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『趣旨説明と問題提起』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

趣旨説明と問題提起 

下休場 千秋 
北海道大学観光学高等研究センター教授 

1．開催趣旨 
下休場です。よろしくお願いします。趣旨説明と問題提起ということで、お手もとの配
布資料に基づいてお話しさせていただきます。まず開催主旨ですが、資料にもあると思い
ますが、近年国内外の各地において、まち歩き、フットパス、ロングトレイル、聖地巡礼
といった歩く旅の人気が徐々に高まってきております。今日と明日の 日間にわたりまし
て、歩く滞在交流型観光の新展開をテーマとして、歩く旅を基軸として、地域の自律的、
持続的な発展を目指す滞在交流型観光の今後の展開について、ここにお集まりいただいた
国内外のオルレ、フットパス、ロングトレイル、聖地巡礼に関する専門家による研究発表
と事例報告に基づいて理論を深めていただき、歩く滞在交流型観光の新たな可能性を明ら
かにしていきたいと考えております。

2. 「遊び」としての観光―アフリカ、カメルーンでの調査体験― 
このテーマを設定した趣旨について少し説明したいと思います。遊びとしての観光、ア
フリカ・カメルーンでの調査体験ということで、異文化理解において参考となる遊びに関
する興味深い先行研究をご紹介したいと思います。遊びの文化について、文化史家のヨハ
ン・ホイジンガは自著『ホモ・ルーデンス』（遊ぶ人）において、人間の文化は遊びから生
まれると述べています。その「第一章、文化現象としての遊びという本質と意味」におい
て彼は次のように記述しています。
「遊びは本気でそうしているのではないもの、日常生活の外にあると感じられているも
のだが、それにも関わらず、遊んでいる人を心の底まですっかりとらえてしまうことも可
能な一つの自由な活動であると呼ぶことができる。この行為はどんな物質的利害関係とも
結びつかず、それからは何の利得ももたらされることはない。それは、規定された時間と
空間の中で決められた規則に従い、秩序正しく進行する。またそれは秘密に取り囲まれて
いることを好み、ややもすると日常生活とは異なるものである点を、変装の手段でことさ
ら強調したりする社会習慣を生み出すのである」と述べています（ホイジンガ 1973: 43）。 
さらに、ホイジンガは、人間の遊びのひとつとして、祭祀、お祭りに関して、以下のよ
うに考察しています。
「原始社会の祭祀は共同体の福祉のためになくてはならぬものである。それは宇宙的洞察
に満ち、社会的発展を孕んだ神聖な遊びである。しかしそれは常にかわることなく遊びで
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ある。それはプラトーンの見たように、必要と真面目さにつつまれた無味乾燥な日常生活
の領域の外で、またその領域を超えたところで行われる行為である」と述べております（ホ
イジンガ 1973: 68-69）。 
この前に映していますのは、私がアフリカ・カメルーンの現地調査で撮った写真です。
土着宗教に基づくこういうお祭りが今も毎年行われており、そこで創生神話が演じられて
います。非常に興味深く楽しいお祭りです。さらに、仮面が登場する祭祀に関してホイジ
ンガは、次のように記述しております。「仮面をかぶった姿を眺めること、それははっきり
規定された信仰観念とは結びつかない。純粋に美的な経験であるにしても、そのとき我々
はたちまちに日常生活の中から連れ出されて、白日の支配する現実界とはどこか違った別
の境界へ引き込まれる。それは我々を未開人の、子供の、詩人の世界へ、遊びの領域へと
導いてゆく」と述べております（ホイジンガ 1973: 69）。 
ホイジンガは、遊びは人間の文化そのものであり、遊びの中に人間の本質を見いだすこ
とができると説いております。遊びとしての観光について考察することは、なぜ人間は旅
をするのかを問うことでもあります。ここで私自身が一人の日本人研究者として、異文化
社会の生活文化に関するフィールドワークを、中央アフリカのカメルーン共和国北西州の
首長国群において行った経験に基づき、この遊びとしての観光の意味について述べたいと
思います。 
カメルーン共和国はフランスとイギリスによる植民地支配後、近代国家として独立して
から 60年足らずしか経っていませんが、主要な観光資源としては、私の調査対象でもある
伝統的首長国群や多様な民族文化、自然公園の野生の動植物や景観などがあり、今後エコ
ツーリズムの発展が期待されている国です。 
