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1948年に創設された国際自然保護連合

は、ユニークな国際提携によって国、政府

機関、各分野のNGOを集め、約140カ国の

980以上のメンバーが参加している。

連合体（ユニオン）としてIUCNは、世

界中で自然の完全な状態と多様性の保全が

行なわれ、かつ自然資源がすべて公正に利

用され、生態系の持続性が保証されるよう、

各社会に働きかけ、奨励し、支援している。

国際自然保護連合は、会員、ネットワーク、

提携組織の力を支えにして、地域、国内、

世界レベルで自然資源の保護能力を強化

し、自然資源を守るための地球規模の連携

を支援している。

国際自然保護
連合

（IUCN - The World
Conservation

Union）

自然保護区域世界委員会（WCPA）は、

IUCNの６委員会の一つで、保護区域に関

連する約1,300人の専門家からなる世界的

ネットワークである。メンバーはボラティ

アの資格で保護地域の計画と運営管理の水

準を引上げる活動をしている。

WCPAは多数の作業部会（タスクフォ

ース）をかかえ、それぞれが公園・保護区

域の計画と運営管理に重要な政策とプログ

ラムの問題に取り組んでいる。「観光と保

護区域作業部会」の目的は以下の通りであ

る。

�WCPA、その他機関に対して観光事業

と保護地域の関係について指針を与え

る。

�保護区域における観光の規模と特徴を明

確にする。

�観光の運営管理に関する最優良事例を調

査するためにケーススタディを行う。

�保護区域における観光の運営管理につい

てガイドラインを策定する。

�観光の管理運営理論と実践をプランナ

ー、管理者その他の関係者に情報提供す

る。

�保護区域内の観光が抱える共通課題に対

して、公園と観光関係者が共同で取り組

む機会を提供する。

保護区域に関する世界委員会
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本書「東アジアの自然公園・保護区域に

おける観光事業ガイドライン」執筆の主要

目的は、東アジアの自然公園プランナーと

管理者に役立つ資料を収集提出することで

ある。ここで言及する東アジア地域には、

この地域に存在する次の国、管轄権が含ま

れる。

�中華人民共和国（中国）

�香港、中国（香港）

�台湾、中国の一地域（台湾）

�朝鮮人民共和国（北朝鮮）

�大韓民国（韓国）

�日本

�モンゴル

�マカオ

本書では、便宜上、上記括弧内の簡略化

した名称を使用する。この簡略化した名称

は上記の国、地域を指すものである。

この執筆過程を通じて、現在の自然公園

運営状況と正確な観光資料を得る目的で、

東アジア各地域で協力可能な者とコンタク

トするために多大の努力がされた。その努

力にもかかわらず、特定の資料収集が困難

な場合があった。著者たちは、利用可能な

資料から各地の詳細な最新情報を取り込む

ために最善の努力をしたが、依然として、

編集ノート いくつかの欠陥が残されている。ガイドラ

インは、特定の情報が本文中で提示されて

いるか否かにかかわらず、その実際的な知

識と情報が様々な状況に対応して適用でき

るように意図されている。国・地域を適切

に引用して使用するよう、あらゆる努力が

払われているが、本書が提供する情報は、

各国、各地域の法的な地位、権限、あるい

は国境、境界の線引きに関して如何なる意

見を表明するものではない。

本書で収集された持続可能な観光のコン

セプトと各プロジェクトに関する広範な情

報は、それぞれの環境の中で持続可能な観

光を実践しようとする全てに人にとって、

有用かつ参考になることを希望したい。

Paul F.J. Eagles

Margaret E. Bowman

陶 長宏

ウォタールー大学レクレーション・レジャ

ー学部

Waterloo, Ontario, Canada

N2L 3G1

電　　　話：519-888-4567、内線3530

ファックス：519-746-6776

Web：http://www.ahs.uwaterloo.ca/rec/
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本書は基本的に、公園・保護区域のプラ

ンナーと管理者のために作成され、公園観

光に関する諸問題（公園訪問に関する計画

策定、管理運営、定義）を取り扱っている。

その目的は、公園管理者が自然保護地区に

おける観光事業の増加を研究することを支

援し、観光客が自然および文化環境を体験

交流できる公園の管理運営を意識して計画

するよう公園管理者に勧めることである。

効果的な計画を作れば、様々な利害関係グ

ループにとって観光事業がもたらし得る

色々な負の影響を最小にとどめる一方、潜

在的なプラスの影響を最大にすることが可

能になる。

様々な立場の読者も、また、本書を有用

と考えるかもしれない。地域社会、民間観

光事業者、土地利用計画者は、本書の中か

ら自分たちの仕事をより環境持続型にする

ために活用できる箇所を見出せるだろう。

その読者が多ければ多いほど、公園・保護

区域の計画と管理運営に直接、間接に関係

する様々な利害関係者が共有する争点や課

題に対して、共通の認識を得る可能性が大

きく広がる。中央政府、国際機関、観光産

業部門全般も、また、ここで提起された諸

コンセプトに注意を払うかもしれない。グ

ローバル化の進む世界で、多くの専門分野

や産業部門は、世界の重要な自然や文化遺

産の保護といった共通の利益目標に向かっ

て協力しなければならない。

観光と保護区域の一般概念は第１章に記

述されている。東アジアの観光と保護区域

は第２章で再検討されている。第３章では、

持続可能な観光の一般的ガイドラインのコ

ンセプトが15項目のチェックリストで示さ

れている。公園・保護区域の管理者は、こ

のチェックリストを持続可能な観光計画と

その管理運営の仕事に役立たせることがで

きる。高地と海洋環境に関連する諸問題は、

第４章にコンセプトが説明されている。ガ

イドラインの円滑な運用を構造的に支援す

るために必要な広範な活動に関連する結論

は、第５章で確認される。本書の各章で行

なわれた提案は付属資料Ｈに要約されてい

る。

本書が意図するのは、国・地域と公園が

それぞれの政策作成、資金調達、政策執行、

管理運営へのアプローチを考える際に活用

できる一般的な提案を示すことである。本

書の一般的な目的は：

はじめに �公園観光のコンセプトの紹介。

�東アジアにおける観光事情の説明。

�保護区域に関連する観光の目的確認。

�東アジアの保護区域における観光の問題

点の概説。

�東アジアの公園・保護区域において持続

可能な観光を実践するための提案。

�読者に対して、すべての関係者が利益を

得るためにどうすれば資源保護と観光が

両立する有利な方策を創造できるか、考

えるよう勧めること。

�観光の専門用語、および現存する課題と

これら課題に取組むための行動について

共通理解を確立すること。

本書は、東アジアの保護区域と観光の分

野に対する喜ばしい貢献である。公園管理

者と公園計画に関わるその他意思決定権者

にとって、最新の実例と理論が加わった貴

重な資料である。著者たちは、保護区域管

理において人的要因を重要視し、人間と自

然の相互交流が行なわれ、観光体験から期

待される成果を得るために先進的な計画づ

くりを奨励している。本書には、最優良事

例、来訪者管理、教育、利害関係者の参加、

その他保護区域管理のテーマについて膨大

な情報が集められている。東アジア地域内

外で進められている優れたプロジェクトの

実例によって、論議されているコンセプト

が具体的に例示されている。

これらガイドラインは、持続可能な方法

で保護区域の観光開発と管理運営が行なわ

れるための生きた知恵の供給源である。保

護区域の観光に関わる専門家は、このガイ

ドラインが提示する知識から価値ある見識

と方向性を身に付けて欲しい。東アジア全

域でわれわれ全員が、これらコンセプトを

保護区域運営に導入する努力をし、その適

用を継続して行なえば、すばらしい自然と

文化の保護区域が集まるこの地域において

保護レベルと体験レベルの向上に役立つに

ちがいない。

菊地 邦雄
世界自然保護連合
保護地域国際委員会東アジア地域副委員長
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本ガイドライン作成に当たって多くの人の

協力を得た。著者たちは、この方々の重要

かつ有益な貢献に対して感謝したい。最初

に、２年間にわたり欧州の自然公園におけ

る持続可能な観光を指導するため、重要な

資料を作成されたEUROPARK連盟（旧

称：欧州自然と自然公園連合、FNNPE）に

感謝したい。同書のタイトルは「死ぬほど愛

するか？　欧州の自然と自然公園における

持続可能な観光」である。EUROPARK連

盟には、この「東アジアの持続可能な観光

ガイドライン」作成にあたって、寛容にも同

書に含まれる情報と事例の利用を快く許可

していただいた。

日本自然環境研究センター（JWRC）の

菊地邦雄氏には格別の感謝を表したい。同

氏からは本書「東アジアの自然公園・保護

区域における観光ガイドライン」の作成に

強力な支援をいただいた。格別の感謝を

Shelley Hayes女史にも捧げたい。彼女は

スイス、グランドの「IUCN保護区域プロ

グラム」のプロジェクト連絡窓口として当

プロジェクトを重要視し、ガイドラインの

作成過程において見識ある有益な意見を提

供していただいた。同じく本書準備の最終

段階で協力いただいたスイス、グランドの

IUCN保護区域プログラム」のDaniel Egli

氏にも感謝したい。

背景事情、観光あるいは保護区域の統計

と文書、潜在しているケーススタディの情

報収集に多数の方々の協力を得た。著者た

ちは、協力いただいた全ての方々に感謝申

し上げるが、その支援と情報提供なくして

は本書の完成はなかったであろう。

著者たちはWCPA/IUCN東アジア自然

保護研究・モニター・教育センターの陳致

杭（Zhihang Chen）教授のご尽力に感謝

する。同教授は、中国の保護区域内におけ

る環境保全の情報を提供し、内容に関して

貴重な評価を下し、中国科学院の李渤生

（Bosheng Li）教授の紹介に便宜を図って

いただいた。李渤生教授には、中国のエコ

ツーリズムの資料と保護区域の詳細な情報

を提供していただいた。陳致杭教授は、ま

た、中国の九賽溝世界遺産の自然保護研究

センター理事張善雲（Shanyun Zhang）

氏にコンタクトするよう勧められ、著者た

ちは同氏から九賽溝の情報を得ることがで

きた。

同様に北京大学の許學功（Xuegong Xu）

謝 辞 博士と張善雲（Yin Zhang）嬢にも感謝し

たい。それぞれの写真とともに３箇所の特

別地区を含む中国の保護区域と観光に関す

る情報をご提供いただいた。許學功

（Xuegong Xu）博士からは、その他の連

絡先とともに、中国の保護区域と観光に関

する情報についてのコメントをいただい

た。昌黎黄金海岸（ゴールドコースト）自

然保護区の段新育（Duan Xinyu）氏にも

感謝する。中国の背景事情について中国科

学院の王 溥（Xianpu Wang）博士と蒋

高明（Gaoming Jiang）博士から意見とと

もに、エコツーリズム政策とガイドライン

の原則に関する文献と中国の自然保護区域

とエコツーリズムに関連する３つの資料を

いただいた。

国立台湾大学の王 （Shin Wang）博士

とその助手にも感謝する。著者たちに莫大

な書物、福山植物園の写真と資料を提供さ

れ、観光産業の連絡先を紹介してくださり、

われわれが台湾（中国の一地域）の保護区

域の仕組みについて理解を深めるのに大い

に役立った。国立東華大学の宋秉明

（Bin‐Min Sung）博士からは、台湾（中

国の一地域）の保護区域の情報と合わせて、

インバウンドとアウトバウンド旅行の情報

と国内旅行調査の要点を整理した報告書の

提供を受けた。同博士からは観光局の王育

群（Yu-Chun Wang）女史も紹介された。

台湾観光局の部長代理蘇成田（Cheng-

Tyan Su）氏にも感謝する。同氏は、台湾

の公園、保護区域における観光の現状につ

いて著者たちに深い洞察を短時間で与えて

いただき、資料について思慮深い見解を示

された。台湾国立東華大学の徐國士（Kuo-

Shin Hsu）氏は、親切にモンゴルの自然保

護区域のパンフレットと日本の自然保護に

関する小冊子を提供された。

著者たちは、WWF香港マイ・ポ自然保

護区のマネジャー、楊路年（Lew Young）

氏と教育担当上席オフィサー、王麗賢

（Idy Wong）女史に感謝したい。女史は、

マイポ湿地野生動物センターの教育プログ

ラムの詳細とその写真を提供された。

香港行政府の農業・漁業・環境保全部の

王 義（Fook Yee Wong）博士にも感謝

したい。著者たちに重要なインターネット

サイトを紹介し、いくつかの印刷物を提供

していただいた。香港観光協会の洪忠興

（Mason Hung）氏にも感謝する。香港観
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光産業の環境持続型の開発に関して２冊の

興味深い文献を提供された。この出版物は、

香港ポリテクニーク大学の葉占雄（John Ap）

氏が著者たちのために注文されたものであ

る。香港の地方公園におけるエコツーリズ

ムの現況について情報を提供していただい

た梁智航（Calvin C.H.Leung）氏に感謝す

る。香港観光協会の周 儀（Phi l ippa

Chau）女史には農業・漁業・環境保護部

にコンタクトするよう勧められた。同部の

李小慧（Gladys Li）女史は「訪問者」の

定義と、全ての入国統計は香港入国管理部

から入手していることを教示された。香港

観光の基本的な情報について参考になる背

景を教えていただいた香港大学の 志勇

（C.Y. Jim）博士にも感謝したい。

ソウル国立大学の金星一（Seong-il Kim）

氏に感謝する。同氏からは、寛大にも中国

の長頭山生物圏保護区周辺のエコツーリズ

ム開発と韓国の保護政策及び関連する法制

度について二つの報告書を提供していただ

いた。韓国公園・レクレーション学院の院

長朴石煕（Seuk-Hee Park）氏には、親切

に他のコンタクトすべき人々の名前を示唆

していただいた。

モンゴルのWWF環境NGO強化プロジェ

クト座長のTs Davaasuren女史には、

Thomas Eberherr氏の詳細に記述された

論文などモンゴルの保護区域の観光につい

て最新の有益な情報を収集、提供いただい

た。

日本自然保護協会（NACS-J）の吉田正

人氏には、日本と東アジアのエコツーリズ

ムに関して貴重な論文を提供いただいた。

カナダ、ウォタールー大学のPhilip Feifan

Xie氏と Mio Tonouchi女史の翻訳の労に感

謝する。Xie氏は、プロジェクトの報告書

にも情報と資料を提供された。

著者たちは、元フィリピン国立公園理事

長のCorazon Sinha博士には修正意見を、

また、Julie Wen博士には中国訪問者数の

データをいただいたことに感謝したい。こ

の二人にコンタクトできたのは、オースト

ラリア西シドニー大学のRobyn Bushell博

士のお陰である。驚くべき精密さと細部に

わたる注意深さで編集作業にあたった

Anne Rossと有益な洞察に満ちた意見を編

集に加えてくれたCarol O'Connorのウォタ

ールー大学の二人に深く感謝する。

オーストラリアのニュー・サウス・ウエ

ールズ国立公園および野生生物局のレイン

ジャーであるRoss Constable氏には、モン

タギュー島のケーススタディに協力いただ

いた。南アフリカ北西公園委員会の

Richard Davies氏には、マディクエ野生生

物保護区のケーススタディに協力いただい

た。チャンベ島の情報はタンザニアの

Eleanor Carterさんから送られた。

保護区域世界委員会「保護区域と観光作

業部会」の全員に感謝する。公園における

観光運営管理の多角的な側面について、専

門的な意見を絶えず提供していただいた。
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1東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン

観光産業は世界最大で最も急速に成長し

ている産業である。世界観光機関（WTO）

は、観光産業の中で最も広範囲の観光デー

タを収集している。1999年、WTOは国際

旅行者数を6.57億人と算定し、全世界で

4,550億USドルの所得を生んだと報告した

（WTO, 2000a）。換言すると、1999年に世

界人口の約10パーセント相当数が国際移動

したことになる。これを2,500万人の国際

旅行者が80億USドルの観光収入をもたら

した1950年と比較すると、国際旅行量と産

出した観光収入の両面において顕著な増加

が分かる。また、1950年から1999年の間、

国際旅行者数は年率平均７パーセント増加

し、国際観光収入受領額（時価、国際輸送

費用を除く）は、年率平均12パーセント増

加したことになる（WTO, 2000a）。

観光産業は、驚くべきスピードで拡大し、

多様化してきた。過去30年にわたって、国

際旅客到着数は1970年の1.83億人から1991

年の4.50億人にまで急激に伸長し、2000年

には6.7億人を超える数字になると予想さ

れている。2010年の国際旅客到着数は約

9.37億人と予測されている（WTO, 1994）。

集計方法が異なるので数字を報告できない

が、国内旅行も、同じように増加している。

なお、国内旅行者は、この国際旅客到着数

には含まれないが、国内旅行の重要性は国

際旅行の数倍は高い（Eagles, McLean &

Stabler, 2000 印刷中）。

観光産業は世界最大の産業で、他の如何

なる産業単独よりも高い総生産高（金額）

を生み出している（例えば自動車、電子機

器、農業より高い）。1998年の国際観光収

入と国際運賃受取額（外国住民の輸送に関

連する収入）を合わせると、世界の物とサ

ービスの貿易収入合計のほぼ８パーセント

を占める（WTO, 2000a）。国際運賃収入を

含む世界の観光収入額は、1998年に5.32億

USドルと推計され、他の全ての国際貿易

科目を上回る。観光収入の経済的重要性は

高まり、世界の多数の国で政策立案者の関

心を集めることになった。観光は、今や世

界経済に不可分の一部である。多くの人に

とって旅行は容易で、手間の要らない、比

1.1.1 観光産業

1.1  観光と保護地域の
1.1  現状と傾向

過去50年は、

観光産業の歴史上最も

ダイナミックな時代であった。

この間、観光産業は

特権階級に限られた活動から

大衆現象に変り、

世界中で旅行目的地となった

地域の経済、文化、環境の

変容をもたらした。

（Twining-Ward, 1999, 

p.187）

序 論

較的廉価なものである。

旅行・観光産業は世界最大の雇用者であ

る。世界観光産業協議会（WTTC）によ

ると、観光は世界で２億人の雇用を支えて

いるが、それは世界の雇用の８パーセント、

すなわち12.4人に１人（WTTC, 2002）が

従事する産業になっている。観光は世界の

国内総生産（GDP）の11パーセントを産出

し、2010年まで毎年550万人の雇用を新た

に創出する（WTTC, 2000）。また、

WTTCの予測では、旅行・観光産業は

2010年までに世界のGDPの11.6パーセント

（又は65.91億USドル）を占め、2.5億人の

雇用（全雇用者の９パーセント、11人に１

人）を支えるレベルに拡大する。

旅行市場全体が拡大するだけでなく、国

立公園への休暇旅行や保護区域への異なる

タイプの旅行も増加している。環境問題へ

の世界的関心の高まりと、持続可能な開発

分野における観光の重要性が認識され、持

続可能な観光の原則を生みだす原動力なっ

ている。

しかしこの旅行の大幅な増加は、低廉な

エネルギーに依存していることに注目する

ことが重要である。もしエネルギーの価格、

特に最も重要な石油とガスの価格が著しく

上昇することがあれば、それに応じて旅行

量も減少するだろう。

社会による特別保護区域の設定は、数世

紀にわたる文化的現象である。このような

場所には様々な名称が付けられているが、

典型的には、政府当局による歴史遺産ある

いは環境を保全するための特別措置やその

場所の一般利用を管理する特別管理組織の

創設を伴う。また、多くの場合、人々がこ

のような場所へ旅行し始めたことが保護区

域設定や保全の最初の推進力になった。

保護区域を体験する旅行は、古くから公

園運営と不可分になっている。訪問者数が

増えると運営管理の課題も増大する。最近

生じた二つの変化は、環境保護の重要性と

来訪者がもたらす影響について、専門的な

管理の必要性に対する認識が高まったこと

である。公園への旅行者の流入とその量の

背景には、多数の推進力が存在する。その

中には富の増加、環境意識の変化、技術革

新、経済再編成、社会不安などの要因が含

1.1.2 保護区域の産業



まれ、これらが公園訪問者数に影響する。

公園・保護区域は、国内および外国旅行

者、地元社会そして社会一般に環境、教育、

レクレーション、科学、経済、文化的な利

益をもたらしている。人々は、これらの分

野で利益を享受しているので、中には組織

や経営に関する意思決定に参加を望む者も

いる。また、彼らは公園を如何に管理すべ

きかについて意見発表のできる機会を求め

るだろう。更に、多くの者は、保護区域の

すばらしさを各個人が体験できるような条

件整備を望むだろう。このような公園や観

光事業運営政策に直接関係する、あるいは

影響を受ける個人や団体は、利害関係者

（ステークホールダー）と呼ばれる。効果

的な運営や持続可能な観光を達成するため

に、保護地域の管理者はできるだけ早い時

期に利害関係者を運営過程に参加させるべ

きである。利害関係者一覧は付属資料Ａを

参照のこと。

公園・保護区域の観光事業は、基本的に、

その地域に関心を持つ三つの主要利害関係

者グループの影響を受ける。それはａ）観

光事業者と公園管理者、ｂ）訪問者とその

他の利用者、ｃ）社会で、それぞれのグル

ープは、観光を自分たち独自の視点で見る。

公園の効果的かつ総合的な管理計画には、

これら各グループの理解と認識が取り込ま

れなければならない。観光を動かす全ての

勢力を認識し、取り組むことがなければ、

一部の利害関係者のみを考慮した近視眼的

な管理になってしまう。

観光事業者と公園管理者

成功する全ての観光事業は、専門的な経

営を前提とする。公園・保護区域には、明

確に区別できる二つの事業主体、すなわち

公園管理者と民間観光事業者がある。彼ら

は観光機会を創造する資源、施設、プログ

ラムを提供する。また、彼らは、仕事を遂

行するにあたって、具体的な目的を念頭に

置いている。

公園管理者と観光事業者はそれぞれ異な

り、しばしば相反する目的を持つ。公園管

理者は法律の指示に従って活動し、その主

目的は社会的に規定された価値を守ること

である。一方、民間観光事業者は市場によ

って動かされ、その主目的は利益をあげる

ことである。

この二つの事業主体は観光を以下の目的

公園が適切に計画され、

運営管理されるなら、

観光と保護地域の

目的の両立は可能である。

（Butler, 1992）

達成のための手段と考える。

�環境保全を促進する

�収入を得る

�他から学ぶ

�雇用と所得を創出する

�長期にわたり持続可能な経済活動を開発

する

�資源採取を管理する

�研究を助成する

訪問者と他の利用者

公園観光の存続は、最終的には訪問者に

かかっている。個人は自分の興味のある場

所に時間とお金を使う選択をする。また、

その体験を通じて、公園訪問者や他の利用

者は物理的、心理的、社会的、経済的、環

境的利益を受ける。これらの利害関係者は

観光を以下の目的達成のための手段と考え

る。

�環境保護、保全を促進する

�健康増進効果を得る

�知目的（歴史を学ぶなど）、情緒的発想

（心の平和を得るなど）、精神運動性欲望

（運動をする）を含む個人的体験の一層

の充実

�社会的体験に参加する

�家族の絆を強める

�友人と充実した時間を過ごす

�求愛儀式の機会を提供する

�精神的体験を得る

�同じような興味をもつ人に出会う

�集団の団結心を養う

�時間と費用の効率化を達成する

�個人的な達成感を味わう

レクレーション目的以外にも公園資源を

利用する重要な利用者がいる。その中には

宗教目的、資源採取、あるいは保護区域を

通路として利用する地元民がいる。これら

公園利用者の目的は、レクレーション目的

の利用者と利害が相反することがあるが、

この対立は公園管理計画の中で解決されな

くてはならない。

東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン2
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社会

社会は、全体として公園観光に対する目

的を持っている。これらの目的は、しばし

ば政府の政策に反映される。この勢力は、

観光を以下の目的達成のための手段と考え

る。

�収入と富を再配分する

�外貨を獲得する

�地域社会の開発を支援する

�自然と文化遺産の保全を促進する

�文化的独自性を維持し、讃える

�社会の成員に教育機会を提供する

�健康増進をはかる

�国際的理解と認識を広げる

いくつかの保護区域では、人間による利

用と開発が悪影響をもたらすが、同時に、

自然美に恵まれた景勝地への旅行需要は増

大する。観光産業は、地域の自然と文化の

保護に密接な関係を持ち、しばしば質の高

い自然と文化環境は、その地域に訪問者を

惹きつける主要な吸引力になっている。す

べての利害関係者がお互いの目標に対する

理解を深め、この目標達成を目指してパー

トナーシップを築くことが重要である。ま

た、全利害関係者の全般的な目標は、質の

高い自然と文化環境の保護でなければなら

ない。それが旅行者を吸引し、地元住民の

生活の質を高めるのである。

保護区域の管理者の中には観光事業を喜

んで受入れない者もいるかもしれない。こ

れは多くの者にとって、これまでの仕事が、

訪問者によって保護区域の景観が傷められ

るの防ぎ、あるいはそれを修復することに

専念することだったからである（訪問者を

制限したり、破損場所を復元するなど）。

資源管理と観光事業管理は、より一体にな

ることが望ましい。その結果、保護区域の

管理者たちは、より緊密に観光産業分野と

協力し、それを学び、理解に努め、活発に

その保護区域に生まれる観光事業に影響力

を発揮しようとするだろう。

同様に、国あるいは地方の観光計画は、

保護区域と緊密な関係を持たない場合も多

い。観光産業で働いている者で、環境保全

の知識、経験を持つ者が少く、保護区域で

働く観光専門家や経済専門家も少ない。

EUROPARK連盟（旧称：欧州自然と自然

1.1.3 公園観光の理解

「管理（マネジメント）は、

環境資源と文化資源の

長期的な存続のための

決定的な要素であり、

そこにエコツーリズムは

依存し、しばしば観光と

環境の間を結ぶ

細い架け橋である。」

（Valentine, 1993, 

p.108-109）

公園連盟FNNPE）の会員は、賢明にも、

このような二極化した立場が両者にとって

プラスにならないことを看破している。保

護区域で最優先されるのは自然保護でなけ

ればならないが、これは、必ずしも観光が

利益を生んではいけないことを意味しな

い。未来は、観光産業と自然保護論者の間

のより緊密な協力関係によって開かれるに

ちがいない（FNNPE, 1993, p.4）。

持続可能な自然観光とそれが成立する環

境の間には双方向の交流があり、自然を楽

しむ目的と自然保護への貢献が共に達成で

きることが理想である。観光と環境との関

係は次の表１に輪郭が示されている。自然

保護地域での観光は、ふさわしい管理体制

の支配下に置くことが肝要である。

広く認められている理論、制度、方式は

時代と共に変る。消費者の要求も志向も変

る。例えば過去において、北米における公

園管理の一つの視点は、公園区域内の森林

火災の徹底的な防止であった。現在、制御

された森林火災は許容されるようになった

が、それは山火事が発生しないと不自然な

生態系になることを科学者や管理者が悟っ

たからである。多くの公園・保護区域は、

自然資源の観点で管理されてきたが、それ

は資源そのものを重視し、その自然資源が

所在する人間的、社会的、文化的、歴史的

環境を考慮しないものだった。今では、総

合的な生態系管理は、人間と自然環境の相

互関係など多様な要因と関心を考慮してい

る。

近年の保護区域における観光産業の傾向

には、以下が含まれる。

�開発と環境保護の結合

�保護区域への旅行増加

�環境に配慮した事業に対する消費者の要

求の増大

�観光産業の自主規制の動き

�観光が保護区域にもたらす重要な経済効

果の認識

�持続可能な観光の社会文化面における重

要性の認識

1.1.4 現状の活動と傾向



開発と環境保護の結合

1992年リオ・デ・ジャネイロで開かれた

国連地球サミットにおいて、初めて、環境

保護と開発の重大な結びつきが地球規模で

議論され、承認された。

「今や環境保護団体は、開発に関連する

諸問題に一体となって取組まなければ、単

独では保護目的は達成できないことを理解

している。同様に先進国でも途上国でも、

開発関係者は環境保護を無視することはで

きなくなった」（FNNPE, 1993. p.5）。

持続可能な観光は、環境保護の原則と観

光開発を結びつけた。観光開発は特に急速

に野放図に、適正な計画も無く行なわれる

場合、保護区域を脅かすものになりえる。

持続可能な観光はこの脅威を減らす目的を

持ち、公園にとって観光事業が環境保護の

目的に対する支持を得るための契機になる

ことを期待させる。

多くの民間観光会社は良質の環境を維持

することの重要性を認識しており、環境へ

の影響を和らげるための環境対策を講じて

いる。現在、観光の経済的貢献とその利益

を環境保護に直接、還元することを一体と

して考える組織や専門家が増加している。

観光開発が環境保護と結びつくことによっ

て、双方が持続可能になることが重要であ

る。（FNNPE, 1993）

保護区域への旅行の増加

自然志向の国際旅行市場は既に大きくな

っており、表２の示すように市場規模は拡

大を続けている。自然環境、野生動物、文

化、野外研究をベースにした観光市場は人

気を得つつある。国立公園とその地元社会

は、訪問者増大、各種野外活動の増加、高

まる観光施設建設の要求にともなう圧力を

感じつつある。私たちは保護区域を「死ぬ

ほど愛する」ような状況になっているのだ

ろうか？人気の高い旅行先になったこと

で、美しい遠隔の土地が俗化する心配が常

にある。公園・保護区域への観光が引き続

いて増加するにつれて（それに関係する圧

力も増加するが）、地域の生態系と文化の

持続性を守るために、観光事業の効果的な

計画と運営管理が絶対的に重要なものにな

る。

環境にやさしい産業へ高まる消費者の要求

消費者が入手するグリーン（環境に優し

い）商品やサービスの量は、過去20年間着

実に増加している。かつて社会のほんの一

部に支持され、特殊な新しい市場に属して

いた商品も、今では何処でも普通に入手で

きるようになった。環境に優しいというラ

ベルを貼った商品は、それが無い同じよう

な商品よりも魅力的とする認識が広がって

いる。

消費者の要求の増大は、過去20年にわた

る数え切れないほど多くの開発によって生

まれたものである。現在、自然環境悪化に

ついての問題や懸念は、以前よりも複雑に

なり数も増えている。これらの問題は、よ

り大きな世界規模で住民に影響を与える。

テクノロジーの進歩は、人類に前例の無い

速さで環境を変容させる力を与え、しばし

ば負の、そして破壊的な自然環境変化をも

たらす。人類が急速に景観を変容し、その

過程で永続的な影響を与える可能性は大き

くなった。同様に、地球環境の問題と懸念

に対する社会の関心も高まった。

消費者は以前よりもこれらの問題につい

て啓蒙されており、進んで責任ある行動を

取る姿勢がある。環境に優しい商品の選択

に表現されるように、環境に配慮した行動

を求める圧力は高まっている。グリーン商

品の生産は、個人が比較的小さな努力で環

境に優しい行動を取り、心の平和を得る機

会を提供する。

東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン4

観光と環境には４つの主要な関係がある。
１．自然環境を構成するものが、市場で販売できる観光魅力あるいは商品のベー

スである。
２．観光事業の経営者は、環境に及ぼす負の影響を最少にするか、減少させなけ

ればならない。
３．訪問地の環境保全のための直接、間接の経済的貢献は、観光が生み出す収入

によってなされなければならない。
４．環境に対する旅行者の行動は、観光事業者と公園スタッフが提供する環境的、

文化的交流によって影響を受ける。

観光事業の主要な構成要素には、すべて環境配慮の視点がある（例えば商品と
市場、経営、資金、消費者）。これらの環境配慮の視点は、観光が発生する場所
が保護区域の場合に特に重要になる（Buckley, 1994）。

表１：観光と環境との関係
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観光産業における自主規制の動き

消費者の要求に押され、また、競争力を

強化するために、多くの会社は自分たちの

仕事の進め方や商品を環境に優しいものと

宣伝している。しかし商品やサービスに貼

られた環境に優しいと称する表示は、その

生産や販売におけるあらゆる過程で環境へ

の配慮を保証するものではない。

観光産業において、訪問先社会やその環

境に好ましい影響をもたらし、また負の影

響を最少にする努力をする企業は、環境に

優しいと主張しながら現実はそうでない競

争相手と区別して欲しいと考えている。認

証制度は、個々の商品、ツアー、サービス、

デスティネーションが事前に規定された環

境配慮基準の基本レベルに達しているかど

うか、を評価する方法を提示する。単に法

律や罰金によって自然環境保護を強制する

よりも、このような補足的な保護策が勢い

を得ている。観光産業の構成員は、基準を

策定し、自発的にこの基準に従うことを誓

約する方向にある。それは会社の成功に役

立つとともに、長期的には資源の持続的な

利用と保全にも寄与するからである。

保護区域の観光における重要な

経済的側面の認識

重要な自然の生態と文化を持つ地域を保

護区域として認定した後、それを継続して

維持し、科学研究やその区域運営と保護の

ための資金を確保する課題が発生する。資

金源として期待できるのは、政府予算、非

営利団体による補助金、民間企業の寄付、

そして公園が行う事業活動などである。

公園管理機関の資金と人材は、効果的な

運営のためには不十分なことが多い。観光

開発は、保護区域と周辺社会の地域に流入

する現金収入を生む機会を提供する。公

園・保護区域の観光開発が持続可能性を保

つために、保護区域の来訪者が生み出す収

入の数パーセントは、環境保護事業を継続

するために直接再投資されなければならな

い。

観光の社会・文化的側面の重要性の認識

あらゆる観光は、文化的、社会的影響を

与える力を持つ。影響は旅行者と受け入れ

側の双方に生じる。例えば、旅行者は地域

文化に新しい発見をし、自分自身の文化を

異なる視点で見るようになり、新しい知識

を得て帰宅する。しかし旅行者は、一般に、

旅行先に短期間しか滞在せず、したがって、

旅行体験から得る社会的、文化的な影響は

わずかだけに終わるのが普通だろう。

受け入れ側（ホスト）は、デスティネー

ションの中や近隣に住む人々である。彼ら

は旅行者の絶え間ない流入を体験し、それ

が殆ど一年中続くこともしばしばである。

場合によっては、受け入れ側の人々の所得

は旅行者より低く、学歴も低い。これは彼

らを弱い立場に置く可能性があり、受け入

れ側での社会的影響は以下のものを含む：

文化の商品化、サービスと知識ベースの雇

用増加、外国語教育の需要増加、地価の値

上がり、旅行者の社会的文化的伝統を模倣

する欲求、外国人の投資と土地所有、新技

術の導入、水、燃料用樹木、土地など地域

以下の統計の示す通り自然ベースの旅行産業は拡大し、成長している：
�Ceballos-Lascurain（1996）は、全国際旅行消費の７パーセントを産出すると
するWTO推計を報告した。

�世界資源研究所（1990）は、自然観光が年率10～30パーセントで増加してい
ると推計した。

�Lew's（1997）のアジア太平洋地区観光事業者調査によると、近年の成長率は
年率10～25パーセントである。

�1997年、WTOは、エコツーリズムを含む自然ベースのすべての旅行形態は全
国際旅行の約20パーセントと推計した（WTO, 1998）

結論：現在、自然観光の世界旅行市場は、国際旅行市場の７パーセントから20パ
ーセントに達すると推定されている。2010年に9.37億人に拡大するとするWTO
の国際旅行市場予測から推定すると、大雑把であるが、2010年の自然観光の旅行
者数は、6,500万人から1.87億人の間である。この数字に自然地域を訪れる多数
の国内旅行者が加わる。

表２：自然観光の国際市場規模

南アフリカ北西郡のマディクエ動物保護区は、
これまでに試みた最大の生態系再生計画の一つ
である。エコツーリズムからの収入を資金とし、
１万を超える大型哺乳類が放棄された農作地に
導入された。

写
真
提
供：

マ
デ
ィ
ク
エ
動
物
保
護
区
、

南
ア
フ
リ
カ
観
光
委
員
会
、

「新しい旅行者は、

以前より教育水準が高く、

より文化的で、

そして環境と文化に対する

感性が豊かで、

より好奇心と研究心に

富んでいる」

（Doswell, 1997, p.30）



資源に対する競争激化、外部からの移住者

の増加（Borrini-Feyerabend, 1997）。

このような影響は、それぞれの立場によ

って不利益をもたらすもの、中立のもの、

利益をもたらすものがあり得る。これらの

影響の価値は、受入側が判断することが重

要である。

公園観光の計画と運営に参加するすべて

の利害関係者は、観光の社会的、文化的影

響を注意深く検討しなければならない。

公園観光の理解には、この分野で使われ

る主要概念の知識を持っておくことが有益

である。本節では、いくつかの定義の主要

概念と論議に触れる。

持続可能な開発

世界人口が増加を続ける中で、人間の欲

望は、我々を支える地球の収容力の限界を

超えつつある。そのために企業、産業、政

府が全力を挙げて持続可能な開発方式を採

用することが重要である。

「持続可能な開発は、1960年代の環境保

護運動の出現とともに最初の議論が始ま

り、その用語は「我ら共有の未来」のタイ

トルで刊行された世界環境開発委員会

（1987年）の報告書（一般にブラントラン

ト報告として知られる）によって専門用語

になった。それは1992年リオデジャネイロ

において開催された国連主催の環境会議で

さらに認識度が広まった。ブラントラント

報告によれば、その意味は“未来の世代が

彼ら自身のニーズを満たす能力を損なうこ

となく現在のニーズを満たす開発”を意味

する（世界環境開発委員会 1987年 p.43）。

持続可能な観光開発は、その意味を、この

ように観光に関連する特定分野に単純に限

定する」（McMinn, 1997, p.136）。

持続可能な観光

観光開発のにおける持続可能な観光と

は、「環境、社会、経済が完全な状態で、自

然資源、建造物、文化資源が永続的な健全

性を持続するあらゆる形態の観光開発、管

理運営、活動」を意味する（FNNPE, 1993,

p.5）。

観光とは「人が日常生活圏を離れて連続

して１年を越えない期間、レジャー、仕事

1.2  主要概念と定義

「環境問題に対する

世界的関心の高まりは……

プロジェクト対象地域の

住民と旅行者自身の双方から、

観光開発事業者への圧力を

増大させつつある。

彼らは、観光開発が

確実に持続可能な方法、

規模で行なわれ、

そして地域の生態系の損傷を

最低にとどめ、

多過ぎる訪問者、

公害その他の環境への

悪影響を防止する基準に従って

行なわれることを

望んでいる」。

（WTO, 1994, p.10）

その他の目的である場所に旅行し、滞在す

ること」と定義される（Doswell, 1997, p.6）。

それは需要と供給の相互関係とみなされ、

そこでプロダクト（すなわち旅行者の体験）

が、ニーズ（すなわち旅行者が必要とし、

探求するもの）に適合するよう開発される。

持続可能な観光は、環境保護の原則と観

光開発を結合させる。持続可能な観光開発

は、観光をデスティネーション地域のニー

ズや資源とより良く調和させるものであ

る。それは、利害関係者が自己の責任を十

分に果たすなら、観光の成長速度と規模を

制御するような観光事業の実践と内在する力

を引き出すより幅広い手段となる（Twining-

Ward, 1999）。持続可能な観光開発の原則

は表３にコンセプトを表示している。また、

持続可能な観光の目的、利益、不利益につ

いては2.6節と2.7節で取上げる。

東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン6

持続可能な観光開発の原則に則った持続可
能な観光事業とは：
１．運営において妥当な倫理基準を守り、

社会的悪影響を最少に押さえる
２．社会的公正を増進させる
３．その場所と地域の環境保護を促進する

ために、環境と文化に細心の注意を払
って運営を行う

４．再生できない資源の利用を減らす努力
をする

５．その環境の限界容量を認識し、細心の
注意を払って環境を利用し、それを効
果的にモニターする

６．直接的、間接的方法で、環境計画や環
境管理に対する個人や事業者の行動を
変える。

（Bottrill, 1992, p.35）

表３：持続可能な観光開発の
表３：原則
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主流の観光と特殊な興味を対象にする観光

（SIT）

観光の種別を大きく二つに区別すること

は重要であり、比較的容易でもある。それ

は主流の観光と特殊な興味を対象とする観

光である（Doswell, 1997）

主流の観光は、観光市場の最大部分を占

める。それは休養、珍しい体験、レクレー

ションを求める人々で構成されるビーチや

都市を訪れる観光である。この旅行者たち

は、ショッピング、レクレーション、レス

トランその他の施設やサービスを提供する

リゾートの集合施設のような快適なホテル

や他の観光施設を求める。この種の観光は、

大人数で行なわれるので、マスツーリズム

と呼ばれることが多い。旅行者は、国籍、

社会的地位、購買力、年齢、ライフステー

ジなどの特徴によって様々な主流の観光市

場に区分される。

特殊な興味を対象とする観光は、その旅

行の選択に影響を与える特殊な興味＊を共

有する人々で成り立つ。この旅行者たちは

年齢、社会階級などの特性よりむしろ、個

別の興味あるいは旅行動機によって分類さ

れる。彼らが強く求める旅行体験の種類は、

その特殊な興味に関係がある。自然観光

（ネイチャー・ツーリズム）は、様々な特殊

な興味を対象とする旅行（SIT）の一つの

形態である。表４に列記された自然ベース

の旅行は、すべてSITの範疇に入れられる。

自然ベースの観光

「自然ベースの観光は、特殊な興味を対象

にする旅行（SIT）の大御所と見なすこと

ができる。それはSITの一般的な部門で、

その共通要素は自然との結びつきである。

比較的簡単な定義をすれば、自然ベースの

観光とは、基本的に、比較的荒らされてい

ない自然の事物に触れて楽しむことを主題

にしている」（Valentine, 1992, p.108）。

訪問者の体験が自然に依存するレベルは

様々であるが、そこには以下の活動があ

る：

ａ）自然に依存するもの（例えば、野生動

物を見物しようとする人々は、その体

験のできる自然環境が必要になる）

ｂ）自然よって充実されるもの（例えば、

森でのキャンプを好む人もいるが、別

の人にとって完全な自然環境でなくて

も、その行動から同じ満足が得られる

人もいる）

ｃ）自然環境は副次的なもの（例えば、あ

る人が体を冷やすために泳ぎたい場

合、水が汚染されていない限り周囲の

環境はあまり重要ではない）

（Valentine, 1992, p.110）。

自然ベースの観光は、必ずしも環境持続

型になるわけではない。一般に、自然ベー

スの観光が環境持続型であるためには、特

定の場所に相応しいものであり、自然環境

を恒久的に悪化させないことが前提であ

る。自然観光は充分に広義の概念であり、

異なる景観や旅行目的地の広い範囲に適用

できる。自然ベースの観光の概念は、自然

の視点に焦点を当てるが、自然環境には文

化的要素が含まれることを認識すべきであ

り、したがって、常に言及されるわけでは

ないが、文化的側面は自然観光の議論に含

まれる。

表４に列記したように、いろいろな形態

の自然ベースの観光を示す名称が存在す

る。これらの名称は、より特定された要素

で自然観光を区別しようとする試みであ

る。その名称のすべてに微妙な、時にはあ

いまいな違いがあるので、これらすべての

自然ベース観光の名称を明確に特定し、包

括的に定義することを困難かつ時間の掛か

＊例えば、バードウオッチャーは、年齢に関係な
く、その地域の固有種の鳥を見る機会を提供して
くれる旅行先を選ぶだろう。

・自然観光（ネイチャー・ツーリズム）
・原生自然地域観光（ウイルダネス・
ツーリズム）

・自然志向観光
・環境観光
・低インパクト観光
・アドベンチャー旅行
・文化観光（カルチュラル・ツーリズム）
・グリーン・ツーリズム
・ソフト・アドベンチャー・ツーリズム
・少数民族体験観光（エスニック・ツ
ーリズム）

・サステイナブル・ツーリズム（持続
可能な観光）

・社会的責任のある観光
・ネイチャー・バケーション

・非消費的な野生生物見学レクレー
ション

・田園観光
・オールタネティブ・ツーリズム
・人類学ツーリズム
・母なる自然との旅行
（Travel with Mother Nature）
・ジャングル観光
・エコトラベル
・科学観光
・バイオ観光倫理的旅行
・適正観光（Appropriate tourism）
・エコ旅行
・エコベンチャー
・ソフト・ツーリズム
・エコツーリズム
（Butler, 1992より抜粋）

表４：自然ベース観光の名称一覧

「観光は火のようなものだ。

火は調理にも使えるが、

家を全焼させることもある。」

（R. Fox）



るものにしている。本書の目的は、持続可

能な自然観光の実現に関して論点を提起

し、関心を呼び起こすことである。したが

って、本書の目的として自然観光の一般的

な範疇の中から、より細分化した市場に存

在するすべての違いをあげる必要はない。

しかし一般に、自然観光の市場が、いかに

さらに小さな市場に細分化できるか、を理

解することは有用である。したがって旅行

者をいかに区分するかの方法についての事

例を、次の“自然観光市場の分類”の中で

コンセプトを説明する。

自然観光市場の分類

自然は、特定のデスティネーションが観

光客を誘致する際、中心的な役割を果たす。

その意味で多くの観光は自然ベースの観光

と言えるかもしれない（Valentine, 1992）。

自然ベースの観光は、さらに様々な方法で

より特化した市場に分類できる。訪問者を

分類する事例には、アクティビテイ、訪問

動機、訪問地、訪問者数などによるものが

ある。

カナダの公園制度では、訪問者は、「訪

問者アクティビティ管理システム」によっ

て分類される（カナダ公園局、1986）。そ

の理論は、各種レクレーション活動に参加

する訪問者がそれぞれ特別のニーズを持っ

ているということである。例えば、キャン

プする人とピクニックの日帰り客は、保護

区域来訪者の二つのタイプに区分できる。

この二つのグループには明確な違いがあ

る。すなわち、活動場所の選定、アクティ

ビティ、その活動に使う器具、そして訪問

動機の点である。この分類法の利点は、ス

キーが遊覧見物と異なる活動であることが

明確なように、アクティビティを容易に識

別できることである。管理者が様々な訪問

者の分類に使う特定の方式の如何を問わ

ず、訪問者を効果的に管理するための具体

的な行動に活かすためには、その定義は実

用的なものでなければならない。

訪問者分類のもう一つ方式は、デスティ

ネーションに焦点を置くものである。自然

ベースの観光は、ビーチリゾートや周遊ツ

アー、クルーズ・バケーションのように大

量の旅行者を受入れるデスティネーション

ではマスツーリズムになる可能性がある。

一方、自然ベースの観光は、森林における

自然観察や小川の魚つりや湖のカヌー遊び

のように訪問地でのSITにもなる。ある自

然観光のグループは、全員が山岳ハイキン

グのような、さらに特殊な共通の趣味を持

っているかもしれない。このような訪問者

は、特定の活動ができる場所を選ぶから、

彼らを対象にその基準に見合う種類のデス

ティネーションを集めて宣伝することがで

きる。

訪問動機は、自然観光をさらに細かく分

類するまた別の方法である。動機要因を加

えることで、SITを選ぶ訪問者のタイプは、

持続可能な自然観光の目的を支援する気持

ちを持つ傾向があることが分かる。（全て

の自然観光が持続可能性を持つとは言えな

いことに注意）。ビーチを訪れる旅行者は、

くつろぎと慰安が動機になっているかもし

れない。これは、その地域特有の自然の特

性を学ぶことに興味があることを意味する

ものではなく、自分たちの旅行がその環境

や周辺社会に及ぼす悪影響を最少にしなが

ら、好ましい影響を最大にすることを約束

する責任を負うものでもない（これは持続

可能な自然ベースの観光の一目的である）。

自然ベースの旅行者は、通常、教育と自己

啓発の動機を持っている（Bottrill, 1992）。

自己啓発の動機は、より特別な形態を持つ

SITの自然ベース観光の目的と密接に関連

しており、エコツーリズムと呼ばれる。

Eagles（1995年）は、自然ベースの観光を

動機によって分類している。

東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン8

カナダ、オンタリオ州のアルゴンキン州立公園
のビジターセンター。古い公園の幾つかビジタ
ーセンターを持ち、訪問者のために公園の自然、
文化、歴史の特性を常設展示している。知識を
持つ訪問者はより深く公園の保護規則を理解
し、それを守る傾向がある。

