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【研究論文】 

エコツーリズムのマネジメント 

－宗像のエコツーリズムにおける電子博物館の役割－ 

 

大方優子 

 

 

1. エコツーリズムとは 

現在、多くの自治体が地域活性化の手段として観光事業の推進に力を注いでいる。観光事業は、

所得創出効果、雇用創出効果、税収効果といった「経済効果」、また地域内外の人々の相互理解と

いった「社会文化効果」を地域にもたらすものであり、その意味から地域活性化における観光事

業推進の意義は大きいといえる。また、われわれの生活においても観光は身近な行動となってい

る。統計によると、わが国では 2010 年には述べ 2 億 9680 万人が国内宿泊旅行にでかけ、これは

国民１人当たり 1.56 回と推計される。また日本人の海外旅行者数は、1965 年に海外渡航が自由

化されて以降、特に 1980 年代後半から飛躍的に増加し、その後は横ばい傾向が続くものの、2011

年では約 1663 万人を記録している。同時に、訪日外国人旅行者数も「ビジットジャパンキャン

ペーン」など近年の政府の取り組みにより増加し、2010 年には過去 高の約 861 万人を記録して

いる(1)。このようにだれもが気軽に旅行にでかけることができるようになった現代は「マスツー

リズム（大衆化された観光）」の時代といわれており、大量の旅行者が世界規模で移動し、移動先

では大量に消費活動を行っている。そのような状況からすれば、地域は観光事業によって、前述

したような経済的、また社会文化的恩恵を大いに享受しているといえよう。 

しかし一方で、現在多くの地域が、観光事業によってもたらされた様々な問題に頭を痛めてい

る。例えば、富士山におけるゴミ問題、屋久島におけるトイレ問題、白川郷における渋滞、騒音

問題などはよく知られた例だろう。その他にも、バブル期にリゾートマンションが乱立し自然景

観が損なわれてしまった例（越後湯沢など）、観光客がサルなどに餌を与えることで動物の生態系

が変化してしまった例（日光など）なども挙げられる。また、オーストラリアのウルル・カタジ

ュタ国立公園（通称エアーズロック）では、原住民アボリジニが、自分たちにとって重要な聖地

に観光客が物見遊山で立ち入ることを快く思わず、しまいには観光客の登山を禁止すべきかどう

かという議論にまで発展しており、これは観光事業が地域住民に精神的苦痛をもたらしているケ

ースといえよう。Doxey は、このような観光地の住民が訪問者に対して抱く感情の変化について

示している(2)。それによると、その地域が観光地として注目され始めた段階では訪問者に対し「幸

福感(euphoria)」を抱くが、そのうち、彼らに対し無関心(apathy)になり、そのうち彼らの存在が

邪魔になり「いらだち(annoyance)」、 後には「敵意(antagonism)」へと変化するというのであ

る。 

このように、観光事業が地域の自然環境を破壊したり生活環境を劣化させたりして、それによ
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り地域住民が肉体的・精神的・経済的な損害を被るという、いわゆる「観光公害」の事例は、国

内外において枚挙にいとまがない。特に日本では、1987 年リゾート産業の振興と国民経済の発展

を目的に「総合保養地域整備法（通称リゾート法）」が施行され、その結果、80 年代から 90 年代

にかけて全国各地で大規模なリゾート開発が行われた。これにより、多くの地域がリゾート事業

のもたらす経済効果を一時的には享受することができた。しかし、この成功が長続きしている事

例はほとんど見られず、多くの施設がその後経営破たんに陥り、結果的に環境破壊、利益の流出、

財政圧迫といった諸問題を地域に残すだけのものとなってしまっているのが現実である。 

このような事実を前に、はたして観光事業は地域にとって本当に必要なのだろうかということ

を問い直さざるを得ない。前述したとおり、地域活性化における観光の効果、とくに一時的な経

済効果は地域にとって魅力的なものであることは確かである。一方で、地域が犠牲にするものも

多いことも事実である。観光事業の恩恵は享受したいが、地域への負荷はかけたくない。多くの

地域がこのようなジレンマに陥っているなかで、このジレンマを解消する方法として提唱された

観光事業の形が「エコツーリズム」である。エコツーリズムにはさまざまな定義が存在している

が（注１）、これらに共通する理念は、地域固有の資源（自然・歴史・文化など）に配慮しながら

同時に観光資源として活用することで、持続可能な観光事業を実現することである（注２）。 

 

