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り︑担ぐ人は見学や体験
をはじめとする各種の観
光施設︑宿泊や食事休憩
の施設︑移動のための交
通機関など観光客と直接
かかわる観光産業︑そし
て草鞋をつくる人は︑観
光産業に必要な諸消費材
を生産あるいは流通させ
る地場の生産者や販売業
者︑さらにそれらの産業
を維持するための原材料
や機器機材にまで目を向
けると︑関連産業のすそ
野は全国規模で無限に広
がる︒とりわけ地域の活

地域の特性を最大限に発揮して、そこでしか体感できな
い観光を自ら創出することにほかならない。もちろん、
国でなければ対応できない部分も多々ある。肝心なこと
は、国の細胞とも言える各地域が活性化されていなけれ
ば、観光立国も掛け声に過ぎないものになってしまう。
そうした観点に立ち、
地域活性化と観光立国を検証する。

時は江戸時代の中ご を患う者が多く︑つい 貼り︑そこに竿を通し 味線の需要が増えれば

ろ︒江戸湾を埋め立て には盲目になる者もい て３本の糸を張った日 猫の皮も同様に多く必

える︒飯を入れ

る﹁おひつ﹂を

しまう︒そこで︑三味 とされていた︒交尾の 活で欠かせない桶や箱

風が吹けば桶屋が儲かる

が吹けば︑町は甚だし

線を弾きながら門付け 際に雄猫が背後から抱 がネズミに齧られる被

はじめ︑日常生

い土埃に覆われた︒医

て て 傷 つ け て し ま う り︑ゆえに﹁風が吹け

をして︑自ら糧を得る きついて︑腹に爪を立 害も急増することにな

三味線とは︑扁平な 云々と︑一説にある︒ ば桶屋が儲かる﹂の譬
それはともかく︑三 えが生まれた︒

え方も違ってくるが︑視 が及ぶことになり︑そこ

にある︒立場が違えば捉 されれば︑国全体に活況

光地︶という立場の違い ている︒各地域が活性化

こと﹂︑観光地は﹁名勝 らだ︒消費者︵潜在観光 た概念の見直しだろう︒ がある︒かつて︑右肩上

その風光などを見物する 現実に進行しつつあるか でひとくくりに扱ってき つつ未来を展望する必要

地を視察すること︒また︑ 説明のつけ難い実体が︑ 両側面を﹁観光﹂の言葉

をはじめ直接・間接的な つくる人から以下の諸産

成感︑観光地は雇用効果 業︶に比べると︑草鞋を

光旅行による満足感や達

それぞれ解説している︒ 識され始めてきた︒

であること︒ いた︒あるいは︑団体型
す名勝・遺跡や温泉﹂と るものが︑観光資源と認 する﹁行為﹂

光客を集め利益をもたら ど従来の観光資源と異な １は︑観光が見物などを といった言葉で表現して

源についても﹁多くの観 ば︑名勝や史跡︑温泉な ードが浮かんでくる︒第 性を﹁ニーズの多様化﹂

る土地﹂とあり︑観光資 生じている︒端的に言え 考すると︑３つのキーワ よってそれぞれ異なる感

例えば︑広辞苑の解説 がりの景況が続いていた

や史跡︑温泉などに恵ま 客︶の中で︑観光地や観

経済的効果などであり︑ 業のかかわりは︑いわば

一般的な認識としては︑

同時に関

だが︑そうした工夫の

そうした変化の下で新 ければそこを訪れる観光 部といった認識は改めな

されないし︑観光地でな が主軸の付加的要素の一

い現実に迫られている︑ がなければ観光地は形成 らないが︑第１の﹁行為﹂