写
真
提
供：

P
aulF.J.E

agles
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エコツーリズム

オーストラリアのエコツーリズムに関す

る国家戦略は、エコツーリズムを、「自然

環境についての教育とインタープリテーシ

ョンを含むもので、環境持続型の方法で運

営される自然ベースの観光」と定義してい

る。（連邦観光省、1994年、Goodwin, 1996

より引用）観光が環境持続型であるために

は、地元社会に相応の利益還元があり、資

源の長期的保護に役立つことが必要である

（Goodwin, 1996）。

自然ベースの観光とエコツーリズムの間

には相違点がある。自然ベースの観光はよ

り広義の概念であって、自然体験一般を指

すものである（それは自然保護に貢献する

場合もあれば、そうでない場合もある）。

エコツーリズムは、自然ベースの観光の特

定の形態である。自然ベースの特定の観光

体験がエコツーリズムの資格を得るために

は、（自然観光の定義よりも）明確な環境

保護への貢献など特別の基準が提案されな

ければならない（全ての自然観光が、自動

的に環境保護に対して積極的に貢献するわ

けではない）。その名称はいろいろ異なる

意味を持つので、すべての基準を正確に挙

げるのは難しい。

混乱を増幅するのは、このエコツーリズ

ムという名称がマーケティングで便利に使

われ、時には誤って用いられているからで

ある。マーケティング担当者や宣伝業者は、

環境に優しい商品が、それを支援したい消

費者にアピールすることを知っているの

で、時には、その専門用語は様々なビジネ

ス、商品、サービスで自由に採用される

（これらの会社が行なう持続的な環境を創

る努力は、会社によって大きな違いがあ

る）。エコツーリズムの多くの定義が対象

にするのは、環境保護の動機、理念、行動、

経済的利益のいずれかの組み合わせであ

る。Butler（1992）は、エコツーリズムを、

ａ）行動　ｂ）理念　ｃ）環境に対するアプ

ローチ、によって内容を特定した。ある行

動がエコツーリズムと認められるために

は、適合すべき八つの特徴があり、その事

例は、付属資料Ｄに掲げられている。

表４に掲げられた多数の名称は、エコツ

ーリズムと関連を持っている。いくつかの

コンセプトは全ての名称に共通するが（例

えば、そのすべては大量消費型観光を代替

するものである）、その用語は同義語では

エコツーリズムのような

持続可能な

自然ベースの観光は、

より専門的な目的を持ち、

観光を通じて

自然系の強化と保全に

重点を置くものである。

（Butler, 1992）

ない。また、単にアクティビティが自然に

関係しているからといってエコツーリズム

を意味しない。「例えば、アドベンチャー

はエコツーリズム対象地のどこでも体験す

ることができるが、アドベンチャー旅行自

体は、エコツーリズムと同じではない」

（Butler, 1992, p.5）。アドベンチャー旅行者

の主たる目的は、エキゾチックな遠い地域

の未開の場所を訪れ、そこで体験できる

様々なレベルの危険と興奮を伴う、危険な

身体活動を行なう機会の探求である（Butler,

1992）。対照的にエコツーリストは、特別

のレクレーションや身体活動よりも審美

的、教育的な目的を達成しようとする。

観光専門用語

ある国や地域の社会、文化、経済の開発

に対する観光の貢献度を検討するとき、政

府、産業、研究者、国民は正しい統計にア

クセスできることが重要である（Hornback

& Eagles 1999年）。正しい統計の収集は、

基準となる観光関連の定義を使うことで達

成される。観光の専門用語の微妙な違いを

学ぶことは、観光を理解し研究するために

堅固な共通基盤を築くことになる。基準と

なる観光の定義を用いれば、州、国その他

の行政府の間で観光に関する数値の比較が

容易になる。また、様々な関係団体が、旅

行者数や延べ宿泊数などの統計について言

及する場合には同じ定義を使うことが重要

である。保護区域世界委員会が、公園と保

護区域の観光で一般に使う専門用語は、付

属資料Ｂに掲載している（訪問者、訪問数、

延べ訪問数、入域者、延べ訪問者宿泊数、

入域者滞在日数、入域者滞在時間、訪問日

数、その他）。国際的標準専門用語につい

ては付属資料Ｃを参照のこと（例えば、観

光、国内観光、インバウンド観光、アウト

バウンド観光、国際観光、国内旅行者、観

光消費額、その他）。

保護区域

世界環境保護連合（IUCN）は、保護区

域を、「生物多様性および自然と関連する

文化資源の保護と維持のために特別に設け

られ、法的その他の有効な手段で管理運営

される陸地または／および海洋」と定義す

る。この定義は全ての保護区域の普遍的な

目的のコンセプトを示す。しかし実際には、

保護区域を管理する厳格な目的は、サイト



によって異なる。以下は管理の主たる目的

である：

�科学調査

�野生生物資源保護

�種と遺伝子多様性の保護

�環境保護事業の維持

�特定の自然と文化的特性の保護

�観光とレクレーション

�教育

�自然の生態系から資源の持続可能な利用

�文化的、伝統的特性の維持

数多くの専門用語が、地域の保護区域の

状況を示すために使われてきた。保護区域

の呼称も、異なる国・地域で様々な異なる

専門用語が用いられる。IUCN国際自然保

護連合（表５）が使用する世界共通の保護

区域分類は、2.2.2節でコンセプトを示す。

保護区域の観光を促進するためには、そ

の地域の観光を最も円滑に管理運営する計

画が立てられねばならない。適正な計画に

よって観光の望ましい目的が明らかにされ

る。効果的な観光管理は、保護区域と周辺

コミュニティが観光により好ましい影響を

享受し、弊害を最少に留めることを可能に

する。保護区域における持続可能な観光の

目的は：

１．当該地の自然と文化遺産を学習、体験、

鑑賞する機会を人々に提供する。

２．当該地の自然と文化遺産が長期にわた

り適正に効果的に管理されることを保

証する。

３．社会、文化、経済、環境に及ぼす悪影

響を最少にするよう公園観光を運営す

る。

４．社会、文化、経済、生態系に及ぼす好

ましい影響を最大にするよう公園観光

を運営する。

1.3  保護地域における
0.0  観光の目的

東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン10

すべての公園は、全訪問者が特別な場所に入る
ことを実感するように、台湾のタロカ国立公園
のような目立つ入口が必要である。
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東アジアには、多数の山岳地帯に所在す

る寒冷の高山台地から南方の熱帯気候と珊

瑚礁まで様々な自然地域がある。多くの海

岸地帯や平野のような自然地域は、人口集

中地域の中か周辺にあるが、内陸部の広大

な森林、険しい山々、凍土地帯などは都市

住民から遠く離れている。多くの国・地域

に共通して、峻険な山頂と人口密度の高い

海岸地帯のような極端な環境が存在する。

東アジアは、地域内に非常に多くの異なる

環境と居住地を抱える。多くの地域は、数

千年も続く独特の伝統文化を保持している。

東アジアの特別な自然と文化遺跡は、地

元住民と訪問外国人を共に魅惑する長い歴

史を持ち、豊かな伝統、宗教儀式、習慣が

ある。東アジアの国・地域は、それぞれ固

有の歴史、政府、規模を持ちながら長く複

雑な歴史を共有している。

面積と人口の双方において中国は東アジ

ア最大であり、（ロシアの国土面積を除く

と）その面積は欧州の２倍である。中国の

国土面積は950万�を越え、その景観には、

森林、草原、砂漠、平原、丘陵地と高原、

多数の山岳地帯に分かれる地域がある。中

国の人口は、世界最大の12.4億人で世界人

口のほぼ20パーセントを占め、その約80パ

ーセントは農村地域に住む。その巨大な国

土と自然資源は、工業国としての急速な発

展に寄与し、都市化が全土に広がっている。

国中のほぼ全ての観光地で近代化、都市化

が進み、通信機能も拡充してきたが、これ

が時には観光産業にとって問題になる場合

もある。この過程において、持続可能な開

発は主要な課題になる。

対照的に、台湾島は、面積わずか3.6万

平�で、1,140Kmを越す海岸線と約2,250万

の人口を持つに過ぎない。島の東側３分の

2.1  地域的背景

東アジアの
保護区域と

観光

２は険しい山々で、西側には緩やかな起伏

のある平野が広がっている。香港はさらに

小さく、1,092�の土地にほぼ700万人の住

民が住んでいる。この面積と過密な人口に

もかかわらず、自然景観の40パーセントは

保護されている。美しい山頂と谷が混雑し

た港や市街地に接して広がる。火山帯の４

つの主要な島で成立つ日本は、377,835�

の国土を持つ。この４島は全国土の80パー

セントを占める。人口の大部分は、国のわ

ずか３パーセントの土地に住む。さらに詳

述すると、1.26億人の人口の80パーセント

を超える国民は、沿岸部の高度に都市化の

進んだ地域に住む。内陸部は大部分が険し

い山岳地域である。韓国は、人口4,600万

人が98,480�に住む。南岸には、3,000以上

の様々な大きさの島がある。

モンゴルは15.64億�の国土を持ち、そ

れは英国、フランス、ドイツ、イタリアを

合わせた面積より大きい。他の東アジアの

国々と異なり、この国は完全に陸地に囲ま

れている。人口230万人、密度は１ �に1.5

人とアジアで最も低い。北朝鮮は、

120,540�の国土に約2,100万人の人口を擁

する。マカオはわずか21�の狭い土地に

374,700人が住む。

東アジアでは、各国・地域の面積、景観、

人口はそれぞれ大きく異なる。この地域の

豊かで多様な地理的、文化的環境の中に、

公園・保護区域訪問を含めて数多くの独特

の観光資源が存在する。東アジア各地に存

在するこの際立った多様性ゆえに、全ての

保護区域管理計画は、それぞれの公園が立

地する土地に顕著な多くの事柄に配慮しな

ければならない。例えば、それぞれの公

園・保護区域の管理計画を策案するとき、

土地の歴史、法体系、人間の及ぼす自然環

境への影響の現状、居住地への接近度、人

口分布に配慮しなければならない。



自然や天然資源を保護する活動は、多く

の東アジア地域で古代まで遡ることができ

る。自然と自然保護の考え方は、儒教、道

教、仏教の宗教哲学の教えに関係している。

数千年前、これら文化のいくつかは自然保

護、自然利用と人間の生存との間の深い関

係 を 認 識 し て い る （ Ji, Guangmei,

Huadong & Jialin, 1990）。中国では、森林

の価値は少なくとも2,500年間にわたり記

録されてきた。過去に造られた寺院の庭、

禁猟区、庭園風森林はすべて種の保全に貢

献した。

自然保護の考え方は数世紀にわたり存在

したが、法的に規定する保護区域のための

現代の法律や制度は、19世紀に生まれたも

のである。国土が小さく人口密度の高い日

本は、政府の正式立法によって現代の公園

制度を発足させた最初の国であった。1873

年、公園（文字通り公衆のためのパーク）

を設定し、政府は、伝統的に春の桜や秋の

紅葉を楽しむ場所を保護することにした

（Sutherland & Britton, 1983）。1931年、国

立公園法が制定され、1934から1936年の間

に12の国立公園が指定れた。理論的には、

日本の国立公園制定の過程は英国のそれと

似ている。日本の土地の多くが私有であっ

たので、政府は国立公園を国有地内に限定

することなく自然保護の必要が認められる

所に創設した。全国立公園の約24パーセン

トの土地は個人所有である（主として西日

本と沿岸部に多い）（環境庁, 1995）。

中国最初の自然保護区は、1596年に指定

された。それ以後、1966年から1976年まで

の文化革命の時期には保護活動は放棄さ

れ、保護区域も保護されなかったが、この

期間を除けば保護区域の面積と自然保護区

の数は着実に増加してきた。国定の自然保

護区は、国際的に重要な学術上の影響を与

え、また、学術研究上特別の価値を有する

ものである。そして学術研究を代表し重要

な存在である国立公園以外の場所は地方の

自然保護区になっている。それらは、地方

政府、自治区、あるいは中央政府の直接の

指示を受けて市町村が管理することもあ

る。自然保護区は三つの地区：中核区域、

バッファー・ゾーン、利用ゾーンで構成さ

2.2.1 国・地域別の保護区域情報

2.2  東アジアの保護区域 れる。これは東アジアの各国・地域でも採

用されている公園ゾーニング（区画分け）

の一例である。

東アジアの公園制度は、すべて何らかの

形式のゾーニング・システムを採用してお

り、公園あるいは保護区域内の色々な地区

に、それぞれの適正な利用と保護のレベル

を規定している。各地域の保護と利用のあ

り方は、植生連続体に沿って変るもので、

厳格な保護と人の利用禁止を定める高度の

制限から、一方の極には人の高度な利用と

ある種のインフラ設置を認めるまでの様々

なレベルがある。この両極の間に、保護と

保全に対応する利用と開発の様々な段階が

存在する。

香港では1960年代の都市化の脅威と

IUCNの支持があいまって、70年代の中葉

に３年以上かけて地方公園のネットワーク

ができた。合計23の地方公園（自然保護と

地方におけるレクレーション、教育目的に

ために計画）と15の特別地区（動植物、地

質学、文化、民俗学の特性によって特別の

興味対象と重要性を持つ地区）が設定され

た。11箇所の特別地区は地方公園の中に所

在する。地方公園と特別地区は、合計400

�の面積を占め、最小のものは２�に満た

ないものである。これらは地方公園法によ

って指定され、地方と海洋公園委員会の助

言を得て、香港政庁の農業漁業環境保護部

が管理する。地方公園は全てトイレ、道路

脇の地図板が備わっているが、大きい公園

には案内センターも設置されている。土地

の10パーセントを公園として保護する国は

少なく、旅行者がそこを訪れるのも容易で

ない。香港は小さいが、土地の40パーセン

東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン12

中国、在昌黎黄金海岸自然保護区における持続
可能な観光計画と開発、および効果的な訪問者
管理手法は、訪問者による不適切な利用が保護
区域にもたらす脅威を著しく軽減している。そ
れは、この砂地を基盤とする影響を受けやすい
環境では特に重要である。
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トが地方公園の中にあり、訪問者はそこを

簡単に訪れることができる（Stokes, 1999）

1930年代に台湾（中国の一地域）の国立

公園制度を創設するために三つの計画が始

まった。30年代の太平洋戦争と60年代に議

会の強い支援がなかったことで最初の二つ

の計画は実らなかった。三番目の計画は70

年代初頭、世界的な国立公園運動に支援さ

れ、また、台湾の学者や環境運動家の政治

力が強まったことで成功した（World

Conservation Monitoring Center, 1992）。

台湾島は既に高度に工業化されており、人

口密度も高かったので、国立公園の考えが

支持を得るまでは、国立公園制度の制定は

難題であった。他の国の場合では、未開発

の広い地域が残っていて伝統的に公園制度

づくりに利用されるけれども、ここではそ

れがなかった。幸運にも、様々な山岳地域

は人里離れたところに所在し、比較的に原

生の状態を保っていたので、いくつかの山

岳地域が公園に指定された。公園制度を遠

隔の山岳地域に限ることなく、既にかなり

の土地利用が行なわれている地域や、時に

は矛盾する地域でも、国立公園の指定が行

なわれた（Simpson, 1993）。

モンゴルでは、1957年に二つの自然保護

区、1965年に他に６箇所の保護区域（すな

わち、国立自然保護公園、自然山岳地域、

厳格な保護区）が指定された。しかし最近

まで、モンゴルの多様な風景、汚染されな

い生活環境、希少動植物のユニークな組み

合せは、世界的に知られていなかった（国

連開発計画UNDP, 1998）。保護区域に関す

るモンゴルの法律は1994年に制定され、

1990年代に国内の指定箇所の数が大きく増

えた。大きな環境変化が起きるにつれて、

政府は数世紀にわたる自然保護の伝統的な

進め方を近代的な手法と資源管理によって

強化しようとしている。社会経済的、政治

的な大変革の最中に、政府は自然環境省を

設け、一連の環境法案を成立させ、保護区

域の制度を大きく前進させた（UNDP,

1998）。非持続型の自然資源利用に対する

規制は強化されつつある。モンゴルは、自

然環境を保護しつつインフラ整備と経済振

興を行なうという課題に直面している。

韓国は、自然保護については1,400年に

わたる長い歴史を持っている（世界自然保

護モニタリングセンター、1992）。韓国初

の国立公園は1967年に制定され、現在20箇

所の国立公園がある。国立公園は、公園・

保護区域の分野で共通に用いられる概念で

ある。しかし、異なる形の保護区域も数多

く存在する。例えば、韓国では保護区域の

範疇は拡大され、自然公園（20の国立公園、

20の道立公園、29の地方公園に分かれる）、

自然林、自然保護区、海洋公園、生態系保

存地、野生鳥獣保護区域、保護湿原にまで

及んでいる。様々なタイプの保護区域は、

それぞれ異なる設定の仕組み、異なる目的

と異なるレベルの規則、法規制、保護を受

ける。

保護区域に対する法制は、東アジアの各

国・地域によって異なる。各国・地域が重

要な保護区域を指定し保護することを可能

にする法律を制定することは、公園制度の

発達にとって決定的で重要な第一歩であ

る。法律の特定細部について相異はあるが、

法律の意図するところは全ての国・地域で

共通であり、自然と文化的に重要な地域の

システムを法的に確立し保護しようとする

ものである。実際に公園を設置するのは次

の段階になる。

このような区域を管理する組織を設立し、

適正な政治的、社会的、財務的支援を受け

ることも同様に重要である。東アジアの各

国・地域では、公園・保護区域を保護する

管理組織の形態はもちろん、行政制度の分

類も名称もそれぞれ異なる。極めて中央集

権化してトップダウン型の運営をするものも

ある一方、地方の政権に管理権限を大きく

委ねたものもある。課題の一つは、管理機

関の内部で本部と特定サイトの現場レベル

で働くスタッフの間で、また、管理機関と監

督省庁の体制全体を通じて、連携と効率的

なコミュニケーションが確保されることであ

る。保護区域の制度を監督する政府機関は

同じではないが、異なる国・地域で共通す

るいくつかの特徴がある。例えば、国立公

園の名前は常に使われるわけではないが、

国・地域の多くは、中央機関によって管理さ

れる形態の保護区域を持っている。

政府の公園局は、公園制度を創設し、運

営を任されることが多い。また非営利組織

など他の機関も公園制度の運営に価値ある

貢献をすることができる。ケーススタディ

１は、日本の自然保護区域制度の運営に参

加している補助的な非政府組織（NGO）

の貢献を、国立公園運営に責任を持つ政府

機関の役割と合わせて強調している。
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ケーススタディ１：保護区域運営における政府機関と非政府機関
（NGO）の役割

日本の国立公園協会と環境庁（現環境省）──国立公園運営の協力を重点とする

自然保護組織の例

様々な機関や組織が、保護区域の設置と運
営に関連する様々な任務を負っている。公園
管理を担当する政府諸機関は、保護区域の自
然面を保護する重要な責任を負う。多くの幹
部職員は自然科学的な資源管理の教育を受け
（人間の交流、社会科学よりも）専門知識の供
給源になっている。これらの機関が統合され
た組織ができ、保護区域管理に関するすべて
の事柄が順調に進むのが理想である。それは
国の政策、システム・ゾーニングの情報共有
を可能にする体制を生む。それらは独自に、
また、関係団体と提携して保護区域運営活動
を促進する責任を持つ表看板である。
日本における、自然地域の管理全般に関係

する政府機関は自然保護局である。それは企
画調整、自然公園計画、国立公園、レクレー
ション施設、野生生物保護の部局に分かれ、
環境庁が国立公園制度を執行する。自然保護
局は、各国立公園および国定公園の公園管理
計画を策定するが、管理するのは国立公園だ
けである（都道府県が国定公園の管理運営、
および県立公園の指定と管理運営の責任を持
つ）。また、同局は、自然保護区と野生生物保
護区を指定し、管理する。
在来の政府機関は他の組織と協力し、活動

範囲を広げ、より総合的な管理手法、政策、
技術を取入れるべきである。他組織との提携
は、自機関が持たない他の専門知識を得つつ、
政府機関が専門分野の交流で成果をあげるこ
とを可能にする。
環境庁は、都道府県、関連自治体、環境保

護団体、土地所有者、民間事業者と密接に協
力しながら活動する。様々な環境保護団体が
存在する。海中公園センター、日本環境協会、
日本野鳥の会、国立公園協会（NPAJ）、など
である。これら環境保護団体は、政府が実施
している保護システムを補完する役割を果た
すことができる。1983年、地域と国のトラス
トと保護団体が情報交換、対話、協力できる
ネットワークが確立された。1992年、このネ
ットワークは改組されて法人化され、自然地
域と史跡を調査研究、保護、維持する組織と
なり、構成するトラスト団体の活動を支援し、
全国的に取得した資産の維持、管理、一般開
放の手続きの設定を行なう（NPAJ, 1997）。日
本の自然公園協会は、このネットワークに関
係する特別な団体で、日本の保護地域制度に
多大の貢献をしてきた。

1929年の発足以来、国立公園協会は、国立
公園の目的達成のために政府に協力してきた。
協会は、野生生物保護と公園の景観保護をは
かり、国民に公園を楽しむ機会を与え、その
場所を後世のために損傷することなく残すよ
う努めてきた。
国立公園協会は、1931年の国立公園法制定
と1934年の８箇所の国立公園指定に中心的役
割を果たした。現在、協会は協会の定款に定
める次の５つの事業分野で活動する。
１．国立公園と保護区域に関する総合的な調

査研究および資料の収集
２．国立公園と保護区域の施策と管理に関す

る国および地方公共団体への協力と支援
３．刊行物の作成、頒布及び講習会、講演会、

展覧会等の開催等による国立公園並びに
保護区域の思想普及と宣伝

４．国立公園と保護地域に関する委託事業
５．その他この法人の目的を達成するために必

要な事業

国立公園協会の運営資金は、会員の年会費
と委託事業から得られる。この他に公的機関、
企業、個人から寄付を受ける。
一般に、非政府機関（NGO）は、公園にお
いて重要な役割を担うことができる。通常、
公園の管理は政府機関が行ない、市民関係者
の役割は制限されるが、NGOは、市民個人に
も公園問題に関与できる機会を提供する。国
立公園を熱心に支援する公園訪問者は、NGO
に参加し、その運営を助けるために支援する
ことができる。NGOは、普通、個人的利害よ
りも社会的広がりのある目的を持って政府に
働きかける。したがって、NGOは社会の重要
な構成部分を代表しており、その意見は、公
園計画者や管理者が広範な政策展開をしよう
とする場合に有用である。NGOは、公園管理
者が社会や個人の利益と競合するなど他の利
害関係者と衝突するような立場に置かれた場
合に頼りになる存在である。多くの国のNGO
コミュニティは、より良い立法、堅実な財政
支援、効率的な計画方針など長期的な政策策
定において重要な役割を果たしてきた。
日本の国立公園協会は、政府協力型NGOの
典型であり、国立公園の管理に責任を持つ政
府機関と一体になって活動をしてきた。環境
庁は国立公園協会や自然保護審議会等の意見
を聞き、公園制度の発展に関する決定をする。
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各国・地域で、これらの保護区域制度の

創設と維持のために様々なレベルの予算と

人材が割り振られてきた。共通する一つの

現実は、充分な人材と資金が調達できなけ

れば、現存する保護地域制度を効果的に運

用することは不可能なことである。ほぼ全

ての国・地域は、資金不足の保護区域制度

を抱えている。

東アジアの政府事業の中で、保護区域運

営のために配分される予算と人材の優先度

が非常に低いという実例は、1992年からの

日本政府の自然保護予算総額総括表、第一

次予算の1,488.82億円に示されている。こ

の殆どが主として都市地域の植生と港湾施

設の改修に割り当てられ、公園事業の支出

を含む人工自然の創造の経費として使用さ

れた。この種の事業は重要であるが、国立

公園の施設管理と改善のための予算は36億

円をわずかに超える程度で、国民一人当た

り30円にも満たない。これは他の国と比較

すると少ない。異なる国、地域の間で比較

できる予算情報は概して入手が難しいが、

この種の比較はさらに求められる。

観光は、保護区域の運営資金と周辺社会

の福祉のための資金を得る効果的な手段で

ある。観光を通じて、大衆はその地域の保

全を支援することの重要性を学ぶことがで

きる。全体として見れば、観光は他に見ら

れない自然地域の保護に支持を生み出す重

要な要素でありえる。

ある地域に保護区域の地位を与えること

は、その区域が人々にとって環境的、文化

的、歴史的に意味がある地域であることを

示す。2.2.1節で述べたとおり、現在の保護

区域を指す専門用語は各管轄権によって

様々である。分類として国立公園、自然保

護地区、地方公園などがある。保護区域の

多くの類型は、世界自然保護連合（IUCN）

が定めた６つのカテゴリーに対応する（ま

たは一致する）。表５は、その６つのカテ

ゴリーの一覧表である。

国立公園、天然記念物、管理された資源

保護地域などは、この地域を保護区域とし

て公式に指定するために政府が法律を制定

している。この他の指定のタイプには、そ

の地域に存在する特別の自然、文化的価値

を承認するものもある。例えば、国がいろ

いろな条約を通じて、その地域を国際的に

価値あると認めるよう指定する場合もあ

る。国際レベルで認められる自然、文化地

域には、世界遺産、生物圏保護区、ラムサ

ール湿原があり、この３つすべての概念は、

以下で説明する。各国・地域に所在するこ

のタイプの対象地の数は、表６に要約され

ている。

このような形の国際条約や環境保護の指

定は、重要な自然と文化を持つ地域の保存

を進める上で、総合的、世界的に、また学

際的な取り組みを促進する（IUCN CNPPA,

1996）。この様な条約は、しばしば他の保護

区域指定に関連して行政区域をまたがる環

境保護活動を可能にする（多くの保護区域

は中央政府の法律によって設定される）。

あるサイトが保護区域の法的地位を得なが

ら、同時に重要な価値のある地域として国

際的に承認されることは可能である。韓国

の雪嶽山はこの１例で、1970年に国立公園

に指定され、12年後に生物圏保護区に指定

2.2.2 国際的に承認された
2.2.2 環境保護区域の指定

国立公園協会は、社会に対して非常に重要な
勧告をしており、そういうわけで国立公園の
未来にとって全面的に好ましい影響を与えて
きた。自然保護協会（NACS-J）など民間
NGOや草の根団体も、日本の保護区域に関す
る政策の革新に大きな役割を果たした。

詳細な情報：国立公園協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目8－1

虎ノ門電気ビル
電　　　話：03-3502-0488
ファックス：03-3502-1377



された。本書において公園、保護区域の呼

称は、広い意味で用いられ、法律上の保護

区域だけでなく、2.2.2節で述べたその他の

保護指定地も含む。

近年、世界遺産登録のように保護区域と

して国際的に認められる場所を政府がノミ

ネートするのは、その指定が国際旅行者の

誘致に効果があると認められてきたからで

ある（Valentine, 1992）。一旦、国際的な

お墨付きが得られれば、訪問者は増えるだ

ろう。世界的な知名度のある地域は訪問者

から収入を確保する方策とともに、訪問者

に対してよく工夫された管理システムを整

えておくことが重要である。環境保護と観

光の共存の実現は可能である。自然地域の

観光がもたらす収入の一部を、その地域の

環境保護と管理に投資することは望ましい

ことであり、実現可能なことである。

世界遺産

世界遺産として登録されたサイトは、そ

の自然と文化に普遍的な価値があると国際

社会が認め、共同で管理責任を負うサイト

である（1972年ユネスコ総会が採択した世

界遺産条約による）。世界遺産として認め

るか否かの決定は、21ヶ国が構成する国際

委員会が行なう（ユネスコ、1999年）。

あるサイトが世界遺産として登録が認め

られると、その保護と維持のための実際の

業務が始まる。世界遺産委員会が認めた世

界遺産は、1999年12月現在630箇所（118カ

国で文化遺産480箇所、自然遺産128箇所、

両社の混合22箇所）である（ユネスコ

1999年）。

生物圏保護区

人間と生物圏プログラム（MAB）は、

自然資源と環境問題解決のための情報提供

を目的として始まった学際的研究の試みで

ある。それは「バイオスフェアー資源の合

理的な利用と保護のために、また、人と環

境の全地球的な関係を改善するために、自

然科学と社会科学の基礎造りを目指す研究

と研修の学際的なプログラムである」（ユ

ネスコ, 2000b）。政府間のプログラムとし

て、MABは国際協力の機会を提供し、自

然資源と環境管理の向上を目的とする関連

プログラムの調整に重点を置く。2000年１

月現在、世界91カ国に368の生物圏保護区

が存在する（ユネスコ, 2000d）。

生物圏保護区は、３つの管理ゾーンに分

かれる：中核ゾーン、バファー・ゾーン、

外部移行帯である。３つのゾーンは、通常、

その土地の地理的条件や制約を取入れて

様々な方法で施行される。この柔軟な運営

が創造性や順応性を生み、生物圏保護区の

コンセプト維持の大きな力になっている

（ユネスコ, 2000b）。

各国のMAB委員会は生物圏保護区の指

定に備え、その準備段階において適当な政

府機関、関連組織、地方自治体を参加させ

る責任がある。指定は、それぞれユネスコ

の生物圏保護区諮問委員会で検討され、

MABプログラム国際調整審議会に推薦さ

れる。この審議会が指定の正式決定をし、

国連事務総長が決定を関係国に通達する。

一度指定を受けると、関係当局は、その特

別の地位を得たことを示す記念盾や情報資

料の頒布などによって生物圏保護区の宣伝
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カテゴリーIa：厳格な自然保護区―顕著な、あるいは典型的なエコシステム、地
理的、生理学的特徴および/または種が存在し、基本的に科学的調査または環境モ
ニターが可能な陸地および/または海域。

カテゴリーIb：原生地域―自然状態を維持するために保護と管理が行なわれ、自
然の特徴と機能を維持し、永住あるいは実質的な居住が行なわれていない全く原
始のまま、あるいは殆ど手付かずの広域の陸地および/または海洋。

カテゴリーII：国立公園―以下の目的を持つ陸地および/または海の自然地域。
ａ）現在と未来の世代のために、一つ以上のエコシステムの環境的健全性を保護

する。
ｂ）指定地域の目的に反する（有害な）開発や占有を排除する。
ｃ）精神的、科学的、教育的、娯楽的な機会、訪問者の体験機会の基盤を提供す

る。そのすべては環境的、文化的に共存できるものでなければならない。

カテゴリーIII：天然記念物―固有の希少性があり、その土地を代表するか、芸術
的特性または文化的重要性を持つことによって、顕著、または独特の価値を持ち、
一つ以上の特定の自然、あるいは自然／文化的特徴を有する地域。

カテゴリーIV：生息地・種の管理地域―生息地を確実に維持するため、または特定
種の生存条件を満たすために積極的な施策の管理対象になる陸地および/または海。

カテゴリーV：景観保護地区（陸地/海）―陸地、場合によって海岸と海を含み長
期にわたって人間と自然の交流が重要な美的、生態学的および/または文化的価値
によって、あるいは、しばしば高度の生物多様性とあいまって明確な特性を持つ
地域を生み出してきた地域。この伝統的な交流の健全性を守ることは、このよう
な地域の保護、維持、進化にとって不可欠である。

カテゴリーVI：管理された資源保護地域―殆ど原生のままの自然体系を含み、地
域社会のニーズを満たすために自然のもたらす産物と恩恵の持続可能な流れを作
りながら、生物多様性の長期的保全と維持を保証するために管理されている地域。
（IUCN, 1994）

表５：国際自然保護連合（IUCN）の保護区域分類カテゴリー
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をするよう奨励される。

東アジア生物圏保護区ネットワーク

（EABRN）は、地域ネットワークの一例

である。EABRNは、中国、北朝鮮、日本、

モンゴル、韓国、ロシア連邦で構成される。

このネットワークは1994年に結成され、３

つの優先的な協力業務を持つ：エコツーリ

ズム、環境保護政策、国境を越えた保護活

動である。それは情報交換、研修機会、各

保護区の間の協力を促進する仕組みとして

の働きがある。1993年、中国は、国内16箇

所の世界生物圏保護区と67箇所の自然保護

区を結び、この分野では最初の国内レベル

のネットワークを立ち上げた（中国生物圏

保護区ネットワーク）。これまで６回の会

合が持たれ、前回は1999年、九賽溝生物圏

保護区（同時に世界遺産）で開催された。

「湿原に関する

ラムサール条約」は、

湿原が確実に

保護されるために

「賢明な利用」のコンセプトを

支持するものである。

「賢明な利用」とは、

「人類の利益とエコシステムの

自然特性の維持を

両立させる持続可能な利用」

と定義される。

持続可能な利用とは

「永続する最大の利益を

現世代にもたらし、

あわせて未来世代のニーズと

願望を満たすことができる

潜在力を保持するための

人間による湿原の利用」

と理解されている。

また「賢明な利用」は、

厳格な保護が

前提になるかもしれない。

（ラムサール条約局、

2000年c）

ラムサール湿原

湿原に関する条約は、1971年にイランの

ラムサールで締結されたが、それは湿原と

その資源を保護し、賢明に利用するための

国内活動と国際協力の枠組みを定めた政府

間の協定である。2000年３月現在、119ヶ

国が条約に加盟し、指定された総面積

7,490万ヘクタールに及ぶ1,023の湿原が、

国際的な重要性を持つラムサール湿原一覧

表に加えられている。

ラムサール条約は、特定の形態のエコシ

ステムを対象とする唯一の国際条約であ

る。条約の使命は、「世界中で持続可能な

開発を達成する手段として、国の行動と国

際協力によって湿原の保護と賢明な利用を

行なうことである」（ラムサール条約局,

2000a）

ラムサール条約は、保護の対象になる湿

原の決定において幅広い解釈をしている。

一般的に湿原とは、水が環境や関連する動

植物の生活を支配する主要な要素になって

いる地域である。それは地下水面が土地の

表面、あるいはその近くに存在する場所で

あリ、あるいは陸地が浅い水面で覆われて

いる場所である。その定義は、「天然か人

工的なものかを問わず、また、恒久的なも

のか一時的なものかを問わず、沼地、湿原、

泥炭地帯、水域であって、滞水、流水、淡

水、半塩水、または塩水の、干潮時の水底

の深さが６メートルを越えない海域を含む

地域である」。それは湿原に隣接する地域

や湿原内にある干潮時の深さが６メートル

以上の海域の島や土地を包含する場合もあ

り得る。条約の対象は、川や湖、岸辺の潟、

マングローブ帯、泥炭地帯、そして珊瑚礁

など様々な種類の生息環境まで大きく広が

っている。さらに魚やえびの養殖池、養殖

池、灌漑農業地、貯水池、砂利坑、下水利

用農場、運河のような人工湿地帯もある

（ラムサール条約局, 2000c）。

永年にわたり、代表者会議は、９冊一組

のラムサール・ハンドブックを発行し、加

盟国の会議（条約加盟国の代表で構成する

主たる決定機関）で採択されたガイドライ

ンを紹介している。討議される議題には、

湿原の賢明な利用、国の湿原政策、法律と

公共団体、湿原と流域管理、地元社会の参

加、教育、一般啓蒙、条約加盟リストの作

成、管理計画、国際協力などがある。

国・地域 世界遺産 生物圏保護区 ラムサール湿原

中国

（ユネスコ, 2000a、ユネスコ, 2000c）

*本書で取上げたすべての管轄権で、それぞれの重要な自然と文化的特性を持つ地域が国際的に認
められた地位を与えられているわけではない。

23箇所
最初の指定は1987年

16箇所 1992年7月31日現在、
７箇所、総面積 588,380
ヘクタール

日本 10箇所
最初の指定は1993年

４箇所 1980年10月17日現在、
11箇所、総面積83,725
ヘクタール

韓国

北朝鮮

モンゴル

５箇所
最初の指定は1995年

不明

不明

１箇所

１箇所

３箇所

1997年7月28日現在、
２箇所、総面積960
ヘクタール
情報不明

1998年4月8日現在、
６箇所、総面積630,580
ヘクタール

表６：国際的に認められた保護区域の概要*



観光は世界中で拡大している。自然地域

を訪れる人も増えている。農業と都市化の

圧力増加などによって自然空間が減少を続

ける一方、このような自然地域は希少とな

り、特別なものになる。保護区域の管理者

は観光動向とその影響を認識しておく必要

がある（FNNPE, 1993）。旅行期間は短く

なりつつあり、エコツーリズムのような特

殊な旅行市場が現れた。旅行者は、消費の

種類に関係なく代金に見合う価値を期待す

る。土地の文化や特定のテーマを学び、体

験する様々な機会を提供する休暇旅行や、

田園地方への交通需要は、すべて増加しつ

つある。人々は、自分たちの活動や選択を

より意識するようになり、多数の個人、企

業、政府は地球資源の浪費を止めさせる活

動を支援することを望んでいる。旅行者の

多くは、本物の良さが無くなったり、また、

環境問題を起こすような混雑した過剰開発

の行なわれた場所を避けたいと考える。こ

のような種類の旅行傾向は、旅行形態や旅

行サービスに影響するだろう。ひとたび旅

行者のニーズと興味が特定されれば、商品

が様々な市場それぞれに向けて特別に開発

されるだろう。より環境に優しい観光の形

態が勢いを得ている（FNNPE, 1993）。

時には急激な環境変化が観光パターンに

影響する。社会不安、暴行報道、天災は、

該当する地域への旅行欲求を減退させる。

保護区域の管理者は、この種の影響を及ぼ

2.3.1 観光の一般動向

2.3  東アジアの観光

す環境変化に注意を払う必要がある。

観光は、地域住民の福利に大きな影響を

与え、重要な意味を持つ。持続可能な開発

は、様々な国内、国際組織によって支援さ

れている。例えばアジア太平洋観光賞は、

保護区域で行なわれるいくつかのプロジェ

クトや環境に優しい観光プロジェクトを支

援するプログラムである。各環境保護団体

やプログラムが支援できるプロジェクトの

種類には、特に興味を惹く、あるいは破壊

され易い自然地域の保護、田園観光、文化

観光、そして観光と環境保護促進などであ

る。

持続可能な開発の一部は、観光産業を含

む全ての産業政策に環境保護の原則を取込

むことを学ぶことである。あらゆる観光体

験とデスティネーションは、それが伝統的

に小さなエコツーリスト向きとされていな

いデスティネーションであっても、地球全

体の懸念を取込む必要がある。観光開発は

環境と共存しなければならない。観光にお

ける環境に優しいアプローチは、観光立法

の中に環境関連の要素を入れるなどの措置

を取ることで可能になる。旅行に出かける

動機の多くは、自然、景観、文化的特徴の

魅力によるものであるから、これらは保護

され、細心の注意を払い、適正な方法によ

ってのみ利用されるべきである。

アジアの国際観光は、1980年の旅行者

2,100万人から1997年の5,800万人を超える

まで成長した（Fish & Waggle, 1997）。

1996年、東アジアと太平洋地域は世界中か

ら9,400万人の到着客を迎えた（北米より

100万人多い）。その数の約４分の３は、こ

の地域内で発生した（WTO, 1997）。アジ

ア太平洋における観光の目覚しい発展は、

主として各国の経済発展、低航空運賃、旅

行自由化政策に起因する（Fish & Waggle,

1997）。さらに外貨不足の心配の無い多数

の新興工業国は、為替レート管理や消費限

度額など国際旅行の制限を緩和した（Fish

& Waggle, 1997）。旅行の多くは数カ国を

訪れるもので、地域の主要都市の間を移動

する、スポンサー付きのツアーである（Fish

& Waggle, 1997）。増大するアジアの中流

階層と引退者層は、増加する収入、個人可

処分所得の一部、自由時間を海外旅行のた

めに使っている。これらの人々が旅行増加

の少なくとも73パーセントを占める（Fish

& Waggle, 1997）。
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インターネットで世界の情報がほとんど
すべて入手できるが、例えば世界中の環境
保護指定地と情報については、以下のウエ
ブサイトより入手可能。
＊世界遺産登録地の詳細情報：
http//www.unesco.org/mab/
＊東アジア生物圏保護区（EABRN）：
http://www.unesco.org/mab/eabrn/
eabrn.htm
＊ラムサール湿原ハンドブック：
http://ramsar.org/index_about_ramsar.
htm#info

詳細情報の入手先：
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アジアの経済回復に刺激されて、1999年

の世界の観光は、1998年より0.5ポイント高

い3.2パーセント拡大した（WTO, 2000b）。

世界観光機構（WTO）事務局長Francesco

Frangialliによると、２年間にわたる旅行者

減少後、1999年の東アジアと太平洋地域の

観光は力強く回復し、7.5パーセントの成長

によって国際旅行者は新記録を示し、ほぼ

9,400万人に達した（WTO, 2000b）。これは

前回、1996年に記録した数字よりも500万人

近く多い。成長は各国に広がったが、顕著

なのはシンガポール（11％増）、日本（9.6％増）、

韓国（9.6％増）、マレーシア（８％増）、中国

（7.9％増）、香港（９％増）、タイ（5.6％増）で

ある（WTO, 2000ｂ）。

WTO（1998年）によると、東アジアす

べての国・地域は、北朝鮮とモンゴルを除

いて国際観光収入高で上位40に入っている

（8位 中国、10位 香港、21位 韓国、23位

日本、29位 台湾、31位 マカオ）。東アジ

ア各国のインバウンド観光は、過去20年の

間、確実に成長し、国際旅行者到着数は

1980年の1,030万人が1992年には3,190万人

に増加した。

表７は、東アジアの主要旅行者受入国、

国・地域の観光目的地としての人気の高ま

りを示している。1992年の東アジアの国・

地域では、中国が到着者数、年間平均伸び

率ともにトップに立ち（1992年の到着者数

1,420万人、1980年から1992年までの年平

均伸び率12.4％）、香港が２位になってい

る（到着者数660万人、1980年から1992年

までの年間平均伸び率11.7％）。３位は韓

国である（到着者数350万人、1980年から

1992年までの年平均伸び率11.1％）。

アジアの国・地域の多くは、よく発展し

たインバウンド市場に対比してアウトバウ

ンド市場はまだ始まったばかりの段階、ま

たは成長過程にあるが、今後数年にわたり、

主として地域内交流の形で急速に拡大する

ことは確実である（WTO, 1995）。

中国

東アジアの多くの中国人社会は、中国と

民族的な結びつきを持っている。数十年間、

これらの社会と本国間の旅行交流や直接の

個人的接触は認められていなかった。この

ような旅行がやっと可能になったのは、よ

うやく70年代の終わりに中国旅行が解禁さ

れてからである。中国系外国人による中国

旅行は急速に増加し、1992年には1,000万

人を超え、さらに香港、マカオ、台湾（中

国の一地域）からの短期旅行者の2,100万

人がこれに加わる。1997年の香港返還、お

よび中国と外国間の双方向の旅行の容易化

が進められたことにより、中国と大きな中

国人社会を持つ国々との間で民族旅行の機

会は増大している（WTO, 1994）。

中国へ旅行する大多数の外国人旅行者は

先祖の繋がりを持っている。観光客は、主

として湿度が高く人口密度の高い東部の沿

岸部を訪れるが、そこは大都市の多くが所

在し歴史的魅力のある地域である。中国の

３分の２を占める西部地域への観光は限ら

れている。この地方の気候はより乾燥して

おり、地形は居住にあまり適していない。

したがって基盤整備は遅れ、観光事業を支

える潜在力は低い。また、中国に先祖を持

つ数百万の外国人旅行者を誘引する力は弱

いが、それは彼らの先祖が主として東部出

身だからである（西部は、多くの少数民族

の故郷である）。

1997年、11,938の観光企業を対象に全国

調査が行なわれた。中国の主要な旅行者市

場は、日本、ロシア、韓国、米国であった

（中国国家旅遊局1997年）。中国の入国者統

計は、同胞、外国人、華僑を含めて多数の

カテゴリ―に分類される。その計算と分析

の多くは外貨構成に基づいて行なわれる。

外客の旅行目的や詳細なプロファイルにつ

2.3.2 国・地域別の観光事情

国・地域 1980年到着者数 1985年到着者数 1992年到着者数 年平均増加率

（単位：百万人）（単位：百万人）（単位：百万人） 1980年-1992年

中国 3.5 7.1 14.2 ＋12.4
香港 1.7 3.4 06.6 ＋11.7
台湾 1.4 1.5 01.9 ＋02.8
マカオ 1.7 1.7 03.2 ＋05.7
日本 0.8 2.3 02.1 ＋08.8
韓国 1.0 1.4 03.5 ＋11.1
北朝鮮 不明 不明 不明 不明
モンゴル 不明 不明 不明 不明
（WTO, 1994, p.33）