この写真ですが、調査地域では仮面をつけたジュジュと呼ばれている踊り手がダンスを
行って喪開けの儀礼をおこないます。祖霊や精霊を象徴する仮面をつけた若い踊り手が集
団で踊ります。その民族のアイデンティティーを示す興味深い踊りです。私の調査では、
こういう王制社会における重要な建築空間である王宮の空間構造と機能に着目して、カメ
ルーン国内に多数存在する首長国の中から、バメッシングとバフツという首長国の王宮の
建築物を事例として比較検討することにより、王宮の空間構造と社会組織について理解す
ることが調査の目的でした。また、これらの首長国は古くからの文化を継承する一方、常
に外部からの変革の波に対応してきた王国でもあります。例えば、バフツの王宮は海外援
助によって建築物の修復事業や、王宮内における博物館の開設事業も実施されており、王
宮や民族芸術が文化遺産として観光価値を持ち始めています。 
写真の左上がバフツという王宮の広場で毎年 12月に行われるお祭りの様子です。下が王
宮の建築群です。世界遺産の暫定リストに載っております。右上が、王宮の中の一つの建
物を修復して、今は博物館として利用されています。右下がその博物館の中の展示の様子
で、歴代の王が使用していた品々が展示されています。このような形で観光資源としての
価値が出てきております。調査の過程において、私はバフツの首長国の王制社会組織のメ
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ンバーの一員として認められる加入儀礼を受けた経験があります。このようなカメルーン
の首長国における現地調査からは、ホイジンガが述べた遊びとしての文化によって、500
年に近くにわたる王制社会組織と文化を継承してきたと考察することができます。これは
西暦 2000 年のときに、私が王から直接加入儀礼を受けて、貴族の称号と伝統衣装を拝受し
た様子です。
時代により変容しつつある伝承されてきた神聖王を中心とする王制社会、土着信仰、儀
礼祭祀などの文化が伝承されてきた要因を解明するには、ホイジンガが述べた、人間の文
化の本質としての遊びの意味、ホモ・ルーデンス（遊ぶ人）としての人間存在としての意
味について分析し、考察することが有効であると考えます。ホイジンガは、「遊びは日常生
活から離れた世界において、何の損得にも関わることのない自由な活動」であると述べて
おり、余暇時間を利用した一時的な非日常の観光行動は人間にとっての遊び活動と考えら
れます。
しかし現実のツアー商品を購入して参加する消費型の観光行動において、遊びとしての
醍醐味をどれほど得ることができるでしょうか。特に異文化に接する海外観光において、
消費型観光ツアーにおいて対象とする異文化を理解することはどの程度可能でしょうか。
国内における観光創造においても地域の魅力や宝を地域住民自身が発見し、それらをどの
ように楽しみながら体験し継承していくかを考える際に、ホイジンガの遊びの概念と、遊
びとしての観光に関する考察は一つのヒントを与えてくれると考えます。

3. 近代化と「歩く旅」の観光創造 
次に近代化と歩く旅の観光創造についてお話ししたいと思います。
18 世紀以降、近代社会は人間の移動方法として、それまでの徒歩から鉄道、車、船舶、
飛行機という大量高速輸送機関を手に入れました。観光旅行はこれらの手段を用いること
により、より速くより遠くへ出かけることが可能となり、鉄道駅の周辺地域が賑わうこと
になりました。さらに 20世紀に入るとアメリカや西ヨーロッパにおいて大衆への車の普及
によるモータリゼーションがはじまり、日本でも 1970 年代から本格的な車社会が形成され
ました。 
1959 年に著されたヘルマン・シュライバーによる『道の文化史―一つの交響曲』の序言
には次のようなことが書かれています。 
「我々は、今日、道路交通が最も重大な危機に際会し、利用者のさまざまな要求の重圧
を受けて、いまにも崩壊しそうになっている今日こそ、道路の有する古い意義を知る必要
があるからである。我々は交通の有するおどろくべき力を信じる。数千年以上も昔に目を
もどして、まだ自動車が夢ですらなかった時にラバとともにヒマラヤの峠を越えた、人間
というものに信頼をおくからである。道は人間と同じく古く、同じく新しい。そして、各
世紀が新たに道をつくらなければならない。われわれが道のない中世の例から、道路建設
に関するかぎり、過去の遺産を食ってゆくわけにはいかないことを認識し、現代の要請に
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従って新たに道を造るのであれば、道は過去の多くの時代と民族にそうであったように