2. エコツーリズムのマネジメント 

では、地域固有の資源に配慮しながら、同時に観光資

源として活用するには具体的にどのような方法をとれ

ばよいのだろうか。国内外で行われている様々な取り組

みを整理すると、エコツーリズムのマネジメントの方法

は図１のようにまとめることができる。まず、地域主導

のもと観光事業を進めていくことが前提であるが、それ

に加えて、科学技術、経済循環、規制、教育の４つの手

段を用いたマネジメントが有効であると考えられる。そ

れぞれの具体的方法を以下に述べる。  

 

2-1. 科学技術を活用したマネジメント 

観光事業がもたらす地域への負荷を減らすために、科学技術を活用する方法がある。近年、ソ

ーラーゴミ箱やリサイクルトイレなど、環境への負荷をできるだけ少なくすることができる装置

が種々開発されており、多くの観光地や施設がこれらの装置を積極的に導入している。なかでも

先進事例として有名なのが、1992 年にオーストラリア初の本格的エコリゾートとして開業した

「キングフィッシャーベイ・リゾート＆ビレッジ」である。当施設が位置するクイーンズランド

州フレーザー島は世界 大の砂島として世界自然遺産に登録されており（1993 年登録）、ここで

は、この世界的にも貴重な砂島の自然環境に悪影響を及ぼすことがないよう先端の環境技術を積

極的に導入し、以下のような環境に配慮したさまざまな取組をリゾート全体で行っている(3)。 

図 1.エコツーリズムのマネジメント
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・建設前の徹底した調査（環境アセスメント、生態調査、考古学調査などの実施） 

・周囲と調和するデザインの導入（高さや色の制限） 

・建設方法の工夫（自然建築資材の使用） 

・節電のための工夫（風通しをよくした建物設計、自動電気制御システムの導入） 

・独自のリサイクルシステムの開発（廃棄物・汚水処理、地下水・雨水の利用） 

・環境にやさしいアメニティの使用（グリーン製品、生物分解性洗剤・シャンプーなど） 

・造園における工夫（島内に生育する植物のみを利用、ボートウォークの設置） 

 

このように、観光事業がもたらす恩恵と地域資源への悪影響というジレンマを、科学技術を活

用することにより解決を図ることは１つの有効な方法であろう。ただし、この方法の大きな問題

は、一般的にこのような技術を導入し維持していくためにはコストがかかることである。そのた

めに、この科学技術によるマネジメントを導入する際には費用対効果についての慎重な検討や、

他の地域や施設との連携などの効率的な運営が必要となってくるだろう。 

 