表７：東アジアにおけるインバウンド旅行の成長



いて情報を収集すれば有用であろう（The

Economist Intelligent Unit, 1995a）。ある

推計によると、入国者のおよそ60パーセン

トが観光目的で、40パーセントがビジネス

目的である。

中国は、1985年から1999年の期間、東ア

ジア・太平洋地域で最も人気のある旅行デ

スティネーションで、1999年の外客到着数

は約2,700万人であった。1999年の外客到

着数は、フランス、スペイン、米国、イタリア

に続く世界第５位であった（WTO, 2000b）。

570万人の外客が6.17億ISドルの外貨収入

をもたらした1980年から外国人訪中客は増

加し、1998年には6,300万人＊の外客が1,260

億USドルを落とした（中国国家旅遊局

1999年）。中国は、国際観光産業の分野で

大きな役割を担う能力がある。国内総生産

の高い成長率、過去数年来の個人消費の増

加、出入国両面の制限緩和など、すべてが

地域の旅行・観光に対して中国が強い影響

力を及ぼす一国になっている。WTOの予

測によると、2020年までに中国は世界最大

の観光目的国になることが期待される

（WTO, 1999）。

＊入国者統計の数字は、ＷＴＯと中国政府

旅遊局から得られているが、両者は入国

者数集計に異なる定義をもちいている。

1995年の中国の目標は、1991年の２倍の

観光収入を得ること、2000年までにそれを

さらに２倍にすることだった。具体的には

1991年の25億USドルから1995年の50億US

ドル、2000年の100億USドルが目標になっ

た。1992年の実績は、目標に対して順調に

進展し、収入は1991年から38.9パーセント

増加の39.5億USドル、外客数は28パーセン

ト増加の633万人であった。国は、外国か

らの投資を誘致する奨励策とともに、11箇

所の国立ホリデイ・リゾート建設を承認し

た。これは中国観光を、伝統的な見物観光

から見物とリゾート観光の組み合わせに転

換する政策の一部である（WTO, 1994）。

日本

1987年から1992年の５年間、外客到着数

の増加は続き、1991年には史上最高の353

万人を迎えた（増加率50％）。増加に寄与

したのは主としてアジア市場（74.6％増加）

で、特に韓国（24.4％）、台湾（18.6％）、米国

（15.4％）、香港（4.4％）である。主要３市場

は、台湾（26.9％）、韓国（24％）、香港であり、

この３市場でアジアの外客到着数の72.5パ

ーセント、1991年の日本へのインバウンド市

場の47.4パーセントを占める。

日本への外客到着数は、1990年代の初め

の３年間に着実に増加した。しかし、それ

以後1995年までの外客到着数は、1990年以

来のレベルより減少した。訪問者の減少の

主な理由は神戸での地震と円高で、レジャ

ー目的訪問者に打撃を与えた。ビジネス旅

行だけは好調であった。1996年、円安によ

りレジャー旅行への関心がやや回復し、外

客数合計は約15パーセントの増加を示した。

それでも旅行産業の苦難は続き、収入率は

低下し、市場は変質してより利益の薄いもの

になった。日本における外客の平均滞在数

は、1988年の14.9日から1995年の9.4日と短く

なった（Travel & Tourism Intelligence,

1997）。政府の観光担当者は新しい政策を

立案し、外客を2005年までに倍増して700万

人にする目標を立てた（Travel＆Tourism

Intelligence, 1997）。

アウトバウンド旅行においては、1987年

に日本人海外旅行者を1991年までに倍増し

て1,000万人にするテンミリオン計画が始

まったが、この目標は最終年度を待たず前

年の1990年に達成された。この成功を受け

て、政府はツーウエイ・ツーリズム21と呼

ぶ新しい広範な行動計画を策定した。

アジアの域内旅行とエコツーリズムが

1990年代の二つの主要トレンドとして認識

され、この二つの市場の開発拡大を育成し

支援するための施策が講じられた。アジア

人旅行者の急速な流入によって（特に韓国

人）、資格のあるガイドと通訳の不足が生

まれた。国際観光振興会（JNTO）は、将

来のインバウンド観光促進のために以下３

つの重点分野を確定した：

�アジア市場向けの活動を強化する

�日本の地方へ旅行者を誘致する活動を促

進する

�日本をコンベンションと展示会（見本市）

の目的地として、宣伝を強化する

（The Economist Intelligence Unit, 1992）

香港

香港への外客到着数は、1980年の230万

人から1994年の900万人超まで増加している

（The Economist Intelligence Unit, 1995）。

地域の貿易、輸送、観光、諸サービスの中

心としての香港の役割は、90年代に著しく
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増大した。これは外貨稼ぎ高で国内第３位

の旅行産業に好ましい影響を与えた。観光

産業は、1994年、640億HKドルの外貨収入

をもたらした。香港観光協会は、2000年に

外客1,000万人と外貨受取額1,300－1,400億

HKドルとする大目標を掲げた。香港は、

もはや主要な玄関口ではないが、依然、多

くの外客は中国への主要な玄関口として利

用している。（The Economc Intelligence

Unit, 1995b）

日本は、1971年から1990年まで香港への

最大の旅行者送り出し市場であったが、そ

の後、台湾がその地位を奪った。香港は、

台湾からのアウトバウンド市場の急速な拡

大で恩恵を受けた。それは台湾の急速な経

済成長と旅行制限の緩和の結果である。香

港は、台湾人旅行者にとって魅力のある旅

行先であり、また、台湾（中国の一地域）

から中国大陸への主要な入口という二つの

利点がある。1949年以降、中国への旅行は

禁止されて、台湾市民が香港など第３国経

由で中国への旅行が初めて認められたの

は、1987年10月であった（The Economist

Intelligence Unit, 1995b）。

1994年、中国が香港最大の市場になった。

日本はもはや最大の旅行市場ではなくなっ

たが、日本人旅行者は台湾人より滞在日数

が多少多く、より多くのお金を落とすので

（2.2日に対して2.9日）、今も日本市場の経

済的重要性は変らない。さらに日本市場は、

主要市場の中でレジャー客の比率が最も高

い（日本人客の74％）。

国際的に観光宣伝を担う半政府組織であ

る香港観光協会は、最近、外国人来訪者に

対して自然公園組織をもっと利用するよう

奨励している。

台湾（中国の一地域）

台湾は東アジア・太平洋地域の慰安旅行

の目的地であるとともに、ビジネスの目的

地でもあるが、観光産業の急速な成長は予

想されていない（中華民国観光局1996年）。

台湾への外客到着数は、1957年の14,068

人から1998年の2,298,706人と増加した（中

華民国運輸通信省　1998年）。外客の台湾

での消費額は、1997年の5.27億USドルから

1997年の34億USドルと85パーセント増加

した（Fish & Waggle, 1997）。外客１人１

日当たり平均消費額は、1997年の72.43US

ドルから1997年の193.56USドルと63パーセ

ント上昇した。これらの数字だけ見ると印

象的であるが、他の国・地域と比較すると

上昇率は低い（香港は1987年から1994年の

間に160％上昇）（Fish & Waggle, 1997）。

1994年、台湾はインドとほぼ同じ数の外客

を迎えていたが（200万人超）、地域の主要

旅行目的地であるオーストラリア、中国、

香港、インドネシア、日本、韓国、シンガ

ポール、タイなどと較べると少ない。台湾

の最大観光市場はアジア・太平洋地域から

の旅行者で、外客全体の70パーセントを占

める（The Economist Intelligence Unit,

1995d）。

台湾のインバウンド観光市場は、1977年

から1994年の間、以下の６カ国に大きく依

存しており、アジア・太平洋地域からの訪

問者の81パーセントがこの６カ国からであ

る。日本が最大の旅行者送客国（45％）で、

次いで香港（13％）、米国（12％）、と続く。

この他は韓国（４％）、マレーシア（４％）、

シンガポール（３％）である（Fish &

Waggle, 1997）。これら６つの管轄権が台

湾の旅行事業に圧倒的な役割を担ってきた

間に、台湾の魅力も時とともに拡充されて

きた。1977年、この６管轄権以外からの台

湾訪問者はわずか15パーセントであった

が、1994年までに他の国からの訪問者は25

パーセントを占めるようになった。この増

加は、主として台湾観光における日本の重

要性が低下しつつある結果として生じたも

のである。訪台日本人は、19 7 7年の

563,000人から1994年の824,000人まで増え

たが、全訪問者の日本人比率を見ると、

1977年の51パーセントから1994年の39パー

セントと、12ポイントも低下している（Fish &

Waggle, 1997）

台湾インバウンド市場の成長は、過去数

十年の殆どの期間、緩やかであった。1997

年から1999年までインバウンドの数字は約

240万人に留まっている。Fish & Waggle

（1997）によれば、低成長の原因の中には

以下のものがある。

�80年代末期の台湾通貨上昇

�新しい、または強力な魅力のある国際的

旅行・娯楽施設の不足

�観光魅力へのアクセス難

�しかるべき旅行証明書類を得るのが難し

い

�主要な旅行者供給国から直行便が不足



80年代終わりに起きた世界主要通貨に対

する台湾通貨の急速な切り上げは（新台湾

ドル）、台湾旅行をより費用のかかる旅行

先にした。近年、通貨は比較的安定してお

り、この問題はそれほど重要でなくなった。

韓国

韓国は、アジアで最も需要の多いアウト

バウンド市場である日本と中国の間に挟ま

れている。加えて、巨大なアウトバウンド

市場をもつ台湾から北にわずか数時間しか

離れていない。そして東南アジアと北米の

両方から容易にアクセスできる。東南アジ

アの旅行者にとって韓国は四季の区別が明

確で、熱帯の住民には珍しい所である。航

空会社のハブとして日本よりも費用が掛か

らず、技術では中国より進んでいる（The

Economist Intelligence Unit, 1995c）。

1962年、韓国訪問の外客はわずか15,184

人であった。それ以来、1968年に10万人、

1978年に100万人、1988年には200万人と、

その数は力強く増加し、1998年には400万

人を超えた（4,250,216）。70年代と80年代

の外客大幅増には三つの要因がある。第一

に、大統領が一連の経済振興５カ年計画を

立て、韓国の奇跡の経済復興をもたらし、

外国からのビジネス旅行者を増加させた。

第二に、1910年から1945年まで韓国を植民

地として支配した日本との関係正常化は経

済発展を助けるとともに、レジャー旅行者

を吸引した。第三に、1986年のアジア大会

と1988年のソウル・オリンピックにより、80年

代の後半は二桁の成長が続いた（The

Economist Intelligence Unit, 1995c）。

観光客が全訪韓客の72.1パーセントを占

める。1998年、アジアからの訪韓客は303

万人で、それに次いで米大陸の47万人、欧

州38万人、オーストラリアとニュージーラ

ンドから４万人が訪れた。日本は第一位の

インバウンド市場で、米国、香港、フィリ

ッピンが続く（韓国観光文化省1998年）。

1998年、日本人旅行者は195万人に達し

た（インバウンド客の46％）。圧倒的大多

数（96％）は観光目的である。70年代以降、

日本はインバウンド全体の70パーセントを

占めるほどの主要な市場だったが、1985年

から1995年までの間、オリンピック直後の

50をピークにして、45パーセントに留まっ

ている。この減少の原因の一部は、90年代

初頭から人件費と物価の上昇によって、韓

国旅行がかなり費用の掛かるものになった

ことが挙げられるかもしれない。観光産業

は、日本からの旅行者誘致のために大きな

努力をしてきた。例えば、1994年のビジッ

ト・コリア年に日本人のビザを免除し、こ

の処置は恒久的なものになった（The

Economist Intelligence Unit, 1995c）。

韓国にとって米国は２番目のインバウン

ド市場である。1998年、米国人訪韓者は

40.6万人に達した。その大多数は観光旅行

者である（72.1％）。平均滞在日数は、9.7

日と比較的長い（韓国文化観光省1998年）。

米国は、1950年から1953年までの朝鮮戦争

参加以来、韓国と強い絆で結ばれている。

現在でも３万人の軍人が駐留しており、少

なくともそれ以上の数の民間被雇用者と家

族が住んでいる。

1992年、観光政策審議会が作成した観光

振興長期計画は、2000年の訪韓客数の目標

を700万人と定めた。これまでのマーケテ

ィング目標は日本に重点が置かれていた

が、市場多様化の新たな努力も行なわれて

きた。政府の国家観光総合開発計画では、

韓国を24の観光開発地域に分け、国中に観

光を拡大する目標を立てた。1994年、イン

バウンド旅行者の総消費額は380万USドル

で、１人当たり1,064USドルであった

（The Economist Intelligence Unit, 1995c）。

文化観光省（1994年）によると、韓国観光

産業の雇用者は106,774人であった。職種

別では、宿泊（50,965）、旅行業（36,012）、

娯楽（8,992）会議オーガナイザー（286）、

その他（10,519）である。

韓国観光公社（政府観光事務所）は、国

際観光マーケティング、リゾート開発、教

育研修、コンベンション振興、観光調査と

開発、国内観光振興を担当する。同公社は

外国語ガイドのライセンスを発給するが、1995

年にツアーガイド6,210人を記録した（The

Economist Intelligence Unit, 1995c）。

モンゴル

ロシアと中国の陸地に囲まれたモンゴル

は、1990年、69年間のロシア支配を脱して

共和国として独立した。それ以来モンゴル

は中央集権制度から市場経済へ急速に移行

した。

30年以上の間、旅行者はゴビ・ガラワン

サイハン地域を訪れていたが、過去10年の

間に観光事情に大きな変化が生じている。
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最近、モンゴルは外国人に門戸を開いた。

1997年まで、モンゴルを訪れる個人旅行者

は、モンゴル人または居住する外国人の正

式の招待状がなければビザを取得できなか

った（Eberherr, 2000b）。1998年以降、進

歩的なビザ規則が施行されて、モンゴルを

訪れる個人旅行者は顕著に増えた。この政

策により国際旅行市場は拡大した。モンゴ

ル大使館のリストは、1995年に20万人の入

国者を記録しているが、そのうちの２万人

の観光旅行者が年間６－700万ドルの外貨

収入をもたらした（Eberherr, 2000b）。外

客記録は改善されつつあるが、入国者数の

記録には依然として誤差があるかもしれな

い。ごく最近、モンゴル観光センターは、

1999年の来訪者を158,743人とし、そのう

ち34,049人は観光旅行者で年間2,880万ドル

の収入をもたらしていると発表した。

モンゴルの比較的原初のままの風景と文

化を基礎にして、モンゴルの自然ベースの

観光産業には高い成長性が見込まれる。レ

ジャー旅行者の殆ど大部分は、主催旅行の

旅程の一部としてモンゴルを訪れる。旅行

者の中には個人手配の旅行を好む者もいる

が、モンゴルの田舎を旅行するにはレンタ

カー、経験あるドライバーとガイド、通訳

なしには極めて困難であることから、多数

の旅行者には旅行業者（ツアー・オペレー

ター）のサービスを必要とする状況が続い

ている（Eberherr, 2000b）。

1997年のモンゴル入国者統計によると、

日本はモンゴルにとって単独で最も重要な

旅行市場である（市場の30％）。日本で販

売されているモンゴル向けパッケージ旅行

の大部分は８～９日の旅程である。モンゴ

ルは特殊な興味（SIT）を対象とする旅行

目的地で、ハンティングや化石採掘など小

規模かつ非常に限られた市場基盤を持つと

されている（Eberherr, 2000b）。西欧は２

番目に大きい市場（各国計39％）である。

欧州の観光客にとって、モンゴルはアジア

におけ生涯一度の旅行先である。

モンゴルの観光シーズンは、年に５ヵ月し

かなく（５月から９月まで）、大部分の旅行は７

月と８月に集中する（Eberherr,2000b）。1998

年に300社以上の観光事業者が存在すると

する推計がある（Eberherr, 2000b）。この

300のうち100社は旅行会社で、50社は一般

ツアー・オペレーター、残り50社は旅行エー

ジェントである。最近まで観光事業者の多

くはウランバートルを本拠にして、地方でキ

ャンプ地を運営している（Eberherr, 2000b）。

西モンゴル観光は、初期の発展段階にあ

る。最近になって国際的なツアー・オペレ

ーターがモンゴルのツアー・オペレーター

と協力して少数ながらツアー客を送客し始

めた。モンゴルの自然や文化に興味を持つ

旅行者は、基本的に日本、欧州、オースト

ラリア、北米、韓国など工業国からで、モ

ンゴルの生活費から見ると相対的に高い旅

行費を支出する。国立公園を訪れる旅行者

は、他の東アジア国・地域の公園機構と比

較すると極めて少ない。ある推計によると、

西モンゴルの国立公園を訪れた人は年間

1,000人に満たない（Eberherr, 2000a）。記

録された入園者数が、全入園旅行者を正確

に把握していない可能性を認めなければな

らない。それは入園手続をする必要に気が

付かなかったか、手続きをする場所を知ら

なかったか、あるいは、入園料を支払いた

くなかったなどの理由で手続きをしない者

がいるからである（Eberherr, 2000a）。

現在のモンゴル観光は小規模であるが、

東アジア地域で次第に大きな役割を果たす

ようになるだろう。旅行者の増加によって

起こり得る諸問題に対処するためには、有

効な計画づくりが不可欠である。過去数年、

モンゴル政府は急速に多くの保護区域を設

定する責任を担ってきた。環境保護の前提

条件の下で、モンゴルにとって観光は、地

方住民の新たな雇用を生むことにより所得

台湾のタロカ国立公園のような、良く設計され
たキャンプ施設は、公園訪問者に価値あるサー
ビスを提供し、また環境にやさしいデザインに
より環境を保護する。
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増加に貢献できる、前途有望な分野である。

持続可能な観光開発の課題には、遠隔地へ

の交通不便、道路の不足、観光開発された

地域への住民の無秩序な流入、国立公園・

保護地域と周辺の不十分な観光施設と基盤

整備、急激に拡大する観光産業に対応でき

るだけの公園予算、人材の不足などがある

（Eberherr, 2000年a）。

保護区域指定のカテゴリーによって許可

されるアクティビティと施設の形態は規定

される。例えば自然保護区では環境保護が

優先されるので、アクティビティや施設に

対して国立公園よりも厳しい制限がある。

道路、宿泊施設、レストランなどは、旅行

者がその土地を快適に訪問するために必要

であるから、公園に近接して幾つかの基盤

整備は必要である。

宿泊施設

普通、自然保護区（カテゴリーⅠ）、国

立公園（カテゴリーⅡ）、国が指定した天

然記念物の所在地（カテゴリーⅢ）での宿

泊施設は制限、あるいは禁止されている。

その土地に人が定住した後に公園が設置さ

れた場合、公園内にコミュニティが存在す

ることもある。カテゴリーⅤの公園、保護

された景観地では、充分な旅行者用施設と

ともに村落や人里風景が含まれることが多

い。保護区域の環境保護目的を達成するた

めには、地域社会とその土地の施設提供者

の支持を得ることが重要である。地域社会

の支持を得る二つの方法は、保護区域の運

営に彼らを参加させること、そして保護区

域に関連する観光アクティビティから地元

民が直接利益が得られることを保証するこ

とである。

宿泊施設は、概して国立公園・保護区域

のバッファー・ゾーンと周辺ゾーンに所在

する。このような開発は、公園内部の環境

保護と生態系維持を強化する立場から公園

の外で行なわれるのが最善である。東アジ

アの多くの地域では、保護区域の境界内や

隣接地に人が居住している。地域住民は旅

行者に小規模の宿泊施設を提供すること

で、収入を得ることもできる。これは旅行

2.4.1 基盤整備とアクティビティ

2.4  観光と保護区域

者の消費が直接地元住民に利益をもたら

し、地域経済の中で配分される事例である。

これにより観光消費の外部流出を減少させ

ることができる。大規模な宿泊施設は、威

圧するような存在が場所柄から不適切かも

しれないので、普通、これらのゾーンから

離れた場所に建設されるのが望ましい。

野外活動

保護区域で行なわれるアクティビティ

は、その地形に依存する。例えばハイキン

グ、登山、スキーは、旅行者が山岳地域を

訪れる時に参加する活動であり、海浜地域

では泳いだり、潜ったり、海岸を散歩した

りする。ジェットスキーやパワーボートと

いったレクレーション活動に使われる原動

機付きの乗り物は、傷つきやすい保護区域

の環境に負担を増加させるものである。こ

のような乗り物は注意深く制限し、場合に

よっては禁止する必要がある。

諸施設

保護区域は、格好の環境教育の場である。

野外教室以上に、保護区域とその生態系の

恩恵と重要性を教育するにふさわしい場所

が他にあるだろうか？解説案内付きのトレ

イル、ビジターセンター、ピクニック・エ

リアなどが、しばしば保護区域内の軽度の

開発が適切なゾーンに設置される。博物館、

水泳プール、工房、地場産業のような、よ

り高度の観光施設は、保護区域の中核保護

ゾーンの外にあるバッファー・ゾーンと周

辺ゾーンに設置することが多い。

交通

保護区域を訪れるのに公共交通機関を利

用できる場合もあるが、農村地方にある多

くの保護区への旅行者は車を利用する。訪

問者が増えるにつれて、混雑、公害、駐車

場の質と量の問題に取組む必要が生まれ

る。バスや列車による輸送は、集中利用を

可能にして道路、乗用車、駐車場の悪影響

を抑えるために活用できる。

有効な経営上の意思決定において資料と

情報は欠かせない。多くの国・地域におい

て、保護区域の設置や管理のために、自然

科学分野の系統的な情報収集が優先事項と

2.4.2 観光関連情報の組織的収集
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して行なわれてきた。ある地域の動植物研

究、あるいは資源目録作成は望ましい作業

として広く理解されている。そのデータは、

公園管理者に有用である。例えば、その地

域の絶滅に瀕した種の研究によって得られ

た知識は、ゾーニングと許容できる利用レ

ベルの決定に利用できる。自然科学分野が

提供できるのは、観光に関して収集すべき

データ全体の一部にすぎない。社会科学分

野のデータ収集は、保護区域と人間の交流

のための効果的な計画と運営に不可欠なも

のである。

社会科学は、人間的および社会的側面か

ら問題を取扱う。社会科学の枠組みの中で、

個々人やグループに対して、社会が如何に

活動し、作用し、どのような影響を与える

かが考察される（Furze, De Lacy &

Birckhead, 1996）。それは社会学、心理学、

歴史学、人類学、文化論、政治、経済、コ

ミュニケーション論、余暇論、地理学のよ

うな学問分野を含んでいる。社会科学は人

間の相互の関係と人と自然との関係を扱

う。自然科学と異なり、人間の行動あるい

は行動しないことを決定する自然の法則は

殆ど存在しない。社会科学は、人間の多様

性を扱わねばならない。

公園・保護区域の観光に関する社会科学

上の研究は、公園管理者が地域社会に対す

る観光の影響を調べ、検討する上で有用で

あり、さらに旅行者の特性、旅行動機、期

待と認識をより理解するのに役立つ。観光

と地域住民の間の力学に関する調査で予想

できる設問には以下のものがある：

�持続可能な観光を主導して成功するに

は、どんな要因がなければならないか？

�地域住民は、保護区域をどのように認識

しているか？

�地域住民は何故、政府や公園管理団体の

定めた規則に従わないのか？

観光客を完全に理解するために保護区域

の管理者は、観光のレベル、そのピークシ

ーズン、ショールダー・シーズン、オフシ

ーズンにおけるレベル、観光客の持つ旅行

動機や期待を知る必要がある。それぞれの

保護区域の観光に関する情報は様々である

が、多くの場合、観光に関連する社会科学

的データと情報収集に向かって大きな改善

努力が依然として必要である。

HornbackとEagles（1999）によれば、

環境保護と地域レベルの

開発に関係する管理者、

政策立案者、プランナーは、

少なくとも人間科学

（または社会科学）に多少は

明るくなくてはいけない。

それによって交流する人々の

文化的、社会的変遷を

よく理解できるようになる。

（Furze, De Lacy &

Birckhead, 1996）

多くの公園は、訪問者数を有効に数えてい

ない。考えられる理由には要員不足、正確

な数字を把握するには出入り口が多すぎる

こと、他に優先する経営課題があることな

どがある。入園者についての正確で有効な

報告は、政府、国民、他の産業に対して公

園制度の利用レベルに関して正確な印象を

伝える。一方、正確な入園者数報告は、政

府の政策として重要度をより高め、予算確

保も能力を強めることになる。利用できる

要員と予算は最低であっても、全ての保護

区域は相応の正確さと信頼できる方法で公

園の利用レベルをモニターすべきである。

観光利用のレベルを記録するには、色々

な方法がある。訪問者数、滞在時間、保護

区域入域者数（単なる通過者や地元住民な

どを含む）、訪問者宿泊日数の測定などで

ある。例えば、基本的な訪問者データを集

める簡単な方法には（入園料を徴収するす

べての公園において）、訪問者が登録し、

料金を支払う販売箇所のコンピューター端

末に入力される情報が利用できる。情報は、

非常に単純な基礎的なものから複雑な特別

プログラムまで様々なレベルで入手できる。

HornbackとEagles（1999）は、訪問者

の利用レベルの測定プログラムの５段階を

説明している。異なる５つのレベルに必要

な要員、時間、予算が表８に示されている。

進んだレベルになるほど、一般利用者のよ

り正確な測定が可能になり、対応する測定

プログラムを運用するための資源が増加す

る。各保護区域が選択するレベルは、作業

量と公園管理業務に対するデータの適用可

能性との間のバランスが取れたものでなく

てはならない。最も複雑なプログラムが、

必ずしも各公園の業務に最適のものではな

い。これは過度に複雑なプログラムは、実

行し、継続する場合に問題があったり、実

際的でなかったりするからである。長期的

に正確性を求める目的のためには、精密さ

と実用性との間にバランスが取れていなけ

ればならない。

最初に必要なことは、何らかの方法で公

園利用者数に関するデータ収集を行うこと

である。一旦システムが定着すれば、収集

されたデータの質的改善はそれから行なう

ことができる。

訪問者についての知識が無ければ、訪問

者管理に関する意思決定は不正確になる。

理想的には、測定における一貫した定義と



測定方式を、保護区域のシステムの中で確

立しなければならない。一貫性に欠ける測

定方式は直接の比較を不可能にし、トレン

ドを確認することも困難にする。自然保護

地域に関係する正確で比較可能な観光統計

を集めるよう地域、国、国際レベルで努力

しなければならない。

政府は、町村、地域、全国レベルで、公

園と観光計画に関わっている。政府は持続

可能な開発に使用される諸コンセプトと実

行手段を考慮する必要がある。持続可能な

観光開発は、全般的な持続可能な開発の一

部分である。環境保護は持続的な観光開発

によって可能になり、経済振興も可能にな

る。環境保護と経済振興のコンセプトが相

互に支え合うためには、観光政策が国の開

発計画や環境政策と適切に関連づけられな

ければならない。適正な計画と一体性がな

ければ、個々のプロジェクトは孤立して運

営され易く、環境保護、あるいは開発に影

響を持つことができない。また、孤立した

プロジェクトは、成果をあげるための潜在

力を発揮するに必要な政策支援を取り付け

ることができない。

政府あるいは他の組織に対して、ある自

然地域を保護区域に指定する権限を与える

政策と法律は、その地域の環境保全にとっ

て不可欠である。東アジアのすべての国・

地域では、何らかの形で保護区域設置に取

組むための政策と法律が準備されている。

ある地域が保護区域の地位を得ると、保

護されるべき固有種や景観を脅かす可能性

のある様々な影響力の源泉を検討すること

が重要になる。観光は固有種や景観に影響

を与えるある大きな原因となりうる。東ア

ジアの多くの国・地域は一般的な観光政策

を持っているが、保護区域の中と周辺の観

光開発に関する特別の政策、法律、規定を

欠いている。

保護区域の産業と観光産業が必然的に重

複することが明白になるにつれて、保護区

域の内部と近隣地域の観光に関連する特別

の政策を策定することは望ましいものとな

る。政策策定には計画と先見性が必要であ

る。計画と先見性が無ければ（また、法律

もなければ）、観光開発は自分勝手な、し

ばしば急速で無秩序のまま継続されること

になる。指導も規制も受けない開発は、し

ばしば利益を上回る不利益を生み、全体か

ら見るとその地域と周辺社会に損害を与え

る結果になることが多い。

個々の保護区域で働くスタッフは、管理

機関から文書による方針を示されないまま

で持続可能な観光開発の実現に努める場合

2.4.3 保護区域の持続可能な観光に
2.4.3 関する政策と法律

東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン26

レベル 要員 時間 予算

初級 1人（他と兼務） 時間の許す範囲 0
基礎 1人（他と兼務） 勤務時間の10％ 普通
中級 2人（他と兼務） 勤務時間の25％ 小部門と同じ
上級 1人（専任） 100％ 他の部門と同じ
最上級 2人（専任） 100％ 増加

（Hornback & Eagles, 1999, p.27）

表８：公園利用度測定プログラムの進展レベル

HornbackとEagles（1999）は、特に公園
利用度測定と報告に焦点を当てて最初の世
界的なガイドラインを発刊した。著書の題
名は「公園・保護区域における利用度測定
と報告」である。取上げられた項目には、
測定機器、訪問者研究の種類、データ収集
の方法、訪問者測定のシステム的収集の重
要性が含まれる。

詳細情報
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もあり得るが、それは一般的でなく稀な例

である。それぞれの公園管理者は、保護区

域内部と周辺の持続可能な観光開発を如何

に実現するかについて管理当局から指導を

受けるべきである。この他に、国際的開発

機関、環境保護団体、そして本書の中の情

報からも指導を受けることができる。

持続可能な観光に関する政策や法律の策

定は、持続可能な観光開発の実現に対して

高いレベルの責務を果たしたいという意思

を形にし、承認することである。観光を、

保護区域管理の重要な要素として認識する

政策は、その地域の管理者に指針を与える。

公園管理組織の特別な観光政策の稀な例は

付属資料Eを参照のこと。公園管理機関の

観光政策は一般的であって、政策手引書の

中に自分たちに当てはまる特定の箇所を見

出すことができないことが多い。

保護区域の中や周辺で行なわれる観光開

発の計画や管理の欠陥は、衝撃的な、長期

にわたる、時には修復が不可能な結果を生

むことがある。持続可能でない観光は、環

境保護の目的にとって、地域社会と社会一

般にとってマイナスである。持続可能でな

い観光に関連する不利益面は表９に掲げ

る。

観光開発の不利益面を認識することは重

要である。それは、現在、訪問者が少なく、

観光開発が地域経済振興策として検討され

2.5  持続可能でない
2.2  観光の衰退

ある地域の観光開発に関する

意思決定において、

あらゆる面で潜在利益と

潜在費用を考慮することが

重要である。

ている地域で特に重要である。観光開発の

有利な面だけを捉え、他の産業では充足で

きない現在のニーズをいかにうまく充足で

きるかを考えることは魅力的であり、より

簡単なのは確かである。利益は不利益より

大きいと信じることは容易であり（すなわ

ち、着手段階では持続可能性があるだろ

う）、特に、この利益がもたらす福祉向上

への強烈な願望が存在する状況ではそうで

ある。しかしそれを決定する場合には、期

待しうる利益と費用を全面的に検討するこ

とが重要である。また、持続可能な観光開

発の状況に至るまでの過程で必要な計画づ

くり、得られる協力、作業量を完全に理解

することが重要である。このような地域で

行なわれる観光開発に対するより現実的な

姿勢は、観光開発は何らかのマイナスの影

響をもたらすことを認識することかもしれ

ない（そのすべてを排除することは不可能

である）。それを現実のものと認めること

が、願わくは、利益を多く生み出す機会を

増加させるような運営組織を創造しなが

ら、すべての関係者に責任ある行動を迫り、

負の影響を最少に留める計画を一緒に考え

る気持ちを持たせたいものである。

環境保護と保護区域にとって

�環境破壊（浸食、野生生物の生育妨害、
保護種の絶滅）

�多すぎる訪問者の圧力
�公害（騒音、ゴミ、排気ガスなど）
�利用できる経営資源を浪費し、他の優先
度の高い経営問題から関心をそらす

地域住民にとって

�生活様式と社会構造を乱し破壊する
�生活費上昇、特に住居と土地費用
�伝統文化の弱体化、あるいは消滅

社会にとって

�資源に対する圧力
（FNNPE, 1993より抜粋）

表９：持続可能でない
表９：観光開発の不利益

ケニヤ、マサイマラ動物保護区のセレンゲティ
生態系の草原での大規模な環境破壊は、適切な
道路建設を欠き、観光客の車輌規制が不十分な
ことが原因である。

写
真
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持続可能な観光の一般的目的は、以下の

条件の場所に産業を創造することである：

ａ）観光が地元住民と観光客の双方を満足

させる

ｂ）観光が自然と文化資源の基盤を保護す

る

ｃ）観光が経済的に成立つ。

政府と地域社会のニーズと目的、および

地域の環境と文化の主要要素を調査するこ

とによって、固有の魅力を持つデスティネ

ーションとして明確な目標が設定できる。

（Twining-Ward, 1999）。

WilliamsとBudke（1999）は、持続可能

な観光の創造と支援に関する一般的な３段

階を概説している：

１．持続可能性の原則を確立する

最初に、持続可能な観光が成立するため

に、幅広いレベルで持続可能性の原則が確

立し、受入れられ、採用されなければなら

2.6  持続可能な観光の利益 ない。自然と文化的価値を有する地域に保

護区域の地位を与えるために必要な法律が

存在しなければならない。持続可能性の原

則を組み込んだ組織政策、適正な短・長期

計画の策定は、これらの地域を管理し発展

に導く上で有用であろう。また行動規範は、

持続可能な開発の広範な原則を具体的なガ

イドラインとして行動に移すために役に立

つだろう。行動規範の多くは、異文化を尊

敬し、自然資源の注意深い利用を奨励する

ことによって、旅行者を管理する目的があ

った。いくつかの観光組織は、それぞれの

持つ利害関係者グループのニーズに合わせ

た行動規範を制定している。

２．持続可能な観光プログラムを実行する

次に、持続可能な観光プログラムの計画

づくりは、これら持続可能性の原則の採用

から生まれる。組織的な環境保護が保証さ

れるためには、環境管理の広範な実践と環

境保護に重点を置いた自発的な活動が起き

なければならない。様々な利害関係者は

（例えば、観光事業者、NGO、地域社会、

旅行・交通産業、宿泊施設、レストランな

ど）、自分たちの商品や事業をより持続的

にする活動に参画することができる。

３．持続可能な観光事業をモニターする

最後に、一旦、持続可能な開発のための

手続きと活動が始まると、運営が持続可能

な目的に合致して有効に機能していること

を評価するモニタリングが行なわれる。い

くつかの観光会社と公園組織はモニタリン

グ・システムを開発し、適用に動き始めた。

環境監査と持続可能性監査は、特定の目的

に合致した事業運営の実効性レベルを追跡

する手段である。組織の規模や与えられた

権限によって、評価プロセスの方式、仕組

み、内容のレベルは様々である。持続可能

な観光は、保護活動の関係者すべてに数多

くの潜在的な利益をもたらす（McIntyre,

1997年）。保護区域、観光産業、地元社会、

一般社会のすべてが、持続可能な観光の計

画と運営から利益を受ける。その利益は、

表10に要約されている。持続可能な観光に

おける重要な視点の一つは、対象になる環

境と地域社会に対して観光が潜在的に及ぼ

す影響や関係を考慮した適正で効果的な事

前計画作りである。早まった行動を避け、

種々の起こりうる結果や関係を認識して計
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環境保護と保護区域にとって

�社会一般と地域住民の保護区域と環境保護に対する意識向上
�資金の導入を支援し、新たな保護区域の指定を促進する政治的な援助
�復元プロジェクトや直接的、実際的な支援による自然と文化的特性の保全
�観光産業と企業からの財政的支援

観光産業にとって

�事業者と雇用に対する政府の支援
�自然と文化を基本にして、長期的な未来に向けた新しい、良質の、環境に優し
い商品の開発

�保護区域との連繋を通じての開発コストの削減
�企業イメージの向上
�環境に優しい旅行を求める顧客の誘引
�環境と文化的、社会的価値の保護の必要性に対する旅行者の意識向上

地域住民と社会にとって

�所得と生活水準の向上
�地域文化、伝統工芸、習慣の活性化
�田園地域のインフラと施設整備への援助
�経済振興
�地方から人口流出の防止、安定化
�環境、文化的社会的価値観を守る必要性を地元民に気付かせる
�肉体的、精神的健康の増進
�異なる土地からの訪問者の間の融和を促進し、思想、習慣、生活様式の交流を
容易にする

（FNNPE, 1993より編集）

表１０：持続可能な観光開発の利益
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画し、先見性をもつことが重要である。適

正で持続可能な観光計画で達成可能な潜在

的利益は、チャンベ島珊瑚公園と教育セン

ターに関するケーススタディ２で検討され

る。

利益面の事例として、訪問者の少ないあ

る農村地帯が持続可能な観光開発を計画す

る段階で、もし屋根つきの宿泊施設が望ま

しいと確認された場合、取りうる選択を考

えてみよう。一つの選択は、地元民が所有

する小規模の宿泊施設を建て、あるいは増

やすことである。別の選択は、域外の大会

社に、例えばホテルのような観光施設を建

設し、運営を許可することである。この意

思決定に参加する関係者は、その地域に対

する自分たちの短期、中期、長期のビジョ

ンを決定しなければならない。10年後、こ

の地域はどのようになって欲しいと考える

か？どちらの開発計画が、望ましいビジョ

ンに最もよくマッチするか？

望ましい結果を生むために様々な選択肢

を考慮して、望ましいビジョンを実現でき

そうにない選択は除外される。例えばその

ビジョンが、農村の性格を維持し、基盤整

備を行ない、地域内で所得を産む機会を増

やすことであれば、住民所有の小さな宿泊

施設を建設する最初の選択が、好ましい影

響を最大にし、マイナス面を最少にするこ

とによって必要なすべての開発基準に合致

する可能性がある。

この事例では、小さい宿泊施設が保護区

域に利益をもたらす。彼らは訪問者の数を

制限し、訪問者と施設建設がもたらす可能

性のある環境悪化を抑える。同様に大規模

な建設は自然環境とうまく調和しない可能

性がある。この低レベルの開発を選択する

ことは、地元住民を支援し、環境に優しい

企業を選択する環境意識の高い旅行者に訴

求することにもなり、観光産業に利益をも

たらす。さらに、訪問者数の緩やかな増加

を予定して整備されているインフラの下で

は、観光産業が急激に無計画なペースで成

長することは起こり難い。地元所有と言う

ことは利益が地域内に残ることであるか

ら、地元住民も利益を得る。結果として外

部への利益流出は減少する。このような宿

泊施設の運営に関連する商品やサービスは

地元で購入されることが多いので、観光の

もたらす利益は地域社会の中でより均等に

分配される。同様に、訪問者は地方文化に

接する機会があり、それはホテル開発でも

得られるが、それほど確実でないかもしれ

ない。

持続可能な開発の原則に従い、環境的文化的に配慮して計画された観光開発で
あっても、常に負の影響は避けられない。持続可能な観光開発も以下の不利益を
生む可能性がある：
�資源の消費を増加させる、その計画と運営に欠陥があれば（これは持続可能で
ないが）資源を枯渇させる。

�廃棄物とゴミを増やす。
�自然のエコシステムを崩し、動植物の外来種を増やす。
�観光客が集中する地域に人口移動をもたらす。
�伝統的価値、文化的一体性を破壊する。
�価格が上昇し、地元住民は土地、家屋、商売、仕事を失う可能性がある。
�時には、希少な天然産物の土産販売を奨励する。
�新しいインフラや建物が増えて土地を占拠し、田園を破壊する。
（Persaud & Douglas, 1996, p.59）

表１１：持続可能な観光開発の不利益
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ケーススタディ２：民間主導の環境保護

チャンベ島珊瑚公園と環境教育センター（タンザニア）

環境保護に貢献する持続可能な観光産業を育てる民間主導の運動と資金

チャンベ島は、インド洋に面したタンザニ
アのザンジバー海岸沖にある民間経営の海洋
公園である。公園は、非常に重要な珊瑚礁石
灰岩の森に覆われ、格別の生物多様性と美し
さを持つ珊瑚礁に囲まれた無人島を中心に置
く。その運営目的は、エコツーリズムが環境
保護と環境教育を支援する持続可能な地域運
営のモデルを創造することである。
チャンベ島珊瑚公園・環境教育センターは、
上記目的で1992年に設立されたチャンベ島珊
瑚公園会社（CHICOP）という会社が開発し
た私有の自然保護区である。チャンベ島は魚
の乱獲と過剰開発の進む地域の中で、自然の
ままの珊瑚島のエコシステムを残す希少な事
例である。CHICOPの主導で、1994年、島は
ザンジバー政府によって保護区域として指定
された。保護区にはタンザニアで最初に指定
された海洋公園の珊瑚礁保護区や森林保護区
が含まれる。これらの管理は民間会社の
CHICOPに委ねられている。
海洋保護区を設置し観光施設を作るプロジ

ェクトには、幾つかの組織が資金を供給した。
約100万USドルの費用の３分の２は、プロジ
ェクトを始めた個人が個人的に負担した。残
りは、いろいろな国際的政府機関、NGO、個
人の寄付によって賄われた。環境保護とコミ
ュニティ開発に貢献できるエコツーリズム・
サイトを開発する考えは多数の人を魅了した。
結果として数カ国から30人以上のボランティ
アが、このプロジェクトに専門的な支援を行
なった。
CHICOPによるサイトの管理は、近隣の漁

村、ダル・エスサラ-ム大学の海洋科学研究所、
政府の環境・漁業・森林省のそれぞれ代表者
からなる諮問委員会が支援し、諮問委員会は、
年１回以上開かれる。
観光施設として、島に同時に14人までが宿

泊できるバンガロー７棟がある。これに加え
て一日12名の日帰りツアーが提供されてい
る。学校生徒の団体は、環境教育目的の遠足
で、年間最大で1,600人を迎え入れられる。
チャンベ島の開発は、その目的の選定と計

画づくりの中でかなり長期のビジョンが明ら
かにされている。プロジェクトは、1990年代
初頭から現在まで開発に10年かかった。プロ
ジェクトを成功させたのは、以下の主たる要

因である：
１．開発のあらゆる局面に地元民が参加した。
２．公園管理人として働く地元住民は、珊瑚

礁のエコシステムを破壊する活動を最少
にする上で効果をあげた。

３．観光施設の設計に細心の注意を払ったこ
とで、建設時、運営時における環境への
悪影響を最少に抑えた。

４．外来種のねずみの疫病を完全に駆除した
ことで、天然林の再生や鳥類の繁殖レベ
ルが見違えるほど向上した。

５．この観光プロジェクトにより、地球上で
貴重な珊瑚礁の保護が促進された。

６．この国で最初となる政府による海洋保護
区の布告は、このプロジェクトで刺激さ
れて生まれた。

７．保護区域の民間管理を認める国の法律は、
このプロジェクトに刺激されて生まれた。

８．現在、チャンベ島は、明らかにザンジバ
ーとタンザニアの文化遺産を代表する一
部である。

チャンベ島珊瑚公園は、1999年、世界の持
続可能な観光の最良事例として「英国航空明
日の観光賞」を受賞した。

Web：http://krypton.org.chmie.uni-frankfurt.de/
̃mirko/CHUMBE/GIFFILES/progressreport.htm
http://www.chumbeisland.com/
http://www.xtra-micro.com/work/chumbe/
Start.htm

詳細情報：Eleanor Parker, Chumbe Island
Coral Park ＆ Environmental Education Centre
PO Box 3203, Zanzibar, Tanzania
電話 & ファックス：00256-64-31040

写
真
提
供：
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園
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環境に優しい開発、あるいは持続可能な

観光といえども、観光開発に伴い環境や周

辺社会に及ぼす影響と変化のすべてが利益

を生み、あるいは望ましいものとは限らな

いこともあると認識する必要がある。持続

可能な観光の計画は、発生する費用を最少

にし、生み出す利益を最大にする目的を持

つ。観光開発から生じると予想される問題

や懸念を、計画段階において精査すること

は、バランスの取れた望ましい状況を作る

助けになる。持続可能な観光開発に関して

懸念される点は表11に示されている。

表11に列記されている予想される負の影

響は、表９で示した持続的でない観光がも

たらす強烈な影響のように破壊的で復元不

能なものではない。持続可能な観光開発は、

計画と開発に関わるすべての当事者の気配

り、すなわち環境、周辺社会、開発による

避け難い変化がもたらす問題に対して細心

の配慮が必要なことを意味している。発生

しうる負の影響に細心の配慮をすることに

よって、プランナー、運営管理者、デベロ

ッパー、観光事業者、政府機関、地域社会

は、これら予期できる影響に対処する行動

計画を作成することができる。開発に関し

て起こりうる変化のプラス面とマイナス面

は、持続可能な計画と開発に従事する団体、

個人、政府機関、事業者が直面する全般的

な課題である。持続可能な観光開発に関連

する特定の課題のいくつかは、ケーススタ

ディ３が示す発展中の西モンゴル観光産業

の事例により具体的にコンセプトが示され

ている。

当然と思える不利な結果を、事前に予期

しておけば、負の影響を最少に抑える方法

を検討する機会が生まれる。それを予期し

て計画を作ることが、幾つかの悪影響をほ

ぼ避けられるほどの規模に留めることを可

能にする。例えば、伝統的価値観を維持す

ることが地域社会の決定した重要な目標で

あれば、観光政策や開発はその目標達成を

支援するよう計画されなければならない。

インタープリテーションは、固有の文化に

ついて保護区域内や周辺に住む住民が持つ

貴重な視点からの情報を含めて考察される

べきである。旅行者は、地元住民の伝統的

2.7  持続可能な観光の
2.7  利益を実現し、不利益を
2.7  最少に抑える

価値観が持つ特性を正しく認識することを

学び、地元住民は、旅行者に賞賛される自

分たちの価値観に対し自尊心を高め重要さ

を認識する。

他に避けられない影響はあるかもしれな

い。例えば、旅行者が集中する地域に人口

が移動するのは、時には、観光開発の必然

的な結果である。この移動は、プランナー、

デベロッパー、政府が予期できないことも

あり、その問題が明白になった後でしか、

取り組みが始まらないこともある。観光開

発から直接生じる負の影響や結果を予期す

ることは単なる第一歩にすぎない。また、

しばしば影響の根元にある原因を精査する

必要が生じる。地域住民は、何故旅行者が

著しく集中する地域に移動するのか？この

疑問に対する答えは当初の負の影響（すな

わち人口移動）に関係する諸問題を最少限

に抑える解決法の決定に役立つ。時には、

より目に見えない、より直接的でない、根

底にある原因に焦点を絞ることが負の影響

の処理をより容易にする。

人口移動の事例において、伝統的な仕事

に継続して従事する場合の生活と較べて、

観光事業に参加することでより質の高い生

活が得られることが期待できるからである

と、その移動の理由を説明できるかもしれ

ない。その結果は、農村人口の観光地への

大量移動である。

移住する住民の根底にある目的が、生活

水準を上げるためにより多くの収入を得る

ことであれば、地方政府や団体は、それを

移住の根底にある原因と理解して、この問

題に対処する政策、プログラムを策定する

手段を見出すことができる。例えば、可能

な一つの解決は、農家に対して生産物に補

助金を支出する経済的インセンティブであ

る。その他の選択としてホテルやレストラ

ンに地元農家が生産する作物を購入するよ

う促すことで、それによって農産物の需要

増加を助けることができる。複数の解決法

を同時に組み合わせて適用することも多

い。望ましい結果は、地域の観光事業拡大

による富と利益がさらに公平に分配される

ことである。この計画目標の達成によって、

より秩序ある、より弊害の少ない方法で観

光にともなう人口移動が可能になるだろ

う。

問題の根底にある原因を判断して負の影

響に取組むために、可能な解決手段の組合



「緩やかでも

持続可能な開発は、

破滅につながる

無計画な進歩よりよい」

（モンゴル前大統領

P. Ochirbat、

UNDP, 1998, p.1より引用）
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ケーススタディ３：観光開発の課題と予想される制約

西モンゴルの公園とエコツーリズム──エコツーリズムの機会と制約の事例

はじめに

西モンゴルは、非常に多様な生態系を備え
た豊かな景観と活気に満ちた文化を持つ。こ
の地域は、バヤンウルギー、ホボド、ウフス
の３州で構成され、191,000�を占める。西
アルタイ山脈と東部大湖沼盆地には豊富な生
物資源がある。西モンゴルには、エコツーリ
ズムに重要な関連を持つ多数の資源がある。
このケーススタディは、この地域を積極的な
方法で保護、開発するためにに役立つ力強い
観光事業を振興する過程で取組むべき多くの
課題を提示する。多くの課題のコンセプトを
示し、可能な解決方法について言及する。
現在、西モンゴルを訪れる旅行者は少ない。
1998年、タワンボグド国立公園の訪問者はわ
ずか400人で、他の地域への訪問者はさらに
少なく、ウフス湖は10人、ハラウスノールは
100人だった。地域の経済振興にとって公園
観光の潜在的重要性を考えると、エコツーリ
ズムの発展を阻害する制約を理解しておくこ
とが重要である。モンゴルはかくも興味深い
生態的、文化的資源を持つ地域であることか
ら、自然ベースの旅行は、時とともに発展す
るだろう。

潜在的な制約

１．短い観光シーズン

この地域への旅行は、主として７月と
８月の期間に行なわれる。この期間は最
も暖かい時期であるが、降水量も最高水
準を示す。５月、６月、９月、10月は訪
れるのによリ良い季節であるから、さら
なる振興努力が必要である。

