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Ⅰ．序説：グリーン・ゲーム戦略

1993年9月23日、IOCの総会がモンテカルロで

開催された。そこでは西暦2000年、第27回夏季

オリンピック大会開催地が決まることになって

おり、シドニー、北京、マンチェスター、イス

タンブールの5都市が立候補していた。当時は

IOC委員会全員の投票により、過半数を獲得した

都市が開催権を獲得することになっており、最

初の投票で過半数を獲得する都市がない場合は、

最低得票都市を落した上で、再度投票を行い、

過半数を獲得する都市が出てくるまでこの作業

を繰り返した。激戦の末、第1回投票から第3回

投票まで1位であった北京を最後の決戦投票でシ

ドニーが45対43の僅差で破り、2000年最初のオ

リンピック開催権を獲得した。

シドニーが北京に逆転することができたのは

なぜか？それは、オーストラリアの展開した

「グリーン・ゲーム戦略」のPRが決定を左右し

たとされている。

オーストラリア連邦政府およびニュー・サウ

ス・ウェールズ州政府は早い段階から環境に対

する責任を認識し、環境に関する多くの重要な

条約や協定、議定書等を既に批准しており、ま

た人類と自然環境が共存できるように様々な法

律や政策を実施していた。具体的には、地球温

暖化、オゾン層の減少、有毒化学物質汚染等を

防ぐために様々なイニシアティブを発揮して環

境を保護し、さらに多様な生物を保護すること

を目的とした政策を推進していた。

また、オーストラリア国民の多くは環境問題

に関心をもち、幅広い問題について議論がなさ

れていることから、彼らの声を反映させるため

に、グリーンピース等の民間の環境団体とも協

力しながら下記の環境指針と対策が作成された。

具体策）

・会場周辺の整備

・交通関連

・省エネ、省資源

・既存施設をできるだけ利用し、新規施設建設

を最小限にする。

・新規施設については、リサイクルあるいはリ

サイクル可能な建材を利用する。

・通気性のよい設計を施し、かつ太陽光を活用

した照明システムを利用する。

・トイレの洗浄や植物への散水等にリサイクル

水を利用する。

・商品の過剰包装を避け、かつ再生紙を最大限

利用し、ゴミを最小限に抑える。

・選手や役員、観客に対し、正しいゴミの処分

について指導する。

・有鉛燃料の使用を避け、電気やガス等の低公

害燃料を使用する。

・生態系への影響を考慮し、無農薬で害虫駆除

を行う。

さて、このような環境先進国オーストラリア1)

では観光収入が最大2) である。2004年4月28日よ

りトヨタ・オーストラリアを訪問調査する機会

を得たが、同時にオーストラリアの観光ビジネ

スも調査し、その分析結果を自動車産業につい

ての別稿と並べて本誌で公けにすることによっ

て、この国の産業の全体像に迫りたいと考え、

研究することにした。その中で現在注目されて

いるのが、正しく環境マネジメントに対する観

光経営の戦略的対応の「エコツーリズム」とい

う形態である。自然保護と持続可能な発展を両

立させる観光形態として、これからの観光ビジ

ネスの中心的存在になると期待されているが、

実際にはエコツーリズムというもの自体、広く

認められた定義も存在しないまま、言葉のみが

先走りして今日に至っているのが現状である。

現在、さまざまな産業で「環境保護」「環境に

やさしい」といった取組みは、長期的に見ると

その産業に利益をもたらすものとして、取組む

べきビジネス手法・手段とされているが、その

中でも観光ビジネスというのは、自然環境自体

が商品であり、その不変性にこそ最大の商品価

値の見出されるビジネスであるため、「環境保護」
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「環境にやさしい」といった取組みが、ビジネス

