観光資源を大まかに区 光地として全国的に知れ と位置づけ︑誘客素材と
分すると︑これまでは有 わたった資源もあれば︑ しての活用を目指してい

形と無形の資源が中心と 未だに近隣など限定的な る︒いわば︑消費者が興

なっていた︒さらに︑そ 利用にとどまった資源も 味をもって見学できる産

とする

れらの観光資源と交通機 少なくない︒前者に対し 業施設への旅行が﹁産業

関や宿泊施設など︑関連 ては再整備や再開発︑後 観光﹂なのだ

するインフラが融合する 者については掘り起こし 論も︑観光資源といった

従来の観光資源とは異

ことで︑いわゆる﹁観光 といった形で︑新たな活 切り口からは頷ける︒

地﹂が形成されてきた︒ 用の道を模索しているの

例えば︑温泉があれば温 が目下の実情といえる︒ 質だが︑観光地が形成さ

したがって︑有形︑無 れてきたプロセス︵観光

と呼ばれるな 形にかかわらず観光資源 資源とインフラの融合︶

泉地︑社寺仏閣なら門前

観光地

ど︑それぞれの素材︵観 がなければ︑これまでは に照らせば︑そうした素

から観光地化する可能性 だ︒極論すれば︑何らか る︒中でも生産現場と観

光資源︶にあった利用の 観光地として成り立つこ 材を保有する地域がこれ ンフラを活用できるから 体化でも大きな課題があ

これに対して最近︑脚 はきわめて大きい︒すで の地場産業が確立されて 光の兼ね合いは大きい︒

仕方で︑観光地が形づく とが難しかった︒

られてきた︒

また︑これまでの観光 光を浴び始めた産業観光 に産業が成り立って人々 いる地域は︑発想を転換 産業観光として技術や生

資源は︑スケールや消費 では︑産業に関連する施 の日常生活が営まれてい するだけで︑産業観光に 産現場を見学する場合︑

現場は︑非日常のビュー

地︵観光客の発地︶との 設や技術︑あるいは生産 る地域では︑交通インフ よる交流人口の拡大が期 訪れた観光客にとっての

時間︑距離などから︑観 現場そのものを観光資源 ラをはじめ既存の社会イ 待できる

ポイント︵観光資源︶で

世紀の﹁モノづくり れてはならない︒それが しかないが︑生産現場は

要因ではない︒視点を換 題もある︒わが国では︑ 大国・日本﹂のイメージ ﹁無形のもの﹂による満 作業者にとって日常の作

まれるなど︑課題は多岐 目点は︑単なるマイナス ただし︑その活用には課 と

世紀は 米をはじめ世界各国で高 るはずだ︒同時に︑そう の整備やガイドを配置で

世紀の﹁モノづくり大 が先行しがちだった︒欧 足を考えるポイントにな 業空間なのだ︒見学動線

ついては︑長期的視座で 成のプラス要因として作 国﹂に対して︑

第２の少子高齢社会に えることで︑ビジョン形

にわたる︒

２
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産業観光は︑産業施設 が欠かせない︒

を見せるだけでは︑決し
一方︑こうした課題が

また︑少子高齢社会が て長続きしない︒
進行する日本で︑将来の

国内観光需要を維持しよ 解決できれば︑新たな観
うとすれば︑先進工業技 光資源としてきわめて有
術で海外から訪日旅行を 望だといえる︒さらに︑
拡大させる必要性は︑確 既存の観光資源と産業資
かに大きい︒しかし︑観 源は︑産業観光としてジ
光地の魅力だけに頼って ョイントさせることで︑
製品とそれを生み出す技 同様に︑現時点の技術や ウを活用した相乗効果が

地域の活性化﹂とい

それが﹁交流人口の拡

産業観光が注目されは 術だけでなく︑それらの 製品だけに頼ったスタン 期待できる︒

くかかわっている︒背景 世界観光機関︵ＷＴＯ︶ 伴うパイの減少問題の解 観光資源のニューフェー 設備や技術に基づく生産 日本人の生活そのものに リもある︒そこで﹁無形 大