２．交通

遠く離れた立地は、もう一つの潜在的
な制約になる。首都ウランバートルから
西の諸州までの距離は1,425キロもあり、
そのうち430キロだけが舗装されている。
ジープの旅は、片道だけで３、４日の難
路の行程になる。代わりにモンゴル航空
MIATがあるが、同社は90年代中期に財
政、運行スケジュール、安全上の問題に
見舞われていた。それ以後、財政と安全
問題は改善され、現在、運行スケジュー
ルは悪天候の時だけ変更される。この他、
旅行者のためにヘリコプターと小型機を
運行する二つの民間会社が創設されてい
る。
交通の便と快適さを欠く旅行は定期的

に信頼の置けるスケジュールで旅行を運
用しなければならないツアー・オペレー
ターにとって難しい課題である。旅行者
が増えるにつれて、さらに多くの資金が
観光事業に投下され、条件は改善される
だろう。しかし当面、旅行市場は、柔軟
な旅行計画をもつ人々を対象にしなけれ
ばならない。

３．管理機関の能力

新しく設けられた公園制度は、開発途
中である。新しい公園管理部門は、人手
不足で、観光に関する経験も少ない。一
つの大きな問題は、公園の広大な面積に
較べてレインジャーの数も予算も非常に
少ないことである。基本的な公園制度が
創設された現在、パークレインジャーを
増員するための予算を組み、観光運営の
専門知識を高めることが重要である。

４．観光インフラ

観光客の数が少ないので、観光インフ
ラも弱い。キャンプ場、ホテル、ゲル・
サイト（テント構造物）、案内標識、地図、
指定ルート、観光案内所は皆無に近い。
資格のあるガイド、外国語通訳、レンタ
カーのような重要なサービスはない。こ
の落差は旅行者にとって大きな問題であ
る。観光の最も初期段階は、このような
条件下にある。観光が発展するにつれて
サービスやプログラムの提供も増加して
くる。この地域は、外国の支援プロジェ
クトが力を入れるのに良い場所である。

５．支援ネットワークと提携

地域のツアー・オペレーターは事業を
開始したばかりである。彼らは、国際的
な取引先や取引経験を持たないことが多
い。存在する数少ないオペレーターは、
自分たちが独立独歩でなければならない
と考えており、公園管理者や地域社会と
の接触も少ない。このような勇敢な最初
のオペレーターが、後に条件が改善した
ときに追従する多くの業者のための道を
開くであろう。

結論

多くの人は、観光が利益をもたらすと聞か
されてきた。このような期待は、しばしば膨
らみ過ぎて、エコツーリズムの必要条件や費
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せを開発することが現実的かつ有効な方法

であって、単に人口流入は弊害であると発

表し、それを防ぐ努力をするよりも優れて

いる。

政府の計画部門、民間デベロッパー、公

園管理者、地元社会の各分野の代表による

混成チームは、自地域の持続可能な観光開

発で見込まれる利益と弊害をよく調査しな

ければならない（British Columbia Round

Table on the Environment and the

Economy, 1992）。費用と利益を比較して

評価し、利益が費用を超えるかどうか結論

を出す必要がある。費用が利益を超えるな

ら、別の計画が提案されるべきである（す

なわち、開発は当地に依然として必要であ

るが、現在検討中のものより小規模で行な

う、あるいは開発推進は弊害が多すぎる、

と決定するかもしれない）。

持続可能な開発を検討する場合、直接的

には観光に関して、総合的には地域全体に

所在する各産業と活動の範囲も考慮に入れ

て、費用便益比率を精査しなければならな

い。農業、製造業、観光のような産業各部

門の持続可能性は（特に、経済がこれらの

産業に多く依存する地域では）、全体の持

続可能な開発を達成するために不可欠であ

る。

用についての充分な理解との間に釣り合いが
取れていない。現実的な期待を持つことが重
要である。
西モンゴルの状況は、世界各地の共通課題

になっている観光事業の制約を示すものであ
る。一旦、制約が認識されると、それに取り
組む計画を始めることができる。幸いにも世
界野生生物基金（WWF）や国連開発機構
（UNDP）によって、モンゴルの観光事業が直
面する制約を確認する努力が行なわれてきた。
これらの組織は、公園管理、エコツーリズム、
その他の問題について価値ある仕事をしてき
ている。
モンゴル観光の量とその影響は増大するだ

ろう。90年代は、モンゴルの保護区域制度を
構築するという目標に向かって努力が払われ
た。自然と文化の重要性をもつ地域を保護す
るための法律制定は、持続可能な観光開発の
プロセスのために成功の一歩であった。次の
段階に入った現在は、観光に関連して生じる
変化と影響が確実に最善の結果をもたらすよ
う、注意深い計画作りに取り組む必要がある。
モンゴルはエコツーリズムに関連する豊かな
自然と文化資源によって大きなエコツーリズ
ムの可能性を秘めている。この可能性を実現
する計画作りのために、これらの課題に取り

組み、文化的、環境的、財政的に責任ある持
続可能な観光プログラムを策定することに重
点を置くべきである。
Ebeherr（2000a）より抜粋

詳細情報入手先：Thomas Eberherr
E-mail：eberherr@t-online.de

Union of Mongolian Environmental NGOs
（UMENGO）またはモンゴルWWF、NGO
Strengthen Project
電話：976-1-315306
FAX：976-1-311659
Email：tsdavaa@usa.net

Society for National Parks of Mongolia
電話：976-1-326592 
FAX：976-1-326611 
Email：ulemj@nettaxi.com
Web：http://www.geocities.com/snpm2000/
home.html

モンゴル環境保護庁
電　　　話：967-1-326617 
ファックス：976-1-328620 
Email：epa_bpa@magincnet.mn



すべての公園制度は観光政策を必要とす

る。様々な状況を通じ幅広く適用できるい

くつかの一般的な政策は下記のとおりであ

る：

１．民間観光事業と保護区域制度との間に

は緊密な連繋が必要である。各分野の

代表は、保護区域において持続可能な

観光の方式を開発するために協力しな

ければならない。

２．環境への懸念を東アジアの国々および

地域の観光政策とプロジェクトに反映

させねばならない。持続可能な自然ベ

ースの観光が、政府の観光政策の基幹

部分となる必要がある。

３．現存する機会と問題点を特定し、持続

可能な観光の国家戦略を確立し、施行

せよ。

４．保護地域内と周辺の観光開発は、長期

的視点で環境的、文化的、社会的、経

済的に持続可能である場合に限り認め

られるべきである。

５．民間観光産業は、それが拠って立つ保

護区域の自然と文化資源の維持活動を

支援しなければならない。

６．上級の政府機関は、保護区域とその周

囲をより広範な土地利用計画の中に取

込む国家戦略と政策を策定すべきであ

る。保護区域は、また、経済戦略と観

光戦略の中にも位置付けられるべきで

ある。

７．効率的な管理のために、保護区域管理

機関によって集められた観光関連情報

を活用する適切なシステムが必要であ

2.8  提案 る。システムは、異なる地域で互換性

を持つべきである（例えば、同じ計測

単位でデータを集める）。各国・地域

は、公園観光の統計プログラムの主要

部分に、すべて標準の定義を採用すべ

きである。

８．すべての公園制度は、政策の執行を可

能にする法制度とともに、一般利用と

観光のための政策が必要である。現行

の法律が、確実に持続可能性の目的に

沿っているか再検討を行い、必要なら

修正すべきである。法的に強制できる

枠組みを定めた成文の手段を確保せ

よ。（例えば、法律、政府の政策、財

産権など）

９．公園・保護区域の管理者達が、問題点

や関連する管理手段の選択肢、解決法

を話し合うネットワークをさらに強化

することが望ましい。経験を共有する

ために、より優れた情報チャネルが必

要である。

10．政府は主要な観光資源である自然と文

化の保全を奨励し、支援すべきである。

そして、深刻な問題を生むことなく実

質的な利益をもたらすために、観光を

注意深く管理するための政策、計画、

法的枠組みを用意すべきである。

（McIntire, 1993）

11．観光産業は、一般政策・戦略と主要な

開発計画、プログラム、そしてマーケ

ティングに力を入れるべきである。よ

り具体的には、社会的関心を持つ観光

産業のための政策、法律、刺激策を作

ることが可能になる（McIntire, 1993）。
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すべての公園は、適確で効率的な管理運営が必
要である。台湾（中国の一地域）、タロコ国立
公園の公園事務所は、近代的な公園運営を迫ら
れている多数の専門家にとってすばらしい作業
環境を提供している。

写
真
提
供：

Teresa
C
hang-H

ung
Tao



35東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン

観光事業が成功するためには、住民の生

活の質を向上し、その地域の自然と文化的

環境を保護することを目的として観光事業

が計画され、運営されなければならない。

観光はどんな場所でも成立するものではな

いし、その土地が持つ開発の可能性は、そ

れぞれの事案ごとに検討されなければなら

ない。あるレベルまでの観光開発が相応し

いとされる地域には、持続可能な観光のガ

イドラインが必要である。ガイドラインは、

急激な開発が引き起こす可能性のある欠陥

に対処し、破壊を導くおそれのある様々な

圧力から保護区域を守るのに役立つ。

持続可能な観光のコンセプトを採用する

保護区域の管理者は、公園を取り巻く地域

の計画や意思決定に積極的に参画し、持続

可能な観光の行動計画を作成する過程が重

要である。「環境を保護することと観光事

業を成功させることを切り離すことはでき

ない」（McIntyre 1993年 p.3）。計画によ

って影響を受ける地域社会や計画を実行す

る上で支援を求める必要がある特別な利害

関係者グループには、最初の段階から参加

を求めねばならない。本節には持続可能な

観光計画を作成するためのチェックリスト

が記載されている。

本節で論議される事項は以下を含んでい

る。

�持続可能な観光行動計画を策定し、それ

を実施する上で取り組みが必要な重要分

野のすべてについて要点を15項目のチェ

ックリストに示した。

�持続可能な観光行動計画のチェックリス

トに盛られた15項目のそれぞれについて

の詳細説明。

�許容される利用限度、意思決定と運営過

程での利害関係者の参加、提携、環境教

育、観光資源目録の作成、地域振興のた

めのマーケティング活用などを含む主要

コンセプト。

�論議されるコンセプトに関係するケース

スタディ。

�観光事業に携わる様々な関係者のための

最優良事例のガイドライン。

3.1  序論

持続可能な
観光開発の
ガイドライン

保護区域の管理計画は、諸目的と優先度

を決定し、それを公表し実施するための基

礎的な管理手段である（Sharp, Odegaad

& Sharp, 1994）。すべての管理計画は、持

続可能な観光管理に関する部分を含まなけ

ればならない。個々の保護区域の戦略策定

の指導方針となる持続可能な観光に関する

国家戦略が存在することが理想的である。

一つの管轄権で有効な戦略であっても、異

なる生態系や社会経済環境の下で修正なし

に適用できるものは稀である。しかし、管

理計画を策定する場合に普遍的に適用でき

る戦略の原則、共通の課題、必然的な措置

は存在する。

表12は保護区域内の持続可能な観光開発

計画の作成に関連するすべての主要な方策

のチェックリストである。自然、文化、観

光資源の目録作成のような事柄は、計画段

階の初期に組み入れるのが最善である。無

計画な観光開発が既に始まっていても、開

発に関連する影響に対処できる、より優れ

た計画を策定するためには、このチェック

リスト中の方策を取り込むことに遅すぎる

ことはない。

持続可能な観光行動計画チェックリスト

の項目を、リストされている順番に実行す

ることは不必要であり、望ましいことでも

ない。適用される特定のサイトのニーズと

当面の状況に最も適した優先リストを選べ

ばよい。観光開発の新提案を審査する前に、

許容できる環境変化の限界を決めることな

ど、順序どおりに行なうのが正しい項目も

ある。他の項目は、公園計画と運営に地元

住民を参加させ、あるいは提携関係を作る

など、その後も続く行動内容を説明してい

る。すべての利害関係者と協議して作成さ

れる持続可能な観光開発行動計画は、（そ

れは継続して行なわれるモニター活動の結

果によって定期的に更新されるものであ

る）公園管理計画などの作業文書の中に記

載されなければならない。

3.2  持続可能な
3.2  観光行動計画の策定



第１項：それぞれの公園について持続可能

な観光の明確な目的を示す。

持続可能な観光行動計画作成の第一歩

は、持続可能な観光の望ましい諸目的を認

識することである。保護区域内の持続可能

な観光の全体的な目的は、長期的に保護区

域を保護することである。この目的および

その他の目的は、保護区域の利害関係者に

よって協議され同意されたものでなければ

ならない。保護区域内の特別なゾーンは、

訪問者からより厳格に保護される必要があ

る。

持続可能な観光は保護区域、地域社会、

観光事業者、その地の訪問者に利益をもた

らす。利害関係者は、持続可能な観光が当

該地域に利益をもたらす方法について協

議、合意しなければならない。表13は、環

境保護、文化、社会、経済的な目的につい

ての幾つかの事例を示す。利害関係者間の

話し合いは、ここで挙げた目的以外に、さ

3.2.1 目的
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以下のチェックリストには、持続可能な観光行動計画の策定と実施のために考
慮すべき主要分野のすべてが要約されている。持続可能な観光行動計画は、保護
区域管理計画の一部でなければならない。それぞれの項目の詳細は、第3.2節全
体を通じて論議される。

第１項：それぞれの公園について持続可能な観光の明確な目的を示す。

第２項：現在、観光に利用され、将来利用の可能性がある自然と文化的資源の
詳細目録を作り、情報を地図に落として分析する。

第３項：地元住民を参加させることが鍵である。

第４項：地元住民、観光事業者、その他の地域や地元の団体と提携して活動する。

第５項：ゾーニングの活用により、観光による深刻な影響が発生する恐れのある
地域を特定し、重要な生態系の存在する場所を損なわない計画を作る。

第６項：保護区域のすべての部分に許容される利用限界と環境基準を設け、そ
れが確実に守られる施策を講じる。

第７項：保護区域に適する、あるいは不適当な観光行動を定め、関連する方針
を策定する。

第８項：観光開発計画が環境、経済、社会、文化に与える影響を調査する。

第９項：地域の環境、文化、伝統、重要問題に対する理解と高い評価が得られ
るよう、訪問者と地元住民に対する教育とインタープリテーションプ
ログラムを開発する。

第10項：負の影響を最少に留める望ましい場所に訪問者を誘導する方策を考え
る。

第11項：旅行者市場とそのニーズ、期待を調査、分析する。それは、新しい旅
行形態の開発発想が生まれる前後に行なうのが理想である。

第12項：開発可能な観光商品を創出し、それを選択しそうなタイプの旅行者を動
かすために知恵を使い、持続可能な観光の基礎になる保護区域の価値観
とイメージを確定し、それを基本にして宣伝戦略の骨子を策定する。

第13項：保護区域とその訪問者の利用をモニターするプログラムを設定する。
観光利用によっても環境基準が守られることを確認するために、適当
な間隔で計画の成功度を査定し、必要に応じて計画を修正する。

第14項：研修機会の提供を含め、人材のニーズとその供給源を判断する。

第15項：計画を実行する。
（FNNPE, 1993より抜粋）

表１２：保護区域の持続可能な観光行動計画

環境保護目的

�生物多様性、国土保全、流域管理、大気
環境の維持を含む生態系の保護。

文化目的

�地元民と訪問者の環境保護の知識と意識
を向上する。

�地域の自然と文化遺産を正しく認識する。
�持続可能な観光を地域と国家の文化の一
部にする。

社会目的

�訪問者に満足感と楽しみを与える。
�地域住民の生活水準と技術を向上する。
�マスツーリズムやパッケージ観光に代わ
るものを提示し、各地で持続可能な観光
を促進する。

�社会各層に保護区域を楽しむ機会を与え
る。

経済目的

�地域と国の経済を振興する。
�地域に事業機会と雇用機会を提供する。
�保護区域を維持するための収入増加をも
たらす。

（FNNPE, 1993より抜粋）

表１３：保護区域の持続可能な
表１３：観光の目的
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らなる目的追加や特定された目的を認識す

る結果になるかもしれない。長期的な環境

保護が全体的な最重要目的である。観光行

動計画または総合管理計画の中に含まれる

環境保護目的は、優れた計画が取り組むべ

き多くの重要要素の一つである。

第２項：現在、観光に利用され、将来も利

用可能性がある自然と文化的資源

の詳細目録を作り、情報を地図に

落として分析する。

保護区域の中にある資源の詳細目録を作

ることは、伝統的な動植物の種の確認と種

の分布度と分布位置を確認することであ

る。科学に基づいた生態系管理を行なうた

めには、物理的、地理的、生物学的特徴と

現在と将来にわたる保全地域の利用可能性

に関する充分な基本情報が収集されなけれ

ばならない。この情報は地域計画と管理運

営はこの情報を基礎にしており、一般向け

の教育プログラム作成にも利用できる

（Parks Canada 1994年）。種の詳細目録を

吟味することによって（特に、注意を要す

る地域と絶滅危惧種の確認）、公園管理者

は観光活動と観光開発に最適（または不適

格）な場所を定めることができる。厳格な

保護と科学的研究は、観光が適当でないか、

あるいは環境破壊をもたらす可能性の高い

地域を対象地として行なわれるべきである。

この情報は、持続可能な観光目的のため

の資源目録を作るために必要な一つの要素

3.2.2 資源の詳細目録

に過ぎない。保護区域の観光を効果的に計

画し、管理するためには、現在のインフラ

や利用可能な資源についての情報が必要で

ある。プランナーと管理者は、観光開発を

支える要員体制、より広い地域との関係、

利用できる資源、既存のインフラとともに、

自然資源のデータ（種の分布場所や出現率

など）を調べる必要がある。例えば、種の

分布を基礎にすると公園の出入口として理

想的な場所であっても、それが閉鎖された

り、新しく建設されることがない限り、既

存の道路の位置やインフラによって入口の

場所が決まることが多い。

表14は、保護区域の観光が成立するため

に、適正な計画と管理に必要な詳細目録に

関する情報のコンセプトである。学際的な

チームによって、保護区域、その周辺地帯、

またはバッファー・ゾーンの完全な詳細目

録を作成すべきである。また、詳細目録は

公園管理スタッフと観光事業者、地域社会

の間の協力を通じて作成すべきである。

データ分析とさらなる必要情報を認識す

ることは、この過程における二つの重要な

ステップである。自然と文化特徴の状況に

関するデータは訪問者数に影響されるの

で、保護区域管理者は地域の許容できる変

化の限度を定めるときに活用することがで

きる（この問題は3.2.6節で詳細に論じる）。

訪問者の数、分布、アクティビティに関す

る情報は、訪問者が保護区域に及ぼす負の

影響を減少させるために効果的な訪問者管

理方法を作成するのに役立つだろう。

データの蓄積と分析には、優れた情報シ

ステムと現代テクノロジーのソフトウエア

ーの利用が望ましい。例えば、地図に基づ

くデータ処理には、GISソフトウエアー

（地図情報処理システム）が実際的である。

このソフトウエアーを採用することで、観

光が公園と地元社会の環境に及ぼす影響を

特定し、記録することを目的とした観光・

レクレーションのGIS研究が可能になっ

た。訪問者調査は、公園内と景観保護のバ

ッファー・ゾーンにおける訪問者の所在、

形態、傾向を確認することを可能にする。

補助的な管理手段のモデルは、コンピュー

ターのプログラムで作ることができるの

で、交通パターンと人の集中度、キャンプ

地のトイレの場所、高度利用箇所の植物の

脆弱性などの問題に解決法を見出すことが

できる。

詳細目録は、以下のものを含むことが理想的である。
�現在の訪問者数レベルに関連する地域の自然と文化的特徴、その状態。
�保護区域内とその周辺における観光団体とその構造、行動、施設とその利用度、
訪問者の行動と期待。

�訪問者数、分布、来訪の時期と旅行形態、旅行傾向のデータ。
�現在の開発政策と計画。
�保護区域と周辺地域への潜在旅行需要の評価。
�開発の制約（保護区域、法律、特に細心の注意を払うべき地域、観光利用によ
り現在起きている問題）。

�観光開発の機会と地元にある特殊技能。
�観光開発に対して支持、あるいは反対の起きそうな出所に関する情報。
（FNNPE, 1993, p.23）

表１４：保護区域における持続可能な
表１４：観光開発のための詳細目録



第３項：地元住民を参加させることが鍵で

ある。

自然ベースの観光が支持される主な理由

は、そこに自然資源の保全を助ける可能性

があるからである。また、それは観光の存

在によって地域社会が確実に、持続可能で

適正な利益を得られる場合のみ、成功する

ものである。地元住民の支持が鍵であり、

多目的な計画は、地域内の、また国内・外

の利用者のニーズと希望が充分伝えられ理

解されており、そして地元住民が計画段階

に参加していれば、成功の可能性はさらに

高くなる。地元住民の支持を得ることによ

って、保護区域の管理者は情報に精通して

いる人々と接触することができる。彼らは、

質の高い観光サービスの提供者であるとと

もに、地域で訪問者と最初に、かつ中心に

3.2.3 地元住民

「持続可能な観光は、

自分たちの将来に関する

情報を充分得た上で

同意した地元住民の

参加を必要とする」。

（Wight, 1996, p.20）

なって接する人材かもしれない。地元住民

は、保護区域に関係する歴史、文化、特別

な資源を訪問者に伝える有能なメッセンジ

ャーでもある。

過去、国立公園の成立において伝統的に

採用されてきた環境保護の考え方は、閉鎖

的保護モデルであった。公園は、人間の影

響を受けないという仮定で設計され、土地

の大部分が保護目的に留保された。人口の

少ない地域では、このシステムに利点があ

った。

東アジアの課題は、公園指定の可能性が

ある多くの場所で、人が既に域内に居住し、

生活の影響が存在することである。伝統的

なモデルを採用すれば、公園管理機関は、

地域社会に公園の特定の境界を示し、今後、

どの行動を許可し、どの行動を許可しない

かを住民に伝えればよい。規則とその執行

に多大な関心が払われるが、伝統的モデル

は、保護区域とその周辺の地域社会の利害

に対して関心は殆ど払わない（Kim, Kang

& Kim 1999年）。保護区域の計画や管理に

は、公園スタッフによって課せられる規制

が住民の生活に影響を与える場合であって

も、地域住民の参加を得るための努力が見

られないことが多い。その結果、政府の公

園スタッフと地域社会の間に対立や保護活

動への協力不足などが起きる。

厳格な保護を重視する伝統的な保護区域

に対するアプローチに代わる新しい事例に

は、生物圏保護区がある。公園やその他の

保護区域と同様に、その公式機能の一つは

遺伝資源、環境、動植物などを保護するこ

とである（環境保護機能）。生物圏保護区

には、この他に公園と人間との相互関係に

おける人間部分を取り扱う二つの機能があ

る。それは社会・文化、環境、経済的側面

で持続可能な開発を支援すること（開発機

能）、および、地球的、国家的、地域的レ

ベルで持続可能な開発に関わる諸問題につ

いて研究、モニター、環境教育、研修、情

報交換をすることである（兵站支援機能）。

これは開発と環境保護の過程に、人間への

配慮を組み込む試みの一事例にすぎない。

すべての保護区域の制度は、計画、運営、

意思決定の過程で人的要素を組み込む必要

がある。すべての公園制度において、地域

住民のニーズと関心に耳を傾け、彼らが参

加できる仕組みが存在することが理想であ

る。現実には、このような事例は少なく、
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地域住民は公園の観光政策により利益を受け
る。この先住民は、台湾（中国の一地域）のタ
ロコ国立公園の自然解説ガイドである。公園訪
問者も公園管理者も、地元住民の地域に関する
知識の恩恵を受ける。
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hang-H

ung
Tao
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困難な状況が発生することが多い。これは

特に、住民の多い地域に人間の影響を考慮

せずに設立した公園の場合に起こる。地域

の利害と人的資源に配慮しないプロジェク

ト、特にそこに地元の参加がない外部から

持ち込まれたプロジェクトの場合には、環

境保護の手段たる持続可能な観光開発の支

えにならないのが普通である。公園当局が

課した制限に対して地元社会が抵抗した事

例は、ケーススタディ4で論議する雪嶽山

国立公園と生物圏保護区である。このケー

ススタディは、地元住民が参加せず、伝え

られた計画に同意しない場合、計画の努力

は失敗に終わる可能性があることを例証す

る。

公園管理機関が地域社会、観光事業者、

他地域と地元組織に参加を勧め、支持を得

る努力をすれば、彼らは積極的に保護区域

の持続可能な観光に貢献するだろう。理想

的には、利害関係者は計画の初期段階で参

加すべきであるが、既に計画と意思決定が

進行中であっても、地域社会の参加を奨励

するのに決して遅すぎることはない（計画

の段階に関係なく）。

地元住民は、好ましい機会と懸念すべき

分野を認識すれば、個人でも貴重な現地の

知識を提供することができる。問題を解決

するための議論には、彼らの情報が必要に

なる。より大きなレベルで、効率的で能力

のある地元組織とその主導力は開発され、

強化されるよう尽力する価値がある。地元

民を参加させず意思決定と計画段階から除

外して、外部の専門家に計画作成をすべて

任せるよりも、地元業者の能力を開発する

ほうが長期的には持続可能性が高い。計画

段階の参加がなければ、計画に対するオー

ナー責任はない。保護区域内や周辺の住民

の能力開発は、持続可能な観光開発の中心

でなければならない。

観光事業に対する地元社会の支配が可能

な状況であれば、地域社会は、外国投資家

や大企業が事業を支配する場合よりも、保

護区域と周辺の観光開発からより直接的利

益を得るだろう。地元社会の支配は、社会

的文化的な損失を最少に留め、経済利益の

増大をはかることができる。地元住民が、

意思決定により多く参加するほど、より多

くの割合で観光収入が地元に落ちる。公園

管理機関が大きな支配力を保持するなら、

運営と意思決定段階で地元社会を参加させ

観光事業の成長を

効果的に進めるには、

負の影響を制御するための

法律や強制力以上のものが

必要になる。

それはまた、

既得権を持つ人々が、

公園運営から発生する利益を

手に入れることが必要である。

これは、地域社会、

仲介する事業者、

旅行者自身にとっても

同様に当てはまる。

（Agardy, 1993, p.237）。

るよう仕事を進める必要がある。経済振興

目標とともにより広範な地元民の利害が考

慮されるなら、意思決定の権限は、様々な

レベルで共有されるべきである。

地域社会と民有地とが重なり合う保護区

域の管理が成功するためには、地元住民の

同意と積極的な支持を得る努力がされなけ

ればならない。地元住民が保護区域から利

益を得られるとき、彼らは生物多様性の守

護神になるだろう（Kim他、1999）。生態

系保護を通じて地元住民の利益を高める三

つに方法は：

１．自然資源に対する住民の個人財産権を

認める（所有権または利用権）。

２．自然資源保護によって発生する利益が

社会全体に及ぶときは、地元住民に補

償する。

３．資源の保護と管理への参加を奨励する。

計画段階に地元社会を参加させること

で、自然、社会、文化環境に対する潜在的

影響は、より地元社会の視点で考えられる

だろう。各地域社会は、それぞれ異なる価

値観と異なる優先課題を持つ。ある場所で

は、文化の衰退が観光開発に対する地元の

反対を引起す。別の場所では、環境問題が

主要な関心かもしれない。同様に、各地域

社会は訪問者を受け入れ、そこから利益を

得る能力も積極性も様々である。地元社会

が意思決定過程に参加し、そこから利益を

得られるなら、その計画と決定事項は、よ

り熱心に彼らに支援される可能性が高ま

る。



保護地域の目的は、

その設定によって最も直接的な

影響を受ける人々の

協力、支援、永続的な

参画なくしては

達成できないだろう

（Parks Canalo, 1994）
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ケーススタディ４：地元住民の参加と支援の必要性

背景説明

雪嶽山は、1965年に自然保護区、1970年に
韓国で５番目の国立公園として指定された。
さらに1982年、韓国唯一の生物圏保護区とし
て指定された。世界の生物圏保護区の90パー
セントは、国立公園のような保護区域と重複
して指定されている。生物圏保護区は393.49
�を占め、一つの市と３つの郡を横断してい
る。土地のほぼ66パーセントは国有地か公有
地で、34パーセントは民有地か寺院の土地と
重なっている。毎年、約350万人が訪れる。
生物圏保護区の指定を受けた後も、運営は、
主に自然保護に重点が置かれ、開発に関連す
る問題や生物圏保護区に関係する後方支援機
能にはあまり注意が払われなかった。公園管
理者が人間の影響を考慮し始めたのはごく最
近のことである（Shim, 1999）。

対立の原因

公園が設立されてから、地元住民はその土
地の伝統的な資源利用ができないと通告され
た。山菜、きのこ、どんぐり、樹液採取は保
護を理由に完全に禁止された。経路の入口に
守衛が立ち、要所にはパトロールが配置され、
命令遵守を強制された。長年にわたり雪嶽山
国立公園の住民は、公園運営への協力を拒否
してきた。地域住民の活動とニーズを考慮に
いれないで課せられた公園規則に抵抗して、
住民の一部、旅行者、職業としての採集者は、
規則や制限を無視して違法に山菜を採取した。
1980年代以降、彼らは、１平方キロから８平
方キロまでの様々な小さな土地を公園の境界
から除外することを求め多くの苦情を繰り返
してきた。
生態系保護と地域社会発展との関係は、対

立的であってはならないが、両者には負の感
情が存在した。公園の職員は、地域社会が苦
情の発生源だと考えるようになり、地域社会
は公園職員に不信感や怒りを覚えるようにな
った。
政府の公園管理機関と地域社会の関係が良

好でないと、いろいろな問題が起きる。直接
の問題として、地域社会は規則を守ることな
ど環境保護の仕事を支持しないという状態が
生まれる。間接には、公園当局と地域住民の
敵対関係の結果として、火事の消火に地元民
の協力を期待できないという副作用も生まれ
る。

雪嶽山国立公園生物圏保護圏（韓国）──管理と意思決定過程における

地元住民協力の重要性の事例

対立を解消する動き

最近、雪嶽山国立公園事務所は、1998年か
ら2007年の生態系保全計画を策案したが、そ
れは生態系の状況と環境条件を調査して保護
中心の政策と制度を検討し、生態学的な公園
運営を実施し、生態学的な公園運営の基礎を
確立しようとするものである。管理手法の改
善が図られることが期待される。国の公園管
理計画では、自然資源に何らか注意が向けら
れることが期待されるが、同時に、訪問者管
理と地元参加の問題に取り組むことが必要で
ある。これは保護地域内と境界付近に多くの
住民が住む東アジアでは特に重要である。持
続可能な開発を奨励するために、公園の職員
は、公園およびバッファー・ゾーンを設置す
る際には、地元社会のニーズと要求に耳を傾
けねばならない（例えば韓国の国立公園には、
これらは定住地であり、一般大衆用の施設の
区域である）。
共通の目標を作るために各利害関係者が討

議することが、基本的な仕組みの一つであり、
それから学習過程と交渉が始まるのである。
苦情と希薄な関係の長く続いた後で、雪嶽山
の公園職員は地元住民のニーズと懸念に耳を
傾け始めた。1995年、国立公園協会は、公園
全体の面積は変えないという合意の下で、10
年毎に公園境界の変更可能性を検討し、必要
があれば修正するという決定をした。生態系
の管理計画では、公園ゾーンからある部分を
除外するのが現実的であると提言したが、こ
れは進歩である。公園職員は地元民の抵抗の
背後にある事情を聞き、理解する努力をして
いる。公園職員は地元民をトラブルメーカー
で苦情の発信源と見るのではなく、公園管理
のパートナーと考えて仕事をするべきである。
相互協力と連繋を確立する努力、地元民の参
加（除外するのではなく）は促進されなけれ
ばならない。
さらに公園職員も、地域社会の懸念を考慮

することなく策案された規則だけでは、環境
保護の目的は達成されないことを理解した。
結果として、山菜採りを禁止した規則は、住
民の意思に照らして見直された。1999年、ほ
ぼ20年ぶりに、３つの郡の住民は生活の必要
と収入のための山菜採取を許可された。
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第４項：地元住民、観光事業者、他地域や

地元の団体と提携して活動する。

パートナーシップは、環境保護活動に指

導力を確保するための基本である。これは

理解しやすい単純な教えであるが、実現す

るのは必ずしも容易でない。実際に役立つ

パートナーシップを組み、維持するために

は、多大な努力と献身が求められる。パー

トナーは、観光、環境、その他の分野の技

術を交換することができ、協力組織には、

環境保護団体、研究機関、動物園、大学、

博物館などがある。

非政府機関（NGO）とのパートナーシ

ップは、保護区域の効果的な計画と管理に

役立つ。NGOには、自然地域の保護、地

域開発プログラムの提唱者、あるいは広範

3.2.4 パートナーシップ
囲の問題をカバーする一般的な基盤をもつ

大きな組織もある。NGOの貢献事例には、

保護された環境の管理を改善する方法を政

府に教えること、地域社会で環境保護の原

則を教育し、自発的なガイドラインを策定

することなどがある。

地元住民が、計画や管理業務に参画する

希望が少しでもあるのなら、彼らは適切な

技術を習得する必要がある。時には研修が

有効であり、必要である。外部の会社と提

携すれば、地元住民が経験を積み、研修を

受けられる貴重な機会が提供される。研修

機会は、例えば国際開発援助プログラムを

通じても得られる。支援能力のある外部機

関や団体と提携すれば、地域の団体も教育

され、強化される。有能な地元団体があれ

ば、計画や意思決定に地域が永続的に参画

できる仕組みができる。

地域の懸念に対処する政策

新しい山菜採取許可のプログラムは、持続
可能な方法で伝統的な土地利用を続けたい地
域社会の要望とともに、公園当局の環境保護
の懸念にも応えるものである。山菜採取は指
定された土地でのみ認められ、協力団体から
の申請のみが認められる（個人の許可申請は
できない）。著しく数量が減少しているある種
の山菜の採取は、許可が与えられてない。採
取に使用することができる道具についても制
限がある。花が咲いている時や生育期間中の
植物を採取することも同様に完全に禁止され
ている。その他幾つかの許可条件は、この政
策の中に明確に示されている。
山菜採取に関する政策は、1999年に初めて
施行されたが、既に、好ましい多くの影響が
見られる。住民の多くは許可条件を守り、他
所から来る者たちの違法な採取を監視し、公
園管理者と以前よりはるかに親しみ易い関係
を持つようになった。この政策の成果に結論
を出すのはまだ早いが、初期の成果は有望な
ものである。このプラス効果は、公園開始以
来数十年の間、制限されてきた伝統的な経済
活動の継続が許可されたことに対する一時的
な初期反応かもしれない。新しい山菜採取政
策の効果を評価するために、地元民の利用が
生態系に及ぼす影響を定期的にモニターすべ
きである。
雪嶽山国立公園の山菜採取許可は、国の公

園政策における最も注目すべき出来事の一つ
であった。それは生態系保全と持続可能な開
発の双方が達成される可能性を実証する。

要約

生態系保全だけに焦点を当て、地元社会の
利益を無視する環境保護政策は、特に公園制
定の前から人が住んでいた地域では、環境保
護手段として持続可能な開発を支援すること
にならない。過去、地元住民と環境保護当局
の間で自然資源の利用と入園をめぐる紛争が
多発したが、強い権力を使う方法では対立は
解消しない。話し合いすることが基本のメカ
ニズムであり、それを通じて学習の過程と交
渉が始まる。すべての利害関係者グループは、
他の関係者グループの心配事を進んで聞き、
それから皆が同意する行動に移らなければな
らない。計画と管理業務における地域社会の
参加は、保護区域の環境保護目的が支持を得
るための重要な手段である。
公園管理機関は、公園・保護区域を単なる

自然保護の文脈からのみ考えるのではなく、
地域社会の文化的、社会経済的な文脈で考え
始めなければならない。このような視点のす
べてにおいて持続可能性を支える新手法が開
発され、利用されなければならない。保護区
域は、地域社会から隔離されて自身の役割を
果たすことはできないし、地域社会とのパー
トナーシップに根ざした協力体制が築かれた
とき、その役割を最高に果たすことができる。
Kim, Kang & Kim 1999年より抜粋
詳細情報入手先：Dr. Seong-il Kim,
Department of Forest Resources, 
Seoul National University, 103 Seodun-dong
Kwonsun-gu, Suwon, Republic of Korea
Web：http://ecotour.snu.ac.kr



持続可能な観光開発を達成する重要な要

因は、そのサイト、訪問者、受入地社会の

間の良好な関係である。その目的は、訪問

者が不満を持ったまま立ち去り、地域社会

が食い物にされ、あるいは資源を枯渇させ

るのを防ぐことである。地域社会をベース

にしたパートナーシップは、その土地の特

性を保全し、レクレーション機会を増進し、

地域社会を支援するのに役立つ。

提携協力によって成功するもう一つの事

例は、新たな保護区域の設定、あるいは既

存保護区域の境界の修正である。公開の協

議とあわせて政府内の各レベルと協力する

ことで、このような大きな課題を処理する

ことが可能になる（カナダ公園局、1994）。

ケーススタディ５でコンセプトを示したマ
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ケーススタディ５：官民協力による観光利益の環境保護への投資

マディクエ鳥獣保護区は1991年に設置さ
れ、南アフリカ北西公園局によって管理され
ている。この保護区には復元されたアフリカ
のサバンナの生態系がある。保護区の大部分
は、一時は見捨てられた農地であった。多く
の農業用の建物、構造物、数百キロに渡る古
い柵、多くの外来植物は撤去された。幾つか
の建物は保存されて公園事務所と作業場にな
り、一方で各種の居留地が設けられて鳥獣監
視員、その他の職員を収容している。保護区
のうち約60,000ヘクタールは、周囲を全長
150キロに及ぶ柵で囲まれている。柵は、象
や大型食肉動物が逃げないように電流を通し
ている。不用な構造物の取り壊しや撤去、ま
た、柵を作り、道路、ダム、ロッジを建てる
ために、可能な所では地元の事業者や労働力
が使われている。幾つかのハンティング・ロ
ッジは既に建てられているが、他のロッジも
将来は増えるだろう。
野生動物の再導入は、境界柵が完成する直

前の1991年の初頭に始まった。フィニックス
作戦と呼ばれる再導入プログラムは、世界で
これまでの実施された動物移住作業で最大の
ものである。これまでに28種、10,000頭以上
の動物、象、犀、バッファロー、ライオン、
チータ、野生のケープ犬、マダラハイエナ、

マディクエ鳥獣保護区（南アフリカ）──観光収入による観光のための生態系復元事例

キリン、シマウマ、かもしか（アンテロープ）、
草食動物などが保護区内に放たれた。豹は既
に保護区に生息していた。
マディクエ保護区は、保護区に関係する３

つの利害関係者グループが利益を享受するよ
う計画された仕組みで機能している。それは
北西公園局、民間事業者、地域社会である。
この３者は、相互に利益を得るパートナーシ
ップを組んで環境保護と観光事業で協力して
いる。公園局は、北西州の主要な環境保護地
域としてマディクエを運営するために必要な
インフラ整備と管理の責任を負う。また、保
護区内で観光開発とアクティビティのために
適当な場所を指定して、民間事業者に貸し付
ける。
民間事業者は、ハンティング・ロッジ建設

に必要な資金を提供し、保護区における観光、
賞品つき狩猟行事の宣伝販売とロッジ経営を
引受ける。この方式で、政府資金でなく民間
資金で潜在的魅力のある保護区の観光開発が
行なわれた。1999年までに計画された10棟の
うちわずか３棟しか建っていないが、観光の
生む経済的効果は、撤退した農業を既に上回
る。すべての分野の協力があってこそ、この
プロジェクトの成功が可能になった。
マディクエ野生動物保護区は、1998年に英
国航空・国際自然保護連合から公園観光賞を
受賞した。これは環境復元、官民協力、先進
的なエコツーリズム設計の優れた実例である。

Web：http://www.parks-nw.co.za/madikwe/
index.html

詳細情報：North West Parks Board, Tlhabane
House, Tlhabane, PO Box 4124, Rustenburg
0300, South Africa.
TEL：（01456）55-854/5/6又は55-960/1/2/3
FAX：（01456）55-964

写
真
提
供：

マ
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ィ
ク
エ
川
・
ロ
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ジ
と
州
観
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局
事
務
所
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ディクエ鳥獣保護区は、様々な利害関係者

の協力により、活動の成果がどれほど大き

くなるかを実証する。

パートナーシップで助長される成果は、

共同プロジェクトおよびマーケティング、

補完的な商品のパッケージ化、交通網の結

合、利益の活用などである（FNNPE, 1993）。

例えば、小さなデスティネーションの多く

は、地域全体に訪問者を増やすために共通

の旅行ルートを作り、共同マーケティング

を連繋することができる。個々の小さなデ

スティネーションが単独で自地域をデステ

ィネーションとして選択するよう旅行者を

説得するのは難しいが、協同のマーケティ

ング活動を行なえば、より大きい潜在旅行

市場に対して強力に訴求できる多様な機会

が生まれ、また、費用も分担できる。

デスティネーション同士でマーケティン

グの提携関係を作る事例は、西蔵自治区

（チベット）で検討されている。首都ラサ

地域を他のデスティネーション（例えば、

エベレスト山保護地域）や魅力を組み合わ

せた観光センターとして、開発する計画が

進んでいる。同様に、ネパールなどと国境

を超えた観光センターの連繋も計画されて

おり、その強力なエコツーリズム産業は旅

行者の新たな供給源になるだろう。

パートナーシップを確立し、維持してい

くためには大変な労力と努力が必要になる

が、パートナーシップから生まれる成果は、

しばしばその努力に見合う十分な価値があ

る。

第５項：ゾーニングの活用により、観光による

深刻な影響が発生する恐れのある地

域を特定し、重要な生態系の存在

する場所を損なわない計画を作る。

すべての保護区域管理計画において、ゾ

ーニングは不可欠である。その主要目的は、

保護区域に必要な保護と利用の様々なレベ

ルを規定し、地図で示し、保護目的に反す

る恐れのある人間活動を分離することであ

る。ゾーニングは広範囲に及ぶが、同時に

できるだけ単純でなければならない。それ

は人々に理解され易く、管理者の行動や規

則としても容易に遵守させ、強制すること

ができる。人間活動を不必要に規制するこ

とを避けるために、それぞれのゾーンは明

確で正当性のある目的を持つべきである

（カナダ公園局、1994）

ゾーニング表示の例として、厳格な保護、

軽度の利用（例えば、科学的研究、少グル

ープの田園徒歩旅行）、高度利用（例えば、

トイレ、受付、駐車場、教育センターなど

の旅行者用施設）、公園業務用（例えば、

管理事務所、整備小屋、廃棄物集積、ゴミ

処理施設など）の地区がある。さらに公園

観光のために追加が必要なインフラがあれ

ば、表15に概略を示した幾つかの項目を考

慮すべきである。

様々な脅威に対処し、利害関係者の色々

な利害を配慮した総合的管理は、利用目的

別の複数ゾーンを設けることで実現でき

る。ゾーニングによって、プランナーと管

理者は先を読み、現在と未来の社会と環境

への影響を数値で表すこと余儀なくさせら

れる（Agardy, 1993）。この計画では、通

常、様々な利用目的と利用レベルに応じた

ゾーニング方式を採用する。この複数ゾー

ニングの仕組みは、環境が危機的あるいは

影響を受け易い状況にある地域への悪影響

を最少にするために利用できる。複数目的

利用の保護区域の設計、性質、規制の枠組

みは、該当する地域の主たる目的によって

異なる。ある保護区域を複数目的利用のた

めにゾーニングすることで、重要な中核地区

は影響を受けないよう保証できる（Agardy,

1993）。いくつかの事例では、環境的、あ

るいは文化的に影響を受け易いサイトは特

別の管理が必要で、既存のゾーニング表示

が適合しないことがある。管理計画には、

3.2.5 ゾーニング

「湿地管理における地域社会の参画：Lesson
from the Field」（1994）の中の地域社会の
参画を読むこと。これはインターネットか
ら直接ダウンロードできる。Wet land
International（湿地の保護と賢明な利用を促
進する世界規模の非営利団体）の出版で、
本書は、14のケーススタディで問題を取り
上げ、共同管理手法の設計と実施を含めて
地域社会の参画と共同管理の手法を概説し
ている。

詳細情報を知るために



このようなサイトの保護と利用に必要なガ

イドラインを盛り込む必要がある（カナダ

公園局、1994）。

ゾーニングが可能で、かつ必要であれば、

保護区域の境界外にも広げるべきである。

例えば、訪問者の数が多いところでは、公

園外の、より回復力ある地域を開発して、

代替する歩道システム、ピクニック場、案

内地点を設け、過剰な客を収容することが

できる。民間事業者も、この運営の一部に

参画できる。

第６項：保護区域のすべての部分に許容さ

れる利用限界と環境基準を設け、そ

れが確実に守られる施策を講じる。

許容される利用の限度

持続可能な観光の運営における基本的概

念は、許容される望ましい利用限界を設け

ることである。単純に言えば、それは持続

可能な利用の形態とレベルを示すことであ

る。このような限界を定める場合に検討す

3.2.6 利用レベル

保護区域に適した利用形態と

利用量に対する制約を

設けることによって

持続可能な観光と

生態系保護のガイドラインを

支えるためには、

堅い決心と政治的意志が

必要である

（Butler, 1998）

べき問題は、「被害に対して環境がどこま

で堪えられるか？」および「どこまでの環

境悪化が旅行者に受け入れられるか？」で

ある。環境悪化が進み、あるいは利用レベ

ルと形態が変化すると、旅行者は他の場所

に移って行くという現実がある（Valentine,

1992）。利用限度の３種類は：a）環境、ｂ）文

化社会、ｃ）心理面の限界である。

環境収容力は、３つのうち最も伝統的な概

念である。環境上の限界は、生態系、生息

環境、景観が被害を受けることなく、また、

“その場所らしさ”を失うことなく、観光

のもたらす様々な影響を吸収できるレベル

に応じて判断される（FNNPE, 1993, p.26）。

課せられる利用限度はシーズンによって異

なることもある。例えば、野生動物は、繁

殖期のような時期には神経過敏になり、ま

た、気象条件や水量によって生息環境のプ

レッシャーに耐え得る能力も変わる。

文化・社会的収容力は、「観光開発と訪問

者数増加が、地域社会と生活習慣に悪影響

を与えるに至るレベルを意味する」（FNNPE,

1993, p.26）。観光のレベルが高すぎると地

元住民に欠かせない日常的な生活行動の妨

げになり、見込まれていた経済的利益につ

いても当初抱いた関心や興奮が覚めると、

地元住民は旅行者に怒りを覚え始めること

もある。ひとたび地域社会が悪影響を蒙る

と（例えば、静かな場所が賑やかで混雑す

るようになり、歴史的な名所が被害を受け

るなど）、旅行者を誘引する能力も低下す

る。

心理的収容力は、「人が保護区域に求める

基本的性質（平和と静けさ、人出の少なさ、

少ない開発の兆候）が、観光開発によって

打撃を受けるに至るレベル」である

（FNNPE, 1993, p.26）。保護区域を訪れる

旅行者はそれぞれ、そこで何人くらい他の

旅行者に出会うだろうといった予想をする

ものである。暑い日の海岸では、訪問者は

大きな人出を予期するが、田舎のハイキン

グでは少ない人出しか予想しない。心理的

収容力は、この期待に対応する。この期待

が満たされないとき、訪問者の体験には失

望感や不幸感が残る。
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訪問者管理と公園運営に関連する建物や
施設の建設を含めて、適正な観光開発の場
所はゾーニングによって決まる。公園のイ
ンフラを追加するとき、以下の事項を考慮
すべきである。
�最低必要なものだけを建設する。
�訪問者管理に役立つものを建設する（駐
車場の場所と大きさ）。