2-2. 経済循環のしくみを活用したマネジメント 

観光事業の運営にかかる費用、資源保存の管理費といった観光地の運営費を旅行者に直接負担

してもらう仕組みをつくり、定着させるという方法、すなわち経済の仕組みを活用し、観光事業

がもたらす地域への負荷を減らすのに役立てようという方法である。 

具体的な方法としては、入山料、入島料の徴収である。これは、外部からのアクセスが１か所

に限られた地域で採用することが可能である。例えば、ガラパゴス諸島や知床五湖などでこのよ

うな制度が導入されている。その他、一定以上の宿泊旅行者が見込める地域では、宿泊税という

方法をとることも可能であり、現在、ハワイ州、ローマ市、東京都などで導入されている。 また、

旅行者が利用するインフラ施設を有料化するという方法も見られる。これは、トイレや駐車場、

ゴミ処理など、旅行者が利用にあたって経済的負担を強いられるのに比較的抵抗が少ないと考え

られるような施設で、かつ旅行者の利用を目的にあらたに整備される場合に採用されることが多

い(4)。なかでもよく知られた例としては、上高地で導入されているチップ制トイレである。これ

は域内にあるトイレのうち１か所をチップ制とし、そこから徴収された金額を域内の全トイレの

維持管理費にあてるというものである。 

このように、観光事業がもたらす恩恵と地域資源への悪影響という観光地が抱えるジレンマを、

経済的な視点から解決を図ることは非常に合理的な方法といえよう。しかし、実際このような方

法を導入するにあたっては賛否両論あり、例えば、富士山の入山料、屋久島の入島料、沖縄の観

光税など、現在も多くの観光地で議論が紛糾している。その理由は、税制負担の公平性や観光客

数への影響といった視点から、観光地の運営に関わるステークホルダーそれぞれの立場によって

利害が異なるからである。つまり、この経済循環によるマネジメントは、しくみとして定着すれ

ば直接的な効果が期待できるが、まず導入に当たってさまざまな障壁が存在する。そのため、事

前の意見調整や、色々な角度からの費用対効果分析が重要となってくる。 
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2-3. 規制によるマネジメント 

規則やルールで旅行者の行動を制限することで、観光事業がもたらす地域への負荷を減らそう

という方法である。制限といっても、規範を示すにとどまるものから罰則を課すものまでその強

制力の強弱によって様々な場合が含まれる。なお、2007 年のエコツーリズム推進法施行により、

エコツーリズム推進地域に指定された地域が自然資源保全のための独自のルールを制定し、違反

した者に対し罰則を導入することが可能となった。 

規制には大きく３つの対象があり、地域への立ち入り、地域での行動、そして地域へのアクセ

ス方法に対する規制である。まず、地域への立ち入りを規制するとは、地域内への立ち入りの人

数や期間、また範囲を制限するというものである。代表的な例としては尾瀬国立公園である。尾

瀬では全域にわたって木道が整備されており、登山者は木道以外の場所を歩くことができないよ

うになっている。このように登山者の行動範囲を制限することで、湿原が踏みつけられることを

防いでいる。 

その他、地域への立ち入りの範囲の制限によく用いられている方法はゾーニングである。ゾー

ニングとは地域を用途別に区画することで、ガラパゴス諸島での実践例がよく知られている。ガ

ラパゴス諸島では、全島が国立公園区域と居住区域に区分されており、国立公園区域はさらに原

生保護区域、原始区域、特定利用区域、探訪者区域と細分され、そのうち探訪者区域のみが観光

客立ち入り可能となっている(5)。このような制限を行う際、その基準となるのが、人間活動によ

って自然浄化能力が損なわれない限界量とされる「環境容量」(carrying capacity)である。世界観

光機関（UNWTO）は、観光容量を、「観光地の環境容量が訪問者の満足感の低下と物理的、経済

的、社会文化的環境資源の減少と破壊を引き起こすことがなく、同時に観光地を訪問するかもし

れない人々の 大数」と定義し、これを超えない範囲で観光事業を運営することが重要だと述べ

ている(6)。このことは Butler が提示した「観光地発展段階説」によっても指摘されている(7)。Butler

は、多くの観光地域が、観光地域として選定されたのち、地元資本そして外部資本による開発・

発展段階を経て、やがて収容力が限界に到達し（成熟段階）、限界を超えると環境・社会・経済上

の諸問題が生じる停滞段階、そして 後には衰退段階へと至っていることを示し、このことから、

収容能力の限界内を超えた観光開発は、環境破壊、観光地域の早期衰退を招くことを指摘してい

る。 

地域での行動を規制するにあっては、訪問者が域内で行動する際、認定ガイドが同行すること

を義務付けるものや、地域社会、生態系への配慮に関するガイドラインを設ける方法がある。認

定ガイドについては、前述したガラパゴス諸島での「ナチュラリストガイド」がよく知られてい

る。 

そして、地域へのアクセス方法を規制する手段として代表的なものが、パーク＆ライド、すな

わち自家用車は指定駐車場に駐車し、シャトルバス等を利用して目的地に向かうシステムである。

ツェルマット（スイス）、国内では上高地などがその導入の先駆けとして知られている。 

このような規制を総合的に取り入れながらエコツーリズムを積極的に推進しているのが、2011

年に世界自然遺産への登録が決まった小笠原諸島である。小笠原諸島では、自主ルールの制定、
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入域制限の実施、認定ガイド同行の義務付けなど、あらゆる方法で規制によるマネジメントを行