め楽観の許されない状況 くこと﹂の魅力にも大き 見方も出ている︒また︑ としても︑少子高齢化に みなすことで成立する︒ じめた当初は︑近代的な 背景にある日本の文化︑ スだけでは︑将来的にム

子高齢社会の進行をはじ だけでなく︑﹁そこへ行 疲弊させてきた結果との どは︑いずれ解決された や生産現場を観光資源と

需要の先行きであり︑少 間競争での集客力の優劣 し︑あるいは観光地力を による旅行需要の減退な

時に満たす視点での発想 行の背景には︑高品質の 観光地力が疲弊するのと 両者のインフラやノウハ

観光資源と産業資源の融合を

界的な不況︑あるいは新 ワードの１つが﹁産業観 のもの﹂による満足を同 行を生み出した︒その流 期待できる︒

ーマンショックによる世 それを可能とさせるキー ノ﹂だけでなく︑﹁無形 本的な格好の好さ︶の流 観光旅行でも誘客効果が 足は︑限られた生産現場

混乱要因の１つであるリ なく﹁注目点﹂なのだ︒ 産業観光でも﹁有形のモ ャパニーズ・クール﹂︵日 だけでなく日本人の国内 産業観光での観光客の満

の減少だ︒現在の低迷や る︒ゆえに︑問題点では との指摘があるように︑ 製品は︑結果として﹁ジ 業観光は︑インバウンド 客の受け入れは難しい︒

の国内観光旅行へのパイ 用する可能性も秘めてい ﹁癒し︵こころ︶大国﹂ い評価を得た日本の工業 した視点で形成された産 きる現場以外では︑観光

２
１

地域活性化を担う 産業観光」

ンテンツ︵観光魅力

だが︑これら２つの注 な魅力づけともいえる︒ の視察など︑ややもする く介在していたことも忘

さらに︑産業観光の具 化の構図といえる︒

行き先は予算をはじめ諸 なり︑﹁どこへ行くか﹂ 参加して自ら体験するこ
旅行の目的に対する意 条件が合えばどこでもい が最も重要な要素となっ と︒そうした行動によっ
最近では﹁憧れ﹂よりも 癒しや気分転換などがあ 深める﹂のが目的であれ 行が手段であれば︑目的 で︑満足感を得ることに
そうした国内旅行への ﹁発見﹂とする捉え方が げられてきた︒だが︑ひ ば︑その必要性を参加者 は﹁何をするか﹂という なる︒したがって︑これ

観 いる︒旅行形態で顕著な

変化する旅行の志向

旅先への
﹁憧れ﹂
から
﹁発見﹂
へ

また︑形態の変化は︑ あっても﹁新たな発見﹂ 何が目的だったかを考え

後さらに強まるのは必定
そうした中で産業観光

とみられている︒
は︑これらの要素を多分
に含んでいる︒産業資源
と観光資源を融合した総
合的なコンテンツの整備

各地域で観光を牽引し
るか︶に関心がシフトし てきた旅館やホテル︑物
産店は︑周辺地域の産業
そこで︑何をするかに 資源と観光のコラボレー

そうした観点で旅行の つつある︒

問題にならない︒したが する動機付けで大きな部 にとって既知であること に行くことで﹁親睦が深 であれば﹁知らない土地 すると︑行動パターンで けることが急務だ︒

域への訪問者が多ければ 関係にある︒旅行を誘発 しろ深耕を求める旅行者 えてくる︒例えば︑旅行 整理すると︑旅行が目的 視点を置いて内容を整理 ションを積極的に働きか

テンツが充実してその地 旅行目的の変化と密接な が十分にあり得るし︑む ることで答えの一端が見 目的と動機づけを改めて

が大きな要因だが︑コン

ツと供給量のミスマッチ は活発に行われている︒ に対して発見は︑既知で といわれる社員旅行は︑ 顕在化してきた︒

の供給過剰は︑コンテン によるグループ旅行など ことも少なくない︒これ える︒例えば︑衰退した 段としての旅行の違いが 行先で何をするか︵でき

言われている︒宿泊施設 人の集合型である同好者 るが︑既知では色あせる 識が高まってきたともい の目的を満たすための手 ないが︑趨勢としては旅 理由もそこにある︒