�自然生態系のかく乱ができるだけ小さい
構造物とする。

�構造物は自然環境を威圧するようなもので
あってはならない。可能な限り、地域の伝
統を反映し、地場産の材料を使用する。

�建物のデザイン、建築、機能性において
環境にやさしい設計をしなければならな
い。廃棄物を最少にし、その収集システ
ムを検討する。可能な限り再利用可能な
資源を使い、廃水は再循環させ、下水処
理には自然濾過作用浄水システムを採用
するなどエネルギー節約を奨励する。

�宿泊施設は質素、快適、虚飾を排したも
のとすべきである。

（The Royal Society for the Conservation of
Nature, 1998）

表１５：公園の基盤整備
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許容される利用レベルを決定し、指標で被

害を評価する

訪問者数は何人が適正か？この問題に答

えるためにプランナーと管理者は、異なる

地域にそれぞれ異なる利用限度を設定する

ことを検討し、現行の限度が現実的かどう

かを判断するだろう（例えば、それを上げ

るべきか、下げるべきか）。このような限

度を設けることは、主観的であり、恣意的

である。したがって限度を定める計画のプ

ロセスは極めて重要であり、数字そのもの

よりも重要である。

生態系に含まれる高度に複雑な相互関係

の性質により、環境悪化が明白になるまで

被害の識別は難しいことがある（浸食、い

たずら、特定の種の消滅）。生活環境や文

化遺跡は永久に破壊されたままかもしれな

いし、復旧が可能であっても、それは多大

な労力や費用のかかるものである。したが

って収容力を策定する場合には、特に傷つ

き易い場所では、より注意深い手法を採用

するのが賢明である。

収容力を査定する場合の課題の一つは、

計測が可能な利用限度の設定ができるよう

に特定の指標を定めることである（McMinn,

1997）。ある分野は高度な精密さで計測でき

る（例えば、時が経つと個体数が回復するよ

うに、捕獲できる特定種の魚の最小サイズを

決め、スポーツとして釣りをする人による乱

獲を避ける）。他の分野、特に社会環境に関

係する分野は、はるかに計測が難しい。どの

サイトでも多くの異なる要因を抱え、各自が

定めた収容力を持っている（そして、多くは

極端に主観的な基準を持ち、その価値観は

要因そのものだけでなく判断する人に左右

される）。決定は、時に政治的になり、当面

の社会経済的ニーズは長期的な環境保護要

素と対立する。短期と長期の要因を共に考

慮する努力が必要である。

指標とそれを如何に計測するかについて

の詳しい情報は、多数の「許容できる変化

の限界」概念に関する文献の集大成を利用

できる。その中にはMcCoo l（1990）、

Sirakaya、Jamal Choi（2000, 印刷中）が発

表した資料がある。米連邦森林局が採用し

た「許容できる変化の限界の枠組み」に含

まれる手順については資料Ｆを参照のこと。

許容される利用レベルを

設定する場合、

利用限度を定めるための

計画のプロセスは

極めて重要であり、

数字そのものよりも

重要である。

訪問者の影響を制御する管理手法

許容される利用限度に関連する問題は、

実際の訪問者数よりも、しばしば訪問者の行

動に関係する。多くの悪影響は、人の行動

から発生するもので、過密から発生するので

はない。過密度の問題に簡単に触れ、訪問

者の影響を制御する一般戦略を考える。

訪問者の過密度が真の重要課題であるか

否かについては、人数を減らす手段を講ず

る前に、正確な評価を行なうことが肝要で

ある。この評価がないと、何が悪いか原因

を調べないで傷口の治療をするようなこと

になる。選択した方法が最善の治療法でな

いかもしれないし、従って問題に対処して

必ず効果があるとはかぎらない。訪問者の

過密度を緩和しなくても、訪問者の行動を

変えるよう仕向けることで、多くの被害が

抑えられないだろうか？この考え方を検討

して、多すぎる訪問者が大きな環境悪化の

原因だという結論になれば、過密度の問題

に対処する管理手法には以下が含まれる：

ａ）訪問者が多すぎる地域では訪問者数を

減らす。

ｂ）環境悪化が致命的あるいは許容できな

いレベルに達する前に、訪問者数を制

限する。

ｃ）その地域を訪れる旅行者の種類を変え

る。

訪問者数を減らす目標が、現実的である

か否かを検討することも重要である。その

サイトに来る訪問者を制御し、制限するよ

うなことが実際に可能だろうか？ 訪問者

数を事前申請方式や効果的な宣伝プロモー

ションで制御することは可能である。

訪問者による環境被害の多くが、悪質な

行動の結果である場合、訪問者の行動を改

めることが重要な目標になる。3.2.9節で論

議する訪問者教育は、訪問者にその行動を

変えさせる主要な要素になる。ケーススタ

ディ６の福山植物園の経験は、訪問者の影

響を抑えるために実施した一つの方法を説

明する。

訪問者の影響を様々な管理と運用の仕方

で制御し、減少させることができる（ある

いは、収容力を増加できる場合もある）。

その中にはゾーニング、有料制、開園スケ

ジュール、行動の制限、インフラ、数量割

り当て、訪問者移動とアクセスポイントが

含まれる。それぞれについて簡単に触れる。
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ケーススタディ６：許容される利用限度の設定

背景

福山植物園（FBG）は、台湾森林研究所の福
山研究所に所属する。FBGの目的は、森林研究
（指導と実習）と生態環境教育の場を提供し、
森林生態系における種の多様性を保護するため
に低・中緯度の植物、植生を系統的に収集、保
存、移植することである。レクレーション機能
は、植物園の目的の小部分に過ぎず、それは台
湾（中国の一地域）に存在する一般的なレクレ
ーション地区とは大きく異なる。
園は３ゾーンに分かれ、１つのゾーンの小

さい区域のみが一般に開放されている。現在、
この注意深く保存された保護区域に入れる人
は少数だが、以前はすべての人に開放されて
いた。公衆が自由に出入りできた時代には、
利用者が多くなりがちで、高度の悪影響が現
れた。管理者は許容できる利用の限度を設け
る必要を悟った。現在、訪問者グループは保
護区の中心部に入って、503種ある福山の樹
木と植物、103種の鳥類を観察する。そして
多分、同地域に生息する多くの希少な絶滅危
惧種動物を一見するために1日見学パスを申
請する。１日最大で400人が入園でき、その
他にも許可を受けた研究者は保護区に入るこ
とができる。

第１ステージ：規制のない入園

FBGは1991年に初めて一般に門戸を開い
た。当初は訪問者を受け入れ、管理する制度
はなかった。入園できる訪問者数にも制限は
なく、訪問者が公園の利用法について学ぶ教
育資料もなかった。この分野での管理欠陥に
より、休日にバーベキューやピクニックで大
勢の人が訪れ、場所も行動も制限されず、植
物園の健全な状態が損なわれる結果を招いた。
この最初の一般開放期間には、施設や植物の
生育が損なわれた。
さらにFBGの入園は無料であった。しかし

一般利用が増えるにつれて、特に大勢が訪れ
た後には、植物園を維持し清掃するための費
用と要員が増加した。主要幹線道路と植物園
を結ぶ道路も貧弱であった。１ヵ月間の運営
後、植物園は修復のために閉園された。この
段階で訪問者管理政策を再検討すべきことが
決定された。

第２ステージ：最初の許容される利用限度の

設定

レクレーション機能は、植物園の全体目的
のわずかな部分に過ぎない。それでもレクレ

福山植物園（台湾）──困難な状況に対応し、効果的な計画を通じて

許容される利用の限度を設定した事例

ーション目的の植物園入園者を何人まで許可
するかを定める必要性は明らかになった。公
園管理者は、保護区内の場所に応じた利用目
的を定めるために基準を採用することを決定
した。この原則の背後には、１ヘクタールあ
たり10人の訪問者が自然資源に悪影響を与え
ない適当なレベルであるという仮説があった。
したがって保護区の面積から、一日最大300
人の収容力が定められた。この数字を出すに
当っては様々な要因が影響しているが、それ
には狭い道路幅（植物園までの道路は、小型
または中型の車しか入れない）と駐車台数の
限界も含まれる。このような物理的な入園制
限条件から考えても、１日300人は合理的な
限度と思われた。
一度この数字を決定すると、利用区域を目

的に応じて配分をする必要があった。郵送に
よる予約システムが開発され、入園者は訪問
の15‐60日前に申込まねばならない。申込み
は審査され、入園時に提示する証明書が申込
者に返送された。毎日300人の限度に達する
と、それ以上の入園は拒否された。これらの
原則を確定して、FBGは1993年12月初旬に再
オープンした。
植物園のコンセプトについては、メディア

の大々的な取材により地域への一般理解は深
まり、入園申込みも増加した。例えば、一日
に千通の申込みを受け付けた。ここは、この
システムを採用した最初の場所であったため、
見習うべき手本はなく、当初、数多くの課題
があった。職員は、申込みを処理するのに莫
大な時間を費やしたが、一年半後には申込み
は一日100件程度に落ち着いた。申込みを審
査する手順も定められた。例えば、１グルー
プの人数は20人以上にしないという基準であ
ったが、この人数は生徒団体には実際的でな
いということから50人に増やされ、収容力も
一日400人に変更された。福山植物園の管理
者は、この変更によって野外教育と実地研修
が促進されるだろうと期待している。
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ゾーニング：ゾーニングは保護区域の管理

者が特定の地理的条件を持つ区域を特定の

利用目的のために指定することを可能にす

る基本的な管理要素である。高度に利用さ

れる地区では、入込み客数を制限するより

も、“サイトを強固”にして影響をモニタ

ーする決定がされることもある。

利用料：公園管理者は通常、訪問者を管理

する費用を賄うために妥当な入園料を徴収

する必要がある。しかし利用料を徴収する

ことは、支払能力によって利用者の数を制

限することである。差別的料金政策を採用

する場合もある（例えば、ある種の団体か

らは他より高い料金を取る）。

利用のスケジュール：例えば、シーズンに

よって閉鎖したり、入園期間を指定するこ

となどで利用度を変えることができる。

行動の規制：ある種のアクティビティは禁

止、または制限できる。

インフラ：インフラ開発は、訪問者がその

場所を如何に利用するかを規定する。例え

ば、駐車場の場所と規模は訪問者の利用に

影響する。最良、最大の駐車場は、高度利

用ゾーンの中に設置されるべきである。訪

問者数とその行動は、宿泊施設、レストラ

ン、ツアー・オペレーターなどの利用可能

性によって限定される。

割り当て：管理者は、入園者数を制限しな

ければならないことがしばしば起きる（こ

れは最も直接的な手段であるが、環境を損

なっている問題のある行動を変えさせるよ

うな重要な事柄には対応できない）。

訪問者の動き：公園訪問者は公園内を移動

する。訪問者が通る道は、明確に表示され

た標識と通路の存在に影響される。訪問者

教育によって、生物種の重要性とその意味

の理解が深まり、彼らは、園内を巡る間に

その影響に関心を持つようになる。ガイド

はしばしば、訪問者の動きを規制するため

に活用される。有形の構造物も人を指示誘

導し、制御することがある（係船ブイは錨

を下ろすときの環境被害を減らし、木道は

歩行による道の侵食を減らす）。

アクセスポイント、受付エリア、入口：入

口は、公園管理者が入園者の人数、配分、

行動を最もよく管理できる場所である。入

園者は、到着後直ちに受付エリアに進み、

規則の説明を受け、人数確認、入園料徴収、

ツアーの手配などを行なう。公園について

の情報提供は必要であり、入園者を規制す

ることの重要性と必要も説明することができ

第3ステージ：許容される利用限度の再検討

この新しい人数制限と配分業務をある期間
続けた後、管理当局は自分たちの政策を再検
討した。最初はハイキング道が調査された。
土壌も表面の植物も傷つけられていないこと
が分かり、したがって受入人数は許容できる
範囲だったと結論した。また、この調査によ
って、植物園にゴミ集積所はないが、教育効
果が現れて訪問者はゴミを捨てず、自分のゴ
ミは自分で持ち帰っていることが判明した。

福山植物園の事例が教える管理の原則

許容される利用の限度を設けることは、福
山植物園の自然資源を保全する最も重要な手
段である。しかしこの種の半ば原始的で静か
な地域には、自然資源を保全するために追加
的な計画手法を実施することが必要であった。
第１に高度利用ゾーンに管理部門と主要な展
示場所を配置したことで、その地区の他の場
所では、訪問者の活動が及ぼす環境への直接
の影響は軽減された。第２に植物園の開園時

間は午前９時から午後４時までと、多くの動
物が餌を探す時間には訪問者を野生動物から
引き離すことができる。植物園は、植物の開
花期と野生動物の繁殖期に人間による悪影響
を避けるために、毎年３月には閉鎖される。
訪問者のレクレーション行動を管理する上で、
キャンプ、炊き火、バーベキュー、植物採取
など環境に大きな影響をもたらす行動は禁止
されている。一方、民間業者が園内で食物や
飲み物を売る事は許可されていない。また、
園内の居住も許されていない。
このような訪問者の利用を管理するテクニ

ックは、植物園の健全な環境を維持する上で
非常に有効であることが分かった。それによ
って福山植物園は最も原生の状況を保ち、ま
た植物園の自然観賞を求める非常に多数の
人々へ奉仕している。

詳細情報：台湾森林研究所福山研究所
（Forestry Extension Education Center）
P.O.Box#132、宜蘭、台湾



る。入口がうまく設計されていれば、入園者

は、園内滞在中、何処に向かうべきか、何

をすべきか、してはならないか、また、その

理由について情報を確実に得られる。

基準を設定する

一旦、許容できる変化の限界が定められ

ると、次のステップは自然地域に対する

人々の利用、理解、評価を基礎にして基準

を定めることである。この基準は、技術関

係とレクレーションを担当する公園スタッ

フからの情報に合わせて、すべての利害関

係者との協議結果を踏まえて策定される。

一度、サイトに基準とそれを支える管理手

法ができあがると、その基準の目的が達成

され、守られているかを確認するためにモ

ニタリングを行なわなければならない（詳

細は3.2.13節で論議する）。管理機関、利害

関係者、一般市民のメンバーは、基準の目

的が順調に達成されているか、定期的にモ

ニターして報告する責任を負う。「このよ

うに皆が参画し、あるいは協力する管理方

式によって、関係者は実際の社会的、環境

的影響に対応して基準や利用方式を修正す

ることが可能になる」（Payne & Graham,

1993, p.192）。

訪問者、ツアー・オペレーター、公園管理

者、公園内外の事業会社の行動に対するガ

イドライン最優良事例に関連して、環境基準

の総合集大成が3.3節に記載されている。

第７項：保護区域に適する、あるいは不適当

な観光行動を定め、関連する方針

を策定する。

レクレーション活動には許容できるもの

と、できないものがある。許容されるアク

ティビティを査定するために使われる基準

のコンセプトを示す管理方針の策定は重要

である。概して許容されるアクティビティ

は、低インパクトで、資源消耗型でなく、

環境教育と理解を促進し、保護区域の諸目

標・目的に貢献するものである。適切なア

クティビティは、大きな団体よりも小グル

ープの旅行で見られることが多い（例外は、

環境教育の目的でやって来る学校団体）。

滑降スキーやモーター付き乗り物のよう

に大型のインフラ開発を前提とする活動

は、通常は許容されない。冬季オリンピッ

クのような大規模なスポーツイベントは、

影響を受け易い地域に大規模高密度の建築

や工事が行なわれる為、適当とはみなされ

ない（FNNPE, 1993）。スポーツイベント

は、自然地域の楽しみよりも競争に重点を

置き、自然地域に不必要な負担をかける。

大きな組織団体は、保護区域の多くのゾー

ンで受け入れが不適当なことが多く、例え

ばトレイルの破損を防ぐために公園管理者

は特別に干渉する必要がある。カテゴリー

IIの国立公園は、観光開発を吸収できるよ

うな大きな地域社会を持つ他の保護区域よ

りも厳格な制限が必要である。

多くの保護区域は、許可するアクティビ

ティの種類を制限するために法的強制力の

ある規則を持っている。

3.2.7 適切なアクティビティ（行動）
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カナダ、オンタリオ州のパイナリー州立公園の
砂丘は、歩行者によって甚大な浸食被害を受け
る。拙劣な設計のトレイルは、わずか数年間の
利用で１メートル以上浸食された。浸食は、優
れた設計の板張り遊歩道の建設により解決され
た。
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第８項：観光開発計画が環境、経済、社会、

文化に与える影響を調査する。

持続可能な観光は、保護区域の環境保護

に積極的な役割を果たすことができる。こ

の考えが地域の事業者の間で受け入れられ

るようになり、観光事業への投資に関心が

高まった。これにより、観光開発の提案は

増加している。外部の民間投資家は、保護

区域への投資に興味を持つかもしれない。

また、国際援助機関も参加を希望するかも

しれない。プランナーや管理者は、保護区

域の持続可能な観光開発に対する自分自身

の視点と外部からの開発要求を結合する必

要がある。観光客もインフラ整備を要求す

るかもしれない。

すべての観光事業の提案について、環境、

経済、社会、文化に与える影響に関する調

査が注意深く行なわれなければならない。

環境への影響調査（環境アセスメント）は、

最もよく知られている調査である。それが

取り組む一般的な課題の一つは、観光の影

響を受けて自然環境はどのように変化する

か？という点である。社会的、および文化

的影響調査が行なわれることは多くない

が、それも大切な調査である。環境アセス

メントは、地域社会が特定のプロジェクト

に与える機会と制約を理解するために、客

観情報（技術的情報）と主観情報（政治的、

社会的相互作用など）を組み合わせて行な

う（Furze他, 1996）。経済的影響調査は、

一般的に行なわれるようになりつつある。

諸影響の詳細を一覧できるリストを作製

し、プランナーと管理者は特定された、予想

される影響が妥当であるかどうか、を評価し

なければならない。評価の過程で、広く一般

市民との協議を行なうことも重要である。

エコラベルは、持続可能な観光のコンセ

プトを導入して環境負荷を減少させること

に成功した特定の事業を認証するものであ

る。エコラベルは、その分野の持続可能性

を改善する管理手法として利用できる（環

境負荷の認知、改善、モニターを組み込む

ことで）。エコラベルは規制的手段を補助

する重要な管理手法であり、既に施行され

ている規則以上に、状況改善を促進する手

法として設計されるべきである（UNEP,

1998）。

3.2.8 環境、経済、社会、文化に
3.2.8 及ぼす影響調査

この他の環境管理手法には、環境監査

（事業者によって起こされた環境被害の評

価法）、環境管理システム（EMS：事業の

すべての局面に環境への配慮を注入する制

度的、組織的な方式を提供）、環境報告

（環境保護の目的、行動、成果を利害関係

者に伝達する方法）がある（UNEP, 1998,

p.40）。

第９項：地域の環境、文化、伝統、重要問

題に対する理解と高い評価が得ら

れるよう、訪問者と地元住民に対

する教育とインタープリテーション

プログラムを開発する。

公園管理者は環境教育において重要な指

導者の役割を果たす。インタープリテーシ

ョンと一般への教育プログラムは、人々の

環境意識を高め、環境を保護、保全するた

めに進んで個人的、集団的行動を取ること

を促進する。インタープリテーションのプ

ログラムを通じて、訪問者は、地域の環境、

文化、遺産、その地域と周辺地域に影響を

与える問題をより良く理解し、地域の真価

を認めるようになる。また、一般への教育

プログラムや他人との協力を通じて、より

強力な環境倫理が育まれ、環境保護への支

持が広がる（カナダ公園局、1994）。

ビジターセンターのような自然解説を提

供する施設や地域のパンフレットなどの印

刷物は、少なくとも次の目的の一つに沿っ

て計画されるべきである：

１．資源や魅力について訪問者の理解を深

める（例えば、土地の伝説、歴史、ユ

ニークな名所旧跡）。それによって訪

問者は、その社会の生活の実情を知る

ことができる）。

２．訪問者と住民の行動パターンを変える。

単に、ある行為を禁止するよりも、なぜ

その行為をしてはならないか、して良

いかを説明する。例えば、「トレイルに

入るな」という標識は、そのトレイルに

何があるかという好奇心を起こさせる

だけだが、「このトレイルの過剰利用に

より浸食が起こりました――別の道を通

って自然の再生を助けましょう」とすれ

ば説得力がある。

3.2.9 教育とインタープリテーション



環境意識とその強い支持は

教育を通じて高められる。

人口過密地域に存在する

マイ・ポ自然保護区は、

湿地帯、その生態系機能保存、

伝統的資源の持続可能な

利用の重要性を

一般民衆に啓蒙する上で、

地域に相応しい状況を

提供する。
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ケーススタディ７：環境教育のための戦略計画作りと
持続可能な資金確保

はじめに

1995年にラムサール湿地として布告された
この地域は、中国の最も重要な七つの湿地の
一つと認められている。マイ・ポ自然保護区
（380ヘクタール）は、長さ３キロ、幅１キロ
の面積を占め、后海湾（ディープベイ）とマ
イ・ポ・ラムサール湿地（1,500ヘクタール）
の中にある。この地域は、1984年以来、
WWF香港によって管理、開発され、政府の農
業・漁業・環境保護部の支援を受けている。
マイ・ポは、香港で唯一の伝統的なえび養殖
池として大規模管理システムを持ち、そこに
は最大のマングローブ群生地がある。農業、
工業、さらに家庭排水による汚染拡大は、后
海湾の数多い重要な鳥類に被害を与えている。
多くのゲイワイ（浅い潮溜まり）は、米作地、
住宅地、養魚場、その他の地域発展に伴う目
的のために転用されてきた（Nelson, 1993年）。
WWF香港は、ゲイワイとその重要な生態上の
機能を、土地購入とその継続的運用によって
保存しようとしている。年間、約４万人がマ
イ・ポを訪れるが、その４分の１は学生であ
る。

マイ・ポにおける環境教育

マイ・ポの保護は、環境保護に対する一般
の人々の支持がなければ、長期的な持続は不
可能である。WWF香港は、相応の社会的背景
と環境保護能力を確立するために、環境保護
政策と法律の制定、環境意識を高める目的の
活動をしてきた（Tilbury, 1999）。教育プログ
ラムを計画した目的は、マイ・ポ自然保護区
での体験により、香港の湿地保護に対する正
当な評価と保護意識を醸成し、関心を深める
ことである。センターは、香港の一般市民の
環境意識と関心のレベルを高めるための地域
に相応しい施設となっている。
教育と意識向上のための活動は、野生生物

教育センターなどマイ・ポの数多くの施設で
推進されている。そのテーマは、養殖、湿地
の生態、野生生物とゲイワイのえび養殖の歴

マイ・ポ湿地におけるNGOによる環境教育（香港）──取り組み、成果、成功の理由

史などである。小道、トレイル、橋、板張り
の遊歩道などが網状に張り巡らされ、保護区
周辺から主要地域へのアクセスを容易にして
いる。バードウオッチングには、小さな偽装
シェルターが用意されている。教育プログラ
ムは、学校生徒にとって非常に重要である。
それがなければ彼らは、昔からのえび漁から
マイ・ポ生息地の誕生と維持までの重要性、
すなわちマングローブ、その他のマイ・ポ生
態系の構成要素の生産力、多様性、全体の価
値の重要性について理解することはなかった
であろう（Nelson, 1993）。1998年から1999
年にかけて、400の特別案内つき学校ツアー
の一環として、約１万人の小中学生がマイ・
ポを訪れた。

環境教育プログラムの誕生に主要利害関係者

の支援

教育センターとプログラムが発足しようとし
ていた1980年代は、湿地の重要性についての
認識は殆どなく、NGOによる設置予定の最初
の教育センターに対する政府の支援は限られて
いた。その他の問題として、ゲイワイと養魚池
の管理についての教育プログラムの欠如や経験
不足もあった。湿地の生態学者がWWF香港に
招かれ、教育センターとそのプログラム創設を
指導した。地元の有識者、すなわちマイ・ポの
村民は建設工事の請負業者として、その後は自
然保護区の現場スタッフとして伝承知識を教育
プログラムの開発に生かした。そして、より経
験豊富な組織が、教育施設とプログラムの企画
と開発を支援した。大学の研究に基づいた沼地
に関する科学的知識も、環境教育カリキュラム
に取り入れられた。

環境教育プログラムの成果、地元に与えた好

ましい影響

１．環境意識のレベル向上

解説プログラムによって訪問者は、湿
地の価値について考え、地域保全の脅威
となる原因を理解し、環境保護を支持す
ることを奨励される。香港における持続
可能な開発と持続可能な計画作りのより
広範なコンセプトが実例で示される。

２．環境教育への政府支援の増加

香港市民のマイ・ポ湿地に関する意識
とその保護区域としての認識が高まるに
つれ、次第に政府の支援も増加した
（I.Wong、私信、2000年３月16日）。
1980年代、政府教育部は、生物学教師の
必須カリキュラムを充足させる実地研究
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３．訪問者と住民に対して地域社会、団体、

行政機関の目標、目的を説明する。こ

れは単に目的について理解を深めるだ

けでなく、地域社会に対する彼らの支

援を強めることになる。

４．訪問者に地域を正しく案内する。様々

な魅力、資源のリスト、そこに行く道順

を示すことによって、訪問者は、滞在中

ある地域の環境が、

その保護者たるべき

人々によって

低く評価されているなら、

環境保護に対する活動が

如何に真剣に行なわれても、

その成功を期待することは

現実的でない。

（The Green Travel Guide,

1998）

自分が興味を持つ見学対象を確認し、

見学順路を単純化するのに役立つ。適

切に計画され、工夫された自然解説プ

ログラムは、訪問者にテーマとメッセー

ジを伝える。テーマとは概念であり、目

的であり、訪問者が持ち帰るメッセー

ジである。プログラムの主なテーマは

メッセージや概念を伝えることである。

を支援するために、WWF香港の奉仕活
動に対する費用を支出した。1990年代に
は、環境教育の重要性に対する意識が高
まり、学校の湿地訪問プログラムへの費
用支出は環境教育への効果的支出であ
る、とする政府教育部の立場が強化され
た。また、1999年、香港特別行政区長官
の1999施政方針演説で、環境教育の支援
策として予算を支出することが表明され
た。環境教育プログラムに対する明確な
制度的支援は、1996年の運営経費の50パ
ーセントから、1999年現在の100パーセ
ントまで増加したことで実証される
（Tilbury, 1999）。教育部は、毎年300以上
の中学校、100以上の小学校の生徒によ
る湿地訪問に費用を支出している。

３．各分野で環境教育の認識向上

過去６年間、教育部と環境保護部によ
る環境教育が目立って盛んになってきた
のは、WWF香港の活動の結果である
（Tilbury, 1999）。教育者、NGOスタッフ、
その他の人々も影響を受け、それぞれの
仕事の中で環境教育により関心を持つよ
うになった。学校教育における環境教育
の役割も高まり、学校訪問の要望は収容
力を上回るほどになった。

成功の原因は何か？

１．環境教育の戦略計画

戦略的計画は、マイ・ポ湿地における
環境教育成功の基本要因である。１回限
りの成果を求めるのではなく、同時に複
数の計画を持ち、また継続する過程の一
部と考えることが必要である。例えば、
教育と環境戦略３ヵ年計画（1997-2000
年）は、効果的な計画作りを手助けし、
WWFの役割を自然保護区運営計画に意
識的に組み込み、センターの環境教育を
地域の環境保護のニーズに確実に合致さ
せるものである。他の戦略（例えば通信、
環境保護、マイ・ポ５カ年計画、WWF
香港事業計画、資金調達戦略）と教育戦
略を連繋させることは、戦略計画の鍵で
ある（Tilbury, 1999）。

２．意思疎通の効果的な過程

総合的計画作りのための、より公式な
仕組みができたことに加えて、自然保護
区運営、保護活動と情報伝達の仕事で働
くスタッフに、環境教育の進展を話し合
う会合に参加する機会が生まれた。教育
担当者が他の部署の会合に参加し、内部
ニュースレターなどによって、政府各部
門の対話が促され、深められる。このよ
うな内部的過程を経て、教育活動は地域
や地元町村の環境保護ニーズに明確に焦
点を絞り、優先事項の変更にも対応でき
るようになる。

３．多様化した資金源から自立的な資金確保

保護区は、学習と学校からの訪問プロ
グラムによって政府資金を受け取る。学
校からの訪問プログラムのための教育部
からの資金は、保護区における環境教育
プログラムの成功にとって不可欠であ
る。しかし学校からの訪問プログラムは、
サイト全体の運営に充分な資金がなけれ
ば実行できない。資金源には、ゲイワイ
（ここは、伝統的漁法によるえびの販売
による安定した収入源を持つ）と教育セ
ンターの訪問者からの収入が含まれる。
これらの資金源は、マイ・ポを経済的に
自立した保護区とすることを可能にす
る。1995年にラムサール登録地に指定さ
れてから、政府の農業・漁業・環境保護
部も、自然保護区内部で行なわれる湿地
管理業務に予算を支出するようになっ
た。半政府機関の環境保護基金が、1995
年に設立され、近年、WWF香港も、定
期的にこの信託基金を申請し、新しい教
育プログラムの開発に支援を求めている
（I. Wong、私信、2000年３月16日）。

Web：http://www.wwf.org.hk/en/maipo.htm
詳細情報入手先：

World Wide Fund for NatureHong Kong
Tramway Path, Central,Hong Kong
TEL：（852）-2526-1011
FAX：（852）-2845-2734
Email：wwf@wwf.org.hk



テーマは、３つの学習内容を含んでいる：

１．教育的内容：どんな情報を訪問者

に学ばせたいか？

２．情緒的内容：その体験から訪問者

にどんな気持ちを持ってもらいた

いか？

３．行動的内容：訪問者にどんな行動

を取ってもらいたいか？

例えば、壊れ易い湿原に訪問者を近づけ

ないために、案内標識は、訪問者の利用が

その場所に及ぼす影響を説明し（教育的）、

如何に動植物を傷つけているか（情緒的）、

木道を歩くことで如何にこの影響を防止し

ているか（行動的）、を説明する。

インタープリテーションプログラムによ

って旅行者を教育することは望ましい目的

である。教育は、同じく住民にも実施する

ことができる。法律は、保護区域の資源を

不適切で、傷つけるような利用を禁止する

ために必要な役割を果たす。指定を受ける

以前から長く保護地域を利用してきた地元

民が、全く違う行動を取るよう命令されて

怒ったり、より広い視野から状況を理解で

きないことがある。この場合、人の態度や

動機付けといった基本問題を法律によって

解決することはできない。この問題は教育

によって取り組むことが最善の解決法にな

る。法律の執行は、外面的には人の違法な

行動を変えさせることができるが、教育は、

人の行動を内面から長期にわたって持続的

に変える。一度、資源の重要性と特質を理

解すれば（そして代替する手段があれば）、

人はその地域を保護するための規則を、進

んで受け入れるようになるだろう。

地元住民が自分たちの環境の価値、環境

保護とその持続可能性を率先して守る責

務、そこから受ける既得権益を認識すれば、

環境保護の長期にわたる実効性が保証され

る。十分計画を練った観光を提案し、住民

に確実な収入分配を保証し、その環境に対

する誇りを持たせることは、住民が自分た

ちの環境の価値を完全に理解することを促

進する。ケーススタディ７は、非常に良く

組み立てられた環境教育プログラムとそれ

が地域に及ぼす好ましい影響の実例を提示

している。

第10項：負の影響を最少に留める望ましい

場所に訪問者を誘導する方策を

考える。

公園内外を移動する訪問者の経路を設計

するとき、プラナーと管理者が考慮すべき

設問事例には、以下の事項が含まれる：

�訪問者はどんな手段で到着するか？

（例えば車、バス、徒歩、自転車）

�どんな到着手段が望ましいか？

現在利用されている方法が望ましいか、

あるいは他の輸送手段を勧めるべきか？

�現在、何処に到着しているか？

彼らは影響を受け易い場所に到着して

いないか？　人の集中する箇所は、ゾー

ニング計画に即応しているか？　現状の

移動パターンは、ゾーニング計画に即応

しているか？

�訪問者は何処に到着するのが望ましい

か？

高度利用ゾーンの中または近くにアク

セスポイント設置は可能か？　望ましい

アクセスポイントの数は？（例えば一つ、

3.2.10 訪問者の誘導
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案内標示は、公園訪問者にメッセージを伝える
一手段である。カナダ、オンタリオ州のパイナ
リー州立公園の標示は、自然トレイルでの「野
草の採取禁止」、「鎖で繋がれていない犬の立入
り禁止」、「自転車禁止」を示している。このメ
ッセージは、絵で示されているので翻訳の必要
がない。
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またはそれ以上）アクセスポイントをど

のように管理するか？

�到着後、訪問者は何処に向かうか？

理想的には、訪問者は計画に沿った利

用ゾーンに案内され、そこに予測される

人数と訪問回数に合致するのが望まし

い。ゾーニング計画は、伝統的に利用さ

れる地区、分散パターン、望ましい変化を

認識しているか？

�訪問者は、利用地域をどのように移動す

るか？

トレイルを歩くか？　乗り物の利用は許

されるか？　現在、地域内をどのように移

動しているか？　現在の利用パターンを変

えるのは困難かもしれない。地区毎に異

なるアクセス方法を使う可能性もある。

�訪問者にどのような体験を提供できる

か、または望ましいか？

訪問者には、大型の団体旅行者から自

然体験アドベンチャーの小規模に管理さ

れたグループまで、様々なレベルの体験

を提供できる。どのような種類の宿泊施

設が利用できるか？　トレイルはガイド

なしで歩くのか、それともガイドと歩く

のか？　これらは、ゾーニング計画、対

象となった旅行市場、そして利用できる

資源によって結論が導かれる。

シャトル・バス

シャトル・バスは、訪問者の入域と分布

を規制する効果的な方法になり得る。同時

に、それ自体が呼び物になることもある。

公園管理機関は運行回数を調整できる（例

えば、一時間毎、あるいは必要に応じて）。

シャトル・バスに対して、充分な駐車スペ

ース、故障したときの予備輸送手段と維持

修理、安全、必要な保険への加入などを考

慮する必要がある。

トレイル（小道）

トレイルの位置と行先は、現場における

訪問者の分布を規定するものになる。トレ

イルは、注意深く計画されるべきであり、

それによって体験内容と滞在時間のレベル

が異なってくる。トレイルは主要なアクセ

スポイントからアクセスできなければなら

ない。良く設計されたトレイルは：

�見つけ易い。

�訪問者を興味深い場所や、有名な見所に

導く。

�様々な歩行能力に対応する（例えば、短

距離、適度、長距離、困難、容易）。

�周辺の地面よりも歩き易い。

�丘の等高線に沿っている。

�一方方向に流れるよう誘導する（例えば、

環状トレイル）。

�トレイルの交差点や混乱しやすい場所に

は方向案内板が設置されている。

�非常に傷つき易い生息地や生物種を避け

る。

訪問者が自分たちだけで行動するセルフ

ガイディッドトレイルは、高度利用ゾーン

に設置されるのが普通である。トレイルの

案内と読み易い地図は不可欠である。大型

団体の対応や影響を受け易い場所に立ち入

る場合、公園スタッフ、あるいは民間観光

会社のガイドを伴うことが望ましいだろ

う。公園スタッフは訪問者への情報提供や

彼らに規則を遵守させ、監視するために配

置されるべきである。

申し込み、情報、宣伝

事前申込みが無ければ訪問者の立入りを

許可しないサイトもある。この方式がうま

く機能するためには、公園は出入りを管理

し、事前申込みを徹底する必要がある。訪

問者が訪問を決心する以前、その情報が伝

わらなければならないが、それには案内所、

ホテル、旅行オペレーターとの良好な関係

を作る必要性に繋がる。情報と宣伝資料で

は、入園規則と入園申請手順を説明しなけ

ればならない。外国人旅行者用の案内書に

も、入園規則と申込み手続きの説明を入れ

るべきである（The Royal Society for the

Conservation of Nature, 1998）。

登録

入園地点での登録は、訪問者の数、その

行動とタイプ（例えば、国籍、年齢区分、グ

ループ規模）をモニターする手段になる。

訪問者を、二つの指定ルートを通して、

ある場所に誘導する意識的な努力の例は、

中国の在昌黎黄金海岸保護区に見られる。

特定の場所への訪問を推進するために（過

度に利用されている場所への集中を分散さ

せるため）、そこに至る陸路ルートと水路

ルートを設計し、訪問者が他の場所に立ち

入らないようにしている（環境への負の影

響を避けるため）。

訪問者を革新的な方法で誘導する第二の



例は、中国の九賽溝自然保護区に見られる。

車の排気ガスによる大気汚染と激しい交通

混雑が生んだ独創的な解決法だ。それは保

護区内のいろいろな景勝地に訪問者を案内

する環境にやさしい公共交通システムであ

り、それぞれの車に訓練を積んだインター

プリターが乗り、各景勝地の風景の価値や

独特の特徴を説明する。環境に配慮した車

のサービスは、自然環境を保護し（開始以

来、二酸化硫黄排出量は56パーセント、一

酸化炭素は92パーセント、水酸化物は80パ

ーセント減少した）、訪問者の流動性を高

め、交通秩序を改善した。この管理プログ

ラムは、環境保護、教育、外部との協力に

積極的に取り組むよう設計された優れた計

画の一部である。

第11項：旅行者市場とそのニーズ、期待を

調査、分析する。それは、新しい

旅行形態の開発発想が生まれる

前後に行なうことが理想である。

保護区域の管理者は市場調査を行ない、

訪問者像を理解しなければならない。プラ

ンンナーと管理者が答を求めるべき関連す

る設問例には、以下の項目を含む：

�訪問者はどんな人か？　その特性は？

�彼らは何処から、どんな方法で来るか？

�近隣地域、国内、外国からの訪問者はそ

れぞれ何パーセントか？

�彼らの滞在時間は？

�現状のサイト訪問者数は？

�彼らの滞在中の行動は？

�彼らはどんな考え方、期待を持っているか？

�訪問者は何を見たいのか？

�特定の保護区域を旅行先に選んだ理由

は？

�彼らはその訪問にどれほど満足している

か？

訪問者のニーズと期待を知り分析するこ

とによって、公園管理者は、訪問者のニーズ

と期待に即し、満足を与える体験を提供で

きる。特定の市場セグメントに集中すること

によって、公園管理者は訪問者に対するサ

ービスを、より効果的なものに絞ることがで

きる。場合によって、訪問者は特定の体験

を求めることがあるが、その要求は地域の

イメージに合わない場合もあることに注意す

る必要がある。例えば、朝、目覚めた時に

3.2.11 市場調査

息を飲むようなすばらしい景色を眺めるた

めに、訪問者は保護区域の中に豪華施設を

希望するかもしれない。しかし、この種のイ

ンフラを整備することは保護区域の目的と予

定される立地によっては不適当なこともある

（例えば、それは公園の外で行なわれるの

か？）。旅行者の要求に対応するために、そ

の地域が持つ特別の能力は何であるかを定

めることは重要である。環境保護の見地か

ら、あるいは提案が持続可能性を欠くことを

理由に、市場の要求に対応できないと宣言

することは認められることである。

訪問者像は、管理者に重要な情報を示す。

情報は様々な訪問者グループから収集しな

ければならない。しばしば見過ごされるグ

ループの一つは、訪問しない人々である。

しかし、このグループも価値ある情報を提

供できる。どういう人が訪問しないか、そ

れは何故か？潜在旅行市場はこの主旨の設

問を通じて確認することができる。もし公

園管理者が新たな市場に販路拡大を図ろう

とするなら、この種の設問は潜在旅行市場

を知る手段として非常に役に立つものであ

る。それは、この潜在訪問者を誘引するた

めに、どのような変化が必要か特定できる

（例えば、市場戦略において、提供される

プログラムの形態、施設のデザイン）。

旅行者に知られており、また現実に得ら

れる利益は何だろう？公園管理者は、訪問

者との交流や社会科学的な調査機関との提

携によって、満足を与えられる体験の構成

要素、訪問者はどんな期待を持っているか、

如何にしてその期待が生まれたか、そして

その期待が現実的かを確認することができ

る。

単純な市場調査が、観光開発計画に非常

に役立つ。現存する状況を検討するととも

に、これから現れる状況を予期することも

重要である。何らか予測が既になされてい

るか？　そのサイトが既に良く知られてい

るなら、今後10年から20年間で訪問者数は

どのように変動するか？　もしそのサイト

が良く知られていないなら、周知させる努

力が望ましいか、また、それにより訪問者

はどこまで増えることが予測されるのか？

そのタイプの訪問者が殺到した場合の最善

の管理方法は？

旅行を計画し、手配する旅行会社、訪問

先での行動を管理するツアー・オペレータ

ーやガイドは、環境保護倫理を共有しなけ
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ればならない。これら利害関係者と公園管

理者の間の相互交流によって情報が共有さ

れ、お互いの目的について共通の理解が深

まる。公園管理者は、環境保護の重要性に

ついてこれら利害関係者を教育し、国・地

域内に所在する色々なタイプの公園につい

て、その目的とそれに相応しい活動のコン

セプトを説明する努力をしなければならな

い。環境保護の倫理を共有することで、

国・地域内のマーケティングと旅行促進に

関する枠組みができあがる。その基本には

以下の内容が含まれる：

�環境に対する一般の理解を深める。

�地域社会における経済利益を最大にす

る。

�文化に対する感受性を養う。

�環境に対する観光の負の影響を最小にす

る。

旅行者の旅行計画に早い段階で関与する

利害関係者の教育に努めることで、プランナ

ーと管理者は積極的にそのサイトの訪問者

の種類と期待内容に影響を与えている。結

果として、訪問者との摩擦、不適切な行動、

不満をもつ訪問者への対応など来訪者管理

問題に関して、現場レベルでその被害を抑

える仕事は軽減される（The Royal Society

for the Conservation of Nature, 1998）。

デスティネーションが売り物にできる二

つの観点は、旅行者を引き付ける魅力（例

えば、高度の生物多様性、豊富な生物種、

すばらしい景色、独特の地形、文化と伝統）

と観光インフラである（例えば、適切な施

設、交通、ガイド、自然地域へのアクセス、

協力的な行政機関）。

マーケティング、宣伝、コミュニケーション

は、特定の望ましい目標市場に訴えるよう工

夫されなければならない。市場は、人口学

的特徴（例えば、年齢、性別、世帯収入、教

育水準、その他）、心理学的特徴（例えば、

動機、価値観、その他）、地理学的特徴（例

えば、出身国）に基づいて区分できる。公園

管理者は潜在的来訪者に目標をしぼり、彼ら

が関心を持つプログラムやサービスを提供

するために、来訪を期待できる特定の訪問

者グループの特徴を知らなければならない。

公園訪問者が好むアクティビティの種類

を知ることで、プランナーと管理者も適切

な宣伝手段を知ることができる。雑誌や新

聞は良い宣伝場所かもしれない。例えば、

多くの自然地域への旅行者は、アマチュア

ある地域の特性のより

正確なイメージを

売り込むためには、あるいは

この特性を求める旅行者を

目標にするためには、

その保護地域に対する人々の

態度と認識を変える必要が

あるかもしれない。

の写真家であり、写真出版物は有力な宣伝

媒体になる。幾つかは国際的に知られた組

織（例えば、米国オーデュボン協会）に関

係しているが専門的な雑誌は主要な宣伝媒

体である。高所得者向けの旅行雑誌や新聞

の旅行特集版も利用できる。プランナーと

管理者は、観光事業者と協力してパンフレ

ットを作成できる。旅行パンフレットは、

デスティネーションの目的と独自の魅力を

紹介しなければならない。

プロモーションによって消費者を刺激し、

持続可能な自然観光をより広く人々に知らせ

ることができる。同じ人口学的特性を有する

顧客を持ち、世の注目を集めるようなパート

ナーは観光事業者の良い提携相手になる。

要約すると、保護区域のプランナーと管

理者は、保護区に関する雑誌記事などを通

じ、望ましい目標市場から人の来訪を促進

することが適切な目標だと定めることがで

きる。公園管理者はどんなタイプの人がど

んな出版物を読んでいるか考えなければな

らない。環境倫理を持つ来訪者は、環境関

連の出版物を読む可能性が高いので、それ

は望ましい目標市場を魅了するための適切

な広告媒体の一例である。

第12項：開発可能な観光商品を創出し、それ

を選択しそうなタイプの旅行者を動

かすために知恵を使い、持続可能な

観光の基礎になる保護区域の価値

観とイメージを確定し、それを基本に

して宣伝戦略の骨子を策定する。

マーケティングと商品開発は、広告業界

や民間の事業活動で一般的に使われている

用語である。保護区域の管理は、自然と文

化資源の保護に重点が置かれているので、

民間事業で使われる広告用語や活動は、保

護区域の管理者には最も不慣れな分野であ

ろう。多くの分野の専門家が提携して持続

可能な観光の行動計画を作成することは、

この種の用語によく精通した組織と多分野

にわたる提携関係が結ばれることになり、

公園管理者は、これまで馴染みの無かった

非公園用語や慣れない活動が保護区域の管

理に果たす役割を理解することができる。

多くの旅行者は多様な体験を求めるの

で、他組織との提携関係はマーケティングに

良い機会を生み出す。商品の連繋は、マー

3.2.12 商品開発とプロモーション戦略



ケティングの連繋に拡大することができる。

基本戦略は、魅力的なマーケティング・ミッ

クスの確立である。例えば、海洋観光をそ

れだけで促進する代わりに、その地域の文

化、レクレーション、自然、野生動物見学な

どと組み合わせることができる。

持続可能な観光開発は、市場に基礎を置

くものでなければならない。それは特定の

保護区域のイメージと特性に焦点を当て、

このような“商品”の購入に興味を持つであ

ろう旅行市場を対象に定める。このように

保護区域の管理者は、その保護区域にやっ

て来る訪問者のタイプについて、市場主導

型の手法（市場の要求に従って開発される）

を採用する場合よりも大きな影響力を持つ

ことができる。このように公園管理者は、環

境保護の活動を支えて適切な活動に参加す

る希望を持ち、また、その地域の特別な“売

り物”を学びたいといった志向を持つ個人

に対して来園を奨励することができる。

多くの訪問者は、その地域を重要かつ独

特のものにする“名物”を学ぶことに大き

な関心がある。公園管理者は、機会を求め

て教育的見地から有用な観光商品を開発す

べきである。一度その地域の重要性につい

て旅行者の理解が深まれば、保護活動に対

する彼らの支援の可能性も増すだろう。ま

た、公園管理者は、行動や関心が公園の目

的にそぐわない訪問者の来園を思い留まら

せることができる。

消費者は環境問題に関心を持っており、

多くの質問が予想される。基礎的な案内施

設の設置は、一般の質問に対処する有効な

手段となる。教育水準の高い訪問者のより複

雑な質問に対しては、専門的情報を提供す

るプログラム開発に関心がある環境保護団

体、研究機関、動物園、大学、博物館など相

性のいい組織と提携するのも一案である。

保護区域の管理者は、お互い知恵や提案

を引き出し、地域の目標と資源に適合する

各種教育プログラム、公園ツアーのテーマ、

トレイル整備などのアイデアを生み出す必

要がある。管理者は、アイデアを出すとき

に、周辺社会の施設や資源と併せて、公園

内に所在する資源と施設の詳細目録を念頭

に置いておく必要がある。

保護区域内外の新たな開発の提案は、営

利が基本目的になっているかもしれない。

開発許可を与える前に、プランナーと管理

者は、その開発が過剰利用をもたらさない

民間観光事業者は

保護区域管理者と協力して、

保護区域とそれに関連する

価値観の正確なイメージを

確立すべきである。

その場所の訪問から

期待できることが

正確に伝えられれば、

旅行者は合理的な

期待を持ち、

満足できる訪問になる

か、利用は適切か、など関連する様々な要

素を注意深く検討しなければならない。営

利目的の開発提案は、適切な計画機関と行

政機関が共同で分析しなければならない。

適切なケースであれば、環境への影響説明

書が用意されるはずである（カナダ公園局、

1994）。観光資源とインフラの詳細目録も参

照されるべきである。商品開発の点では、

観光商品や観光事業の開発にどんな機会が

存在しているだろうか？どんな事業が発展

するよう支援されるべきだろうか？

プロモーションの点では、訪問者が公園

訪問に抱く期待のタイプを公園管理者は知

っておかねばならない。多くの旅行者は、

休暇旅行に一定の水準の快適さを期待して

やって来る（例えば、ある水準のレストラ

ンやホテル）。多くの人は、必要な労力を

できるだけ省いてすばらしい景色を見たい

と思う。その期待は、広告宣伝が提供した

イメージやメッセージから形づくられるも

のであるから、保護区域の宣伝をする場合、

保護区域や観光宣伝機関は、どんなイメー

ジが表現されているか注意しなければなら

ない。例えば、その地域の自然の美しさや

野生動物のすばらしさを宣伝する際、アク

セスのし易すさや高水準のホテルや娯楽施

設を宣伝すれば、摩擦や旅行者の非現実的

な期待を生む原因になるかもしれない。影

響を受け易い保護区域に便利なアクセスや

豪華な観光施設が許可されない場合には、

それに見合った期待を旅行者に持たせるた

めに、宣伝は現実的なイメージを提供しな

ければならない。

カナダ公園局は、現在、国内の各国立公

園と国立歴史公園それぞれに訪問者満足度

の目標を設定している。これは、公園管理

機関が顧客満足のために特定の目標を掲げ

た初の例である。

保護区域とその宣伝機関は、そこにある

特別な自然と文化の特色について、その自

然の形を保全するための実際的な制限と併

せて、デスティネーションのイメージを正

確に提示することが重要である。

イメージはその地域の真実の価値を反映

するものであり、訪問地の自然のメッセー

ジを言葉どおり伝えるものであって、自然

環境という本来の魅力に鈍感な、豪華施設

によって大幅に変えられた風景であっては

ならない。良い水準の旅行サービスは、保

護区域の近隣で提供することができるが、
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それは地域の環境と調和することを含めて

