 

 

七條：日本の中の位置づけでは観光は産業の中でもボトムラインで、産官学の全部を含めて、多分、

ボトムにいたのを、それぞれに頑張って、もうちょっとちゃんとした位置づけにしようと努力してい

るということだと思います。結局、ある意味、国民の意識の反映も多分にあるので、結果的に生業と

してそういうものが成立しなかったということですから、地域においても層が薄いし、アカデミズム

もまだ層が薄いと思いますし、役所もできたてのほやほやで、ある意味、認知されていないという状

況です。本来、必要とされる役割はすごく高いところにあると思うんですけれども、私もやってみて

思うのですが、観光は一番難しい領域です。まちづくりも相当難しい領域ですが、本当に総合的なと

ころが観光で、一番難しい領域の仕事です。でも、社会の認知度は底辺にあり、このギャップがもろ

に出ているという感じです。 

 個々の良い事例を積み上げるしかないと思っています。制度面とか何とかへ寄って持っていかなく

てはいけないのかもしれないけれども、やはり成功事例の積み重ねが大事だと思います。鶴田さんと

か、いろいろな方が頑張っておられます。我々が接する相手は観光協会だったり行政だったりするけ

れども、良い人もいますが、変な人もいっぱいいます。この地域はこれだけ資源があるのに、何でお

かしいのだろうと思って、実際に現地に行くと、すごく良い人もいます。だけど、そういう人と私た

ちとのパイプができていないということもあります。 

 ですから、つきあう相手が間違っているかもしれないという思いもあって、頑張っている人が浮き

上がってきて、おつきあいをして、頑張っている人同士がネットワークをつくって動かすような仕掛

けをこれからしていこうかと思っています。試行錯誤、もがき状態で、いろいろな良い人を集めなが

らネットワークを築いて、ともすると良い人は地域の中で浮くので、そうならないような仕掛けをつ

くり、今ある観光協会とかいろいろなシステムをある意味大切にして、顔を立てながら、頑張ってい

る人が能力を発揮できるステージをどうつくるかということを、プラットフォームの話の中で試行錯

誤しながらやっていきたいと思っています。過渡期で、まだ芽も出ていなくて、種を播いて水を一生

懸命やっているぐらいかもしれません。 

 

松園：七條さん、どうもありがとうございます。鶴田さん、いまの問いかけに関して何かありますか。 

 

鶴田：ファシリテーターは地域をまとめるという意味で、ある時期、とても必要な人材です。本来、

ファシリテートできる人材は必要です。ただ、観光庁さんも仕組みとして……。先程、数字を見せた

ように、20年も 30年も同じやり方をして結果を期待しても、結果が出ませんでした、というのは当た

り前の話です。 

 そこで誰かが違うやり方でやらなければいけないのですけれども、そのとき、観光協会を尊重しな

がら、観光協会＝行政施策ですから、これを敵に回さずにファシリテートしていくのは、役回りとし
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ては忍耐そのものだと思います。ただ、成功事例を積み重ねるようになると、もう調整する必要はな

くなります。今から頑張ろうという地域は、頑張る人を引き立てる仕組みを誰かがつくらないといけ

ないですね。 

 東京から見る目と地域から見る目は違うので、東京のマーケットと、地域の小さな農家でもレスト

ランでもいいので、ちょっと光っている部分とを結びつけることを、東京のセンスの良い人にやって

ほしいといつも思います。そうすると、東京から行ったり、田舎から東京へ行ったりして、年間 1000

とか 2000ぐらいのマーケットは動いていくと思います。そういう小さな仕組みをたくさんつくってほ

しいと思います。 

 

松園：ありがとうございます。私の知ってる範囲では、山形の鶴岡にアル・ケッチャーノのというレ

ストランがありまして、わざわざ飛行機に乗ってイタメシを食べにいくぐらいで、予約がなかなか取

れません。支店が有楽町にありますので、山形に行きたくない人はそちらに行けばいいのですが。 

 そういう意味では、今までファシリテートする健全なプラットフォームがあまりなかったと思いま

す。鶴田さんは、仲間もいらっしゃるでしょうし、観光協会に関して口ごもられましたけれど、新し

い動きが出てきていますね。七條さんも裏で動かれたと思いますが、今度、観光協会は TIJ（日本ツー

リズム産業団体連合会）とくっつくんです。今までみたいに地域の温泉街のお年寄りが名誉職で、自

分のところだけ PRすればいいという組織が変わらざるを得なくなったのです。ただ、ドラスティック

に変わるかどうか、私もちょっと疑問を感じていますが。 

 TIJは、観光に関する私企業が今まで別個に持っていた連盟とくっつけたわけですから、マーケティ

ング・トレンドの思考で観光協会に当たっていくでしょうから、尐しは変化があるかもしれません。

尐なくともそういうふうに観光協会も変わってほしいし、できれば、鶴田さんのようなファシリテー

ターが日本中にどんどん増えていけば、間違いなくコミュニティ・ベースの活性化という、今回のシ

ンポジウムのテーマに合致した内容になるのではないかという気がします。 

 時間になりましたので、きょうのシンポジウムはこれでおしまいにさせていただきたいと思います。 
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東洋大学国際共生社会研究センター 
Center for Sustainable Development Studies, Toyo University 

「観光と内発的発展：持続可能な観光地づくり」 

に関するワークショップ 

日時：2011 年 10 月 29 日（土）16:30～20:00  

場所：東洋大学 白山第二キャンパス B 棟 2 階 203 教室 

 

 

【プログラム】 

16:30～16:40 開会の挨拶・趣旨説明 古屋秀樹（本研究センター研究員・教授） 

 

16:40～17:10 発表 1 ネス・バロメイ（王立プノンペン大学観光学科長・教授） 

「内発的発展のための観光開発：カンボジアの事例」（仮） 

 

17:10～17:40 発表 2 パウィニー・スナライ（タマサート大学アジア観光計画・貧困削減研

究所・研究員） 

「内発的発展のための観光開発：タイの事例」（仮） 

 

17:40～18:10 発表 3 島川 崇 （本研究センター研究員・准教授） 

「日本における観光地開発の展開」 

 

18:30～18:45 コメント 1 薄木三生（本研究センターグループ 2リーダー・教授） 

 

18:45～19:00 コメント 2 ウォルター・ジェイミソン(タマサート大学イノヴェーション・カ

レッジ・教授) 

 

19:00～19:45 総合討議 司会：島川 崇 

 

司会：古屋 秀樹（本研究センター研究員・教授） 
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〔バロメイ・ネス教授〕 
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〔パウィニー・スナライ氏〕
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〔島川崇准教授〕 
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