観光産業に存在しないと 味するわけではない︒個 の旅行先に大きく作用す た︒旅行に対する目的意 的だった旅行と︑旅行者 の択一的な尺度では計れ が︑観光地に求められる

ざたされる在庫調整は︑ 旅行需要全体の減少を意

況の脱出でしばしば取り るが︑大型団体の減少が

とで成り立つ産業だ︒不 来型団体旅行は減ってい

地に訪れ﹂て享受するこ 旅行や親睦旅行などの従

を求める消費者が﹁その の移行だ︒確かに︑社員

光地力︶に対して︑それ のは﹁団体から個人へ﹂

#

に形成された総合的なコ 形態や目的などに表れて れによる誘引力は︑未知 その意味づけが違ってき ない︒行くこと自体が目 旅行実態は︑目的と手段 行先での参加体験は︑今

ではない︒観光資源を核 消費者の志向は︑旅行の 主流になりつつある︒憧 と昔前までと現在では︑ が共有しなければ成立し ことになる︒現時点での までも指摘されてきた旅

ノをつくって売る﹂産業

観光産業は︑いわゆる﹁モ が欠かせない︒

れている︒これに対して 向にマッチしていること に大きな変化はないが︑ 味づけは︑娯楽や慰安︑ い︒ところが︑﹁親睦を てくる︒それに対して旅 て目的が達成された時点

構造に疑問が投げかけら 力になるし︑旅行者の志 いわれてきた︒それ自体

ら︑輸出に偏重した産業 ンツの充実が最大の競争 ない土地への憧れ﹂だと ピートだ︒

現在︑世界的な不況か って観光産業は︑コンテ 分を占めるのは︑﹁知ら が好ましい︒いわゆるリ まる﹂との発想ならば︑ への憧れ﹂が動機付けと は︑単に見るだけでなく

﹁
新たな
観
光
地
像
の追求が課題
﹂

光旅行の現状は︑これか 存の観光資源に依存する 観光﹂といった視点も含

このうち第１の国内観 には︑従来の観光地が既 の提唱する﹁持続可能な 決には何ら貢献しない︒ スであり︑観光地の有望 工場の見学︑最先端技術 関心を向ける姿勢が大き のもの﹂が欠かせない︒ う地域一体となった活性

にある︒
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ら先も希望するレジャー

２
０

地域活性化の切り札

観光地力﹂の問

ある︒第１は︑国内観光 以上に国内観光地の﹁観

べき２つの大きな要点が たことも一因だが︑それ

ンを考えるとき︑注目す ャー活動の選択肢が増え

観光産業の将来ビジョ ことに象徴される︒レジ

のが難しくなりつつある

活動の筆頭を守り続ける

%%%%%%%%%%%%%%%%

の現状をいかに改善する 光魅力

産業観光とは、「 高い
科学技術を示す施設、 近
代的設備や技術にもとづく
生産工場、 地域の特性に根ざした
地場産業や伝統工芸技術、 地域特
性を示す農林漁業などのうち、観光
者の興味をひくものであって、しか
も見学に対応しうるものに絞 ら れ
る」
（
『現代観光用語辞典』、日本交
通公社刊、８
４年刊）とされている。
説明文にある「観光者の興味をひ
くものであって、しかも見学に対応
しうるもの」を文章どおりに受けと
めると、産業観光とは 〜 を対象
として、それを見るための旅行とい
える。最近では、このほかに歴史的
に価値のある産業遺構なども加える
多面的な捉え方が一般化してきた。

多様化する旅行の
$
$ ニーズと観光資源
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地域の住民を巻き込んだ「新たな観光地づくり」は、
今後の地域間競争で重要なカギを握っている。
とりわけ、
現在のような経済状況下では、地域経済に及ぼす観光の
役割を見過ごすことができない。観光客の誘致は、直接
あるいは間接に、地域経済の活性化に大きく貢献するか
らだ。そこで、「観光資源」をキーワードに据えながら
産業観光に目を向けて、観光地としての地域づくりを再
検証してみよう。
かだ︒第２は︑国内旅行 題がある︒これは︑地域 あまり︑観光魅力を浪費 型インフルエンザの流行 光﹂といえる︒
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