いながら、世界的にも貴重な自然環境を活用しながら保全することを目指している(8)。  

このように、規制によるマネジメントは多くの地域で導入されており、効果も高い。しかし、

ルールがない場面では人はどのように行動するのであろうか。このような規則を導入した地域で

は、規則を守らない業者や旅行者への対応という新たな問題が生じているケースも多くみられる。

また人間の行動をどこまで規則でコントロールすることができるのか、すなわちどの範囲まで規

則を制定するのかという線引きは非常に難しい決断である。つまり、規制によって行動をコント

ロールするという他律的な方法では、人間行動がもたらす問題について根本的な解決にはなりに

くい。そこで必要なことは、旅行者や観光事業従事者がエコツーリズムの理念を体現するために

自主的に行動できるように促していくことであり、そのために有効な手段は教育である。そこで

次に教育によるマネジメント方法について述べる。 

 

2-4. 教育によるマネジメント 

教育を通じて、人々とくに観光者のモラルに訴える方法である。具体的には、啓蒙活動、オリ

エンテーション、学習プログラム、パンフレット、ガイドブックの作成などを通じ、地域の資源

について観光者に伝えていくというものである。このような教育活動は、地域と観光者との間の

通訳という意味で「インタープリテーション」と呼ばれている。つまり自然や文化が持つ意味や

見えないサインを観光者にわかる言葉で伝える活動である。自然や文化資源の意味を旅行者に十

分に理解してもらうことで、それらに悪影響をあたえるような行動を旅行者が自主的に避けるよ

うに促していこうというのである。 

インタープリテーションの媒体として も一般的なのは人による伝達であり、このようなイン

タープリテーション活動に従事する人をインタープリターと呼ぶ。インタープリターという役割

が確立されたのは 1920 年代、アメリカの国立公園におけるパーク・レンジャー制度であるとい

われている。パーク・レンジャーとは各公園の管理運営を行うための森林警備隊であるが、その

利用者サービスの一環として、公園内の資源についての解説も行うようになったのである。この

制度は 1953 年日本の国立公園にも導入され、その後国立公園以外の自然公園施設にも配置され

るようになり、やがて地域全体に活動の場が広がっている。 

インタープリターの育成にあたっては、民間レベルから国レベルまでさまざまなケースがみら

れる。国レベルで取り組んでいる事例としては、前述したガラパゴス諸島におけるナチュラリス

トガイド制度が代表的である。わが国においては、民間機関によるインタープリター育成による

ケースもあるが（例えば、NPO 法人日本エコツーリズム協会によるエコツアーガイド、エコツー

リズムプロデューサー養成講習会など）、多くは自治体が主導しているケースである。沖縄県では

全国に先駆け、1999 年より「環境保全型自然体験活動指導者」育成に着手した。これらのプログ

ラムへの参加は、一般市民が中心となっているため、シニア層を中心に活動の輪が広がり、現在

日本全国各地で展開されるようになった。 

このように、インタープリテーション活動を通じて旅行者を教育しエコツーリズムの理念を体
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現しようとするやり方は、成果がでるまでに時間がかかるものではあるが、将来を見据えてエコ

ツーリズムを運営していくためには重要な作業であると言えよう。つまり、このインタープリテ

ーションをどう機能させるかが、エコツーリズムの理念を実現させるためのキーとなるものとい

える。インタープリテーション活動は、前述したとおりこれまでその活動は人が中心であった。

しかし、現在では IT を活用し様々な方法が考えられるであろう。そこで福岡県宗像市を事例にと

り、インタープリター機能のあり方における今後の可能性について検討したい。  

 