の手段としてのみならず、企業の存続をも左右

するものとして避けて通れない課題となってく

る。よって、観光ビジネスにおける「環境保護」

「環境にやさしい」を追求することは、現代企業

の経営者にとって必要不可欠かつ重大価値のあ

ることであり、中でもそれを可能にすると言わ

れているエコツーリズムというものも大いに研

究に値すると考える。

近年における観光経営の近代化・大規模化に

伴い、パッケージツアーを中心としたマスツー

リズムが広く普及してきている現状においては、

エコツーリズムをマスツーリズムに代わる観光

形態として導入するのではなく、様々な観光形態

の中における新たな観光形態として、エコツーリ

ズムを取り入れ、更にその手法をマスツーリズム

にも発展させることで、マスツーリズムとエコ

ツーリズムの共存・融合による観光ビジネス全体

の持続可能な発展を考えていけたらと思う。

本稿の構成としては、まず、Ⅱでエコツーリ

ズムは如何にして生まれたかを理解した上で、

Ⅲで自然環境保護を主目的に、その中でツーリ

ズムを行うにはどういった取組み方が必要かを

ケーススタディーを通じて考察し、Ⅳ～Ⅵでは、

そのようなツーリズムを実際にビジネスとして

成功させ、観光ビジネスの持続可能な発展に繋

げていくためにはどうすべきかを、ケース・ス

タディーを交えて考察していこうと思う。そし

て最後に、観光ビジネスと自然環境に対するエ

コツーリズムの果たす役割・意義が見出せたら

と考える。

Ⅱ．エコツーリズムは如何にして生れたか

1．観光ビジネスの歴史的展望

世界観光機関（WTO）によると、1950年にお

ける全世界の外国旅行者数は2500万人であった

が、1960年には6900万人、1970年には1億5900

万人、1980年には2億8700万人、1990年には4億

5500万人になり、2000年には7億人に達している。

更に、2010年には10億人、2020年には16億人に

達すると予測されている。エコツーリズムは、

1970年代以降の潮流となっている“持続可能な

開発”に対して、自然保護を推進するための必

要な経済手段と観光ビジネス側からの取組みと

いう二つの立場からたどり着いた共通の概念で

ある。そして1980年代に入って急速にその研究

と実践が各国で始まり発展し、2000年4月、国連

の持続可能な開発委員会は2002年を「国際エコ

ツーリズム年」と定め、国際的なネットワーク

作りを提唱している。

このエコツーリズムという言葉がどのような

形で最初に提起され、今日、世界的な動きとし

て発展してきたかは様々に議論され定説がある

わけではない。しかし、少なくとも1980年代初

頭に至るまでの過程の中でそれを存立させるた

めの議論はあったと考えられる。そこで、エコ

ツーリズム、あるいはその概念の成立を観光ビ

ジネスの歴史的展望の中で考えてみる。

1860年代：近代ツーリズムが発生した。観光旅

行は長らく王侯貴族などの支配階級にのみ可能な

レジャーであったが、産業革命の成熟による余

暇の増大、鉄道の整備、旅行斡旋業や近代ホテ

ルの成立によって観光旅行の大衆化がヨーロッ

パで実現された。特にパッケージツアーが企画

されて「旅行の商品化」がなされたことが近代

ツーリズムを成立させる重要な要因になった。

例：1841年、トマス・クックによる団体貸切列車によ

る禁酒大会参加のための旅行は、足を確保し、かつ列

車運賃を下げることで広く一般大衆に参加の道を開い

た。つまり、観光旅行の大衆化の例といえる。

その後、大量性・効率性・大衆化といったも

のを追求し続けた近代産業の発展にともない、

パッケージツアーを中心としたマスツーリズム

が近代観光ビジネスを作り出していった。つま

り個人的レジャーとは異なって、旅行を商品と

做して、経営経済の原理の中で捉えるのが観光

ビジネスであると云えよう。
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1960年代：観光は外貨を獲得する有効な手段と