我々の時代にとっても生命の動脈となるであろう」（シュライバー 1962: ⅱ）。 
20 世紀の後半、自動車交通の利便性は飛躍的に高まりました。その一方、交通事故や交
通公害により、道路は非人間的な死の道路となることをシュライバーは懸念するとともに、
新しい道の文化を創造する必要性を論じたのです。 
このような人間の交通手段の変化とそれに伴う地域開発と自然破壊の進行、生活文化の
変化という近代化の影響に対して、他方でそれらの動きを食い止めようとする自然保護の
活動や思想の確立、郷土文化の研究の動きも起こりました。産業革命により急速に自然破
壊が進んだ 19世紀のイギリスにおいて、オクタヴィア・ヒル、ロバート・ハンター、ハー
ドウィック・ローンズリーの三人により 1895 年に設立された「ナショナルトラスト」はフ
ットパスの運動につながりました。アメリカではヘンリー・D・ソローが、1854 年に『ウ
ォールデン 森の生活』を刊行して環境保護思想を広め、ジョン・ミューアが 1904 年に自
然保護団体「シエラクラブ」を設立し、ロングトレイルの形成につながっていきました。
左側がシュライバーの道の文化史の表紙の写真です。車社会に懸念を示しています。右側
がジョンミューアのトレイルブックのガイドブックの表紙。アメリカではこういったガイ
ドブック、地図が多く出版されています。 
一方、日本においても明治時代以降の近代化の流れの中で、危機感を抱いた柳田國男は、
1910 年に『遠野物語』を発表し、その後、日本民俗学を確立しました。神社合祀の反対運
動を行い、日本人として初めてエコロジー思想を唱えた南方熊楠や、さらには民俗学研究
を志して日本中を歩いてフィールドワークを行った宮本常一などの存在がありました。 
日本における社会の近代化と観光開発の経験を問い直す意味は、明治維新以降の近代化
の流れの中で、柳田國男が『明治大正史 世相篇』で論じたように、さまざまな困難を抱
えつつも生活を維持しなければならない、一般庶民の生活の知恵を基本とする「経世済民
の学」としての民俗学の目的と重なります。柳田國男は近代化により変容する生活文化に
ついて、当時の世相として詳細に論じました。その中には戦争、自然災害といった地域社
会の大きな変容をもたらす出来事への地域住民の対応についても含まれています。柳田國
男はこの本の「第 5 章 故郷異郷」、及び、「第 6 章 新交通と文化輸送者」において、漂泊
民の生活が地方の文化に与えた影響や、交通機関の発達に伴い旅と観光の在り方が変化し
たことを述べています。 
また、宮本常一は武蔵野美術大学で民俗学、生活史に関する教育に従事しながら、1966
年から近畿日本ツーリストが開設した「日本観光文化研究所」の所長として、観光文化に
関するさまざまな研究活動を行いました。彼は生涯に約 16 万 km、およそ 4千日の歩く旅
をした民俗学者であったといわれています。宮本常一は『旅に学ぶ』の中で次のように述
べています。 
「ここにこんなものがある。それを見に行けという言い方、それがもし観光の本質であ
ったとするならば、これは大変まとはずれなことになるはずなのです。本来旅というもの
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は、何のためにするのかということになりますと、自分の目で物を確かめてみる、そうい
うことのために、旅があるはずなのであります。それでなければ、旅をする必要がないの
であります。旅をするということは、自分の目で物を確かめることですが、それが今日の
旅を見ますと必ずしもそうではない。例えばガイドブックというものがありまして、その
ガイドブックを持ってどこかへ行く。で、ガイドブックを読んでおって、『ああ、そうか』、
それですべて終わったような顔をして帰ってくるというのが今日の観光旅行でああるので
す。これは、実におかしい話だと思うのです。つまり教科書があって、それだけのものを
見ると、もうそれでおしまいになる。それだけのものでも、ないよりはいいだろうけれど
も、その中からいったい何を啓発せられるかということになってくるのではなかろうか。
大事なことは、一人ひとりが確かな目で物を見るということです」と述べています（宮本 
1986: 78-79）。 
ここで宮本は、旅の本来の姿と楽しみ方について述べています。観光が有する意義と観
光の在り方に対する民俗学者としての地域との接し方について、大変示唆に富んだ考察で
あると思います。さらに宮本は次のような記述をしております。 
「まず、われわれが必要なことは翻訳でないもの、自分の目を通して物を見る。そうい
う目を持つことが、何よりも大事なことではなかろうかということを、旅をして考えさせ
