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山岳デスティネーションのマネジメント 

──戦略の射程と構成── 
 

 
石黒 侑介 

北海道大学観光学高等研究センター 准教授 
バルセロナ大学ホテル・観光学院 連携客員教授 

 
 
1. デスティネーション・アイデンティティの再考 
 
新型コロナウィルス感染症の拡大によって多くの地域が観光戦略の抜本的な見直しを迫

られている。しかしながら北海道については，2020 年以降，国立アイヌ民族博物館を中心
とした民族共生象徴空間「ウポポイ」や北広島市のボールパーク等の大型施設の新規オープ
ン，7空港の一括民営化や 2030 年の北海道新幹線札幌延伸などの交通インフラの整備，さ
らには 2021 年の東京オリンピック・パラリンピックのマラソン・競歩の札幌開催や 2026
年の冬季オリンピック・パラリンピック札幌誘致などが見込まれ，新型コロナウイルス感染
症拡大以前より劇的な環境変化が生じることが十分に予見されていた。つまり仮にこの未
曾有の危機が起こらなかったとしても，戦略の見直しを求められる状況にあったと言える。
こうした状況下にあって，今や世界的なデスティネーションとなった「ニセコ」を構成する
ニセコ町には，世界標準の戦略性を備えた長期的なビジョンが求められている。 
ニセコ町の観光振興ビジョンを考える上で，ニセコ町をどのようなデスティネーション

として振興していくのかという問いは，極めて重要である。周知のとおり，ニセコ町を含む
ニセコエリアは，今や日本を代表する国際的なデスティネーションであり，その知名度の源
泉は，含有する水分の少ないパウダー状の雪「ジャパウ（"Japow"）」を楽しめるスキー・デ
スティネーションとしての競争力である（Tsuji 2020）。しかし，この競争力をどのように
維持，あるいは強化するべきかということと，地域がどのようなデスティネーションとして
認知されることを目指すのか，言い換えればデスティネーションとして何をアイデンティ
ティとするのかは，似て非なる議論である。 
Dianne Dredge と John Jenkins が指摘するように，観光においては「空間と産業の同質

性に対する視点に紐付いたもの」としてデスティネーションのアイデンティティが描かれ
てきた（Dredge and Jenkins 2003: 386）。訪問者は発地を出てデスティネーションに至る
プロセスにおいて，地理的な特徴や産業の集積における規則性を把握し，一体的なデスティ
ネーションとして認識する。「デスティネーションが，訪問者のために新鮮でユニークで本
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物の観光商品を維持するためには，地元のアイデンティティに忠実である必要がある」
（Sheldon and Abenoja 2001: 443）のは，そもそも地域のアイデンティティなくしては
デスティネーションとしての認識が生じにくいためだろう。だからこそ「マーケティングや
プロモーション活動は，独自性と競争力を有する場所のアイデンティティの生成に向けら
れている」（Dredge and Jenkins 2003: 383）のである。 
アイデンティティの不在は，観光振興における方向性の喪失を招く。激動の時代における

長期的なビジョンを描く上では，デスティネーションとしての競争力と同時に，訪問者，地
域住民の双方で共有可能なデスティネーション・アイデンティティを構築することが極め
て重要である。では，ニセコ町が今後描くべきデスティネーション・アイデンティティとは
いかなるものであろうか。 
 