まや安閑としていられな に明確になる︒観光資源 後も継続されなければな

地や施設であっても︑い ると︑構図の意味はさら れる︒観光地づくりは今

ば︑一世を風靡した観光 る︒論法を逆転させてみ づくり﹂の言葉に代表さ

ほかならない︒換言すれ がもたらされる構図にな った︒いわゆる﹁観光地

を︑突きつけているのに 結果として観光地に利益 ドの第２︑第３が主軸だ

が︑ 観光地を訪れ︑ 多くは︑３つのキーワー
向き合う必要があること 光客︶

とは﹂との問いと真剣に ３つの関係性は︑誰か︵観

に対して︑改めて﹁観光 たらす﹂ことだ︒これら 工夫を凝らしてきた︒

それでいいのかもしれな は︑これまでの観光産業 は観光資源が﹁利益をも れに対応するさまざまな

それが意味するところ まる地域﹂であり︑第３ の様変わり﹂と言い︑そ

第２は︑観光地が客の﹁集 から個人型へ﹁旅行形態

両者ウィン・ウィンの構 ﹁風が吹けば桶屋が儲か
めて細いつながりの糸に

図︵右図︶が共通の目的 る﹂の図と同様に︑きわ

として考えられる︒

ング産業であることに間 波及効果が

違いない︒だが︑現実を 及ぶウィン

みると観光立国を目指す ・ウィン・

﹁日本の観光とは﹂の内 ウィンでも

実が︑いまひとつ明瞭で ある︒古い

ない︒﹁観光とは﹂と改 た と え だ
世紀の

そうした共通認識を明 いが︑そうした観光の捉 ということだ︒

の答えが返ってくる︒理 ぐ人︒そのまた草鞋をつ に地域内の他産業はもち 各地域の住民はもとより らかにするためにも︑観 え方だけでは﹁

めて問うとき︑千差万別 が︑﹁駕籠に乗る人︑担 たとえられる︒このため 観光立国を目指すには︑

カギは地域と客の
﹁利益﹂
に

観光の原点を再考

世紀の日本にとって 連する諸産

観光立国の実現は地方から推進を
とは、俗に言う
２
１ 「親方日の丸」で国に頼りきる姿勢から脱却し、地方が

観光は︑まさにリーディ 業にも経済

観光立国実現は地方から推進を

して広辞苑を参照してみ

なぜならば︑そうした に置くべきことがらの１ 果として︑観光が成立し す必要が︑そこにある︒

例えば︑観光の言葉が

そうした建前と本音の な観光地づくりや観光資
こうしたモラルに加え 生まれる前︑江戸時代に 発想は︑今日でさえ公的 源の開発で重要なポイン

今日︑観光については︑ 余暇を楽しむ行為の代表 も同じだった︒

を現在の状況にどう反映

させていくかにある︒

まず︑背景に注目して

みよう︒明治時代に外来
のサイトシーイング︵見
物や遊覧︶やツアー︵周
遊旅行︶の概念を︑﹁物

観光地や観光資源に対

様化の比ではない︒逆に
地域で当たり前の風景︑
地域に根ざした産業や生
活様式など︑すべてが観
光資源になり得る︒産業
観光の視点もその１つに
観光の楽しさを追求す

ほかならない︒
これらを踏まえて現状 るには︑これまでの不要

込めたのではないか

てこなかった理由の一端 の恥はかき捨て﹂とばか 者の減少こそあったもの ンの目的が達成されるこ 光地づくりであり︑﹁観
ートさせることが︑新た 進を﹂の気概が大切だ︒

は︑そのあたりにありそ りに︑遊ぶことにも大き の︑観光旅行の灯が消え と︒そこから発想をスタ 光立国実現は地方から推
なぜならば︑観光とは うだ︒これは︑国も国民 な喜びを見出してきた︒ ることはなかった︒