3. 宗像におけるエコツーリズムの展開とむなかた電子博物館の役割 

福岡県宗像市は福岡市と北九州の中間に位置し、玄界灘および響灘に面する海岸、そして宗像

四塚や許斐山等の山々など自然資源に恵まれた人口約 94,000 人の都市である。海を挟んで朝鮮半

島と近い場所に位置することから、古代、中世には朝鮮、中国との貿易の地として栄え、沖ノ島、

宗像大社、古墳群など、貴重な歴史文化遺産が多く存在していることでも知られている。これら

は、「宗像・沖ノ島と関連遺産群」として 2009 年 1 月に世界遺産暫定リストに記載された。この

ような恵まれた地域の資源を保全すると同時に観光資源としても活用することで、観光による交

流人口増加を目指そうとする取り組みは、市の都市計画においても重要な位置づけがなされてい

る(9)。このような宗像市における観光事業の取組への姿勢は、ここまで述べてきたエコツーリズ

ムの理念と共通するものであり、すなわち、宗像市における観光事業推進にあたっては、これま

で述べてきた４つの手段を用いたマネジメントが有効であるといえよう。では、そのなかでも重

要な視点である教育によるマネジメントは、現在宗像においてどのようにおこなわれているので

あろうか。 

現在、宗像地域で行われているエコツーリズムの教育活動、すなわちインタープリテーション

の活動としては、2006 年に結成された「宗像歴史観光ボランティアの会」が中心的な役割を担っ

ている。宗像歴史観光ボランティアの会は、2005 年、宗像市の教育委員会、市民フォーラム、観

光協会によって開催された「歴史観光ボランティアガイド養成講座」がきっかけとなり、その修

了生によって結成された組織である。宗像市に存在する貴重な史跡・文化財を市内外の人々に知

ってもらうことで、市の活性化と資源の保全につなげようという目的のもと、宗像大社や鎮国寺

など市の主要な観光スポットにおけるガイド活動や、歴史散歩コースの印刷物などの作成・配布

を行い、宗像の歴史観光の情報発信を続けている(10)。 

行政が行う取組としては、2012 年より「地域学芸員」の活動がスタートする予定である。これ

は 2011 年策定の「宗像市文化芸術のまちづくり 10 年ビジョン」において示された重点プロジェ

クトの 1 つであり、2012 年開館予定の郷土文化学習交流施設（「海の道むなかた館」）において、

市民からの募集により構成された地域学芸員が、展示企画、運営、歴史観光案内などを行う予定

である(11)。この郷土文化学習交流施設は、これまで市内に存在していた民俗資料館等の文化財関

係施設を統廃合整理したもので、自然や歴史文化遺産の継承を推進する目的のもと、市民協働で

郷土学習、人づくり、地域づくり、観光振興をおこなう新たな拠点としての役割が期待されてい

る。これらの市民協働活動の中心となるのが地域学芸員であり、すでに 2011 年より地域学芸員の
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養成講座が開催されており、今後の活躍がおおいに期待されている(12)。 