2. 山岳デスティネーションへの回帰 
 
この問いに対する答えを模索する上で，本稿ではまず，「山岳デスティネーション」とい

うキーワードに着目したい。 
山岳地域が，巡礼や探検ではなく，事業上の明確な意図と計画を持ってデスティネーショ

ンとなったのは，18世紀のヨーロッパである。当時，「革新的な起業家が，多くの若い訪問
者の需要を見越して，アルプスの牧歌的で雄大な風景の中に宮殿ホテルや登山鉄道を建設
し，特定の山においてレジャー活動を開発した」（World Tourism Organization 2018: 21）
ことが，狭義の山岳デスティネーションの始まりと言える。ただし，世界観光機関（UNWTO）
が指摘するように，山岳デスティネーションがスキー・デスティネーションとして開発され
たのは，その歴史上では比較的後半のことである（World Tourism Organization 2018: 22-
25）。つまりヨーロッパの旅行者が山岳に向けるまなざしは元来，緑豊かな夏季の山々なの
であって，ケーブルカーに代表される輸送技術の発達などによってようやく，そこに雪やス
キーと言った冬のイメージが付加されるに至ったのである。こうした点を踏まえて，先述の
ようなニセコ町が有するスキー・デスティネーションとしての競争力と，そこに暮らす人々
のアイデンティティの交錯を試みようとすると，そこには訪問者と住民にとっての最大公
約数である「山岳」への回帰の可能性が見いだされる。 
では，山岳デスティネーションとはどのようなものだろうか。 
図 1はWorld Tourism Organization（2018）にも掲載されている，Peter Keller の考案

した「山岳地域における観光を通じた資源の経済的利用モデル」である（Keller 1998: 38）。
これによれば山岳地域は，山岳生態系が擁する気候や自然，土壌と，それらが生み出す景色
に投資が行われることによって，観光を通じた付加価値を生み出す。つまり，山岳生態系が
擁する諸資源に観光関連の投資による付加価値が与えられることで生み出される観光形態
が山岳ツーリズムであり，山岳デスティネーションとは山岳ツーリズムがその中核的価値
を形成しているデスティネーションとして定義される。このように考えると，ニセコ町の代
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名詞とも言えるパウダースノーは，複合的な山岳生態系が生み出す資源の 1 つに過ぎず，
またスキーもこれらに観光関連投資が行われて初めて経済的な価値を生むのであって，い
ずれも山岳デスティネーションの本質的，本来的価値として，独立しては存在し得ないこと
が分かる。 

 

出所：Keller（1998: 38）より転載（筆者訳出） 

図 1 山岳地域における観光を通じた資源の経済的利用モデル 

 

3. トップ・スキー・デスティネーションの戦略 
 
しかし，ニセコ町の観光振興ビジョンを実践的に検討する上では，こうした概念上の整理

だけでは不十分であろう。言わずもがなニセコ町は日本国内有数の国際的なデスティネー
ションであり，それは国内外に幅広いステークホルダーを抱えながら，日々，様々な有機的
な活動が行われていることを意味する。その意味では，「ニセコ町観光」そのものが 1つの
生態系を形成しているとも言えよう。そうした生態系にアプローチする上では，より実践的
な考察が欠かせない。 
そこで本稿では，世界規模の競争力を持つスキーリゾートが所在する地域が何をアイデ

ンティティとし，それがどのように実際のビジョンに反映されているのかを検証すること
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を試みたい。山岳デスティネーションではなく，あえて「スキー」を議論の起点とし，ニセ
コ町と並び称されるような，あるいはニセコ町の競合やロールモデルとして位置づけられ
るようなスキー・デスティネーションが，何を対象に戦略を構築し，実行しているのかを観
察すれば，彼らのマネジメントの根幹が，スキーや雪にあるのか，あるいは先述の筆者の仮
説のように山岳にあるのかが，読み取れるかもしれない。その一連のプロセスを通じて，デ
スティネーションとしてのアイデンティティの所在も自ずと明らかになろう。 
表 1は，2020 年のスキーリゾートの利用者数世界上位 12位を示したものである。 
1 位から 5 位までを含め上位 12 位のうち実に 10 がヨーロッパのスキーリゾートで占め

られており，その全てがアルプス山脈に位置している。スキー観光の中心は未だにヨーロッ
パ，それも本稿で指摘した近代の山岳観光発祥の地であるアルプスに集中していることが
分かる。また，アルプス山脈は，オーストリアとスロベニアを東端，フランスを西端とし，
イタリア，ドイツ，リヒテンシュタイン，スイスを加えた計 7か国を横断するように立地し