持続可能性に優れた設計原則を組み込むべ

きである。「マスツーリズムやパッケージ

ツーリズムに関連する多くのインフラは、

通常、保護地域の美しい景観、手つかずの

自然、平和と静けさとは両立しない」

（FNNPE 1993年 p.25）。

保護区域の宣伝イメージが伝える適切な

メッセージの一例は、「息を飲むような景

色や野生動物の光景は、自然環境に溶け込

んでそのすばらしさを体験する時間的余裕

を持つ訪問者だけが、完全に味えるもの」

である。この種の訪問者は、環境への影響

が少ない活動に参加を望むだろう。このメ

ッセージは、カタログにある全観光対象を

忙しく回りたい訪問者の来訪を思い止まら

せるかもしれない。彼らの行動は、より自

然破壊的なものであるかもしれない。

穏やかな、自然への影響が少ないアクテ

ィビティは、保護区域の掲げる価値観と両立

し、奨励されるべきものであり、特に販売促

進資料において勧められることが望ましい。

宣伝イメージが、持続可能な観光と両立す

るアクティビティだけを伝えるものなら、規

律の無い野放図な活動を望む訪問者は、他

の場所を選ぶことになるだろう。保護区域

に内在する価値観を反映する正確なイメー

ジが確立されれば、訪問者の選択そのもの

により、管理者がある種の訪問者が引き起

こす負の影響を防ぐことを可能にしている。

第13項：保護区域とその訪問者の利用をモ

ニターするプログラムを設定する。

観光利用によっても環境基準が守

られることを確認するために、適

当な間隔で、計画の成功度を査定

し、必要に応じて計画を修正する。

モニタリングは、二つの時点を比較して

時とともに生じる変化を見つけ、この変化が

自然に起きたものか、人間の活動によって

発生するストレスによるものかを決定するこ

とである（Parks Canada 1994年）。

訪問者による影響をモニターすること

で、管理者は、訪問者が許容できないほど

の影響を環境に与えているか、管理が効果

的かつ充分に行き届いているかを評価する

ことができる。

3.2.13 モニタリング

科学的研究との連繋

保護区域の管理者は、継続的な研究ポー

トフォリオを作るために大学と密接に協力

することができる。観光客による環境への

影響を調査した研究結果は、初期の計画、

開発段階で記録された資源目録（基準情報）

と対照できる。初期の資源目録が未だ記録

されていなければ、優先事項として完成し

なければならない。研究機関と提携すると

き、保護区域のプランナーと管理者は、論

理的かつ直感的に環境データの収集に重点

を置くかもしれない（それはしばしば、彼

らが保護責任を持つ物理的な自然環境であ

るから）。しかし、観光のもたらす社会的、

文化的、経済的影響に関するデータ収集も

同じく重要である。調査研究の対象になる

課題の事例は以下のタイプのものを含む：

�自然観光の営利的な活動から、如何にし

て自然保護が恩恵を受けるべきか？

�地域の観光開発は、如何にして地域社会

の社会・経済利益に貢献するか？

�地域社会をベースにした自然観光プロジ

ェクトに住民が参加するには、どんな技

術が必要とされるか？

�そのプロジェクトの成功を阻む要因は何

か？

モンターギュ島自然保護区は、環境と経

済的な影響のモニタリングに関する優れた

国際的事例を提供している（ケーススタデ

ィ８参照）。

指標を作る

プランナーと管理者は、環境変化に関する

指標を選ばなければならない。指標は、そ

のサイトの目的によって定まる。そのサイトの

主要な関心は自然か、考古学か、文化か、歴

史か、その他か？ 例えば、その土地の主要

な関心が自然であれば、モニターする対象

の多くは、その生態系に関連するものになる。

それらは生態上の許容量に関係する。その

他の指標は社会、文化に関連し、また心理

的許容量も考慮しなければならない。共通

する環境指標は、以下の項目を含む：

�植生構造の消失や変化

植生はその上を通る旅行者や乗り物によ

って容易に影響される。変化をモニターす

る簡単な方法は、場所を固定した写真撮影

である（同じ座標を使って毎年同時刻に、

同方向に向けて撮影）。抽出する地域は常

識で選ぶことができ、それは同じ植生地域



で訪問者が高度に集中する場所と、より軽

度の場所を含むべきである。

�トレイルの幅と奥行き

トレイルの幅と奥行きを何処まで広げら

れるかは訪問者の圧力を反映する。適正な

設計と良い場所選びによって環境悪化を最

小にとどめることができる。トレイル上の

歩行が困難になると、訪問者は荒らされて

いない場所を通るかもしれない。トレイル

の始点、中間点、終点に近い抽出箇所では、

変化をモニターするために幅、奥行き、輪

郭を測ることができる。トレイルが効果的

に設計されていない高度利用地区では、科

学的な測定をするまでもなく、深刻な環境

悪化が顕著に目に付くことがある。

�人気のある場所

訪問者が集まる場所の変化もモニターす

べきである。

�動物に対する妨害

動物は一箇所に留まらないので、モニタ

ーはさらに難しい。一つの手段は、目的の

動物の個体数を毎年数えることであるが、

時間と費用が掛かる。給餌や営巣場所、特

に絶滅に瀕した動物種の場所を避け、ある

いは厳格に立入りを禁止し、生息の妨害を

最小にしなければならない。

東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン58

ケーススタディ８：環境モニタリングと経済効果

モンタギュー島はオーストラリア東南部の沖
合いに位置する。この保護区域は環境的にも政
治的にも影響を受け易い保護区域における環境
保護と地域社会を経済的に支援するために観光
を利用しているユニークな事例である。
この自然保護区には、国として重要な自然

の生態系（ペンギン、アザラシ、海鳥）と文
化的特性（ヨーロッパとアボリジニの歴史）
を持つ。モンタギュー島は、1990年に自然保
護区になり、ニューサウスウェールズ国立公
園と野生生物局の管理下に置かれた。
1990年から現在まで、ニューサウスウェー
ルズ国立公園・野生生物局は、島の観光ツア
ー参加者の収容力を規定する制度を定めた。
訪問者利用は、環境保護および経済効果の二
つの観点でモニターされた。野生生物のモニ
タリングには新たな測定方法の開発と、島の
重要な海洋野生生物に接近して見物する観光
（例えば、観光船が海洋野生生物を良く見よう
と接近する場合）の影響を査定するために観
光船事業者と協力する必要があった。
1998年、ネイチャー・ツアーでは、島に参
加者4,300人が上陸し、200,000豪ドルの総消
費があった。1999年、ある入念な地域経済調

モンタギュー島自然保護区（オーストラリア）──観光計画、影響モニタリング、地域開発事例

査は、訪問者による島内消費が、地域総生産
額で年間1.4百万豪ドルを地域経済にもたらし
た、と結論づけた。この中には年間96,000豪
ドルの地域総生産と地域住民19人に支払われ
た468,000豪ドルの家計所得がある。
1999年に、モンタギュー島自然保護区は、

英国航空・世界自然保護連合から公園観光賞
を授与された。この賞は、以下の優れた活動
に対して与えられたものである。
１．慎重な収容限度の策定
２．観光利用が公園に不可欠な運営費用を賄

う徹底した財務管理
３．地域社会と地域の大学との良好な協力関

係
４．継続的なモニタリングと公園運営全分野

にわたる評価の公開
５．高度に専門的な経済効果の研究
６．観光プログラムにおける文化遺産と自然

遺産の巧みな融合
７．国による最高レベルのエコツーリズム実

績の認定
８．観光運営全般における政府機関スタッフ

の明白な職業意識
９．生物学上最も重要な幾つかの種を保護・

管理するための観光利用
10．他の公園観光管理者のために最優良事例

として役立つ、当保護区の実力

Web：http://www.npws.nsw.gov.au/parks/
south/sou018.html
詳細情報：ニューサウスウェールズ国立公
園＆野生生物サービス
Level1, 43 Bridge Street,（PO Box 1967）
Hurstville, NSW 2220, Australia
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�訪問者制限

訪問者管理がうまくいっていない兆候

は、影響を受け易い地区に入り込む人の数

に現れる。公園スタッフは、立入り禁止地

域に入っている人数、トレイル以外を通る

人数、違法に入園しようとする人数などを

記録できるだろう。

モニタリング・プログラムの進行を通じ

て、いろいろな開発プロジェクトに関係す

る種々の方策や決定事項を確認し、それら

が環境保護の成功、あるいは悪化に果たし

た役割を指摘できる。モニタリングは時間

のかかる仕事で、組織によって無視される

こともある。長期間にわたってモニタリン

グを継続するには、その手法の幾つかは、

簡単で、費用がかからず、専門家でなくて

も繰り返して実行できることが必要で、可

能なら公園スタッフの日常業務の一部とす

べきである（The Royal Society for the

Conservation of Nature 1998年）。

第14項：研修機会提供を含め、人材のニ

ーズとその供給源を判断する。

管理運営計画は、要員配置のニーズを示

し、主な役割を明確にしなければならない。

ボランティア、コンサルタント、計画段階

に参加する本部スタッフの配置も特定しな

ければならないが、それはより正確な要員

数を明らかにすることになる。この手順を

3.2.14 人材と研修

組み入れることで要員不足が予測され、勧

告も可能になる。

すべての保護区域は、訪問者管理と観光

事業管理に、特別訓練を受けたスタッフが

必要である。スタッフの仕事は多い。Eagles

（2000, 印刷中）は、保護地域管理機関の内

部で必要な八つの業務能力を表16の通り特

定している。公園管理機関はこのような技

能を持つ人材を雇用し、あるいは既存のス

タッフにこれらの分野の教育を受けるよう

奨励することが重要である。また、すべて

の公園スタッフは、事故やその他の緊急事

態に対応するための研修を受けることも重

要である。訪問者の安全、事故、義務、探

索、救助は、公園の観光運営者が念頭に置

くべき問題である。

１．訪問者のニーズと欲求の理解

市場調査については、3.2.11節で述べ

られている。

２．サービスの質的管理

訪問者サービスは、できるだけ最高レ

ベルを提供することが重要である。幾つ

かの公園管理機関はサービスの質に関す

る目標を定め、運営目標の中に取り込ん

いる。サービスの質的目標の一例は、訪

問者の大部分がすばらしいサービスを受

けたと感じることである。

３．レジャー活動に対する価格政策

大部分の公園は入場料を徴収する。し

たがって、料金水準を決定する方針がな

くてはならない。多くの設問を考慮しな

ければならない。料金は１人づつ請求す

るか、団体に請求するか？ 異なる利害

事故は起きるものであり、公園はそれに対応す
べく準備がなければならない。安全問題は検討
されなければならず、公園は、すべての緊急時
の対策を考えておかねばならない。カナダ、ア
ルゴンキン州立公園のカヌーの安全指導のよう
に、スタッフと訪問者に対する安全指導は、迅
速で効果的な対応を可能にする。
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保護区域の管理機関が観光を取り扱うため
に必要な８つの業務能力：
１．訪問者のニーズと欲求の理解
２．サービスの質的管理
３．レジャー活動に対する価格政策
４．レジャーマーケティング
５．観光と資源の経済学
６．財政
７．観光事業運営
８．インタープリテーション

表１６：観光を取り扱う能力



関係者や利用者グループに異なる料金を

設定するか？ 1日の中で時間帯によっ

て、あるいは年間を通じて季節によって

異なる料金を設定するか？ 異なる料金

を設定する一例は、高レベルのサービス

に対して高い料金を請求することであ

る。公園プランナーと管理者は、料金徴

収の方針を策案しなければならない。

４．レジャーマーケティング

公園の観光管理者は、自分たちのサー

ビスに対する市場を理解することが重要

である。公園の潜在訪問者は何を求めて

いるか？ どんな時期に訪れたいと思って

いるか？ 公園でどんなサービスを受けた

いと思っているか？ 料金が幾らなら支払

い、そして負担できるか？ マーケティング

計画には、この他にも答を出すべき多くの

重要な質問がある。この課題に関する情

報は、さらに3.2.12節を参照のこと。

５．観光と資源の経済学

観光は、しばしば地域経済と国の主要

な収入源である。国レベルでは、政府は

観光が公園・保護区域保護のための技術

と財政支援を賄うに充分な外貨収入をも

たらすことを信じるべきである。継続す

る資金投入を通じて環境保護の目的が達

成されるまで、活動を主導し、持続させ

ねばならない。政府単独では保護区域の

運営資金を供給することはできない。環

境保護の仕事に資金を供給するために

は、各手段の組み合わせと提携を含む多

面的な戦略が必要である。その事例の中

には補助金、利用料金、官民提携関係の

確立、地域を基礎にした共同運営の取り

決めなどがある。

６．財政

公園運営を支えるに充分な資金供給

は、世界共通の課題である。すべての公

園は資金を必要とする。運営計画、インタ

ープリテーション、教育、研修、調査、モニ

タリング、執行計画のすべてを策案し実行

するための財源が必要になる。この資金

は、政府の一般会計予算から支出される。

しかし、近年の新しい公園・保護地域の

増加によって、運営費は、しばしば政府の

負担能力を超えるものになった。多くの公

園管理機関は、ビジネス的手法により公園

運営が可能な財務構造を採用した。簡単

に言えば、この新しい経営モデルは、公園

管理機関が民間事業のように機能すること

を奨励する。この主要な内容は：

�すべての収入を公園内に留める。

�年度予算の繰越を認める。

�柔軟な価格政策。

�園内営業権申請手続きと契約の柔軟性。

�サービス提供方法の革新。

�訪問者を重視した運営。

�業績に応じた報奨を含む柔軟なスタッフ

への報酬。

�高レベルの民間・政府の協力。

�訪問者管理の専門技能を持つスタッフ。

カナダ公園局は、現在、運営組織を再編

し、このような条件の幾つかを備えた機関と

なっている。重要なことは、この新しい手法

によって、収入の圧倒的大部分が公園訪問

者と公園観光業務から入ってくることである。

例えば、訪問者サービスのための費用は、

公園訪問者の入園料で賄われる。Eagles

（1999年）は、公園訪問者を収入源として９つ

の可能性があることを確認している：

�入園料

�レクレーション・サービス料、特別イベ

ント、特別サービス

�宿泊

�器具レンタル

�食品販売（例えば、レストランや小売店）

�駐車

�商品販売（例えば、器具、衣服、みやげ）

東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン60

成功するガイド・インタープリテーション・プログラムの特徴には、以下の内容
が含まれる：
�基本的な外国語技能の提供
�ガイドを選定する場合には、自らガイドを希望する者を使うこともある。バッ
ファー・ゾーンでの仕事が多い。研修にかなりの犠牲（経済的、社会的）を払
って参加する個人は、研修を修了する可能性が高い

�観光事業者、参加者、環境保護運動グループと提携して研修課程の内容策定
�生物学的事実よりも環境保護に役立つ解説、ストーリー性と保護意識を重視する
�地元出身で、研修を受けた常勤教師の参加を奨励する。彼らは、生物学者や鳥
類学者のような外部の学者よりも良いインストラクターになる

�見習として働く研修生が、より高い資格を持つ全国的、国際的ガイドになる機
会を提供する

�適切な案内時間枠を定める（コースの長さは、参加者のニーズより予算を基礎
に決められることがある）。

表１７：成功するガイド・インタープリテーション・
表１７：プログラムの特徴
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�知的財産のライセンス供与

�公園スタッフは、公園と観光事業の財務

状況を良く理解していることが重要であ

る。すべての計画の実施状況は、施策の

成功を見極めるためにモニターされるべ

きである。もし問題が見付かれば、実施

手順を変更するか、あるいは目標を変更

しなければならない。

７．観光事業運営

本書は、多くの箇所で公園観光の運営

について取り上げている。公園管理機関

は、観光業務の計画と運営段階において

特別の専門知識をもつことが重要である。

８．インタープリテーション

観光において、目に見える業務能力の

一つはインタープリテーションである。

成功しているガイド研修プログラムの多

くには、共通する特徴が多い。これらの

特徴は表17に記載されている。3.3.2節で

は、ガイド提供会社を含む民間観光事業

者へのアドバイスと共にガイドラインの

最優良事例を紹介した。

第15項：計画を実行する

持続可能な観光行動計画が実行されなけ

ればならない。モニタリングとプロジェクトの

結果に基づいて後で調整が行なわれるかも

しれない。他所の経験から価値ある管理運

営の教訓を学ぶために、成功したプロジェク

トの事例が公表されることは有用である。

3.2.15 計画の実行

公園の観光計画が、公園サイト全体の総

合運営計画の一部であることは非常に重要

である。観光は、資源管理、人事管理、広

報その他、公園運営計画で取り組む他のす

べての重要問題と一緒に考えられなければ

ならない。計画、実行そして評価の間は均

衡がなくてはならない。保護区域は、その

運営目的を達成するか（観光業務の目的を

含めて）？

保護区域の目的が達成できない場合に共

通する理由は、計画段階で予定された資源

（人材と資金）が、実施段階では確保できな

かったからである（Hooten & Hatziolos,

1995）。公園運営の成功度を評価することへ

の関心は高くない。一度、運営計画（あるい

は観光実行計画）が実施に移されたら、保護

区域がその管理運営目標を達成するために、

モニタリングと査定を定期的に行なうことが

不可欠である。モニタリングと査定はすべて

の運営プログラムの一部である。運営計画

の効果的な創造、実行、モニタリング、査定

のためには、長期にわたって充分満足できる

財務的、技術的支援と人材供給を行なう必

要がある（Hooten & Hatziolos, 1995）。

法的規則

政府による規制は、好ましい環境戦略全

般に不可欠な構成要素である。中央政府と

地方政府は、何らかの環境保護基準を作成

しなければならない。規則は、法的枠組み

を規定するもので、その範囲で民間事業者

は事業を運営し、最低基準と手続きを定め

る（UNEP 1998年）。政府と公園スタッフは、

保護規則の遵守を強制し、違反者を罰する

力を持つことが重要である。それは、彼らが

入園規定を作り、執行し、強制できる法体系

を持つことを意味する。観光に関する法規

則が一貫性を欠き、公正に運用されなけれ

ば、計画システムは完全に崩壊する。公園管

理者を含むすべての利害関係者は、観光に

関する法規則を遵守しなければならない。

確かに、法規則、強制、罰則は、ある場

合には自然保護に重要な役割を果たすもの

である。しかし長期にわたって環境を悪化

させない義務と改善を確実にするために

は、特に観光事業のように中、小規模の事

3.3.1 規制の方策

3.3  最優良事例の達成

カナダ、オンタリオ州のパイナリー州立公園は、
公園訪問者にレクレーション器具を貸し出して
いる。器具は、訪問者のニーズを満足させ、公
園収入を増加させる。
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業者が既得権を持つ産業では、自発的な手

法も効果がある（UNEP, 1998）。

エコラベル

最も成功している自主的手法の中には、

高い環境基準を達成した会社や産業を表彰

したり、エコラベルを授与するプログラム

がある（これは自主的行動規範と称される

こともある）。

エコラベルは観光産業の環境活動をレベ

ルアップするために計画された。表彰制度

は、色々な組織が推進しており（例えば、

民間企業、業界団体、公共機関、NGO）、

国際レベル、地域レベル、国レベル、準国

レベルを受賞対象にすることができる。行

動規範を実行に移す場合に考えられる目的

は、表18に記載する。

消費者は、環境に責任を持つ商品やサー

ビスを求めるようになりつつある（UNEP,

1995）。エコラベルは、商品の販売促進手

段になる。それは、環境への影響を減らす

ために、特別の努力が払われたことを証明

するものである。それは、消費者に環境に

関する情報を提供し、情報を得た上で選択

する消費者の行動（インフォームド・チョ

イス）を助ける。環境への影響の認識、修

正、モニタリングを取り入れることで、そ

れは、この産業の持続可能性を向上するた

めの経営手法にもなりうる（UNEP, 1998）。

観光産業にエコラベル制度を導入すること

は、環境意識（産業、地方政府、消費者の）

を高め、特に改善が最も必要な地域におい

て、環境パフォーマンスを改善する（UNEP,

1998）。公園管理者は、すべての観光事業

者に相応しいレベルのエコラベル認証を受

けるよう強く求めることで、最優良事例の

増加を支援することができる。

表彰制度の多くは、タイ国で観光事業環境

促進委員会が運営しているグリーン・リーフ

制度のように宿泊施設を対象にしている（エ

ネルギー、水などの資源消費の減少）。最優

良事例を見習ってエネルギーと水を保全し、

廃棄物を最少にすれば、運営費用は減少す

る。また、別の角度から表彰対象となる産

業には、交通、レクレーション施設、旅行業

者、観光事業者、デスティネーション全般が

含まれる。オーストラリア・エコツーリズム

協会（EAA）の運営するエコツーリズム認証

制度（NEAP）は、施設、サービス、特定地

域（宿泊施設、自然の名所、観光事業者）に

重点を置く。アジア太平洋観光協会

（PATA）の運営するPATAグリーン・リー

フ・プログラムは、すべての分野を対象にし

ている。国際的な表彰制度の例としては世

界観光協議会（産業団体）の運営するグリー

ン・グローブやオーデュボン協会（NGO）の

運営するオーデュボン・コーオペラティブ・

サンクチュアリ・システムがある。

観光産業に自主的な行動規範を導入する

利点には、観光産業が長期的な存続可能性

（短期的な収入増よりも）と産業の未来を

見据えた活動強化に重点を移すことがあ

る。観光が自然環境に及ぼす負の影響を抑

えることに成功すれば、観光産業の持続可

能性は強化される結果になる。長期的な利

益よりも、時には、目先の利益を重視する

ことが多い産業で、このような重点のシフ

トは、産業の長期の存続可能性を維持する

上できわめて重要である。エコラベルは、

それに関連する好ましいイメージを通し
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自主的行動規範の目的：
�観光開発において、政府機関、産業部門、地域社会関係者、環境と文化関係
NGO、その他利害関係者の間の対話を促進する媒介として貢献。

�関係産業と政府機関の内部で健全な環境政策と環境管理の重要性を認識させ、
質の高い環境づくりの促進とその結果として持続可能な産業を支援する。

�外国と国内の旅行者に、彼らが体験する自然と文化環境両方をついて、適切な
行動の重要性の認識を高める。

�環境保護の重要性とホスト・ゲスト関係について、受け入れ地の人々の関心を
高める。

�上述リストの目標達成のために、産業部門、政府機関、受け入れ地社会、NGO
間の協力を促進する。

（UNEP, 1995, p.8）

表１８：観光事業のための自主的行動規範の目的

観光エコラベルが信頼され、効果的であ
るための主要な要素は、「観光産業エコラベ
ル（Ecolabels in the Tourisn Industry）」に
記述されている（UNEP,1998）。これらの
諸要素には、資格の認証基準の枠組みを作
ること、申請者の業績を評価する手順を定
めること、健全なモニタリング・システム
を持つことなどがある。必要な財務と人材
のレベル、参加費、提供される技術支援の
規模が示され、実効性を評価する方策も論
議されている。

詳細情報入手先
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て、競争力が強まることで短期的な利益も

もたらし、そのように認証を受けた者は、

環境にやさしい観光形態を求める旅行者を

誘引する能力が強化される。さらに商品の

質も向上し、デスティネーションも競争力

が強まる。

行動規範、あるいは最優良ガイドライン

は、人々の行動を指導するのに役立ち、そ

れによって人々の行動は保護区域における

観光の持続可能性の目標達成を支えるもの

になる。ガイドラインは、できるだけ忠実

に従うべき理想を示していると考えること

ができる。ガイドラインを守らねばならな

いというプレッシャーは、ガイドラインに

叛くことを考える時に生まれる罪悪感から

生じるのかもしれない。また、外からのプ

レッシャーからかもしれない。ガイドライ

ンを守らないと団体から仲間外れにされる

と思うプレッシャーもガイドラインを守る

動機になる。

ガイドラインは、保護区域の運営に参加

するすべての主要利害関係者のために存在

する。時には、望ましい（または望ましく

ない）行動を一般的に示唆するだけの、あ

らかじめ作られたガイドラインのリストも

有効である。園内売店業者や開発会社は、

公園が作成したガイドラインの恩恵を受け

る。それよりも、ガイドライン作成に土地

の観光事業者などがより多く参加するの

が、さらに適切である。ガイドラインで影

響を受ける人々と協議して作成されるガイ

ドラインには、より大きな支持が集まる。

3.3.2 ガイドライン最優良事例

ガイドラインを作成するとき、

適切な手段、好ましい状況、

専門知識、そして資金が

利用できることを前提として、

最高レベルの行程表を

用意する必要がある

（エコツーリズム協会

1993年）。

以下、一般的なガイドラインの幾つかの

実例を示すが、それはガイドラインが対処

する問題の種類について理解を深めるため

である。これらの実例は、公園スタッフと

関係する利害関係者が特定の地域でガイド

ラインの開発を進めるときに、手引きとし

て活用するためだけのものである。各保護

区域は、域内で保護されている自然、文化

資源に適した独自のガイドラインを作らね

ばならない。例えば、1997年、日本で開か

れた生物と文化の多様性に関する研究会に

おいて、エコツーリズムのガイドラインを

定義する方法について共通の理解を得るた

めに、徹底的な討議が行なわれたが、そこ

で論議されたのは、誰に向けたガイドライ

ンであるか、ガイドラインの準備に誰が参

加すべきか、どんな目的で利用されるのか、

という点であった（吉田、1997年）。研究

会の結論の要旨は、付属資料Gに記載され

ている。

公園管理者のガイドライン

すべての公園運営には三つの基本課題が

ある：ａ）資源管理、ｂ）訪問者管理、ｃ）

人事、法務、財務管理、である。公園管理

者にとって、課題は何をするかよりも、如

何にそれをするか、である（例えば、どん

な方法で意思決定するか）。公園管理者に

とって最も重要なメッセージの一つは、問

題は答だけでなく、その答えを導くプロセ

スが重要ということである。例えば、利用

レベルだけに焦点を当てるのではなく、そ

のレベルの観光利用が保護区域に与える影

響のレベルに焦点を当てることが重要であ

る。保護区域の管理者を支援するために、

利用できる数多くの手段がある。適切な利

用レベルとそれに対応して許容される環境

変化をもたらすインパクトの限度を定める

場合、ガイドラインは、与えられた状況で

問題解決を見出すための最善の行動とその

プロセスについて、公園管理者に指針を与

える。

プランナーと管理者が、公園運営の諸問

題に関して健全な意思決定を行なう際の手

引きになる参考書は多い。例えば、保護区

域世界委員会（WCPA）は、保護区域ガイド

カナダ、オンタリオ州のパイナリー州立公園は、
公園訪問者にレクレーション器具を貸し出して
いる。器具は、訪問者のニーズを満足させ、公
園収入を増加させる。
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ラインの最優良事例を論じて、シリーズで４

冊の本を出版している。その中には、「保護

区域の国家システム設計（Davey, 1998）、保

護区域の経済価値：保護区域管理者のため

のガイドライン」（World Commission on

Protected Areas 1999年 b）、「海洋保護区

域のガイドライン」（Kelleher 1999年）がある。

本書「東アジアの公園・保護区域における

観光ガイドライン」は、観光の視点からこの

テーマを扱う入門書である。

観光事業者のガイドライン

多くの会社は、訪問者のために企画され

た公園ツアーを提供する。彼らが公園規則

を守り、訪問者に正確で最新の情報を提供

し、そのサイトの環境と文化特性に繊細な

配慮をし、進んで効率的な公園運営に貢献

する力になることが重要である。「特に、

自然ベースのツアーオペレーターは、責任

ある仕事と持続可能性の原則を日常の事業

活動に根付かせる方法を見つける課題に直

面している」（Williams and Budke, 1999,

p.15）。

運営基本方針を策定する上で重要なステ

ップには、環境と文化の持続可能性を守る

ために自分たちの行動を自主規制する行動

規範を創り出すことがある。行動規範が存

在することは、必ずしもその内容が自動的

に守られることを意味しない。行動規範が

効果を持つためには、ガイドラインが関係

する利害関係者によって公正で適切と認め

られ、それが受け入れらなければならない。

最優良事例となるガイドラインを作る過

程で、様々な利害関係者の関心を聴取し、

全員の合意を求める作業は、しばしば最終

成果（すなわち作成される行動規範）と同

じく重要である。地元の利害関係者を含め

た参加型の手法は、作成された模範的ガイ

ドラインに帰属意識と強い支持を生む。換

言すれば、規範の考えを導く課程が、この

ようなガイドラインの実際の内容よりも重

要なことが多い、ということである。観光

事業者のガイドラインを作成するときに、

地域社会を主体にした協議プロセスを利用

することが事業者間の意思疎通を促進し、

社会的結びつきの強化を助ける（Williams

and Budke, 1999）。

ネイチャー旅行のガイドラインを作成し

た最初の団体の一つは、米国オーデュボー

ン協会である。このガイドラインは「環境

に責任を持つ旅行のための旅行倫理」と呼

ばれる。オーデュボーン協会は、それを自

社ツアーの方針として宣伝し、すべての観

光事業者が事業目的として採用するよう勧

告している。７つの要点は、野生生物、持

続可能性、廃棄物処理、環境理解、地域の

環境保護、絶滅種に関する取引禁止の注意、

訪問地の文化の尊敬、に関するものである。

米国旅行業協会（The American Society

of Travel Agents）は、地中海クラブと共

同して同様なガイドラインを作成した。

より最近、オーストラリア観光委員会

（1999年）は、持続可能な観光事業者のた

めに基本的な業務手順を述べた小冊子を刊

行した。この小冊子は、計画段階からサイ

ト管理、特殊な野外レクレーションの対応

まであらゆる観光体験の局面について有益

なアイデアを提供する。エコツーリズム協

会（1993年）も、ネイチャー旅行のオペレ

ーターのために出発前のプログラム、ガイ

ドプログラム、モニタリング・プログラム、

運営プログラムに関連する特定のガイドラ

インと地方の宿泊施設のチェックリストの

一連のガイドラインを製作した（表19参

照）。
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�旅行者に心構えをさせる。旅行者が自由な個人旅行でなく、ツアー・オペレー
ターの旅行に参加する一つの理由は、案内が受けられることである。傷つき易
い環境を訪問して、如何にして負の影響を最小に止められるか？　地域の文化
と如何に交流すればよいのか？　物乞いに対してどう対処すればよいか？

�訪問者による負の影響を最少にする。文書または口頭で説明する、手本を示す、
または、是正手段を講じて環境悪化や地域文化の衰退を防ぐ。被害の蓄積を最
少に止めるために、適正な指導力によって小規模のツアー・グループを維持し、
訪問地に対する団体訪問の影響を最少にすることを約束する。管理が行き届か
ない地域や訪問者が多すぎる地域を避ける。

�ネイチャー旅行催行会社による負の影響を最少にする。管理者、観光会社スタ
ッフ、契約社員が、環境と地域文化に与える負の影響を避けるための会社の方
針をあらゆる角度から理解し、行動に参加することを約束する。

�研修機会をつくる。管理者、観光会社スタッフ、契約社員に対して傷つき易い
自然や文化的な環境の中で顧客と対話し、管理する能力を向上させるプログラ
ムに参加する機会を与える。

�訪問する地域の環境保護に貢献する。
�事業のあらゆる分野で、他に劣らない条件で地域の雇用を増やす。
�サイトの環境に配慮した宿泊施設を提供する。地域の資源を浪費せず、あるい
は環境を破壊せず、環境に関する学習や地元社会との感性豊かな対話のできる
十分な機会を提供する。

（TES, 1995から抜粋）

表１９：観光事業者に提案する行動規範
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訪問者のガイドライン

訪問者は、無知、注意不足、故意の行為

によって自然環境に被害を与えることがあ

る。許容されない行動をする訪問者が無意

識に引起す問題に対処するために、訪問者

用の行動規範を作成し、効果的に配付する

ことができる。訪問者のための行動規範は、

比較的新しい現象である（Mason &

Mowforth, 1995）。

訪問者用の規範が効果を上げるために

は、現地でも出発前でも、人々が情報を入

手し易いことが必要である。それは旅行パ

ンフレットや小冊子に掲載できるし、保護

区域のウエブサイトにも表示できる。また、

訪問者用の規範には、分かり易い言葉や短

かく核心をつく表現が必要である。しかし、

忙しい団体旅行者や動き回る旅行者には、

許容される、あるいは禁止されている行動

を説明した掲示の横を通っても、その情報

は無視され易い。また、訪問者用規範を外

国旅行者用に翻訳することも考慮すべきか

もしれない。

注意不足は教育で対応できる。しばしば

経験することであるが、現場での教育は保

護区域、絶滅危惧種、環境保護に対する

人々の態度や考え方を変えさせるのに極め

て効果がある。一度その地域の環境を保護

することの重要性を知れば、多くの人はよ

り注意深くなる。

しかし、個人的な目的を重視する訪問者

による多少の被害が生じることもある。訪

問者の中には、自分にとって重要と考える

目的を叶えるために、意図的に保護区域に

損害を与える者もいる。例えば、自分のピ

クニック・テーブルを飾るために野の花を

摘む者がいるかもしれない。他に食料とし

て植物を採集する人もいるし、野生動物を

薬用に使うために密猟しようとするかもし

れない。地元民が生計を確保できることは

重要であるが、固有種の動植物の保護も重

要である。状況によっては警察力による強

制が必要になるが、特に損害をもたらす違

法な行為が発生する場合がそうである。こ

の種の訪問者は例外的と考えたいが、そう

でなければ、保護区域の管理者は、厳重な

規制と合わせて、利己的な個人の目的より

も環境保護を重視する信念を持つ訪問者の

望ましい自主的行動を助長する手段を、直

ちに講ずるべきである。

訪問者用行動規範の最優良事例に含まれ

る表示には、以下の種類が含まれる：

�表示された道を外れないこと。

�持ち込んだプラスティック、缶、ビンそ

の他は持ち帰ること。

�動物と適正距離を保つこと（公園特有の

規則として各公園が定める）。

�貝殻、樹木、石、その他を持ち去らない

こと。

保護区域の訪問者に、滞在中適切で責任

ある行動をとる義務を認識させるこの他の

補助的手段は、許可される行動と禁止され

る行動を示す標識を立てることである。

それぞれのサイトの現状に関連して、特

定の訪問者用行動規範を説明するのは重要

であるが、旅行者が受け入れることができ

る、より抽象的で普遍的な持続可能な行動

規範には、以下の内容が含まれる。

�博愛心を持ち、また、地域住民と出会い

対話したいという本当の気持ちを持って

旅行すること。

�異なる環境や国の生活様式、地域の風習

を尊敬、反応し、順応すること。

�住民、文化、自然環境に対して責任ある態

度で、細心の注意を払って行動すること。

�旅行者が得をし、ホスト（受入地の人々）

が地位を損なうような経済的利益を求め

ないこと。公正な料金を払うこと。

�どんな訪問地でも、最初に訪れた時と少

なくとも同じ健全な状態のままで立ち去

ること。

�自分が数千人の訪問者の１人に過ぎない

ことを銘記すること。特別扱いを期待し

ないこと。

宿泊施設の設計は：
�地域の自然、文化的環境と調和し、持続可能なデザインの原則を採用して実施
する。

�再生不能なエネルギーの使用を最少にする。
�広範な責任のある仕事を提供し、地元業者の利用によって雇用を増やし、地域
社会と協調して仕事をする。

�官民による地元の環境保護や研究に役立つ活動をする。
�地域の環境と文化について訪問者を教育するために優れた案内プログラムを提
供する。

�旅行者に教育的、参加型の体験を提供する。
�その事業環境を守る。
（Hawkins, Epler Wood ＆ Bittman, 1995）

表２０：持続可能な旅行者宿泊施設の特徴



保護区域内と周辺で事業を行ない、または

始めようとする事業者のためのガイドライン

保護区域内の営利活動は例外であリ、負

担や障碍であると考えるべきである。保護

区域のゾーニングは、公園観光の基幹施設

の設置に適当な場所と不適当な場所を決め

る手引きになる。例えば、国立公園の自然

地区や生物圏保護区の中核ゾーンような高

度保護地域には建物は建てられない。そこ

に既にインフラが存在していても、持続可

能な運営努力が必要である。既存施設が、

保護区域の目的と相容れない場合には、そ

の設計を変更するか、撤去すべきである。

営利目的の開発申請があれば、開発の始ま

る前にその妥当性が判断されるべきであ

り、その後も正当な、適正利用の範囲内の

活動に止めるべきである。

保護区域の境界外でインフラが開発され

る場合、そのデザインをより環境に易しく

するために数多くの良く知られている特徴

を取り入れることができる。インフラは環

境や文化に配慮した方法で建設され、運営

されなければならない。観光の持続可能な

運用の根底にあって、それを規定する理念

は、建物のデザインにも適用されるべきで

ある。旅行者宿泊施設の建設に関連する環

境にやさしいデザインについては、表20で

主要な特徴を紹介する。

環境に優しい建物のデザインを創造する

とき、一般的に以下を含む諸要素を考慮し

なければならない：

ａ）環境要因（例えば、陸水学、気候）

ｂ）人的要素（例えば、地方文化、歴史遺

産の利用、所有者の計画）

ｃ）周辺の状況（例えば、隣接する土地の

利用状況、付近の地域社会の住民、景

観と地域の建築に調和するデザインの

創造）

建物は、エネルギーと水の効率の良い消

費、環境に易しい資材、持続可能な建築と

廃棄物管理の方式を採用しなければならな

い。米国で造られ、成功のお墨付きを得た

公園の構造物や施設など伝統的インフラ

や、様々な状況に応じた構造物、計画、デ

ザイン、設計を紹介する「デザイン」とい

う出版物に要約されているものには、建設

に適切なものがある（U.S.Park Service）。

一般には、より独創的で、あるいは自然の

ままに見えるものが望ましい。

建設の決定がなされる前に検討すべき設

東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン66

オーストラリアのクイーンズ州フレーザー島キ
ングフィッシャー・ベイ・リゾートは、国立公
園に近接した所に開発された、環境に優しい設
計の大規模な民間エコツーリズム・リゾートで
ある。このリゾートは、環境に優しい設計と運
営によって賞を受賞した。オーストラリア固有
の植物のある広大な景観は、このリゾートが自
然環境に溶け込むのに役立っている。
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最優良実例を論じた出版物は多い。例え
ば、「エコツーリズム最優良事例―エネルギ
―と廃棄物を極少化するためのガイド」（オ
ーストラリア観光省1995）は、エネルギー
と廃棄物を極少にする新しい方策と技術を
概説し、観光事業者が施設、実践方法、事
業目的をより環境保全型に修正するための
実践的な情報を提供する。「プランナーとデ
ベロッパーのためのエコロッジ資料集」
（Hawkins, Epler-Wood & Bittman, 1995）は、
環境に優しい宿泊施設の開発について詳細
に記述する。

詳細情報入手先



67東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン

問は：

�実施されるプロジェクトの影響をモニタ

ーするのは誰か？

�観光は、その特定の地域やサイトに本当

に適しているか？

�如何にして観光をより広い範囲の持続可

能性に適合させるか？

持続可能であるためには、開発は大規模

で周りを圧倒するようなものである必要は

ない。「スモール・イズ・ビューティフル」

のコンセプトは、インフラ建設面において

も運営面でも採用できる。建造物は景観の

中心にはならないし、観光事業会社とその

事業が単独で小規模である方が、地域社会

と住民はより大きな恩恵を受ける（資材調

達や雇用が域外中心に実行される国際企業

と比較して）。

2.8節に述べた政策提言を基礎にして、

以下の勧告は、さらに公園・保護区域の持

続可能な観光開発を指導するものである。

１．東アジアの政府、保護区域管理者、観

光産業のスタッフは、保護区域内とそ

の周辺の持続可能な観光開発を実現す

るために、15項目の持続可能な観光行

動計画のチェックリストを活用すべき

である（表12）。

２．持続可能な観光行動計画は、各保護区

域で作成されるべきである。これは観

光事業者と地域社会が協議して行なわ

れなければならない。この観光計画は、

総合的な公園運営計画の一部であり、

長期計画と運営の成功のためにすべて

の保護区域に必要なものである。各保

護区域の環境保護と観光の目的は明確

にされなければならない。

３．現存の、また今後現れる可能性のある

観光体験の種類と並び、各サイト別の

自然と文化特性の資源目録を作成すべ

きである。公園管理者は、訪問者のニ

ーズ、期待、行動、特性に対する理解

を深めるために、現場体験の知識と科

学的研究を活用すべきである。

４．地元住民を企画と保護活動に参加させ

るメリットは甚大で、不可欠と考える

べきである。公園管理者は、地元住民

と絶えず接触し、良好な協力関係を保

つ努力をすべきである。保護区域の運

営に対する地元の参加能力を高め、利

益の地域内分配を促進せよ。

５．公園・保護区域の観光に関係する利害

関係者は、単独で行なう場合よりもさ

らに大きな利益をもたらす提携機会の

可能性を調査し、その実現をはかるべ

きである。

６．ゾーニングは、計画段階で、サイト内

の区域に応じて様々な適正利用レベル

の範囲を特定するとともに、より高度

な利用に最適の区域を指定するために

活用されるべきである。

７．許容される利用限度の設定は、各保護

区域の運営計画の一部とされるべきで

ある。保護区域の管理者は、自分の管

轄地域について許容される利用のレベ

ルを決定するために可能な限りあらゆ

る情報を集め、専門的判断をしなけれ

3.4  提案



ばならない。一度、許容される利用の

レベルが設定されたら、持続可能な観

光によって維持されるべき望ましい環

境基準を認識する必要がある。この基

準がどの程度まで維持されているか定

期的にモニターされる必要がある。

８．許容される利用限度を設定するための

要件は、保護区域の法令で具体化され

なければならない。保護区域の管理者は、

不適切な活動が見られる時、起こり得る

被害を防ぎ、あるいは最少にするよう迅

速に行動する権限を持たねばならない。

９．すべての公園・保護区域は、地域に設

定された許容される利用限度内に観光

活動とその影響を抑えるために、ゾー

ニング、訪問者誘導、教育、インタープリ

テーション、方針の強制力など、訪問者

管理手法を活用せねばならない。この

ような管理手法が成功しているかを査

定するためのモニタリング・プログラムも

設けられるべきである。必要なら、査定

の回数と見直しを行なう方法を示す。

10．すべての公園管理機関は、環境教育と

インタープリテーション・プログラムの

開発と追加を支援すべきである。この

ようなプログラムを通じて、訪問者と地

元住民は、地域の環境・文化特性をよ

り深く理解し、高い評価をするようにな

る。科学的な研究もこのようなプログ

ラムの開発に利用することができる。

11．保護区域内外の観光開発の提案は、す

べて環境、社会、文化、経済的評価対

象とされるべきである。可能な限り、

保護区域の中と周辺の大規模観光開発

は行なうべきではない。小規模の開発

提案に対しては、保護区域の環境保護

と観光の目的、適正なゾーニング、望

ましい姿を考慮して注意深く検討せ

よ。観光開発の提案を審査するために

使用される公式の評価基準を作成、あ

るいは改良せよ。

12．保護区域の管理機関とスタッフは、そ

の運営のために市場調査と商品開発の

コンセプトを学び、活用すべきである。

少なくとも組織の1人はマーケティング

の専門知識を持つことが理想である。

他の手段は、この種の情報を提供でき

る組織や機関と提携することである。

13．持続可能な観光開発を推進し、既存の

破損箇所を修復し、訪問者管理を行な

うためには、充分な人材と教育が必要

である。すべての公園は、人材の需要

と供給源を判断しておかねばならな

い。すべての保護区域管理機関は、観

光事業推進に関する技能を持つ個人を

訓練し、雇用しなければならない。各

保護区域は、訪問者と観光管理の専門

研修を受けた職員を抱えなければなら

ない。

14．エコラベルと行動規範は、観光産業す

べての部門で（民間会社、政府機関、

訪問者、その他）環境保護の成果を高

めることを目的にしており、従って、

これらはさらに推進され、支援される

べきである。
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コスタリカのマレンコ海岸・雨林ロッジは、コ
ルコバド国立公園に近い太平洋岸にあるエコロ
ッジである。ここでは、エコツーリズム宿泊施
設とガイドによる教育体験が提供される。道路
もトレイルもないので、訪問者はすべて小船で
このリゾートから公園に移動する（低インパク
ト型輸送）
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持続可能な観光開発は、すべての保護区