との推測もできる︒

打ち︶を︑観光の言葉に て︶の意義を真剣に考え ではあるが︑一方で﹁旅 なる不況期でさえ︑需要 理屈抜きでウィン・ウィ その第一歩は各地域の観

光旅行︶としての価値︵値 が観光︵余暇活動も含め として誇りに思えること 戦後史だけをみても度重 だ︒観光客も観光地も︑ 目指す上で欠かせない︒

要不急ではない行為︵観 らないにしても︑日本人 よく言われる︒日本民族 二次大戦中はともかく︑ などいらないのは明らか 要だ︒それが観光立国を

がった見方をすれば︑不 ﹁観光﹂の言葉が見当た て日本人は﹁勤勉だ﹂と も熱心だった︒また︑第 観光に建前と本音の区分 国民的コンセンサスが必

邦訳した先人は︑多少う は否めない︒明治以前に 表れている︒世界的にみ 勤勉と同時に遊ぶことに への反映を考えるとき︑ 不急を﹁死語﹂にさせる

見遊山﹂
でなく﹁観光﹂と 大きく作用していた事実 活でも︑さまざまな形で の言葉を生み出すなど︑

本音で楽しみ︑
楽しませる

不要不急もはや死語

た背景を踏まえて︑それ モラルが日本人の意識に にする︒これは︑日常生 興が本音の﹁一夜湯治﹂ どめている︒

よりも︑言葉を生み出し あり︑遊びを罪悪視する 私的な場では本音を露わ 本来の意味とは異質で遊 ざまなシーンに名残をと つて言われたニーズの多

は︑そうした言葉の解釈 換えれば﹁遊ぶこと﹂で 公の場では建前に従い︑ 療が目的だった湯治も︑ らないこと﹂など︑さま 客が満足する観光は︑か

ある︒いま︑考えるべき は︑具体的な行為に置き たことも影響している︒ たし︑農閑期の慰労や医 旅行では﹁観光旅行にな が生じてきた現在︑観光

とする定見が広まりつつ 民性があった︒不要不急 使い分けを生み出してき は建前として信仰があっ 光旅行と呼び換え︑修学 して消費者に新たな希求

同時に﹁観せる﹂ことだ 不急とみなす日本人の国 過程で﹁建前と本音﹂の 行も活発だった︒そこに 一方︑個人的な旅行は観

を﹁観る﹂ことであり︑ して余暇そのものを不要 て日本では︑文化の形成 は講や講中の名で団体旅 な旅行を視察旅行とする トだといえる︒

観光の﹁観﹂が国の﹁光﹂ 格であり︑一方の背景と

観光立国では第１級観光資源から地方のありふれた光景までが対象になる

足元を見直すことが未来への第一歩

れを受け入れる場所︵観 に 乗 る 人 が 観 光 客 で あ 薄いものになっていた︒ くことが欠かせない︒

行く人︵観光客︶と︑そ 流に置き換えれば︑駕籠 波及効果になると関心が の糸の認識を共有してい く必要がある︒一般論と イメージが浮かばない︒ くりを考えるとき︑念頭 益はもたらされない︒結 基軸に観光の概念を見直

由の１つは︑観光旅行に くる人﹂の図式だ︒今日 ろん︑全国規模での経済 国全体として︑つながり 光の概念を明確にしてお リーディング産業像﹂の たな観光資源や観光地づ 客はいない︒地域にも利 ければならない︒利益を
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ただ︑担ぐ人︵観光産

点を観光の﹁目的﹂に置 にリーディング産業とし

そこで︑過去を検証し

ると︑観光とは﹁他の土 一般的な認識の仕方では つは︑観光客と観光地の ないことになる︒

ために眼病 四角の胴の両面に皮を
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時︑土埃の

ていない当 ことになる︒

療の発達し

にひとたび大風

が多く︑乾燥期

れる赤土の大地

た関東ローム層と呼ば きていく術が失われて 雌猫の腹側の皮が良い なれば逆にネズミが増

の噴火のたびに堆積し なく︑盲目になれば生 を経験していない若い ならない︒猫が少なく

た江戸の町は︑富士山 確立されているわけも の胴に貼る皮は︑交尾 は︑猫を殺さなければ

造成して広がっていっ た︒社会保障制度など 本固有の弦楽器だ︒そ 要になる︒皮を得るに
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れ︑多くの観光客が集ま 光資源の捉え方に変化が を現実に照らしながら再 バブル時代には︑個人に
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いてみると︑観光客は観 ての意義がある︒

性化で大きな役割を担っ
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