出所：Vanat (2020)に基づき筆者作成 

表 1 利用者数の多い世界のスキーリゾート上位 12位 

 
順位 所在国

本稿における
戦略レビュー

1 スキー・アールベルク オーストリア

2 ラ・プラーニュ フランス 〇

3
カンピーリョ・ドロミティ・

ディ・ブレンタ
イタリア

4
スキーヴェルト・ワイルダー・

カイザー=ブリクセンタール
オーストリア 〇

5 レ・ザルク フランス

6 ウィスラー・ブラッコム カナダ 〇

7 ザールバッハ・ヒンターグレム オーストリア

8
イシュグル＝サムナン・

シルブレッタ・アリーナ
スイス／オーストリア

9
ガルデーナ／アルペ・ディ・

シウージ
イタリア

10 ヴァル・トランス／オレル フランス

11
フラッハウ＝ヴァークライン＝

ザンクト・ヨハン
オーストリア

12 ブレッケンリッジ アメリカ合衆国 〇

スキーリゾート名 利⽤者数（100万⼈）
0.00 1.00 2.00 3.00
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ている。そのため 8位のイシュグル＝サムナン・シルブレッタ・アリーナのように，複数の
国に跨がったスキーリゾートも複数存在している。この種の観光が潜在的に広域性という
特徴を有していることがよく分かる。 
以降では，本論がニセコ町の観光政策に係る中長期的なビジョンについて議論すること

を目的としていることを踏まえ，これら 12のリゾートのうち所在する地域の行政組織等に
よって策定された政策や計画が確認できた 4つの事例について，その構成を比較する 1)。 
 
3.1 ラ・プラーニュ（フランス） 
前出の利用者数順位で 2位に入ったのが，フランスのラ・プラーニュ（La Plagne）であ

る。ラ・プラーニュは，フランスのオーヴェルニュ＝ローヌ＝アルプ地域圏（Région 
Auvergne-Rhône-Alpes）のオート＝サヴォワ県（Département de la Haute-Savoie）にあ
る 4 つのコミューンに跨がるスキーリゾートである。2014 年には 250 万人の利用者数を
記録し世界で最も人気のスキーリゾートとなったこともある（図 2）。 
同リゾートを擁するオート＝サヴォワ県では，2012 年，「観光計画 2013-2022（Plan 

Tourisme 2013-2022）」を策定し，10年間で 323 億円（2億 5,000 万ユーロ）に及ぶ観光
関連分野への行政投資の計画を発表した。全体のコンセプトとして「『山のビジョン』を『あ
らゆる人にとっての観光のビジョン』へ」が掲げられている。公開されている同計画の要約
版では，「山岳を支える政策を継続するだけでなく，規制力と環境に関する県域全体の責任
に直結する，より構造化された長期的な枠組みが必要とされていることを踏まえ，山岳政策
としての『観光計画 2013-2022』が策定された」（Conseil Général De la Haute Savoie 
2013: 3）との記載がある。文字どおり，観光振興計画ではなく，山岳の統合的な管理計画
として「観光計画 2013-2022」が策定されているのである。 
計画では，気候変動，県をまたいだ移動におけるマルチモーダルなアクセシビリティ，超

高速ブロードバンド回線の整備，隣接するサヴォワ県との歪みの解消と地域連携 DMO で
あるサヴォワ・モン・ブラン観光局（Savoie Mont Blanc Tourisme）の役割，価格設定ポ
リシー，共同教育プログラム，自動車の相乗りを利用した二次交通の改善，民泊の位置づけ，
多様化する顧客ニーズなど，広範なテーマが扱われており，これらが整理される形で 10の
戦略分野が定められている（図 3）。中にはアクセシビリティやユニバーサル・ツーリズム
の推進，ブランディングや域内の事業者との連携など，誘客の拡大策とも言える内容を含ん
ではいるが，目立つのは持続可能性への配慮や，観光の総量規制，自然への負荷を踏まえた
施設整備の方向性など，山岳の生態系と観光の共存を意識した記述である。世界でもトップ
クラスのスキーリゾートを抱えるデスティネーションが，観光を振興の対象と言うよりは
管理や抑制の対象としている点は，いわゆるオーバーツーリズムのような観光の量的圧力
に起因する問題への対処が，山間部においても政策課題化していることを強く示唆してい
る。山岳デスティネーションにおける戦略の射程に関する今日的議論という点では，非常に
象徴的な事例と言えよう。 
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 出所：筆者作成 