域の総合的な計画・管理体制に求められる

不可欠な構成要素である。しかし、ある地

域は、他の地域より観光の圧力の影響を受

け易い。持続可能でない観光開発が予期せ

ぬ勢いで進み、また、拙劣な運営の影響を

受けると、ある種の環境、社会、文化要素

は特定の区域を格別に傷つき易く修復困難

にする。何がある区域を影響を受け易くす

るのか、また、この区域の観光開発を持続

可能にするためにどんな予防措置を講ずれ

ば良いのだろうか？

観光の圧力による影響を潜在的に受け易

い二つの環境は、動植物の成長の遅い高地

と海洋地域である。第４章は、これらの地

域を独特のものにするのは何か、この壊れ

易い環境で計画される持続可能な観光開発

には、何故特別の注意が必要なのか、とい

う特質を検討する。

壊れ易い生態系とは次のようなものと考

えられる：

「人間による被害を格別に受け易い動植物

群生地で、特に、成長の遅い高山帯や高地

のそれは、再生力、回復力が弱いために大

きな被害を受ける。湿地の群生帯も壊れ易

く、生存のために湿度や酸性塩基性度

（pH）の特別条件を必要とする」（Jones,

1990, p.180-181）。

壊れ易い生態系は、生来的に壊れ易いか

（例えば、湿地群生帯）、あるいは人間の活

動（例えば高山・高地生態系や大部分の砂

漠、サバンナ生態系）によって壊れ易いも

のである。地球規模で人間が環境変化の動

因になっている事実によって（人口増加、

都市化、工業化、空気汚染と気候変化）、

「壊れ易い環境」という言葉が地球的意味

でより一般的に使われるようになった。

4.1  序論

高地および
海洋環境に
おける

持続可能な
観光

東アジアの国・地域には、観光客の殺到

が引き起こす環境と文化の変容に敏感な高

地系がある。例えば、中国には多数の山々

があり、海抜8,000メートル以上の世界で

最も高い山が14もあることを誇りにしてい

る。このような高地には壊れ易い生態系が

存在する。

山岳環境は、農業や林業による新しい土

地利用と、しばしば入植に伴う技術導入に

よって壊れ易くなる。観光客は、独自の文

化と伝統的な生活習慣が依然として残って

いる地域や、工業化した都市から離れた保

護区域に魅了されることが多い。これらの

地域への観光客が増えるにつれ、持続可能

な観光開発への関心も深まる。観光客の興

味と要求に対応し、少数民族の住む農村地

域の開発が進む結果、医療の改善があり、

交通手段と教育が進歩し、雇用機会が増え

る。この変化は、その地域に住む人たちの

社会・経済的な生活水準を改善し、一般的

に生活の質を向上させる。結果として他の

地域の人々も、時には観光開発に伴う色々

な改善の恩恵を受けることを期待して、観

光開発の中心地に魅了されることになる。

傷つき易い高地の山岳環境が直面する世

界的に共通する二つの課題は、人口増加に

より圧力が増すことと外部の経済システム

との一体化であるが、これは土地保有形態

の変化と同時に起こることが多い。これら

が、生物理学的環境に望ましくない変化を

もたらす主な要因である（Price 1996年）。

生物理学的な環境が壊れ易いだけでなく、

社会構造も壊れ易い。

黄山の景観地が経験した人口増加と観光

客の圧力の事例は、ケーススタディ９で紹

介する。

4.2  簡潔な高地環境の検討



「土地、水、植物、動物の

伝統的な利用法は―

しばしば数世紀

（または、それ以上）にわたり

地域社会の生物理学的

生命維持システムの変化を

最少にする体験を経て

進化してきたものである。

それは、

外部からの影響を受けて

急速に質が

低下しているかもしれないし、

また同様に、地域社会の

社会構造も外部からの

人的影響による

変化を受け易くなっている。

そして、その大きさも

潜在的な影響も

常に予想できるとは限らない」

（Price, 1996, p.5）。
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ケーススタディ９：山岳地域の管理

はじめに

黄山は、安徽（Anhui）省南部、北京の南
1,200キロに位置する。宗教的に意味のある山
ではないが、その独特の美しさによって古代か
ら崇拝されており、豊かな遺産である芸術や文
学への創作意欲をかきたててきた。そこは、変
った形の松、奇妙な形の岩、山頂の突き出た壮
大な雲海と、温泉が有名である。これは古典的
な中国の風景を代表する例と考えられる。
地域の総面積は1,200�で、４つの郡にまた
がっているが、主な景観は、154�の地域に
集中している。44箇所ある主要景観地の一つ
である黄山景観地は、中国の魅力的な観光地
トップ10の一つで、中国10景では唯一の山で
ある。また、黄山は、文化遺産・自然遺産の
両方からユネスコ世界遺産に指定されている。
保護区域内の幾つかの地域は、訪問者のため
に大きく開発されてきた。歩道は様々な主要景
観スポットに張り巡らされている。黄山の山頂
に至る三つのルートがある：短く難しいルート
（３時間、7.5キロ）、距離は長いが簡単なルー
ト、そして、ケーブルカーに乗るルートである。
小さいバスが訪問者を東側階段に近い黄山ゲー
トからケーブルカー駅のふもとに運ぶ。山頂ま
では短時間だが、１時間以上も待つことがある。
ハイキングをする場合、訪問者は回遊ルート往
復で10時間の旅になる。また、もし訪問者が
山頂の宿泊施設の一つに宿泊する場合、男性２
人が担ぐ駕籠を雇うこともできる。

訪問者数

建設中の寺院と完成した導入路を除けば、
この土地は、今世紀まで開発されないままで
あった。今では、いくつかの地域が大規模に
開発されている。1979年、およそ28万人の黄
山訪問者があったが、外国人は殆どいなかっ
た。その時期の施設には、一晩で4,000人の収
容能力しかなかった。1989年の訪問者数は、
ほぼ2倍の50万人になった。今やこの地域は、
年間100万人以上の訪問者を受け入れている。
国際レイバーデイ（５月１日）と国の休日
（10月１日）など休日には、訪問者数は1日に
１万人に達することもある。

管理上の懸念

黄山に登る膨大な訪問者数は、管理上の大
きな課題である。次の管理問題は、その地域
への移住者に関係している。膨大な数の農民
が観光客から利益を得ようとして、この地域
に移住してきた（例えば、現金収入を得るた

黄山（Huangshan Mountain） 景観地域（中国）──山岳観光地域への

観光客と地域移住者による圧力の事例

めに）。黄山は、公園地域への急激な移住が進
んでいる東アジアの多くの地域の一つである。
黄山景観地における観光開発は、公園周辺に
住む農民たちに重要な経済的機会を提供する。
何千もの農民が山の景観地へ様々なサービスや
商品を売るために出かける。潜在的な負の影響
には、環境問題（例えば、森林破壊、野生動植
物の減少）および社会問題（例えば、農民の中
には商品販売の利益に目が眩んで、強引になり、
訪問者に商品を押し付けたり、時には高い値段
を吹っかける者も出てくる）が含まれる。
他の懸念事項には、給水、汚水処理、ゴミ

処理の問題などがある。黄山の給水量には限
界がある。この地域の主たる水源は地下水で
ある。訪問者が集中する中核地域にある宿泊
施設は、ベッドシーツを洗濯するために一度
山から下ろし、また上げて来なければならな
い。訪問者の行動中心域のレストランでは、
その区域外で野菜や新鮮な食材を洗い、それ
からレストランに運ばなければならない。現
在では、この地域にやって来る農民と個人経
営事業の数が膨大になったので、大きな問題
になった。他の問題は、下水とゴミ処理の問
題を含む。ゴミの管理と処理は東アジアの、
特に観光地周辺における課題である。

懸念事項に取組む行動

1987年、黄山とその周辺地域を統括して管
理するために黄山行政区が設立された。その
役割は、黄山の自然遺産をより良く保護する
ためであり、同時に持続可能な観光のための
選択肢を拡大するためである。1989年に行政
区が採択した保護規則によって、黄山景観地
運営委員会が発足した。運営委員会は、黄山
景観地運営計画の実行を含めた対象地の資源
保護、運営、開発に責任を負う。
運営計画の主たる目的は、本サイトの美しさ
と自然資源の保護である。取り組む課題には、
訪問者の過度利用による圧力、防火の技術能力、
コミュニケーション、環境モニタリング、公害
防止などがある。保護規則は、有害な活動を禁
止した（例えば、耕作、燃料としての樹木の伐
採、家畜の放牧、採鉱事業など）。もし環境を
傷つける恐れがあれば、バッファー・ゾーンに
おける建設工事は禁止される。対象地は６つの
観光ゾーンと５つの保護ゾーンに分けられた。
景観資源は、１から３までの段階に格付けされ、
各段階それぞれの保護規則が定められた。
プランの中で訪問者増大にともなう衝撃を

緩和するために様々な戦略が採用されている。
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他の形態の規制されない

人口移動と同じように、

急速な観光開発は

確実に問題を引き起す。

これに対処する最善の方法は、

地域社会によって

主導まではされなくても

強く支持される制度、

そして地域社会が

広い範囲で同意した政策の

賢明な実施かもしれない

（Price, 1996）。

これらの戦略は、教育による訪問者の行動指
導、一定の地域へのアクセス、もしくは訪問
者数の制限、異なる料金設定を含め、訪問者
の影響を制御する色々な手段（3.2.6節で論議
されている）が含まれている。
実行されている基本戦略は、過度利用によ

る山頂の負担を和らげるために、黄山の周辺
地域を開発することである。山地環境は、訪
問者から受ける衝撃によって極めて影響を受
け易い。より低い、より影響の少ない地域を
開発することは、この懸念に対応するための
優れた方法である。このような開発の事例は、
黄山北側の公園入口の近くに位置する洋湖地
域に見られる。環境が壊れ易い山頂から離れ
た地域の開発は、訪問者を過密地域から他に
向かわせ、重要地域の受ける圧力をいくらか
緩和する。また、比較的影響を受けない開発
地域に宿泊させる機会を提供することによっ
て、黄山への日帰り訪問の増加を促進する。
この地域へ移住者がもたらす圧力について

言えば、この地域への観光奨励の主な目的は、
地域経済の発展である。もし個々の農民が商
売を禁止されたら、景観地と地域社会との対
立は激しくなり、また、この禁止令は、地域
社会の経済発展を促進する方法として観光を
奨励するという目的とまったく矛盾すること
になるだろう。運営委員会は、黄山市評議会
と共同して、黄山景観地運営計画を策定し、
その存在を公式に発表した。その主たる目的
は、訪問者を満足させ、地域住民の要求を満
たす目的とともに、この地域の環境保護を宣
言して一般に布告することであった。
運営委員会は、人々を教育し違法なビジネス
を抑圧し、規制することによって、農民たちを
２、３年で山の下に移住させようとしている。
その布告について地元住民の知識を深めるため

に、公園周辺の人々を教育し、黄山の環境保護
の考えを持続可能な観光による具体的な利益と
結び付けるために、運営委員会は村々に研修チ
ームを派遣した。もし地域農民が観光から利益
を得られるなら、保護活動に対して彼らの支持
を得る可能性は高まるだろう。また、運営委員
会は、地元住民の集中居住地域を設定し、有害
な仕事を止めるよう奨励するため、他の仕事を
紹介したり補助金を与え損失を補填すること
で、懸念する状況に対応しようとした。
現在、黄山やその周辺に住む農民の80パー

セントは豊かになった。地域社会と公園との
良い関係は、黄山景観地の安定と開発を促進
した。また、運営委員会は、地域の自治体と
23の近隣村落とを結び付け、消火活動の協力
協定を締結した。また、通信と消火設備を含
むインフラを改善した。
このケーススタディは、観光の諸問題を理

解すると同時に、それらの問題に対する選択
肢と解決方法を提供するために、運営計画が
必要であることを明らかにしている。計画を
長期間にわたり遂行できる有能な運営機関を
持つことは、きわめて重要である。運営計画
は現在、実行中で、その成り行きとプロジェ
クトの成功度はモニターされている。

Web：http://www.intohuangshan.com
Web：Email：webmaster@intohuangshan.com
詳細情報：黄山景観地運営委員会
（Huagshan Scenic Spot Management
Committee）
Anhui Province, 242709 
People's Republic of China
電話：86-0559-5562190 または 86-0559-
5562848
ディレクター：Xuefan Hu、 Zhi Li

詳細情報入手先：

アジア太平洋山岳ネットワーク（APMN）は、
山岳住民、国民、地域社会、専門家、プランナ
ー、意思決定責任者で構成される地域組織であ
る。スイス開発協力機関（SDC）の補助金によ
って1995年11月設立されたAPMNは、山岳地問
題を地域、国、国際レベルで取上げ、山岳地社
会と意思決定権者との間の対話と意思疎通を促
進し、公正で環境的に持続可能性のある山岳地
開発に向けた世界的行動を仲立ちする。それは
辺鄙な山岳地域が、早急に支援を受けて成功し、
最良開発事例になることを可能にする。また、
APMNは、アジア太平洋地域と山岳地フォーラ
ム（持続可能な山岳地開発の世界ネットワーク）
の接点となり、メンバーに対して、アジア太平
洋地域の電子討議リストや電子会議を通して世
界の山岳地社会と直接の連絡機会を提供する。
ネパール、カトマンズに本拠を置く国際山岳地

総合開発センター（ICIMOD）がAPMNの事務
局を勤め、ネットワークの活動を調整している。

連絡先情報：

アジア太平洋山岳地ネットワーク（APMN）
Web:http://www.apmn.mtnforum.org
Email:info@apmn.mtnforum.org

山岳地フォーラム

Web:http://www.mtnforum.org/mtnforum/index.
html

国際山岳地総合開発センター（ICIMOD）
Web:http://www.icimod.org.sg
PO Box 3226
Kathmandu, Nepal
電　　　話：977-1-525313
ファックス：977-1-524509/536747



海洋環境は、世界の自然と文化遺産にと

って重要である。東アジア一帯は沿岸部と

海洋地域が豊富である。陸生システムと比

較して、地球規模の海洋保護区域の認識と

管理が始まったのは、ごく最近のことであ

る。世界自然保護連合は、海洋保護区域を

「それを覆う水面とともに動植物や歴史的、

文化的特徴を含めた潮間帯または干潮帯

で、その囲われた環境の一部、または全域

の保護に、法律その他の効果的な手段が備

わっている地域」と定義している（Kelleher,

Bleakley & Wells, 1995, p.2）。

「海洋、または沿岸保護区域」の指定は、

特定の絶滅危惧種、独特の生息環境、歴

史・文化遺産を保護する目的を持つ小さな

海浜公園から、自然保護と経済・社会目的

の全体を包含する広大な保護区までを対象

にする（Agardy, 1993）。一般に、多目的

の海洋公園のような大規模な保護区域は、

複雑な管轄権の組合せによって管理され、

小規模公園よりも広範な目的を含んでい

る。保護の形態には、公園、生物圏保護区、

海洋サンクチュアリが含まれる（Agardy,

1993）。

珊瑚礁は、生物学上、地上で最も豊かで

多産な生態系である。マングローブ林、海

草床、湿地、河口など関連する生態系は、

広範な動植物生息圏の多様性を支える。そ

こは食料、鉱物、薬品、建設などの原料や

その他の産物を供給する。上記の生態系と

ともに、海岸、砂丘、断崖、島々、深海、

広大な大洋も海洋保護区域の範疇に入る。

人間の快適な生活全般に対する海洋資源の

多大な貢献にもかかわらず、多くの海洋生

態系は、乱獲、汚染、矛盾する資源利用、

生息環境の悪化や破壊など深刻な脅威に直

面している（Hooten, Hatziolos, 1995）。

沿岸地域における脅威は、著しく多様で

複雑である。直接の被害例として、乱獲、

洋上投棄による堆積、海洋生物の被毒、湿

原の改造、沿岸の森林喪失、ダイナマイト

による珊瑚礁の破壊、絶滅危惧種の捕獲、

護岸・堤防・港湾工事による生息地の変化

などがある（Agardy, 1993）。間接的な影

響は、その微妙な性格から重要でないと感

じられるかもしれないが、時とともに慢性

4.3.1 海洋環境の定義

4.3  海洋環境の詳細な考察

「海洋環境の本質は、

現在と未来世代が

直接享受する

利益と楽しみのために、

沿岸海域、より深い海、

海底の生物、非生物資源の

保護と適正な利用を

保証するために国内的、

国際的な管理責任が

存在する、ということである。

このような管理責任の遂行に

は、国際、地域、国内、

地元レベルで、数多くの

潜在的に競合する利用を

調整し、一体化した管理が

必要になる」

（Kelleher & Kenchington,

1991, p.10）。

的な被害を環境に及ぼすものである。その

事例として、河川汚染の下流への影響、上

流河川や流水から過剰栄養素の沿岸海水へ

の流入、主要在来種の消失や外来種の導入

による生態系群生構造の変化、関連する危

機的状況にある生息地の消失、悪化による

生態系機能の変化がある（Agardy, 1993

年）。

効果的な沿岸管理は、人間のニーズと潜

在的に対立する海洋利用の目的を系統的、

包括的に調和させねばならない（Agardy,

1993）。海洋環境は広く複雑に連鎖したシ

ステムである。そのことは、海洋環境を保

存する試みが、小さな個々の構成要素や区

域を一時に一つ以上保護する仕事であるこ

とを意味する。海洋環境と隣接する陸地の

間には密接な相互関係があるので、「沿岸

地域における保護区域管理と全体の環境保

護戦略は、早急な一体化が必要になる」

（Kelleher他, 1995, p.5）。海洋保護区域は、

より広範なプログラムの一部として運営さ

れるべきである。海洋保護区域の管理は、

可能な場所なら、隣接する陸地の管理と一

体化されるべきである。

KelleherとKenchington（1991以上）は、

海洋環境保全のために三つの一般方策があ

ることを確認している：

１．専門機関による個別の海洋活動（例え

ば商業的漁業）の規制と管理。必ずし

も異なる機関との規制調整、隣接陸地

の管理調整をする必要はない。

２．1.の方策による規制を受けているか、

あるいは全く規制を受けない広い地域

の中で特に貴重な地域に特別の保護を

与える小規模海洋公園を設置する。

３．地域全体を通して様々なレベルの保護

を与える総合管理システムを定めて、

大規模な多目的保護区域を設置する。

この方策は、海洋と沿岸部の陸地とさ

らに奥地までを協調して管理するが、

境界の複雑さと管轄機関の間の競合が

あり、必ずしも実現できるとは限らな

い。

特定の方策の有無にかかわらず、地域の

全般的管理計画は必要である。陸上の公園

管理計画と同様に、海洋公園管理計画でも

人間の利用と観光の影響に取り組む部門を

4.3.2 海洋環境保護方策
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持たなければならない。総合管理計画の中

に取り込む一般機能には、海洋環境への影

響レベルの規制、持続可能な漁穫や資源採

取のレベル設定、参考、研究、収奪型でな

いレクレーション、および住民の生活の場

として地域を指定することが含まれる。

ケーススタディ10は、スーフリエール海

洋管理区域の事例で、海洋公園の計画と運

営において取組むべき多角的な検討事項の

概略を説明している。

海洋地域を利用し、それに影響を与えて

いる地域社会内部の社会、経済、政治要因

の複雑な相互関係は、それぞれの状況に最

も相応しい方策の選択に影響を与える。オ

ーストラリアのグレート・バリア・リーフ海

洋公園法は、単一の統合した立法の仕組み

を持って成功している。最善の方策は、通

常、国内および国際的な管轄範囲を越えて

多くの関係者が協力することから生まれる

（Kelleher & Kenchington, 1991）。国連環

境計画（UNEP）の地域海洋計画は、連鎖す

る管理問題を認識した枠組みの一例であ

る。「海洋環境の保護、自然保護、持続可能

な利用に対する効果的な管理は、通常、国

の内部や数カ国の間の管轄範囲を超えた協

議と協力を必要とするだろう」（Kelleher &

Kenchington, 1991, p.13）。

海洋保護区域を設定する基本的な理由

は、陸地の保護区域の場合と同じであるが、

海洋生態系の性格の相異を考慮しなければ

ならない。

海洋保護区域は殆どすべての場合、広大

な、活力に満ちた、開かれた生態系に関係

しており、そこでの環境変化は、重要な生

態学的課程の多くに関連して比較的短時間

で起きる。対照的に陸生の公園は、普通、

構成要素である空間が固定的で変化の速度

も比較的長期にわたり、半閉鎖の生態系と

結び付いている（カナダ公園局、1994）。

保護区域の外で発生する出来事や影響は、

海洋環境では遮るものなしに伝わる。この

ことは、生存するために必要な最少面積は、

陸地の保護区が存続できる最小面積の数倍

も大きいことを意味する。

水の流動は、汚染物資を遠くの場所から

運んで来るので（例えば、大気、上流から

の雨水）、海洋保護区域は水の動きに伴う

影響を受け易くなる。プランナーと管理者

は、水の流動によって被害が起きる可能性

がある事態に対応するために、海洋保護区

域の境界外で起きる出来事にも注意しなけ

ればならない。楽観的に見ると、海洋の生

物個体数は水の流動を通して、域外の出来

事に大きく影響されるから、海洋生態系は、

陸生の共同体より高い補充、再生能力を持

っている。

陸地では、絶滅危惧種の生存にとって不

可欠な生息地は保護されることが最も多

い。陸上におけるこのタイプの自然保護は、

支援を受けられるのが普通である。海洋で

は、種の生存が、常に特定の場所と結び付

いているわけではない。これは、種が特定

の生息地に限定されるのは稀だからであ

る。いくつかの種は、餌を求めて、あるい

は生殖周期に関連して遠くまで移動する。

海洋保護区域の境界は、特定種の生存と結

びついた特定の生息地域を基礎にしていな

い。多くの場合、海の境界は、高度に種の

遺伝的多様性を持つ生息地域で、種の保護、

あるいは商業上またはレクレーション上重

要な種が危機に瀕している生息地域の保

護、のどちらかを基礎にしている。

バッファー・ゾーンは、しばしば陸生の

保護区域で採用されて成功しているが、海

4.3.3 陸上と海洋における
4.3.3 計画作りの相異点



洋保護区域では実用的とは言えない。それ

は、いくつかの沿岸環境が既に高度に利用

されており、また、海岸は線状に伸びてい

るからである。海洋システムは開放性があ

るので、群生地や傷つき易い生息地域を保

護する試みは、保護区域を充分広く取るこ

とによって危機にある群生地の一部を比較

的荒らされないまま残すことでのみ可能か

もしれない。

海洋保護区では汚染と過度利用に起因す

る物理的、化学的、生物学的な変化の過程

は、徐々に進み、一見して分かるものでは

ないので、その影響は重大な関心事である。

陸上で重大な関心を集めるのは、林業、農
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ケーススタディ１０：海洋地域管理における多数利害関係者の参加

スーフリエール海洋管理地域は1994年に、カ
リブ海セント・ルシア島周辺の珊瑚礁を含む海
洋資源を保護、管理するために設立された。こ
こは、様々な行政機関、物品販売、利用料、積
極的なボランティアの「フレンド・グループ」
によって資金が提供されている。公園は、運営
当局と利用者グループによって構成される技術
諮問委員会の指導の下で、スーフリエール財団
と水産省によって管理されている。毎年3,600
隻のヨット、5,000隻のボート、21,000人のスノ
ーケラー、12,000人のダイバーが公園を訪れる。
公園は、政府、地域の漁村、ダイビング業

者、その他の沿岸事業関係者の間で長い交渉
過程を経て成立した。公園観光は、地域の漁
業依存の一部に取って代わった。漁師たちは、
他の雇用機会、小企業向けローンの提供、そ
の他の経済的代替手段を得る代わりに沿岸漁
業海域にアクセスすることをやめた。今やこ
の海洋保護区域は、はるかに広い海域で優れ
た魚類産卵と復元機能をもたらしている。
公園区域は、そこで行なう活動のそれぞれ

の特徴によっていくつかのゾーンに分割され
ている。いくつかの汚染行為は、そのアクテ
ィビティを受け入れることを認めるゾーンに
限定された。公園運営者は、海洋資源に魅せ
られるダイバーの数とその活動を制御するこ
とに重点を置いて、運営プログラムを策定し
た。ヨットの停泊は、指定された数箇所に制
限され、これらのヨット帆走が許されるゾー
ンには、約60の係留箇所が設置されている。
これらの管理活動により、幾つかの珊瑚礁は
それまで受けた損傷から回復に向かっている
ことを海洋生物学者たちが確認している。
公園には活発な教育とインタープリテーショ
ン・プログラムがある。講演、パンフレット、
ビデオ、インターネットは、公園とその利用に
関する情報を広めるために、しばしば使われる。
民間のダイビング事業者は、特別な訓練とガイ
ダンスをダイバーに提供する必要がある。

スーフリエール海洋管理地域（St. Lucia）──影響を受け易い海洋環境における

観光運営で考慮すべき事項の事例

スーフリエール海洋管理地域は、人間の活
動と環境に与える影響に呼応して生態系の変
化を測定するモニタリング・プログラムを持
っている。所定の測定は、長期間にわたり地
域内の枢要な地点で、環境、生物学的、社会
経済的な変量を観測することが目的である。
調査プロジェクトは、スーフリエール海岸の
海洋生態系の構造と機能に関する知識と理解
を増進するよう計画されている。その調査は、
珊瑚に生息する魚の移動からスーフリエール
の地域社会のプロフィールまでを含んでいる。
1997年、この海洋公園は、公園観光の優れ
た実績に対して、英国航空の世界自然保護連
合賞が授けられた。これは細心の注意を払っ
て行なわれた地域開発、多数の利害関係者に
よる運営、環境に配慮した観光開発、すばら
しい計画作り、の好事例である。運営の骨組
みは、海洋資源に対して悪影響を残さない利
用を訪問者に認める。これらの努力の結果、
カリブ海の重要な海洋資源は保護され、適切
に運営されている。

Web site：http://www.smma.org.lc/

詳細情報の入手先：

Soufriere Marine Management Area Box 305,
3 Bay Street, Soufriere, St. Lucia, West Indies. 
電　　　話：（758）459-5500
ファックス：（758）459-7799
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業、運輸機関が引起す目に見える生息地の

消滅と分断に関係することが多い。

陸地では、保護区域管理計画は固有種の

移動を阻止できるが、海洋保護区域の設定

は、しばしば保護区域の一部で制限された

私的利用の継続が許可される場合のみ実現

可能である。この利用は、地域の自然保護

と両立するものでなければならない。海洋

保護区域内と隣接地域を引き続き人が利用

することへの配慮は、その場所の選定、デ

ザイン、管理に影響を与えるはずである。

人間活動による変化を想定しない自然保護

は、しばしば陸生地域では容認される管理

思想として採用されているが、海洋保護区

域の管理においては、自然保護、維持、持

続可能な利用、海洋の自然環境の修復を含

むより広範なコンセプトを取り入れること

が必要である。

海洋環境に影響する法律と管轄権の複雑

さは、興味深い対象になりえる。国の法律、

地方の法律、国際条約や協定などすべてが

海洋環境と資源の保護と利用に関係する。

特に海洋生態系の開放性と上流の陸生活動

との連鎖を考えれば、多数の国や境界を越

えた緊密な連携と協力は、海洋環境の長期

的な保護のために必要である（保護区域世

4.3.4 海洋保護区域の法律

界委員会 1999年a ）。

いくつかの国にとって、環境保護と海洋

資源保護のための広域、かつ総合的な施策

は初めてか、あるいは最近の試みであり、

適切な法律も未だ存在しないかもしれな

い。既存の法律を見直して新しい法律を作

ることは、管理運営プログラムを策定すると

きに役に立つ（Kelleher & Kenchington,

1991）。法の見直しは、生物資源に関係す

る法律が自然保護に充分な機能を果たして

いることを確認し、保護法規の執行能力を

強化する機会になる。

新しい海洋保護区域の指定と管理は、特

定の目的を持つ法律を新たに作ることから

既存の法律を若干修正して継続利用するこ

とまで、多くの方法の中で選択して実現さ

れる（Kelleher & Kenchington, 1991）。

教育、環境保護、科学的研究の目的は、

法律に盛り込まれなければならない。それ

がないと、環境保護が優先されず、保護区

域の指定は空虚な政治的行為に終わるかも

しれない。人間による資源の持続的な利用

とその楽しみを保証するために、環境保護

は資源管理の立法の基本目的でなければな

らない（Kelleher & Kenchington, 1991）。

ゾーニングは、国立海洋保護区域の管理

計画の中核部分である（保護区域世界委員

会 1999年a）。ゾーニングは、保護と利用

の連続性を反映する。海洋保護区域におい

て特に有効なゾーニングの形態には、一時

的ゾーニングと垂直的ゾーニングがある

が、それらは調和の取れた利用に弾力性、

客観性を与えるからである。例えば、一時

的ゾーニングは、観光や商業漁業に対して、

繁殖期間中、特定の魚の産卵地、海鳥の集

落、鯨の出産海域への立ち入り接近を禁止

するが、より危険の少ない期間はそれを許

可するものである。諸要因によって、その

期間が長期に及んだり、季節によることも、

周期的、あるいは日単位のこともあるかも

しれない。水面下を様々な深さに設定する

垂直ゾーニングは、例えば、水面あるいは

水面に近い所の漁業、交通、レクレーショ

ン活動が続けられる一方で、特定の種や生

息地など完全な保護が必要になる場合に適

切であろう。（Parks Canada 1994年）。

他の事例として、海洋環境の保護区域が

既存の保護区域を取り囲み、保護のレベル

と許可された利用目的が、国の海洋保護区

域におけるゾーニング基準と正確に一致し

ニュージーランド、ハンマー峡谷のジェット・
ボートのようなモーター付きの乗物は、生態系
にも他のレクレーション利用者にも悪影響を与
える。
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ないこともあるかもしれない。その場合に

は、既存の保護区域が環境保護区域の全体

的な目的に貢献する限り、特別利用ゾーン

としてその機能と独自性をそのまま維持で

きるよう認定されることもある（カナダ公

園局1994）。

海洋環境における保護区域制度は、陸地

に較べて開発が遅れている。観光客管理や

持続可能な観光開発のような問題に取り組

む前に、最初に、適正な制度の選定に重点

を置くことが必要かもしれない。国立海洋

公園制度の開発と効果的管理を促進するた

めに必要な施策は、表21に要約されている。

このコンセプトは、その制度の総合設計を

承認し、改良して陸上の制度にも適用でき

るだろう。

東アジアの保護区域制度の中で特殊な地

域のための提案は以下を含む：

１．壊れ易い高地環境の保護区域管理に関

連する特別の検討事項を盛り込む。

２．ダイバーや登山者などレクレーション

のグループは、しばしば高山や海洋地

域の環境保護の大きな味方になる。公

園管理者は、このグループと協力でき

るよう特別の努力をすべきである。

３．海洋保護区域の代表的制度において総

合的計画と効率的管理が行なわれてい

ることを確認し、改善をはかる。

４．海洋保護区域の内部と隣接地域の連続

的な利用は、海洋保護区域の選定、設

計、運営に大きな影響を及ぼす。国連

環境計画（UNEP）の域内海域プログ

ラムが提示する枠組みは、大規模な海

洋生態系の利用と保護のための総合計

画作りにおいて域内協力を奨励する。

５．海洋資源の保護に対して、人々の理解

が乏しいことが多い。したがって高度

の海洋資源保護教育が、すべての海洋

保護区域で実施される必要がある。

６．世界の多数の国は、海洋と高山で類似

した環境保護問題に直面している。東

アジアの公園管理機関は、自分たちの

管理者に対して同様な課題を持つ他の

国々の管理者との連携を確立し、維持

することを奨励すべきである。このよ

うな連繋は、価値ある運営体験の交流

において極めて有益である。

4.4  提案
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国立の海洋（あるいは陸上）保護区域制度を開発し、効果的な管理を促進する
ために、すべての利害関係者は：
�特定された生物地理学的な区域を含む分類システムに同意する。
�既存の各保護区域を再調査し、その中で各分類カテゴリーの代表レベルを確定
する。

�既存の利用レベルと計画された利用レベル、その利用目的から予想される影響
を決定する。

�上記の目的に適合する可能性のある地域を認定し、それらを保護対象として指
定、管理するための優先事項を決定する。

�重要な地域社会の支援と理解を促進し、実質的な自主規制を実現するために、
特定グループを対象に広範な地域社会教育プログラムを策定し、実行する。

�運営計画の策定と施行、見直しの作業、インタープリテーション、教育、訓練、
ボラティアー・プログラム、調査、モニタリング、監視、施行プログラムのた
めに充分な要員と資金を配分する。

（Kelleher & Kenchington 1991年）

表２１：国立海洋保護区域制度の開発
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持続可能な観光を実現することは、保護

区域の観光に従事するすべての人が直面す

る課題である。いくらかの進歩は見られる

が、観光の一部は依然として持続可能なも

のではなく、これらの特殊地域の破壊を招

いている。農村地域においては、特にマス

ツーリズムによる短期的な利益が、より持

続可能な観光形態の生む大きな長期的利益

に暗雲を投げかける。持続可能な観光を実

行することは、環境とその地域社会の両方

に長期的利益を保証する。

持続可能な観光に必要な要素は、本書全

体を通じて強調してきた。持続可能な観光

の試みが成功するためには、明らかに以下

の事項が必要である：

�長期的な計画作りと当面の行動の結びつ

き

�継続的努力

�持続可能な活動の実践の奨励

�すべての利害関係者間の意思疎通

�広範囲におよぶ政治的、財政的支援

�持続可能な資金調達

長期計画作りと当面の行動を

同時に行なう必要性

観光を持続可能なものにするためには未

来に目を向けて観光、開発、環境の間の長

期的な関係作りを重点として実行できる能

力が必要になる。それはまた、管理者が長

期ビジョンを日常の仕事に折り込む能力を

必要とするが、日常の仕事は、その日、そ

の週、その月に直面する当面の仕事や課題

に、いかに迅速に、最善の方法で対応する

か、に重点が置かれる。

長期計画の作成において決定すべきこと

は、許容される利用の限度、施設のデザイ

ン、エネルギー利用、交通、廃棄物処理、

および観光施設とサービスを計画する際に

利用できる資源に関することである。この

種の決定が、そのサイトの長期にわたる観

光開発全般に影響を与える。例えば、許容

される利用限度の決定は、公園内に整備が

必要なインフラの種類と規模を規定するこ

とになる。このインフラは、その先何年も

しかるべく機能するだろう。このような決

定は、しばしば面倒なものであり、意思決

定過程で色々な人の意見と協力を求めるの

が賢明である。

5.1  持続可能な観光の実現

結 論

この他、現在発生していて公園管理者が

注意を払うべき問題、紛争、状況を受けた

決断も必要である。例えば、訪問者が間違

って火事を起こし、制御できないほど燃え

広がったとき、公園管理者は迅速にこの状

況に対処しなければならない。この種の計

画外の事態発生は、日常的な仕事や問題解

決の中で予想される部分である。

その他の例として運営資金の配分の問題

がある。公園管理者は、毎年使用できる予

算、優先プロジェクトを審査し、それに応

じて財源を決定しなければならない。この

種の決定は、公園が当面行なうべき短期的

な状況に関係し、公園管理者が１人で行な

うか、あるいは少数の者と相談して行なう。

このような決定は、深く検討して計画する

ものでなく、反射的な行動であることが多

い。当面の運営課題を日常業務として処理

するとき、長期的な問題や将来ビジョンに

もう一度焦点を当てることを忘れることが

ある。公園管理者は、長期的な計画と当面

処理すべき問題への取り組みの間でバラン

スをとる努力をしなければならない。

様々な決定がそのプロジェクトの持続可

能性を支えたり、または阻害したりするこ

との度合いは事情によって異なる。例えば、

現地産でない材料を使う方が低コストかも

しれないが、現地の建築材を使う方が環境

との調和を高めるかもしれない。一方、現

地の材料は、その量が希少であれば環境に

悪い影響を与える。どちらの選択をしても、

地域の環境の持続可能性に影響する。この

ような決定は、個人的判断の一面がある。

時には、公園管理者は色々な問題を検討し

て、あまり手引きも無い状況で決定をしな

ければならない。幸運にも、ガイドライン、

許容利用限度の設定など長期的な計画作りは、
サイトの開発のあり方に影響を与える。台湾福
山植物園の建造物であるこの橋は、入園を許可
された１日あたり400人を受け入れるように設
計された。
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枠組みなどは意思決定過程に役立つ資料と

して利用できる。決定の一部は、主として

個人的判断に拠るものであるが、残りは規

則や制約に基づいて行なわれる。例えば、

デベロッパーが開発承認の条件として、法

的に環境アセスメントを求められるとき、

この環境アセスメントを実施するデベロッ

パーの決定は単に規則に従っているだけか

もしれない。もし彼らがそれを実施しなけ

れば、公園管理者は、規則が守られないこ

とを理由に申請を承認しないことを簡単に

決定できる。地域住民、観光客、環境に影

響を与える恐れがあるような決定をすると

き、倫理的、良心的な行動を取ることは、

すべての個人、団体、事業者の責任である。

政府の法律や政策があるのは、それに従い

たくない関係者に、今日の選択が明日の結

果につながることを、考えさせるためであ

る。

長期計画の作成においては、意思決定の

過程で必ず将来のことが検討される。長期

計画を考えることは、意思決定者が「20年

後に、この地域がどのようになって欲しい

か」という課題を自分自身に問うことであ

る。共通のビジョンが決定され、それに基

づいて選択肢の中から進むべき方向が決め

られる。行動の目標全般は望ましい将来像

を示して、正しい選択を導く案内役である。

本書が紹介するケーススタディを通じて

明らかなように、様々なプロジェクトの進

む速度は様々であり、それぞれの状況には

異なる長所と改善部分がある。長期ビジョ

ンの構想と現在のニーズに応える当面の行

動との間にはバランスが必要である。当面

の行動は、しばしば切迫した状況に対処す

るために取られるものであるが、当面の行

動を長期的に見ると、地域の自然と人間の

生活に影響を与える場合もあることに留意

してほしい。これによって持続可能な計画

作りと運営のプロセスが進行する。このプ

ロセスは、いかなる場所においても環境、

社会、経済、文化的要素の価値を高め、保

護することを目的にしなければならない。

継続的努力の必要性

「保護地域内外の観光が持続的であるため

には、系統立った、周到に計画された取り

組みが不可欠である」（FNNPE 1993年

p.60）。表12に示した持続可能な観光行動

計画のための15項目のチェックリストは、

公園・保護区域の中の新規または既存の観

光開発において、適切で効果的な計画作成

が行なわれることを支援する一連のガイド

ライン、あるいは枠組みを示している。持

続可能な観光開発の実現は、この枠組みを

引き続いて利用し、修正することによって

可能になる。

一度チェックリストの項目に適合してい

る印を付けても、再度チェックされること

が無い場合には、持続可能な観光が実現し

ていると考えてはならない。その過程は同

じ重要要素（表12）を何回もチェックする

「終わりなきダンス」と考えよう。これら

の問題は、長期的なビジョンと当面の行動

の両面から繰り返し現状（変化をもたらす

行動があれば絶えず変化する）を評価する

必要がある。

持続可能な観光開発の背景にある理論を

理解することは、１つの成果である。本書

を読み、論議されているコンセプトを理解

することが可能である。達成がより難しい

のは、その理論を実在する地域の現状にう

まく適用させることである。

持続可能な開発のコンセプトを採用する

試みは、世界各地で行なわれている。ほん

の一部のプロジェクトだけが、持続可能な

観光のコンセプトを成功裏に導入し、運営

の主要分野のすべてに適用している。この

ようなプロジェクトの事例には、マイ・ポ

のケーススタディを始めとする立派な公園

観光を紹介した四つの国際的ケーススタデ

ィがある。これらの地域の貴重な自然、文

化、社会、経済の完全な状態は、原状のま

まで損なわれずに維持されている。しかし、

これ以上の改善努力の必要がないレベルに

達したプロジェクトは存在しない。一度プ

ロジェクトが円滑に動いていても、様々な

領域のモニタリングや成功度の評価にさら

なる努力が必要になる。また、予想しない

環境変化が起きて調整が必要になることも

ある。

多くのプロジェクトが、依然として持続

可能な観光のコンセプトを多様な事業分野

に導入する努力をしている。いかなる特定

プロジェクトにも、成功のレベルは様々な

側面がある。運営においてある面ではうま

く進んでいるが、他の面では持続可能な状

態に達するまでにかなりの努力が必要であ

る。例えば、許容される環境変化の限界は

良く理解され、特定のサイトの計画と運営

東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン78
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に取り入れられているかもしれない。しか

し、そのサイトは政府からの資金源だけに

依存しており、その支給額は不十分かもし

れない。このサイトが改善すべき分野は、

収入を生み出す手段を拡大することであ

る。東アジアのケーススタディは、様々な

プロジェクトの好調な側面を強調するため

に紹介された。多くのプロジェクトで、持

続可能な観光開発は幾つかの場面で円滑に

進んでいるが、さらなる努力が必要な別の

場面もある。努力が必要な多くの分野があ

るので、持続可能な観光を創造する行動を

継続しなければならない。持続可能な観光

開発を一時的な行事ではなく、課程として

認識することが重要である。

持続可能な活動の実践を推進する必要性

人は誰でも、実際に利潤と生産性追及に

追われるあわただしい世界から一休みし、

無意識に身を置いている尊大な自己中心の

役柄から踏み出た時、私たちの地球が非常

な危機にあることがはっきり見えるように

なる。地球上の自然が残る空間は、開発、

都市の拡大、汚染、農業その他の人間の営

みによって危険な速度で消費されつつあ

る。理想的には、徹底した迅速な行動をし

なければ、孫たちに引き継ぐ世界は非常に

異なるものになるということを各人が理解

することである。これが、豊かな自然と貴

重な文化の存在する地域を破壊しつつあ

る、有害で思慮の無い行動を変えさせる充

分な動機になるはずである。不幸にしてこ

の理解は一般に広がっていないし、持続可

能な行動を実践する進路には多くの障害が

ある。

持続可能な行動を実行する動機として

は、一旦それが確立すれば、持続可能な観

光が保護区域の保全と地域経済の振興手段

になることを利害関係者のグループが理解

することから生まれる。人の行動を変えさ

せる動機として、感情に訴え論理的な理由

を提供しても、障碍を乗り越えて成功する

ほど充分な原動力にならないことがある。

例えば、プロジェクトを始めるための資金

が不足すれば、人は自分の事業や意思決定

を持続可能なものにすることを考えもしな

いだろう。場合によっては、行動を変える

ことは望ましいけれども、その考えを実現

する方法については見込みもなく、理解も

得られない状況がある。持続可能な行動を

「結局のところ、

我々は自分の愛するものだけ

を保護するだろう。

我々は、

自分が理解するものだけを

愛し、

そして教えられたものだけを

理解する」

-Baba Dioum

実践することの重要性を理解することは、

好ましい出発点である。

持続可能な行動を実践させる動機の一つ

は、その行動によってどれほど人間が恩恵

を受けるかについて知ることから生まれ

る。人間に本来的に内在する動機（例えば、

最善のことをしたい欲望）は、それだけで

は人の行動を変えるに充分でないのが普通

である。他の動機もさらに利用されねばな

らない。特に、伝統的な非持続可能型の観

光形態から転換しようとしているプロジェ

クトでは、手順をスピードアップし、既に

起きている被害を修復するために、短期的

な資金やインセンティブ策の利用が必要か

もしれない。インセンティブ策は、地元住

民、観光事業者、その他の利害関係者に持

続的観光の導入を促進させる一つの方法で

ある。生物の多様性を保全するために政府、

地元住民、国際機関に対する特別の動機付

けを目的とした勧誘策も考えられる。イン

センティブ策は、土地、資本、労働力など

を生物資源の保護に活用し、特定のグルー

プや機関がこれらの資源にとって有用な仕

事に参加することを奨励するために利用さ

れる（McNeely, 1988）。

望ましい選択として、計画段階のできる

だけ早い機会に地域社会を巻き込むことで

ある。奨励策採用の背景として基本的に想

定されているのは、彼らが意思決定過程に

影響力を持っており、関係する当事者から

の情報が、計画見直し、デザイン、執行課

程を通して必要になるということである。

貴重な野生動物、景観、文化をなくしては

観光の基礎そのものが失われることになる

ので、環境と文化の保護は常に最優先事項

でなければならない。



すべての利害関係者間の意思疎通の

必要性

意思疎通は、持続可能な観光の成果をあ

げる課程が成功するための主要な要素であ

る。先ず政府や公共団体は、上位の監督機

関（例えば、政府機関の本部）と国・地域

内に所在する各公園のスタッフの間のコミ

ュニケーションを効果的に継続して行なう

方策を示すことが重要である。政府や機関

の内部で仕事の効率を高める一つの方法

は、職員間の自由闊達なコミュニケーショ

ンを創出することで、それが目標、問題点、

関心を共有させ、潜在的に問題解決を促進

する。

いかなる公共団体や組織の枠を超えて、

保護区域管理者、観光事業スタッフ、地域

住民はお互いに意思疎通を図るよう絶えず

努力する必要がある。コミュニケーション

を通じてお互いのニーズや関心が表明さ

れ、理解される。それらは、観光と公園や

周辺管理に関係する決定事項を協議する時

の検討対象になる。継続するコミュニケー

ションは、有益な提携関係の樹立を可能に

する。それはまた、緊密な協力関係を生み

出し、進行中の計画や地域運営に対して、

すべての利害関係者が技術や情報の円滑な

提供をするようになる。孤立した個々の努

力よりも、協力関係で行なう方がより大き

な成果が得られることが多い。

新しいプロジェクトを計画し、あるいは

現状を持続可能な観光に転換するために努

力している事例は、国レベルや国際レベル

で、また会議やワークショップなど会合を

通じて専門家達の間で共有される必要があ

る。自然保護区域世界委員会の東アジア会

議は、知識を共有する貴重な機会になる。

個々の公園管理者や観光事業者によって保

護区域の観光事例を持続可能なものに転換

する試みが、会議の重要な内容である。広

範な組織レベルのより上部機関から持続可

能な観光に対する政治的、財政的な支援が

得られることも、また、重要である。
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カナダ、オンタリオ州のロングポイント州立公
園は、小学校の生徒から大学生の高等教育まで、
あらゆるレベルの環境教育が提供できる貴重な
資源である。これは、イーグルス教授が砂丘の
生態に関する指導をしているところである。
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インセンティブ策に関する技術的な報告
書「賢明な利用原則の適用を促進するイン
センティブ策」（Bagri & Vohries 1999年）
は、湿原に関するラムサール条約調印国が
現在共有している、あるいは検討中の政策、
法制度的枠組みの見直しを主張している。
これは環境保護と湿原の賢明な利用を認識
し、促進する方策を奨励し、また、それに
反する方策の中止を勧告している。報告は、
生物資源の保護と持続可能な利用に採用で
きる手段、あるいは方策について有益な分
類表を提示している。概略分類の３カテゴ
リー（課税方針、強制、制度的な仕組み）
には、様々な下位カテゴリーがあり、それ
を利用できる幾つかの手段を提示する。本
報告はウエブサイトでアクセスできる。
Web：http://ramsar.org/cop7_doc_18.3_e.htm
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政治的、制度的、法的、財政的な