なった。国連の国際観光年（1967年）のスロー

ガンは「観光は平和へのパスポート」というも

のであり、その肯定的側面ばかりがまだ楽観的

に眺められていた。特に、観光は発展途上国の

経済発展を実現する貴重なビジネスであると捉

えられていた。

1970年代：1960年代を中心に進められてきた先

進国での資源開発とそれによって生じた環境問題

への反省、途上国での急激な開発による自然破壊

進行への危惧、一方ではそれに対する優れた自然

地域の保全や保護のあり方として「地域資源をい

かに持続的に利用していくべきかを模索する流れ」

と「地域資源をいかに保護管理していくべきか」

を模索する議論が活発化してきた。

1950年代中頃から続いてきたわが国の高度経

済成長がそろそろ終わりに近づいた1970年前後

は、各国においても深刻な公害問題等が頻発し、

世界的に右肩上がりの成長がもたらす環境問題

への危機感が芽生え、「資源が有限であることを

認識すべきである」との世論が広がり始めた時

期である。実際、国連人間環境会議では、人間

の居住性、天然資源の管理、環境の汚染、開発

と環境などの問題が討論されたり、絶滅の恐れ

のある動植物の種を守るための条約（後のワシ

ントン条約）採択の為の会議開催の勧告、「世界

の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約」

（世界遺産条約）締結の勧告などが行われ、「国

連環境計画」（UNEP）が創設されたりしている。

こういった世界の潮流に従って、さまざまな

産業で「持続可能な発展」が言われるように

なった。それを観光の分野において捉えた概念

が「持続可能な観光」であり、その具体性を

もった一つの流れとして特に生物の多様性の保

全に着目した姿がエコツーリズムであったとい

える。観光ビジネスにおける“エコ”という概

念の登場も他産業と同じく「持続可能な発展」

という言葉に代表される地球環境保全に留意し

た循環型社会の登場と、したがってまた社会構

造の変質に待たなければならなかった。

1980年代：世界銀行は持続可能な開発と環境保

護をキーワードにした観光によって、輸出促進

や負債の返済戦略を試み、1986年には、積極的

にエコツーリズムを推進する観光政策に取り組

み始めた。1980年代半ばから後半にかけて多数

の第三世界の国々が森林伐採、石油採掘、牧畜、

バナナプランテーション、漁業、マスツーリズ

ム等々に代わる外貨獲得産業としてエコツーリ

ズムを導入し、実際、それらの国々ではかつて

の産業より多くの収益を生み出した。特に、南

アフリカでは、エコツーリズムによって、牧畜

による年間収入の11倍もの収入が得られ、雇用

も15倍に伸びた。

1990年代：世界的に環境問題への関心が高まる

1990年代初め頃には、観光業界のなかでもマス

ツーリズムに代わる新しいスタイルの観光が模

索され、なかでも自然愛好家たちを中心に、エ

コツーリズムという考え方が注目されていく。

1992年、リオデジャネイロで地球サミット（国

連環境開発会議）が開かれ、環境と開発に関す

るリオ宣言が採択され、アジェンダ21（Ⅴ．3．参

照）としてその行動計画が具体的に示されるよ

うになると、同時多発的に環境に関する様々な

動きが世界的に拡大していった。こうした流れ

に後押しされ、エコツーリズムにたいする時代

の要求は決定的なものになっていった。国連自

然保護連合（IUCN）が、国連環境会議と世界観

光機関（WTO）とともに出版した『環境を目的

とした国立公園（＊）と保護地域の開発』の中

で、エコツーリズムが「持続可能な観光開発、

公園内の環境の保護に有効な一手段」として明

記されたことは、環境保護史上に残る出来事

だった。1995年には「旅行と観光業界のための

アジェンダ21」を観光業界が発表、これがさら

に、エコツーリズムを普及させるきっかけと

なった。

（＊）国立公園：国立公園の歴史は、世界で最初にして

最大の国立公園イエローストーン・ナショナルパーク
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（アメリカ）の開園に始まる。ここでは当初立入禁止区