図 2 ラ・プラーニュの概要 

 

出所：筆者作成 

図 3 「観光計画 2013-2022」の概要 
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3.2 スキーヴェルト・ワイルダー・カイザー=ブリクセンタール（オーストリア） 
オーストリアのチロル州にあるスキーヴェルト・ワイルダー・カイザー＝ブリクセンター

ル（Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental）は，同国最大のスキーリゾートである（図 4）。ブリ
クセン・イム・ターレ（Brixen im Thale），エルマウ（Ellmau），ゴーイング（Going），ホ
ップフガルテン（Hopfgarten），イッター（Itter），ケルクサウ（Kelchsau），シェッファウ
（Scheffau），ゼル（Söll），ヴェステンドルフ（Westendorf）の 9つの村に跨がって一大リ
ゾート地を形成している。本稿では，このうちエルマウ，ゴーイング，シェッファウ，ゼル
の 4 村で構成しているワイルダーカイザー地域（Region Wilder Kaiser）のワイルダーカ
イザー観光協会（Tourismusverband Wilder Kaiser）が策定した「戦略 2024（Strategie 
2024）」を取り上げる。 
「戦略 2024」はワイルダーカイザー地域政府が取り組む「生活の質改善プロジェクト

（Die Lebensqualität-Projekte）」がきっかけになっている。このプロジェクトは，住民の
生活，地場産業，そして外部から同地にやってくるゲストの生活の質を向上することを目的
に実施されており，外部の研究者なども加わって様々な調査やワークショップ，政策提案な
どが活発に行われている。「戦略 2024」は，プロジェクトの一環として観光の専門家，コミ
ュニティの代表者，一般市民が策定した「ワイルダーカイザーで暮らし，働き，休暇を過ご
すあらゆる人々にとっての生活の質が重要である」というビジョンの実現に向けた，観光部
門の具体的な貢献を定めたものである（Tourismusverband Wilder Kaiser 2019）。そのた
め戦略全体にわたってコミュニティと経済の持続可能な関係性が意識された内容となって
いる。 
具体的には，「街の中心部における滞在の質の向上」，「観光に対する行動の変容」，「観光

の業界としての魅力向上」などの 5 つの方針が定められ，それぞれに行動指針が明記され
ている（図 5）。例えば，「観光に対する行動の変容」には，「ゲストと地元住民に同等の恩
恵を」，「市民，観光産業従事者，ゲスト全員で創り出す観光を」，「感謝と協力を忘れずに」，
「土地の所有者に感謝を」，「域内の循環を生み出そう」といった 5 つの標語が掲げられて
おり，ゲストにとっての観光の質の向上だけでなく，迎え入れる側の地域住民とゲストとの
対等で持続可能な関係性の構築が謳われている（Tourismusverband Wilder Kaiser 2019）。
また，いわゆる一般市民だけでなく，ホテルやリゾートに土地を提供している住民や観光産
業従事者も広く住民としてとらえられている。全ての住民が健全に観光産業に関与するこ
とがすなわち，自然環境と街，経済循環の持続可能な関係を構築するという考え方が垣間見
える。 
隣国ドイツと並ぶ環境先進国というイメージの強いオーストリアにあって，自然環境へ

の直接的なコミットメントに対する言及はやや控えめな印象であるが，それは持続可能性
に対してより包括的な視点でとらえている故のことであろう。観光においてはあらゆる主
体がステークホルダーになるという強い信念と主体性がうかがえる戦略である。 
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出所：筆者作成 

図 4 スキーヴェルト・ワイルダー・カイザー・ブリクセンタールの概要 

 

出所：筆者作成 

図 5 「戦略 2024」の概要 
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3.3 ウィスラー・ブラッコム（カナダ） 
一方，ヨーロッパ以外のスキーリゾートとして最上位に入ったのがカナダのウィスラー・