広範囲に及ぶ支援の必要性

すべての公園・保護区域は社会の内部で

その役割を果たす。公園・保護区域は政府

の法律や規則によって設立され、運営資金

は、普通、主として政府から支出される。

地域住民は、公園が行なう決定によって影

響を受ける。同じ地域内からの訪問者や観

光客は訪問にお金と時間をあまり使わな

い。公園にサービスを提供している会社や

個人は、公園とその施策に大いに関心があ

る。明らかに、公園とそのすべての施策は、

政府、地域住民、観光客など多くのグルー

プや利害関係者の支援に大きく依存してい

る。

公園・保護区域が発展するためには、そ

れは充分な財政支援と充分な要員、政治的

手段を持たねばならない。このいずれも一

般国民の支援無くしては成立せず、公園は

国民の支援が必要である。したがって、公

園に対する政治的、制度的、法的、財政的

支援を得ることを最優先の目的として、公

園管理者とその他の支援者が活動すること

が極めて重要である。

最も重要なグループは、公園訪問者、観

光客である。この人々が率先して支援者に

なるためには、公園、その環境、プログラ

ム、施設に充分満足しなければならない。

公園が、訪問者から充分な力強い支援集団

を確保できれば、やがて政府から政治的支

援を受けられるようになる。公園訪問者は、

公園の価値と必要性を政府役人に説くこと

を自分の仕事にするようになる。また、訪

問者は、動植物を持ち去るような持続可能

性に反する活動から公園を守る仕事まで引

受けるだろう。訪問者は、料金を支払うこ

とで公園の資金を助ける。公園の必要が明

らかになれば、彼らは政府に対する予算増

額の働きかけまでやってくれるかもしれな

い。彼らは、公園にとって政治的枠組みの

基盤になる。

公園は、いかにすれば訪問者から支援を

受けられるだろうか？人は公園を訪問する

とき、そこに存在する独特で重要な環境に

ついて学ぶ機会があるに違いない。訪問者

がそのサイト独特の環境と文化資源に特別

なものを感じ、自分との結びつきを感じる

ことが重要である。そのサイトの環境的、

文化的な重要性は、訪問者の生活と感情的

に結びつけられるに違いない。彼らは公園

「土地と資源の開発は、

人間の福祉を

向上するための

長期的な目標に合致し、

環境的に持続可能で

なければならない。

同様に環境保護の活動は、

長期的な環境保護と

その永続する恵みを

保証するために

財政的にも持続可能で

なければならない。」

（Hooten and Hatziolos,

1995, p.v

の保護に関して何らかの責任を分担するよ

うになるに違いない。公園のインタープリ

テーション、環境教育、学校教育、意思決

定の協議への豊富な参加機会があれば、

人々は公園とその特別な資源に対して生涯

続く愛情と尊敬を育むだろう。充分な数の

人々がこのような感情を持てば、その時に

は政治的、制度的、法的、財政的支援は自

然についてくるはずである。

国・地域の政府による資金や人材の配分

は、東アジアの多くの地域で不十分なのが

現状であり、より大きな政治的、財政的な

支援がなければならない。このような支援

を得るための重要な手段は、関心を持って

くれる献身的な公園訪問者から支援者集団

を開発することである。

持続可能な資金供給の必要性

あらゆる計画と運営活動は、持続可能な

資金供給の存続によってのみ成立する。す

べての保護区域は、現実的な予算を持たね

ばならない。不可欠な基礎的運営費用（例

えば、人件費、車両と施設維持費）を賄う

充分な予算がなければ、長期的には、どの

保護区域も成功しない。保護区域の政府機

関から最小限度の年度予算が確保されれ

ば、公園スタッフは、自由に追加プロジェ

クトの資金を他に求めることができる。予

算が基本的運営費を賄うに充分でなけれ

ば、保護区域制度の中で公園を運営し、内

部の仕事に高い水準の専門家を確保するこ

とはより困難になる。

政府予算には限りがあり、保護区域を運

営するために政府機関から受けられる資金

は充分でないことが多い。充分な資金を確

保するためには、持続可能な資金供給をも

たらす革新的な方策を開発したり、提携相

手を見つけたりする必要がある。Hootenと

Hatziolos（1995年）、およびIUCN（1996年）

は、資金を生み出す方策を論じているが、

その中には以下の項目が含まれる：

�個人の寄付金に見合う額の補助金を約束

するよう政府に要請する

�NGOや民間部門と提携して事業を請け

負う

�毎年、寄付促進キャンペーンを実施

�保護区域への寄付の免税など税制上の優

遇措置活用、あるいは生物多様性に被害

を与える開発プロジェクトに費用請求

�漁業や観光から資源の利用料徴収



�出版物、ビデオ、バッジ、その他の土産

品など魅力的な物品販売

�保護区域の経済的利益および保護と開発

の調和の実現可能性を評価、宣伝するた

めの調査を行なう

�信託基金を設立し活用する

例えば、公園は観光客への課徴金、入場

料、特許権使用料、利用料を通じて資金を

生み出すことができる。同様に民間産業や

ボランティア活動グループには、公園制度

に投資するよう勧めることができる。国際

機関や観光産業も、持続可能な自然ベース

の観光活動に資金を提供することがある

持続可能な開発事例をうまく採用するた

めに必要な第5.1節の主要項目を検討する

と、持続可能な観光行動を達成するための

全般的な提案には以下のことが含まれる：

１．持続可能な観光行動は、長期的な責務

である。長期的な視点で考え、かつ達

成すべき現実的な中短期の目標も設定

する。個人、企業、団体は、利益を得

るまでに長期間が必要なことを理解す

べきである。持続可能な実例になる活

動を始めてから直ちに利益を得ること

を期待するな。その代わり、観光開発

の直後は、わずかな利益を、活動を続

けて３～４年後から大きな利益を得る

ことを期待せよ。

２．理解を助けるために、表12：「保護区

域の持続的観光開発行動計画を作成す

るためのチェックリスト」を参照せよ。

5.2  提案

一度チェックリストの項目に適合印を

付けても、再度チェックされることが

ない場合には持続可能な観光が実現し

ていると考えるな。それは、そのプロ

セスの同じ重要要素を再三再四チェッ

クする「終わりなきダンス」と考えよ。

３．意思決定過程に影響を与えるようなイ

ンセンティブ策を開発せよ。政府、地

元住民、国際機関に対して、生物と文

化の多様性を保全するために特別の行

動を取らせる誘導策を創出せよ。生物

多様性を脅かす原因の除去や緩和を重

視しつつ、資源の保護と持続的な利用

を確認し、インセンティブ策を実施す

るために現在の法律や経済政策を見直

せ。

４．政府機関、観光団体、非政府機関、民

間事業者、その他支援団体を含むすべ

ての利害関係者と意思疎通を図る努力

を継続せよ。

５．国際機関は、以下の重要分野で政府に

改善を勧める必要がある：

�執行のための適切な手段に裏打ちさ

れた、効果的な法制を支持する。

�確実に保護区域の目的が達成され、

資源が適正に利用されるために、観

光を含むすべての活動を網羅する各

保護区域の運営計画を作成する。

�保護区域と観光管理に関する国家政

策を策定する（環境と保護に関する

教育とともに）。

６．地域住民が公園観光から直接の経済的

利益を受けることを理解するために、

観光から生まれる収入の一部を地域社

会に投資、還元せよ。

７．観光管理を含めて、保護区域の効果的

な計画と運営のために充分な資金を配

付せよ。地域が観光に門戸を開く前に、

資金とともに専門の運営チームを配備

しなければならない。

８．各保護区域が現実的な予算を持つこと

を保証せよ。

９．保護区域の収入を確保するために独創

的、革新的な方策を推進せよ。
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追加情報入手先



83東アジアの自然公園・保護区域における観光事業ガイドライン

本書において論議してきた様々なコンセ

プトと問題点は、保護区域と観光産業に従

事する者の考え方や行動に大きな影響を与

える力を持つものである。様々な主要コン

セプトが論議され、いくつかの特定の提案

が確認された。本書の中でなされた提案の

要約は、付属資料Hに記載されている。本

書の記載内容から、疑問に対するすべての

答を見出すことはできない。実際、完全に

明らかにされたのは、人類と我々の環境と

の相互関係の高度な複雑さ、繊細さだけで

ある。

保護区域に持続可能な観光事例を導入し

ようとするとき、環境開発、社会・経済開

発の統合（別個でなく）は重要である。懸

命に持続可能な開発の努力をすることは、

政策決定を一体化し、各要素が相互に支え

合って有利になることを実証する。管理運

営計画全体の中で持続可能な観光事業が成

功するための総合計画は以下を含む：

�目的を注意深く規定する。

�自然資源の基盤と生態系を理解する。

�土地の所有権、資源管理、利用形態を理

解する。

�公園を訪れる人々を理解する。

�生態系を脅かすものを理解する。

�土地と水資源の全体管理計画の一部とし

てエコツーリズム戦略を考える。

�開発のための詳細な計画を準備する。

�計画の実行と公園運営のために充分な資

金を獲得する（Wight, 1996）。

5.3  公園観光の計画と運営
5.3  ：要約

観光産業はダイナミックな

産業であり、

戦略は、柔軟で、

変りつつある状況に

対応できるもので

なければならない。

戦略、行動規範の策定、

その他の行動を始める

プロセスは、その「正しい答」

を見つけることよりも

重要である。

それには確定した答えはない。

持続可能性に向けて

奮闘したい願望が

あるだけである。

一歩づつ行なえるような容易な解決法は

準備されていない。各サイトの立地条件や

置かれた状況は、それぞれ独特であろう。

むしろ、保護区域の環境保護分野のどれか

に関わるすべての専門家は、（提起された

コンセプトや問題を手段として利用しなが

ら）保護区域内外の住民や関連分野で働く

他の組織と双方向交流を継続して行く必要

がある。専門家として、そして人間として、

現在の利益と同時に、未来の世代のために

環境を保護する方法と問題解決の道を探求

するのは、私たちの責任である。異なる背

景、利害、知識、理解を持つ人類の仲間と

双方向交流や意思疎通を図るプロセスが、

状況、関心、ビジョン、代替する行動方針、

潜在的影響の確認と共有を可能にする。こ

のプロセスが生み出す目に見える特定の成

果よりも、しばしば無限の価値があるのは

この道程である。本書に含まれる知識が、

それぞれの固有の道程を通じて有用な伴侶

になることを希望したい。
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公園と保護区域には、公園観光の各分野

に関係する利害関係者（ステークホールダ

ー）が存在する。これらすべての利害関係

者は、公園観光とそれに関連する多様な計

画作りと運営活動に参画することに関心が

ある。利害関係者には以下が含まれる：

�公園管理者

�公園のボランティア

�公園の訪問者

�行政機関

�提携、競合する政府機関

�利潤を求める民間産業

�非政府組織（NGO）

�地域社会

�先住民社会

�教育機関

�調査機関

�メディア

�公園従業員

�観光事業者

�営業権所有者、営業免許保有者、許可証

所持者

�国立公園内の私有地の住民（公園内の土

地所有者）

�資源採取関係者

公園と保護区域の利害関係者

付属資料 A：

付属資料 公園の公共利用度を計測し、長期にわた

りサイト間の比較をするためには、関係す

る一連の用語と概念について標準となる定

義を用いる必要がある。以下の定義は、公

園・保護区域の公共利用を説明する基本用

語である。これらの定義は、アルファベッ

ト順ではなく、相互に関連するグループで

配列されている。

Ａ）訪問者（VISTOR）：ある公園や保護区域

の土地や水域を、その区域に指定された目

的のために訪れる者である。訪問者は、公

園で報酬を支払われることはなく、また、

公園内に永住もしない。

その区域に指定された訪問目的とは普

通、自然公園での野外レクレーションと歴

史遺跡の文化鑑賞である。

Ｂ）訪問回（VISIT）：その区域に指定された

訪問目的のために、公園や保護区域の土地

あるいは水域に入る人々に関する測定単位。

その区域に指定された訪問目的のために

公園に入る各訪問者によって、訪問統計が

作られる。訪問統計には、訪問に伴う滞在

期間のデータを含まない。しかしながら、

訪問者の滞在期間に関するデータを追加収

集することで、延べ滞在時間と延べ滞在日

数の算出が可能になる。

その区域に指定された訪問目的は、一般

に、レクレーション、教育、文化的なもの

である。指定された目的から外れた訪問目

的としては、公園の外部にあるサイトに向

かう場合の園内通行や公園作業車の入園な

どがある。訪問回をこのように定義すると、

もし１人の人が公園を出て、後になって再

入場する場合には、その記録は２訪問回と

いうことになる。

Ｃ）延べ訪問数（VISITATION）：一定期間

の訪問の総量

延べ訪問数は普通、日別、月別、年または

四半期別に訪問回数を集計し利用される。

Ｄ）入域者（ENTRANT）：目的を問わず、

保護区域・公園の陸地や水域に入る人。

公園への入域数は、訪問数より多いのが

公園訪問と観光用語の定義

付属資料 B：



普通である。入域数は、レクレーションや

文化的目的を持つ訪問者だけでなく、指定

された公園の目的と関係のない活動のため

に公園に来ている人々の数を含んでいる。

例えば、入域者数には、公園訪問者以外に

車で通過するだけの人々、公園の一部を通

過する地元住民、公園で働く従業員の日常

活動としての入域が含まれる。これら訪問

者でない入域者は、通常、レクレーション

や文化的目的のために入域するわけではな

いが、道路などを利用することで公園資源

に影響を与えており、したがって彼らの活

動は記録する必要がある。

Ｅ）除外対象（EXCLUSIONS）：統計報告の

目的に沿った延べ訪問数に含まれない公園

や保護区域の利用。

公園の管理運営のために、すべての公園

入域者を記録することは有益である。後に

なって様々な理由で、幾つかのタイプの入

域者は公園利用として記録された数値から

差引きまたは除外されることがある。あら

ゆる公園入域者が何らかの影響を与えると

しても、いくつかのタイプの利用者を、公

園訪問の記録から除外する理由がある。通

常、公園訪問とみなされない入域には、公

園を通過する主要な道路や鉄道を利用する

だけの通勤者、公園の活動に関係ない行事

の参加者（手芸展、レース、民間の式典）、

公園周辺の村民の通行、などがある。修正

されるべき通行数は、個々の住民の通行、

公園の従業員、公園の活動に参加するボラ

ンティア、公園内で営業を許可された店舗

の営業者とその従業員、公園に商品を配達

する商人の移動、などである。この他に、

除外されているのは、公園の土地や水域の

一部を通るだけの通行者、生活のための狩

猟、漁業、先住民の儀式などのように、法

的に特定の権利を付与された職業に従事す

る人々である。報告を義務付ける通行の種

類を法律や政策で規定する場合もある。そ

れはクルーズ船の通過や航空機の上空飛

行、商業的漁業のための利用などである。

通常、報告から除外される事例は：

�公園内の土地賃借人や住民の移動（その

客人を含む）

�公園の従業員、ボランティア、請負業者

の移動（営業を許可された事業者とその

従業員を含む）

�歩行者や車両の短い偶発的な公園内通行

�法律上や行政から報告を義務付けられな

い限り、法的に認められた利用権を行使

する者（例えば、生活のための狩猟、漁

業、伝統的な儀式）。

除外される通行の多くは、フロントガラ

スにステッカーを貼ることなどによって、

通過を円滑にしたり、公園スタッフによる

交通量把握を容易にするために身分証明が

発行される種類の通行である。除外される

通行量を把握することは重要であり、それ

によって、道路通行量の測定のように手集

計で得ている総入域数から、この数値を差

し引くことができる。

除外されるデータであっても、公園管理

の目的のためには、それ自体が役に立つこ

とがある。例えば、公園内の民間コテージ

賃借人は、道路を利用するであろう。この

種の利用を知っていることは、公園管理の

目的にとって重要である。同様に、公園内

の水域で生活のために漁をする人たちの漁

獲量データも、漁業管理のために必要であ

る。したがって、あらゆる利用に関するデ

ータがすべて記録されることが重要である。

利用者の多い地域においては、通常は報

告から除外されている活動とレクレーショ

ン利用を見分けるのは困難であろう。公園

利用者のサンプル調査から訪問者を研究す

ることは、公園利用の理由を確認するため

に必要かもしれない。

Ｆ）計算（CALCULATION）：数えた数、部

分的に数えた数、調査データ、記録された

観察や判断結果を数学的に変換することに

よる延べ訪問数の算定や数字の精微化。普

通、計算の種類には、以下がある。

調整（Adjustment）：除外すべき数を取り

除くための訪問回数または入域回数の変更

を意味する。例えば、通行量は、ただ通過

するだけの地域内移動を修正すると、25パ

ーセント減少するだろう。

訂正（Correction）：独自の測定（視覚的、

複数の機器による測定など）によって、誤

差があると判定された機器の読み取り数字

の変更。

定数（Constant）：一回だけの測定、特別

な調査、スタッフの判断によって決定され

るマイナーな活動量を示すための数値。

近似値（Approximation）：付近の、あるい

は類似の保護区域で測定した数値を基準に

して、計測できない地域に適用される数値。
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調査によって、その二つのサイトの相対関

係は定まっている。

推定値（Estimate）：規則性はあるが、部分

的な計測から論理的な手法で導かれる数

値。例えば、１台の車に2.3人乗車という

数字は、最盛期最初の１週間に入口で行な

ったサンプル調査に基づく推定値である。

代用値（Substitution）：例えば通行量を計

る装置が一時的に故障して、現時点のデー

タが利用できない時、以前に記録した数値

を当面の代用にする。例えば、前年同月の

数字を利用する事例がある。

変換（Conversion）：一つの指標から他の

指標への数値の変更。幾つかの変換は、普

通に行なわれている。訪問者滞在時間から

訪問人/日への変換が典型例である。例え

ば、１訪問日は12時間という定義を用いて

１人の人間が４時間滞在した場合、0.33訪

問人/日に変換できる。他の例は、訪問者

宿泊数から訪問者人/日への変換である。

キャンパーやロッジ宿泊者の多くは24時間

滞在するので、24時間に相当する１宿泊人

/泊は12時間の１訪問者人/日に等しい扱い

になるが、両者を同等に扱うのが普通であ

る。多くの管理組織は、各入域者の滞在時

間の記録を取らなかったり、入域者が本当

に訪問者かどうかをチェックせずに、単純

に公園の入域者数だけを計算している。入

域者を訪問者に変換するために、公園に関

係のない入域者数を抽出する必要がある。

これは公園に入園する人の流れをサンプリ

ングし、入域者に来園の理由を尋ねること

によって実行できる。一旦、サンプルデー

タが得られたら、訪問者として入園してい

る人の割合を算出することができる。そし

て、全入域者数にその割合を掛けることで、

実際の訪問者数が得られる。同様の論理は、

延べ滞在時間の算出にも適用でき、訪問者

のサンプル調査によって、滞在時間の平均

を知ることができる。この平均滞在時間を

総訪問回数に掛けることによって、訪問者

の延べ滞在時間を計算できる。

Ｇ）勘定（COUNT）：直接の観察とその場で

の記録、機器による測定、公園・保護区域

の登録用紙（料金徴収など）による記録。

Ｈ）訪問者宿泊数・人/泊（V I S ITOR

NIGHTS）：公園・保護区域に、その地域

に指定された目的のために、宿泊を伴う滞

在をした人の数。

概して人々は、公園内のロッジかキャン

ピング・エリアに滞在する。多数の公園で

は、客室利用者数やキャンプ利用者数など

の数値を、訪問者宿泊数に見合う数値とし

て記録している。

Ｉ）入域者宿泊数・人/泊（ENTRY NIGHTS）：

目的を問わず、公園・保護区域に宿泊する

人の数。

入域者宿泊数は、訪問者宿泊数より多い。

入域者宿泊数は、訪問者宿泊数を内包し、

加えて訪問者ではない人々の宿泊数を含ん

でいる。例えば、入域者宿泊数は、公園ス

タッフや公園内で営業している店舗の従業

員の宿泊数を含んでいる。

Ｊ）訪問者延べ滞在時間（VISITOR HOURS）：

その地域に指定された目的のために、訪問

者が公園に滞在した総時間（継続して滞在

する場合と断続して滞在する場合を含む）。

Ｋ）入域者延べ滞在時間（ENTRY HOURS）：

目的を問わず、訪問者および入域者が公園

に滞在した総時間（継続して滞在する場合

と断続して滞在する場合を含む）。

Ｌ）訪問者人/日（VISITOR DAYS）：訪問

者が公園に滞在した延べ日数。

訪問者人/日は、公園利用のレベルを示

している。これは異なるサイト間や期間の

比較をするために計測される。訪問者人/

日のデータは、訪問者記録から直接入手す

ることが可能である。例えば、いくつかの

公園では、すべての訪問者はサインして入

園し、公園を出る場合もサインをする。そ

のため、非常に正確な滞在時間の記録を得

ることができる。しかしながら、このよう

な正確なデータは稀である。したがって訪

問者人/日は、通常、訪問数に公園の滞在

時間を掛けることによって算出される。滞

在時間は、しばしば訪問者のサンプル調査

から抽出した平均数値である。「１訪問者

人/日」は、管理組織によって扱いが異な

るが、公園利用のための12時間の訪問者滞

在として規定されることが多い。総訪問者

人/日のデータは、様々な滞在時間を加え

て算出される。小規模な公園や歴史公園で

は、滞在時間の平均は短く、例えば３時間

ぐらいである。これは、「１訪問者人/日」



とするために、幾つかの訪問数を合計する

ことを意味している。大規模な国立公園で

は、しばしば滞在期間が長く、例えば３日

間くらいである。これは１回の訪問が１日

以上の「１訪問者人/日」以上になること

を意味する。訪問者人/日という指標は、

歴史サイトと自然サイトの間の比較や、異

なる公園システムや異なる国の間の比較を

可能にする。

Ｍ）旅行者（TOURIST）：レジャーや仕事、

その他の目的のために連続して１年以内の

期間、日常的な環境から離れた場所に移動

し、滞在する人。

旅行者の定義には、自宅からある一定の

距離の移動と滞在期間という２つの要素を

含む。大部分の公園にとって、訪問者の一

部は旅行者であろう。残りは地域の住民と

理解される。訪問者管理をする公園職員に

とって、旅行者である公園訪問者の割合を

記録することは有益なことが多い。

旅行者の定義は、国によって異なる。国

の観光担当機関との協議によって、公園の

訪問者データ収集は、必ずその国の観光デ

ータの収集と整合する方法で行なう必要が

ある。

国の観光統計との整合性

公園訪問者のデータは、その国のために

収集されたより幅広い観光データと整合す

る方法で範囲を決め、収集されることが重

要である。例えば、旅行者の定義として重

要な視点は、自宅から訪問地への移動の距

離である。しかしながら、これは様々であ

る。カナダでは、通常80キロ（50マイル）

という距離を用いるが、アメリカ合衆国で

は、通常160キロ（100マイル）を基準にす

る。したがって、公園制度におけるデータ

収集方式の設計者は、国内と国外の両方の

方式を知っている必要がある。世界観光機

関（the World Tourism Organization）は、

国際観光に関するガイドラインを策定し

た。その後、これらのガイドラインは国連

統計委員会（United Nations Statistical

Committee）によって採用され、報告書の

かたちで出版された。付録Ｃは、一連のよ

り完全な観光の定義を含む。

出典：Hornbback & Eagles（1999年 p.8-11）

強固な基盤を持つ統計作成は、国の文化

的、経済的発展に対する観光の貢献度を、

行政、産業、大学、一般社会が正当に理解

するために不可欠である。また、異なる

国・地域の間の観光数値を比較するため

に、標準的な定義が使用されることは重要

である。以下にあげたものは、国連統計委

員会が認めた標準的な観光の定義である。

観光（Tourism）：レジャーやビジネス、そ

の他の目的のために連続して１年を超えな

い期間、日常の環境から離れた場所に移動

し、滞在する人間の活動。

国内観光（Domestic Tourism）：その国の

住民によって発生する自国内だけの観光。

インバウンド観光（Inbound Tourism）：そ

の国の住民ではない人々によって発生する

自国以外の国の訪問。訪問者を国籍ではな

く、居住する国によって分類することが必

要である。

国籍（Nationality）：その人が他国に居住し

ている場合であっても、政府が発行するパ

スポート（または、その他の身分証明書）

によって定まる。

アウトバウンド観光（Outbound Tourism）：

外国を旅行する自国住民によって発生す

る。

インターナル観光（Internal Tourism）：国

内観光とインバウンド観光で構成される。

ナショナル観光（National Tourism）：国内

観光とアウトバウンド観光で構成される。

国際観光（International Tourism）：イン

バウンド観光とアウトバウンド観光で構成

される。

国際訪問者（International Visitor）：通常

居住する国以外の国を、12ヵ月を超えない

期間、日常の生活環境を離れて、訪問国内

で報酬を受け取る活動を行なうことを主目

国際観光用語

付属資料 C：
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的としないで、旅行する人。

国内訪問者（Domestic Visitor）：ある国に

居住する者で、12ヵ月以内の期間、日常的

な環境を離れて、その主目的が訪問した場

所で報酬を得る活動を行なうことを主目的

としないで、その国内の目的地を旅行する

人。

宿泊訪問者（Overnight Visitor）：訪問地の

共同または個人宿泊施設に、少なくとも１

晩滞在する訪問者。

この定義は、クルーズ船に乗ってある国

に到着し、夜は船に戻って泊まる乗客（そ

のクルーズ船が数日間、港に停泊している

場合でも）を含む。また、ヨットの乗客や

オーナー、寝台列車に泊まる団体旅行客も

含む。

日帰り訪問者（Same-day Visitor）：訪問地

の共同または個人宿泊施設に宿泊しない訪

問者。

観光支出（Tourism Expenditure）：旅行中

や訪問地の滞在期間中、訪問者自身や訪問

者を代理する者による総消費支出。

「Recommendations on Tourism Statistics」

の報告書全容を見るためには、WTO（omt

@worldtourism.org.）に連絡のこと。報告

書には、概念の枠組み、分類システム、今

後の課題の概要を記載。

出典：国連、WTO（1994年）

Butler（1992年）によると、ある活動が

エコツーリズムとみなされるためには、以

下の８つの特性を持たねばならない。

１．積極的な環境倫理（参加者の好ましい

行動を助長）を普及する。

２．資源の質を低下させない（例、釣りは、

グリーンツーリズムの一部かもしれな

いが、アドベンチャー観光の一部でも

ある）。自然環境を破壊するような侵害

は起さない。

３．外来的な価値よりも固有の価値を重視

する。公園の施設は、固有資源の体験

を容易にするために利用される。しか

し、施設自体は、そのままで人を魅惑

するものではなく、自然の魅力自体か

ら関心をそらすものでもない。

４．その考え方は、人間中心ではなく、生

物中心である。訪問者は、自分の便利

さのために環境を変えたり、修正する

のではなく、そのままの条件で環境を

受け入れる。

５．野生生物と環境に利益をもたらさねば

ならない。利益を計る方法には、社会

的、経済的、科学的、管理政策的、政

治的な方法が含まれる。環境の持続可

能性と完全な生態系維持のために最終

的な利益をもたらすべきである。

６．自然環境の直接体験。映画や動物公園

は、エコツーリズム体験を提供しない。

ビジターセンターやインタープリテー

ションのスライドショーは、人々を自

然の直接体験に誘うことによって、エ

コツーリズムに役立っている。

７．スリルの探求や肉体的な達成感（アド

ベンチャー観光のような）ではなく、

学習や正しい認識を通して評価される

「満足感への期待」がある。

８．高度に知的で効果的な経験要素がある。

エコツーリズムは、リーダーと参加者

の両方にとって高水準の準備と知識を

必要とする。その体験から生まれた満

足感は、人に強烈な感動と感激をもっ

て受け入れられ、表現されるものであ

る。

出典：Butler（1992年 p.6）

エコツーリズムの特性

付属資料 D：



旅行・観光に関する1995年ホワイトハウ

ス会議は、土地管理機関と観光産業の間で

協力と相互理解を深めるための枠組みと基

盤を構築した。地域と州の観光会議は、公

園管理者と観光事業者を召集した。この対

話によって、以下の事業運営政策に具体化

された多くの原則が醸成された。

以下は国立公園局の政策である。

4.1.  各州の観光局、その他官民の組織と企

業に対する建設的な対話と支援活動

を開始し、継続してゆく。そのために、

（これだけではないが）幾つかの組織

の会員になり、会議・シンポジウムに

参加し、インターネットの情報源利用

など多様な戦略を用いる。

4.2.  社会文化的、経済的、生態学的な関

心を具体化し、長期にわたる公園資

源の保護と訪問者体験の質的水準の

維持を支援し、また、持続可能で豊

かな情報が得られる観光を促進する

ために、観光産業専門家と協調して

取り組む。この協力関係は、公園局

と園内営業権者を含む観光産業が環

境保護に指導力を発揮することを奨

励、展示する機会として利用される。

4.3.  米国の多様性を際立たせる取り組み

を奨励し、あらゆる文化、民族的背

景を持つ人々、そして、年齢、身体

能力、経済力、教育レベルに関係な

く、あらゆる人々の公園訪問を歓迎

する。

4.4.  地域の文化、習慣、関心事に対する

訪問者と観光産業の理解と感受性を

高めることによって、公園の周辺の

人々との良好な関係を育成する。

4.5.  費用効率の高い方法で、公園訪問者

にオリエンテーションと情報提供を

行なう。資金に余裕があり協力者が

あれば、訪問の計画段階、公園への

経路にある地域社会、また、公園内

の適当な玄関口などにおいて、訪問

者にこのサービス提供する。この取

り組みの一部として、公園局は、訪

問者に情報を提供する者の全員が、

最近の状態や季節的な変化の情報を

米国国立公園局の観光事業政策

付属資料 E： 含めて、確実に公園活動や資源に精

通し、正確な情報を持つよう努める。

4.6.  案内標示や印刷物に世界共通のデザ

インやメートル法を採用するなどの

実践を進める。それは、すべての訪

問者に対する安全で居心地のよい接

遇に役立つだろう。

4.7.  知名度の低い公園や利用度の低い地

域の訪問者利用を奨励する。ピーク

を外れた季節、ウィークデー、一日

の閑散時間帯の利用を奨励する。場

合によって、全般的な訪問体験の質

的水準と資源保護を向上させるため

に、公園境界外の関連サイトへの訪

問を奨励する。

4.8.  長期的な観光動向と問題点、それが公

園計画と運営上の意思決定に与える

影響に具体的に取り組む。

4.9.  公園訪問者数、要員と資金、訪問者へ

のサービス、インフラ整備に影響する

ような近隣社会へのサービスや公園ツ

アー運行は、その計画と提案の段階で

公園のニーズと現状を説明する。

4.10. 観光産業において、公園内営業者と

その他の人々との間の建設的で効果

的な実務関係を推進し、公園訪問者

に高品質のサービス提供を保証する。

4.11. 公園の利用度とその種類、レクレー

ション用器具の使用、ツアー、サー

ビスに関する許容レベルを訪問者に

知らせるための基礎として、資源の

状態と訪問者体験のあるべき姿を明

確にし、支持される科学的根拠のあ

る公園の収容力設定に努める。収容

力は、国立公園局の計画過程で得ら

れた結論であるが、それぞれの公園

に対して規定される。

4.12. 旅行産業が主導する調査、データ収

集、マーケティングに参加し、モニ

ターすることで、国立公園局が人口

学的変動や訪問者の傾向を十分知る

ことができる確実な機会を得る。

4.13. タイムリーで正確、効果的な公園情

報を提供するために、また、現実の

状況、安全性、自然資源に配慮した

レクリエーション活動が実践されて

いることを、プロモーション資料や

広告で確実に伝えるために、パート

ナーと協力する。これには、運営や

料金の変更に関する適切な情報を、
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できるだけ早く観光産業に提供する

ことも含まれる。

4.14. それが公園の資源保護や予算面で不

都合がなく実行できるときは、公園

の繁忙期にも一般利用のできる大き

なアトラクションやサービスが続け

られるような方法と時間を選んで、

建設、修理、野焼きのような資源管

理の仕事を予定せよ。これは公園訪

問者に依存する業務はもちろん、訪

問者に対しても与える悪影響を最少

にするのに役立つであろう。

4.15. 公園の緊急事態や一時的閉鎖の影響

に対応するために、通話回線や処理

手順を定め整備する。それは州観光

事務所や一般（観光団体と観光関連

事業者を含む）に公園サービスが何

時復活するかについて最良、最新の

情報を提供するためである。

4.16. 訪問者、州観光事務所、近隣社会、観

光関連企業に対して、主要な公園資

源や進行中の保護、再生/修復作業の

現状を知らせる。現在と未来世代の

ためにこれら資源の適切な保護を確

実に行ない、如何にして持続可能な

公園関連ビジネスと経済に寄与できる

か、についての共通理解を確立する。

4.17. 公園局全体の優先事項の遂行を助け

るために、新しい提携先を開拓する。

国立公園局の使命たる目的を果たす

ために、相互に利益になる商品とプ

ログラムに資金を支援してくれる産

業との提携機会を求める。

出典：

長官指令17号：国立公園局の観光事業

Robert Stanton国立公園局理事承認

有効期限1999年９月28日－2003年９月28日

アメリカ合衆国森林局で活用される許容

できる変化の限界に関する枠組みは、４つ

の基本要素で構成されている。

１．許容できかつ達成可能な社会と資源の

基準を特定する。

２．望ましい環境と現存する環境の間のギ

ャップを立証する。

３．これらのギャップを解消するための運

営上の行動を特定する。

４．運営の効率をモニターし、評価する。

この枠組みを実践するために９つのステ

ップがある。

ステップ１：地域の関心事と課題を認識する。

ステップ２：運営目的を規定し記述する。

ステップ３：指標、あるいは資源と社会的情

勢を選択する。

ステップ４：資源と社会情勢の目録を作成す

る・

ステップ５：資源と社会指標に関する基準を

規定する。

ステップ６：選択肢の特定する。

ステップ７：各選択肢に対する運営行動の特

定。

ステップ８：選択肢の評価と選択を行なう。

ステップ９：行動に移し、状況をモニターす

る。

高水準の訪問者数にともなう負担から異

なる利用者グループ間の対立の対応まで、

広範囲の訪問者管理の問題に取り組むため

に、訪問者計画と管理の枠組みは、現存す

る公園運営の枠組みの中に統合されるべき

である。他の訪問者計画と運営の枠組みの

事 例 に は 、Recreation Opportunity

Spectrum（米国森林局）、Visitor Impact

Management（米国公園局）、the Visitor

Activity Management Process（カナダ公園

局）が含まれる。各枠組みには、その利用

において長所と短所がある。

出典：Payne & Graham（1993年p.190-191）

許容できる環境変化の限度につい
ての枠組み

付属資料 F：



1997年６月９日に開催された「アジア地

域における生物的・文化的多様性と保護区

域に関するワークショップ」の参加者は、

徹底的な議論を行ない、以下のように結論

した：

�エコツーリズムの使命は、環境的に健全

な観光の促進を通じて、生物学的/文化

的多様性の保全と地域社会の持続可能な

発展を達成することである。

�この使命は、エコツーリズムに関わる５

つの主体（地域住民、中央/地域の自治

体、研究者、旅行業、観光客）がお互い

に協力することによって達成が可能とな

る。

�それが適切なところでは、エコツーリズ

ムに関係する各部門に配付するために、

各保護区域のエコツーリズム・ガイドラ

インを緊急に開発する必要がある。

�各保護区域のエコツーリズム・ガイドラ

インは、エコツーリズムに関係する全部

門との議論を通して、その保護区域に固

有の条件に適合するよう開発されなけれ

ばならない。このワークショップは、各

保護地域に固有のエコツーリズム・ガイ

ドラインを開発するための、骨格になる

ガイドラインを提供する。

エコツーリズムのガイドラインとは何か？

�エコツーリズムの使命を明確化する。

�エコツーリズムに関係する各部門の役割

を明確化する。

�自然/文化資源に対する悪影響を避ける

ために、保護区域の収容力（または許容

される利用の限界）を提示する用意をす

べきである。

�意思決定者を説得するために、保護区域

の経済価値（測定不可能な生態学的な効

用や人間の福祉を含む）を明確化する。

アジアの保護区域のエコツーリズ
ム・ガイドライン開発のための骨
格ガイドライン

付属資料 G： このガイドラインは、誰が作成し、使用する

のか？

�エコツーリズムに関係する５つの主体

は、この作成過程に参画を求められるべ

きである。

�科学者は、この過程においては重要な役

割を果たす。それは、自然/文化資源の

科学的理解が不可欠だからである。

�地域社会の参加は、このガイドラインの

施行において非常に重要である。

�ガイドの参加は、保護すべき自然/文化

資源に対する認識を高める。

�地域の自治体による支援は、このガイド

ライン施行のために不可欠である。

このガイドラインを、いかに使用するか？

�保護地域におけるエコツーリズムに関す

る情報を収集し、提供するために使われ

るべきである。

�生物学的/文化的多様性に対する許容さ

れる影響をモニターし、制御する仕組み

を設定するために使われるべきである。

このガイドラインは、いつ使われるのか？

�情報収集の過程に一般の人々が参加する

ことは、エコツーリズムに対する一般の

認識を高めるであろう。

�自然/文化資源の保護状況はモニターさ

れ、エコツーリズムを通じた地域社会へ

の利益還元は、このガイドラインによっ

て保証されなければならない（必要に応

じて、伝統的景観の管理のための機会費

用を考慮しなければならない）。

このガイドラインは、どこで伝えるべきか？

�観光客用のガイドラインは、保護区域に

到着する前に効果的に伝えられなければ

ならない。

�案内者用のガイドラインは、公園当局や

ガイド協会によって催される研修セミナ

ーで対象者に伝えることが可能である。

出典：吉田（1997年 p.8-9）
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１．民間観光事業と保護区域制度との間に

は緊密な連繋が必要である。各分野の

代表は、保護区域において持続可能な

観光の方式を開発するために協力しな

ければならない。

２．環境への懸念を東アジアの国々および

地域の観光政策とプロジェクトに反映

させねばならない。持続可能な自然ベ

ースの観光が、政府の観光政策の基幹

部分となる必要がある。

３．現存する機会と問題点を特定し、持続

可能な観光の国家戦略を確立し、施行

すること。

４．保護地域内と周辺の観光開発は、長期

的視点で環境的、文化的、社会的、経

済的に持続可能である場合に限り認め

られるべきである。

５．民間観光産業は、それが拠って立つ保

護区域の自然と文化資源の維持を支援

しなければならない。

６．上級の政府機関は、保護区域とその周

囲をより広範な土地利用計画の中に取

込む国家戦略と政策を策定すべきであ

る。保護区域は、また、経済戦略と観

光戦略の中にも位置付けられるべきで

ある。

７．効果的な管理運営を行なうために、保

護区域の管理機関は収集した観光情報

を活用する適切なシステムを持つ必要

がある。システムは、異なる地域で互

換性がなければならない（すなわち、

同じ計測単位でデータ収集）。すべて

の国・地域は、公園観光の統計制度の

主要要素について基準になる定義を定

めておくべきである。

８．すべての公園制度は、政策の執行を可

能にする法制度とともに、一般利用と

観光のための政策が必要である。現行

の法律が、確実に持続可能な目的に沿

っているか再検討を行ない、必要なら

修正すべきである。法的に強制できる

枠組みを定めた成文の手段を確保せ

よ。（例えば、法律、政府の政策、財

産権など）

提案の要約

付属資料 H： ９．公園・保護区域の管理者達が、問題点

や関連する管理手段の選択肢、解決法

を話し合うネットワークをさらに強化

することが望ましい。経験を共有する

ために、より優れた情報チャネルが必

要である。

10．政府は主要な観光資源である自然と文

化の保全を奨励し、支援すべきである。

そして、深刻な問題を生むことなく実

質的な利益をもたらすために、観光を

注意深く管理するための政策、計画、

法的枠組みを用意すべきである

（McIntire 1993年）

11．観光産業は、一般政策・戦略と主要な

開発計画、プログラム、そしてマーケテ

ィングに力を入れるべきである。より具

体的には、社会意識型観光のための政

策、法律、インセンティブ策を作るこ

とができる（McIntire 1993年）。

12．東アジアの政府、保護区域管理者、観

光産業のスタッフは、保護区域内とそ

の周辺の持続可能な観光開発を実現す

るために、15項目の持続可能な観光行

動計画のチェックリストを活用すべき

である（表12）。

13．持続可能な観光行動計画は、各保護区

域で作成されるべきである。これは観

光事業者地域社会と協議して行なわれ

なければならない。この観光計画は、

総合的な公園運営計画の一部であり、

長期計画と運営の成功のためにすべて

の保護区域に必要なものである。各保

護区域の環境保護と観光の目的は明確

にされなければならない。

14．現存の、また今後現れる可能性のある

観光体験の種類と並び、各サイト別の

自然と文化特性の資源目録を作成すべ

きである。公園管理者は、訪問者のニ

ーズ、期待、行動、特性に対する理解

を深めるために、現場体験の知識と科

学的研究を活用すべきである。

15．地元住民を企画と保護活動に参加させ

るメリットは甚大で、不可欠と考える

べきである。公園管理者は、地元住民

と絶えず接触し、良好な協力関係を保

つ努力をすべきである。保護区域の運

営に対する地元の参加度を高め、利益

の地域内分配を促進せよ。

16．公園・保護区域の観光に関係する利害

関係者は、単独で行なう場合よりもさ



らに大きな利益をもたらす提携機会の

可能性を調査し、その実現をはかるべ

きである。

17．ゾーニングは、計画段階で、サイト内

の区域に応じて様々な適正利用レベル

の範囲を特定するとともに、より高度

な利用に最適の区域を指定するために

活用されるべきである。

18．許容される利用限度の設定は、各保護

区域の運営計画の一部とされるべきで

ある。保護区域の管理者は、自分の管

轄地域について許容される利用のレベ

ルを決定するために可能な限りあらゆ

る情報を集め、専門的判断をしなけれ

ばならない。一度、許容される利用の

レベルが設定されたら、持続可能な観

光によって維持されるべき望ましい環

境基準を確定する必要がある。この基

準が維持されているレベルは定期的に

モニターされる必要がある。

19．許容される利用限度を設定するための

要件は、保護区域の法令で具体化され

なければならない。保護区域の管理者

は、不適切な活動が見られる時、起こ

り得る被害を防ぎ、最少にするよう迅

速に行動する権限を持たねばならな

い。

20．すべての公園・保護区域は、地域に設

定された許容利用限度内に観光活動と

その影響を抑えるために、ゾーニング、

訪問者誘導、教育、インタープリテー

ション、方針の強制力など、訪問者管

理手法を活用せねばならない。このよ

うな管理手法が成功しているかを査定

するためのモニタリング・プログラム

も設けられるべきである。必要なら、

査定の回数と見直しを行なう方法を示

せ。

21．すべての公園管理機関は、環境教育と

インタープリテーション・プログラム

の開発と追加を支援すべきである。こ

のようなプログラムを通じて、訪問者

と地元住民は、地域の環境・文化特性

をより深く理解し、高い評価をするよ

うになる。科学的な研究もこのような

プログラムの開発に利用することがで

きる。

22．保護区域内外の観光開発の提案は、す

べて環境、社会、文化、経済的評価対

象とされるべきである。可能な限り、

保護区域の中と周辺の大規模観光開発

は行なうべきではない。小規模の開発

提案に対しては、保護区域の環境保護

と観光の目的、適正なゾーニング、望

ましい姿を考慮して注意深く検討せ

よ。観光開発の提案を審査するために

使用される公式の評価基準を作成、あ

るいは改良せよ。

23．保護区域の管理機関とスタッフは、市

場調査と商品開発のコンセプトを学

び、運営管理に活用すべきである。少

なくとも組織の１人がマーケティング

の専門知識を持つことが理想である。

他の手段は、この種の情報を提供でき

る組織や機関と提携することである。

24．持続可能な観光開発を推進し、既存の

破壊箇所を修復し、訪問者管理を行な

うためには、充分な人材と教育が必要

である。すべての公園は、人材の需要

と供給源を判断しておかねばならな

い。すべての保護区域管理機関は、観

光事業推進に関する技能を持つ個人を

訓練し、雇用しなければならない。各

保護区域は、訪問者と観光管理の専門

研修を受けた職員を抱えなければなら

ない。

25．エコラベルと行動規範は、観光産業す

べての部門で（民間会社、政府機関、

訪問者、その他）環境保護の成果を高

めることを目的にしており、従って、

これらはさらに推進され、支援される

べきである。

26．壊れ易い高地環境の保護区域管理に関

連する特別の検討事項を具体化せよ。

27．ダイバーや登山者などレクレーション

のグループは、しばしば高山や海洋地

域の環境保護の大きな味方になる。公

園管理者は、このグループと協力でき

るよう特別の努力をすべきである。

28．海洋保護区域の典型的なシステムにお

いて総合的計画と効率的管理が行なわ

れていることを確認し、改善をはかれ。
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29．海洋保護区域の内部と隣接地域を人が

継続して利用することは、海洋保護区

域の選定、設計、運営に影響を及ぼす。

国連環境計画（UNEP）の域内海域プ

ログラムが提示する枠組みは、大規模

な海洋生態系の利用と保護のための総

合計画作りにおいて域内協力を奨励す

る。

30．海洋資源の保護に対して、人々の理解

が乏しいことが多い。したがって高度

の海洋資源保護教育が、すべての海洋

保護区域で実施される必要がある。

31．世界の多数の国は、海洋と高山で類似

した環境保護問題に直面している。東

アジアの公園管理機関は、自分たちの

管理者に対して同様な課題を持つ他の

国々の管理者との連携を確立し、維持

することを奨励すべきである。このよ

うな連繋は、価値ある運営体験の交流

において極めて有益である。

32．持続可能な観光行動は、長期的な責務

である。長期的な視点で考え、かつ達

成すべき現実的な中短期の目標も設定

せよ。個人、企業、団体は、利益を得

るまでに長期間が必要なことを理解す

べきである。持続可能な実例になる活

動を始めてから直ちに利益を得ること

を期待するな。その代わり、観光開発

の直後は、わずかな利益だけを、活動

を続けて３～４年後から大きな利益を

得ることを期待せよ。

33．理解を助けるために、表12：「保護区

域の持続的観光開発行動計画を作成す

るためのチェックリスト」を参照せよ。

一度チェックリストの項目に適合印を

付けても、再度チェックされることが

ない場合には持続可能な観光が実現し

ていると考えず、そのプロセスの同じ

重要要素を再三再四チェックする「終

わりなきダンス」と考えよ。

34．意思決定過程に影響を与えるようなイ

ンセンティブ策を開発せよ。政府、地

元住民、国際機関に対して、生物と文

化の多様性を保全するために特別の行

動を取らせる誘導策を創出せよ。生物

多様性を脅かす原因の除去や緩和を重

視しつつ、資源の保護と持続的な利用

のためのインセンティブ策を確認し、

普及するために現在の法律や経済政策

を見直せ。

35．政府機関、観光団体、非政府機関、民

間事業者、その他支援団体を含むすべ

ての利害関係者と意思疎通を図る努力

を継続せよ。

36．国際機関は、政府に以下の重要分野の

改善を勧める必要がある：

�執行のための適切な資源（ヒト、カ

ネ）に裏打ちされた、効果的な法制

を支持する

�確実に保護区域の目的が達成され、

資源が適正に利用されるために、観

光を含むすべての活動を網羅する各

保護区域の運営計画を作成する

�保護区域と観光管理に関する国家政

策を策定する（環境と保護に関する

教育とともに）。

37．地域住民が公園観光から直接の経済的

利益を受けることを理解するために、

観光から生まれる収入の一部を地域社

会に投資、還元せよ。

38．観光管理を含めて、保護区域の効果的

な計画と運営のために充分な資金を配

付せよ。保護地域が観光に門戸を開く

前に、資金とともに専門の運営チーム

を配備しなければならない。

39．各保護区域が現実的な予算を持つこと

を保証せよ。

40．保護区域の収入を確保するために独創

的、革新的な方策を推進せよ。
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