域を作り、自然を人から乖離することで保護しようと

する考えが試みられた。しかしその後、議会で「国立

公園の役割は、ビジターが楽しく過ごせる娯楽場とし

て広く一般に開放されなければならない」を理念とし

た「イエローストーン国立公園法」が決議され、人と

自然がいかに関わり合うべきかが模索されていくこと

になった。そして、国家の名のもとで自然保護施設＝

国立公園というシステムが世界的に導入されるように

なった。オーストラリアでは1879年、メキシコでは

1898年、そしてそれにアルゼンチンやスウェーデンが

続いていった。

2．エコツーリズムの定義

「エコツーリズム」という言葉の定義は時代に

よって人によってさまざまだが、われわれは、

「これまでのパッケージツアーに代表されるマス

ツーリズムとの違い」といった点に着目して考

えていきたい。そう考えると、エコツアーの要

素についてはある程度の一般的な合意は得られ

ている。その主な要素として次の三つのものが

挙げられる。

1．エコツーリズムは、自然に基づいた（自然環

境のもとで行われる）活動である。

2．教育的・解説的な要素を含んだ活動である。

3．環境面のみならず、社会的・経済的にも持続

可能な方法で管理・運営される必要がある。

実際、エコツーリズム協会（EAA）における

定義も「エコツーリズムとは生態系において持

続可能であり、環境や文化に対する理解を深め、

感謝の念や保護の意識を生み出すツーリズムで

ある。」となっており、上記三つの要素を反映し

た定義となっている。

定義に関する補足：

1．これまで、観光ビジネスは他産業と同じく人

間の手が加わること、つまり、“人工”に

よって発展を遂げてきた。よってその対極の

概念である“自然”はおのずと軽視されるこ

ととなってしまった。そこでその“自然”を

見直そうとして登場したのがエコツーリズム

なのである。

2．旅行者というのは幅広く旅をするほど冒険心

が強くなり、実際に見るものに対してもいろ

いろと興味や疑問を持つようになる。観光ビ

ジネスの発展に伴い、旅行者の興味・関心の

幅も広がった。観光バスで連れまわされる

パッケージツアーのようなマスツーリズムで

は応えることのできないそういった旅行者の

要望に応え、情報や学ぶ機会を積極的に与え

るのがエコツーリズムなのである。

3．エコツーリズムを観光ビジネスとして持続可

能ならしめるためには、環境面の持続可能性

はもちろんのこと、社会的・経済的、あらゆ

る側面での持続可能性が必要となってくる。

そこで重要となってくるのが地域社会との調

和・共存である。これまでのマスツーリズム

は観光資源の地盤である地域社会を無視した

産業発展であったがゆえに限界が生じる結果

となった。地域社会・環境にとって、経済

的・社会的に持続可能な管理・運営があって

こそ、観光資源である自然環境の持続可能性

も成し得るのだという考えのもとにあるのが

エコツーリズムなのである。

このような定義に従えば、エコツーリズムは

「自然環境保護」と「観光ビジネスの発展」とい

う本来両立困難な性質を持ったものを両立可能

にする望ましいツーリズムの形態といえる。

この定義は吉田春生氏が著書『エコツーリズ

ムとマス・ツーリズム（現代観光の実像と課題）』

の中で示しているツーリズムの四構成要素が適

切であることを示していると言える。彼による

と、ツーリズムとは、以前考えられていた「観

光媒体」「観光客」「観光対象」という三つの要

素に、「地域社会」を含めた四構成要素の相互関

係によってなりたっているという。

観光媒体 地域社会

観 光 客 観光対象
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定義1に示したような観光対象の変化、定義2