ブラッコムである。同国のブリティッシュ・コロンビア州南西部に位置し，バンクーバーか
ら僅か 2 時間という高いアクセス性を有している。2010 年のバンクーバー・オリンピッ
ク・パラリンピックでは山岳競技の会場に選ばれており，文字通り世界的なスキー・デステ
ィネーションである（図 6）。また，スキーだけでなく，マウンテンバイクやトレッキング，
キャンプなど，氷河や湖，動植物などの多様な生態系，自然資源を最大限に活用した各種の
自然アクティビティが楽しめる。この点は，日本の「スキー場」から想起されるイメージと
は大きく異なる。まさに通年型の山岳デスティネーションである。 
ウィスラーは，そもそも世界的にデスティネーション・マネジメントの先進地としても知

られ，日本ではツーリズム・ウィスラー（Tourism Whistler）が DMOの先進事例として紹
介されることも多い。同組織は非営利の会員制組織でありながら，デスティネーションとし
てのウィスラーのマーケティングと旅行商品の販売，さらには国際会議場やゴルフ場の運
営を行っている。DMOのこうした事業構造そのものが，通年型のデスティネーションを指
向した政策の表れと言えよう。 
ウィスラー・ブラッコムを擁するのは，人口 12,000 人のウィスラーリゾート村（Resort 

Municipality of Whistler）であり，同村は総合計画である「ウィスラー2020（Whistler2020）」
に基づいて「レクリエーション・レジャー・マスタープラン（Recreation and Leisure Master 
Plan）」を策定している。同マスタープランのビジョンは，「山の風景と自然の美しさを私た
ち自身が認識し，高品質で革新的なレクリエーションを提供するリーダーがウィスラーな
のだ」という一言で始まる。まさに山岳デスティネーション，あるいはそのゲートタウンと
しての自負が計画から透けて見える。 
同マスタープランには，「利用者満足度と自然環境の維持・監視」や「コミュニティの需

要とデスティネーションの競争力向上に対応する投資計画」など，5つの戦略分野が設定さ
れている（図 7）。年間の訪問者数が 300万人を越え，域内の個人消費の 85%が訪問者によ
って生み出される同村にとって（Resort Municipality of Whistler 2021），観光は地域経済
の生命線である。したがって「レクリエーション・レジャー・マスタープラン」は最重要基
幹産業の振興策としての意味合いも持っていることになるが，意外なことにこれらの戦略
分野は上位計画である「ウィスラー2020」のコミュニティ分野の政策に紐付く構造になっ
ている。 
この根底には，長期滞在や二地域居住目的の訪問者が多い同村では，訪問者と住民の双方

を官民によって提供されるサービスや施設の「利用者」として一体的にとらえ，それをコミ
ュニティ政策に位置づけることが，より合理的であるという発想があろう。また，マスター
プランの名称に観光（tourism）という言葉をあえて用いていない点も，そうした同村の観
光に対する立ち位置を物語っている。「レクリエーション」という言葉が，一般的には相対
する位置づけを与えられることの多いホストとゲストを結びつけているのである。 
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出所：筆者作成 

図 6 ウィスラー・ブラッコムの概要 

 

出所：筆者作成 

図 7 「レクリエーション・レジャー・マスタープラン」の概要 
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3.4 ブレッケンリッジ（アメリカ） 
ブレッケンリッジ（Breckenridge）はコロラド州のスキーリゾートであり，5つの山に約 

1,200 ヘクタールのスキー場が広がっている。リゾート全体の標高が高く，スキーシーズン
が長いことで知られる。チェアリフトの標高は北米で最も高い。麓の街はゴールドラッシュ
時代に拓かれ，今なお街並みはそうした雰囲気を色濃く残している（図 8）。近隣のベイル
とともにスキー・デスティネーション「コロラド」を代表するリゾートとして知られている
が，同時にハイキングやマウンテンバイク，マス釣りなどのアクティビティの人気も高い。 
このブレッケンリッジの行政組織であるブレッケンリッジ村（Town of Breckenridge）

では，「居住者の生活の質と訪問者のための場所の質の調和」をビジョンとする「デスティ
ネーション・マネジメント計画（The Breckenridge Destination Management Plan）」を
策定している。計画の目的は「訪問者の数を増やすことではなく，包括的なビジョンによっ
て，次世代のための新たな積み重ねを町に加え，ブレッケンリッジのより多くの人々に，よ
り多くの機会を提供するための触媒として観光を利用すること」（Town of Breckenridge 
2020: 7）である。 
計画には，4つの戦略目標が掲げられている（図 9）。1つ目の戦略目標は，気候条件に左