このように現在宗像市においては、市民がインタープリテーション活動に積極的にかかわって

おり、これらの活動は宗像でのエコツーリズムを推進において重要な役割を果たすものであろう。

このような中、人的なインタープリテーション活動の補完的な役割を果たすツールとして期待さ

れるのが「むなかた電子博物館」である。「むなかた電子博物館」は、宗像地域を対象とする貴重

な歴史、文化資源等のデジタル情報を展示するウェブ上の仮想博物館で、閲覧者は、ウェブ博物

館上のコンテンツを通じて、宗像地域に存在する様々な自然や文化資源についての情報をいつで

も、どこからでも得ることができる。「むなかた電子博物館」の概要、可能性については、「むな

かた電子博物館紀要」創刊号(13)で詳しく述べられているが、ここでは、エコツーリズム運営にお

けるインタープリテーション機能として「むなかた電子博物館」をとらえ、機能上のメリットに

ついて利用者（旅行者）の立場から述べる。 

インターネットを通じて「むなかた電子博物館」にアクセスすることで、閲覧者は、いつでも、

どこからでも宗像に存在する自然や文化の意味に触れることができる、すなわちいつでも、どこ

からでもインタープリテーションを受けることができるのである。現在宗像で行われている人的

なインタープリテーション活動は、人対人のコミュニケーションによる影響力や説得性という意

味では欠かすことのできない活動であることは間違いない。しかし、人的活動の限界として、こ

れらの活動はあくまでもその場所を訪れた人が対象であり、利用するにあたっては、場所そして

時間の制約を免れない。また、このように実際に宗像を訪れる人というのはすでにある程度宗像

という地域や地域資源に関心のある人と考えられ、宗像という場所を知らない人々に対して、宗

像にある貴重な歴史、文化資源の存在を知らせるという役割を果たすことはなかなか困難である。

この点、インターネットを通じてアクセスできる電子博物館の場合、そもそも宗像を知らない、

関心がない人でも、別のキーワードから「むなかた電子博物館」にたどりつき、宗像を知り、そ

こから宗像にあるさまざまな資源、そしてそれを通じて宗像という地域に関心をもつという流れ

が考えられる。また、いつでもどこからでもアクセスできるということは、宗像に訪れた後にさ

らに理解を深める場としても役立てることができる。このように、人々の理解をさらに深めるこ

とや、宗像を知らない人が関心を抱くきっかけとなるという点で「むなかた電子博物館」が現地

における人的インタープリテーション活動の補完的な役割を果たすといえるのである。 

情報提供という機能でいえば、一般の観光情報サイトやガイドブック、また歴史や自然などテ

ーマに絞った専門的な情報サイトや書籍など、さまざまな媒体が存在している。これらの媒体と

比較した場合、「むなかた電子博物館」ではワンストップで関連する様々な情報を得ることができ

ることが大きな特徴であろう。例えば、「宗像大社」についての情報を検索する場合、専門的な情

報サイトであればそのテーマ内での情報提供にとどまりがちであるが、むなかた電子博物館の場

合、「宗像大社」というキーワードから関連する史跡、その場所、そこに存在する動植物など、様々

な関連情報に繋げることが可能である。また、一般の観光情報サイトと比較した場合、これらの

多くは、グルメや買物情報などが中心であり、自然や歴史に関するインタープリテーション機能

を果たすコンテンツはあまり提供されていない。旅行がわれわれの生活において身近な行動とな
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った現在、旅行者市場そのものが成熟し、それにつれ旅行者の関心や行動も多様化している。こ

のような状況を鑑みると、これまでの一般的な観光情報では旅行者は飽き足らず、これからの観

光情報として地域に関するより専門的な情報が求められている。その点において「むなかた電子

博物館」は、エコツーリストなどといった現代的特徴をもつ旅行者のニーズにこたえるものであ

ると考えられる。 

 

4. おわりに 

 ここまで、エコツーリズムの理念を実現させるにあたってのインタープリテーション活動の重

要性、そして「むなかた電子博物館」を事例に、インタープリテーション機能の今後のあり方に

ついて検討してきた。 後に、「むなかた電子博物館」をエコツーリズムのインタープリター機能

として活用するにあたって、今後の活性化策について提案したい。 

まず、利用者同士が電子博物館上で情報をシェアする機能を盛り込むことである。近年消費者

の行動は AIDMA から AISAS へと変化しているといわれている。AIDMA とは、消費者が購買対

象物に気付き(Attention)、それが何であるか興味(Interest)を持ち、それを理解したうえで購買し

たいという欲望(Desire)を持ち、それを一定期間記憶(Memory)したのち 後に購買行動(Action)