られてきたのです。本物をみるということは、あるく以外に実は方法のないものなのです。
自分自身がその体験を持たない限り、実はその本物はわかりようがないのです。そしてみ
ることの中に発見があるのです。そしてそれをみるということは、外側から見るだけでは
なくて、まず内からみるということが大事なことになっています」と述べています（宮本 
1986: 83-83）。 
宮本は、民俗学研究を志して日本中を歩いてフィールドワークを行い、1960 年に『忘れ
られた日本人』を出版し、後世に「旅する巨人」と称され、その後の観光文化研究に先鞭
をつけた存在でした。宮本にとって苦しい旅の道中における一番の楽しみは、人との出会
いにあったといいます。民俗学者としての立場から、観光の意義について述べたこれらの
記述は、現代においても、観光創造の意味を考察する上で、基本的な視点を提供している
と考えられます。宮本が初代所長を務めた「日本観光文化研究所」は、現在「旅の文化研
究所」と名称を変更し、観光文化に関する研究と若手研究者の育成に力を注いでいます。 
日本が近代化する過程において、日本文化の固有性、社会文化の変容について明らかに
するために、民俗学者の柳田國男や宮本常一は、地域社会の常民の生活文化を歩いてつぶ
さに記録しようとしました。今後、地域における観光創造を考えるにあたり、日本社会が
近代化するに過程において、柳田國男や宮本常一が果たそうとした経世済民の学としての
民俗学の確立を目指した取り組みと、これらの先人が残したメッセージを基にして、車中
心から人間中心の地域社会へと転換する必要性、すなわち「歩く旅」の観光創造による地
域活性化を推進していく必要があると考えます。 
以上において論じた「遊び」としての観光と、近代化における「歩く旅」の観光創造の
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二つが、今回「歩く滞在交流型観光の新展開」をテーマとして本研究会を開催するにいた
った主な趣旨です。 
 
4．問題提起 
最後に 2 日間の観光創造研究会に対しての問題提起として、以下の 5 点を挙げたいと思
います。 
1 歩く旅の魅力は何なのか、歩くことの意味はどこにあるのか 
2 滞在交流型観光の課題と可能性 
3 歩く旅がどのように滞在交流型観光と結びつくのか 
4 地域にとって滞在交流型観光がどのような意味を持つのか 
5 歩く滞在交流型観光を推進するためには、どのような観光地域経営組織や、その組織運
営を担うどのような人材の育成が必要となるか 
以上の 5 点を問題提起としたいと思います。本研究会においてこれらの課題と疑問につ
いての有意義な発表と議論が行われることを期待したいと思います。 
ちなみに、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院では 2017 年度より、主に社会
人を対象とする履修証明プログラム「デスティネーション・マネージャー育成プログラム」
を開始しています。このプログラムは「地域が自律的かつ戦略的な観光振興に取り組む上
で、経営的な視点から観光まちづくりを推進し、同時に域内外の多様な主体との協働の在
り方や複雑な利害関係を調整する役割を担う観光地域経営組織（DMO）において、中核的
な役割を担う人材を育成することを目的として、理論・知識の習得から実践的な専門的知
見を身につけるために、国際広報メディア観光学院観光創造専攻開講の正規科目を中心に
構成し、さらに高い専門性と実践力の養成を図るため、履修証明プログラム独自の実践講
習科目を開設」しています（北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院 2018）。前に
あるのがその案内パンフレットです。受付にも少し置いてあります。 
地域における観光創造を推進するには、地域住民が持続的な暮らしを営む生活基盤を整
えた上で、地域住民が主体となり、自律的に観光地域経営を行う組織構築と人材育成を継
続していく必要があると考えます。 
以上で、趣旨説明と問題提起を終わりますが、ここに全国から多くの専門家の方にお集
まりいただき、貴重な研究発表と事例報告をしていただく機会を持つことができましたこ
とに関しまして、皆さまのご協力に大変感謝いたしております。それと共に、活発な議論
を通して実り多い成果が得られることを願っております。何卒宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。 
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