右されない通年型デスティネーションの確立であり，そのために芸術や歴史，食文化などの
商品力の強化，さらにはオフシーズンやショルダーシーズンの滞在需要の喚起などが謳わ
れている。また，2つ目としては，デスティネーションとしてのブランド管理のための街の
雰囲気の維持が掲げられ，混雑や渋滞の解消，住民の健全な生活環境の確保，イベントの再
考などが定められている。さらに 3 つ目の戦略目標では「ブーツと自転車を増やし車を減
らす」という印象的な標語とともに，公共交通機関の利用促進や歩行空間の整備，公共の二
次交通の充実などが明記されている。 
そして，「ブレッケンリッジ町が山岳環境の責任ある管理と持続可能な実践の最先端を行

く」（Town of Breckenridge 2020: 27）という最も象徴的な戦略目標が 4つ目に掲げられ
ている。その目的は「気候変動，人口増加，無責任な大量消費という事態に直面した結果と
して，コミュニテイが環境生態系を保護することに全力で取り組むということを現在およ
び将来の訪問者に対して伝える」（Town of Breckenridge 2020: 27）ためとしている。そ
のため，例えば，観光振興の伝統的な施策の 1つであるイベントについても，短期的な集客
ではなく責任ある観光と山の居住性の向上に特化したものへシフトさせることなどを打ち
出している。 
なお，この 4 つ目の戦略目標には「生物圏に対する責任ある観光認証（Biosphere 

Responsible Tourism）や世界持続可能観光協議会（Global Sustainable Tourism Council, 
以下，GSTC）を含め，多数の持続可能なデスティネーションへの認証があり，その取得が
レジリアントなデスティネーション・マネジメントに向けた情報提供になる」（Town of 
Breckenridge 2020: 27）との記述がある。GSTCの認証取得に取り組むニセコ町にとって
は，現実的なロールモデルとしてとらえやすい事例かもしれない。 
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出所：筆者作成 

図 8 ブレッケンリッジの概要 

 

出所：筆者作成 

図 9 「デスティネーション・マネジメント計画」の概要 
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4. 山岳デスティネーションとしての戦略構成 
 
このように世界的な競争力を有するスキー・デスティネーションの観光戦略を比較する

と，各デスティネーションの特性や課題意識に基づく差異があることが分かる。名称のみを
比較しても，「レクリエーション・レジャー・マスタープラン」や「戦略 2024」など実に多
様であり，オート＝サヴォア県のように観光を正面から扱ったものから，あえて観光という
表現を用いないウィスラーリゾート村まで，観光の位置づけにも幅がある。 
他方で，戦略としての射程を比較すると，いくつかの共通点を確認することができる。表

2は本稿の 4事例について，戦略構成を整理したものである。いずれにも共通していたのは
「環境保全」，「アクセス」，「ブランド管理」，「イベント」の 4つの項目であり，「地域住民」，
「商品開発」，「施設整備」，「ICT デジタル化」，「誘客促進」がこれに続いた。中でも，「環
境保全」については，いずれの地域もデスティネーションとしての競争力と住民の快適な暮
らしが山岳という自然資源に大きく依存していること，したがってその持続性が地域の持
続性に直結することへの認識を全面的に感じさせる戦略構成となっている。例えば，オート
＝サヴォア県は山岳政策として観光計画を策定することを明確に記載しており（Conseil 
Général de la Haute Savoie 2012: 3），ブレッケンリッジ町は「ブレッケンリッジ町が山
岳環境の責任ある管理と持続可能な実践の最先端を行く」（Town of Breckenridge 2020: 
27）ことを 4つの戦略目標の 1つに掲げている。 
もう 1 つの特徴としては，前出の図 1 のように，これまで自然環境と観光産業という 2