に至るという消費者行動の流れを表したものである。しかし、 近の消費者は、対象物に気付き

(Attention)、興味(Interest)をもつところまでは共通しているが、その後、インターネットの情報

を中心に探索(Search)を行い、そして購買行動(Action)に移し、 後にその情報をネット上で共有

(Share)するというように変化しているというのである。さらに共有された情報は、他の消費者の

検索対象や気付きのきっかけとなっていく。これが AISAS モデルである。近年におけるソーシャ

ルネットワークサービスの台頭でもわかるように、現在情報を共有する場が積極的に活用されて

いる。これは、旅行者の行動においても同様であり、このような情報共有の機能を加えることで

「むなかた電子博物館」そのもの活性化、そして宗像におけるエコツーリズム振興にも役立つも

のと思われる。 

そのほかに、利用者の様々な活用シーンを想定したデザイン、コンテンツづくりも必要であろ

う。前述したとおり、「むなかた電子博物館」は、エコツーリズムのインタープリテーション機能

として、現地訪問前、訪問中、訪問後というように様々な場面での利用が想定できる。また利用

のきっかけも、専門的な情報を入手したい、観光情報を知りたい、教育の場として利用したいな

どあらゆるケースが想定できる。それぞれの立場から、「むなかた電子博物館」とどのようにつな

がり活用してもらえるかということを考慮し、それをデザインづくりやコンテンツに採り入れる

ことができれば、更なる活性化につながるだろう。例えば、アクセス情報やグルメ情報などとの

リンクを密にすることで、観光情報を求めている利用者を「むなかた電子博物館」に呼び込むこ

とができ、そこからエコツーリズムのインタープリテーション機能として旅行者を啓蒙すること

が可能であろう。このように、より利用者の立場にたったしくみづくりが考えられるのではない

だろうか。著者は、エコツーリズムを通じた宗像地域の活性化にむけ、「むなかた電子博物館」の

可能性を大いに期待するものである。 
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（注１）エコツーリズムの定義 

・日本エコツーリズム協会によるエコツーリズムの定義(14) 

エコツーリズムとは 

1. 自然・歴史・文化など地域固有の資源を生かした観光を成立させること。 

2. 観光によってそれらの資源が損なわれることがないよう、適切な管理に基づく保護・保全を

はかること。 

3. 地域資源の健全な存続による地域経済への波及効果が実現することをねらいとする、資源の

保護＋観光業の成立＋地域振興の融合をめざす観光の考え方である。それにより、旅行者に

魅力的な地域資源とのふれあいの機会が永続的に提供され、地域の暮らしが安定し、資源が

守られていくことを目的とする。 

 

・国（環境省）によるエコツーリズムの定義(15) 

地域ぐるみで自然環境や歴史文化など、地域固有の魅力を観光客に伝えることにより、その価

値や大切さが理解され、保全につながっていくことを目指していく仕組み（エコツーリズム推進

法より） 

 

・日本エコツーリズムセンターによるエコツーリズムの定義(16) 

地域の特色ある自然・文化・暮らしへの理解を深める旅行や交流活動によって、地域の環境保

全や産業振興につながる、仕組みづくりのこと。 

 

・日本自然保護協会によるエコツーリズムの定義(17) 

旅行者が、生態系や地域文化に悪影響を及ぼすことなく、自然地域を理解し、鑑賞し、楽しむ

ことができるよう、環境に配慮した施設および環境教育が提供され、地域の自然と文化の保護・

地域経済に貢献することを目的とした旅行形態 

 

（注２）エコツーリズムと類似する概念として、オルタナティブ(alternative) ツーリズム、サス

テナブル(sustainable) ツーリズム、ニューツーリズムなどがある。またこれらの下位概念として、

地域の資源のうち何を対象とするかによってアグリツーリズム、エスニックツーリズム、ヘリテ

ージツーリズム、グリーンツーリズム、ブルーツーリズムなどと区分して呼ばれることもある。

それぞれの概念において強調する観点は異なるものの、目的は「地域資源の保全と観光事業への

活用の両立」で共通しているといえよう。 
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