項の関係性の中でとらえられてきた山岳地域における観光に，地域住民の存在が位置づけ
られていることがあげられる。例えば，ワイルダーカイザー観光協会やウィスラーリゾート
村の戦略では，居住者と訪問者の双方の満足度の改善や滞在経験の質的向上の必要性が明
記されている。また，「ブランド管理」や「イベント」の対象に旅行者や訪問者だけでなく
居住者や住民を含める事例も複数ある。これは山岳地域における観光が，住民，コミュニテ
ィの存在なしに成り立たないという意識の表れと見ることができる。 
そのため，永年にわたって観光振興の中心課題であった「誘客促進」についても，世界的

なスキー・デスティネーションというイメージから想像される，大規模で先端的なマーケテ
ィングといった内容はほとんど確認できない。むしろ，オート＝サヴォア県が自然環境の保
全を実現する上で親和性が高く教育効果も期待できる若年層の取り込みに力を入れたり，
ワイルダーカイザー観光協会がピークシーズンの値上げとそれによる季節偏重の是正を誘
客の基本戦略としているように，特定のターゲットへの集中的アプローチや，市場全体の質
的変化を促そうとする姿勢が目立つ。 
このように総括すると，やはり世界的なスキー・デスティネーションの多くが，山岳デス

ティネーションとしての自認を戦略の根幹としていることが分かる。それは山岳地域にお
ける自然環境の重要性への理解と，観光が自然環境とコミュニティに及ぼす影響に対する
危機意識に起因していると言えよう。 
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表 2 スキー・デスティネーションの戦略構成の比較 

 

出所：筆者作成 

 

5. 結論 
 

本稿では，ニセコ町が観光振興ビジョンを検討するにあたり，デスティネーションとして
のアイデンティティを再検討することの必要性を論じ，仮説的に「山岳」をその中心概念と
して提示した。そして，世界的な競争力を有するスキー・デスティネーションの多くが，ス
キーや雪といった現状の競争力の源泉ではなく，それらを含む山岳の自然環境全体をいか
に持続的に運用していくのかという点を中心に戦略を構成していることを明らかにした。
そしてその背景には，やはり「山岳」というデスティネーション・アイデンティティの存在
が強く示唆されるのである。 

オート＝サヴォワ県
ワイルダーカイザー

観光協会
ウィスラーリゾート村 ブレッケンリッジ町

フランス オーストリア カナダ アメリカ

環境保全 〇 〇 〇 〇

アクセス 〇 〇 〇 〇

ブランド管理 〇 〇 〇 〇

イベント 〇 〇 〇 〇

地域住⺠ 〇 〇 〇

商品開発 〇 〇 〇

施設整備 〇 〇 〇
ICT

デジタル化 〇 〇 〇

誘客促進 〇 〇 〇

⽂化資源 〇 〇

開発規制 〇 〇

雇⽤ 〇

安全管理 〇

第⼀次産業 〇
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こうした議論を踏まえると，図 1 として前掲した「山岳地域における観光を通じた資源
の経済的利用モデル」は，もはや，今日の山岳デスティネーションのメカニズムを説明する
モデルとしては不十分かも知れない。具体的には山岳生態系が擁する資源，観光関連投資の
みで山岳を中心とした経済循環を生むことは難しく，そこにはコミュニティの存在が欠か
せない（図 10）。インフラや住環境などの「基盤設備」が整うことで「住民」の生活満足度
が向上し，住みたい街，住み続けたい街が「経済的持続性」を担保できれば，自ずと「まち
のブランド」が確立される。こうした「第 3のメカニズム」によってデスティネーション・
アイデンティティが生成されるのではないだろうか。 
本稿における議論がニセコ町の観光振興ビジョンの策定に資することを願いたい。 

 
出所：Keller（1998: 38）をもとに筆者改変 

図 10 山岳地域における観光を通じた資源の新たな経済的利用モデル 
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注 
 

1) 研究会では，これらの 4事例に加え，イタリアのガルデーナ／アルペ・ディ・シウージ
（Gardena / Alpe di Siusi）を取り上げたが，同スキーリゾートが所在する南チロル州
政府が別途観光戦略を策定しているという情報を得たため，本稿では議論の安定性を
重視して削除した。 
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