に示したような観光客の変化、定義3に示したよ

うな観光媒体の管理・運営手法の変化、そして

新たな概念としての地域社会という要素の導入。

この四構成要素の変化がすなわち、マスツーリ

ズムとエコツーリズムの違いと言えるのではな

かろうか。

ただ、われわれは、エコツーリズムについて

研究していく中で、地域社会の存在こそ、エコ

ツーリズム、ひいては観光ビジネスを持続可能

ならしめる土台になっていると感じている。別

の見方をすれば、地域社会は、観光媒体・観光

客・観光対象すべてを包含する概念であるとも

いえる。よってわれわれは、一歩進めて地域社

会という要素を土台にして他の三要素を見てい

くことでエコツーリズムのあり方を探っていき

たい。

概念図　イメージ

3．地域社会について考える

1980年代以降のツーリズムの急速な成長が、

多くの地域社会、なかでも環境や文化面で繊細

な地域コミュニティーに対するプレッシャーを

増大させてきた。だが、このような地域は、実

はさまざまな珍しい体験を提供できる、観光客

に大変人気のある場所であることが多い。

観光客、投資家、観光事業者、NGO、政府機

関など、ツーリズムの関係者間には複雑な利害

関係が存在している。観光収入獲得に夢中にな

るあまり、地域社会には十分な権利が与えられ

ず忘れられた存在になってしまうこともしばし

ばである。しかし、持続可能な観光は、地域社

会が土台となっており、（自然・文化環境等を含

めた）地域社会の持続可能性なくして、持続可

能な観光は成しえないということを忘れてはな

らない。地域社会との十分な協議を行い周囲の

状況に敏感に対応できる計画をたてることによ

り、ツーリズムの発展が引き起こすマイナス面

を最小限に抑えることが可能なのである。

また、地域社会を土台にした観光ビジネスの

発展は、観光ビジネスを推進する側にメリット

があるだけでなく、これまで観光ビジネスの発

展により、被害をこうむってきた地域社会に

とっても、新たな雇用機会の創出、経済発展、

地域の活性化、自然環境保全など、メリットの

あるものとなるのである。

Ⅲ．ケース1：エアーズロックと「森の宝
石」・土ホタル

1．アボリジニ・コミュニティー

地域社会の重要性を痛感したことにより、状

況が好転してきている例として、ウルルを取り

上げたいと思う。ウルルとは、オーストラリア

先住民アボリジニの言葉でエアーズロックのこ

とである。

ウルルでは、観光開発の初期の段階で、滑走

路やモーテルがエアーズロックに隣接して作ら

れた。その結果、環境、騒音、視覚公害などを

引き起こし、地元アボリジニコミュニティーは

疎外され、観光客からの圧力に屈し、アトラク

ションの運営にたいして何も発言できないよう

な状態になっていた。

しかし、アボリジニに公園の所有権が返還さ

れたのを契機に、モーテルや滑走路が取り除か

れて、状況が好転している。ウルルのケースは

ツーリズムが持つ潜在的危険性と、地域社会を

基盤にして可能な解決法を模索しているよい例

だと思われるので、地域社会を基盤とした上記

の定義に従ってそれぞれの要素について検討し

てみたいと思う。

地域社会（ホストコミュニティー）

観光対象

観光媒体

観 光 客
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オーストラリアの先住民アボリジニについて

・ 4～6万年前に東南アジアより移住して来た

とされている。

・ 部族領域内を定期的に移動する。

・ 狩猟採集中心の生活である。

・ 小規模な共同体単位の生活である。

・ 土地への強い愛着を有する。

・ Pitjantjatjara語（Yankuntjatjara語）を話す。

よって、国立公園を訪れた人はPitjantjatjara

による呼び方を使うのが望ましい。

エアーズロック→Uluru

アボリジニ→Anangu

ドリーミング→Tjukurpa（Wapar）

・ Tjukurpa（Wapar）と呼ばれる概念によって、

生活のすべてを考える。

ａ．アナングコミュニティの倫理・法律である。

ｂ．過去・現在・未来に共通する概念である。

ｃ．祖先（Tjukaritja/Waparitja）の誕生、世

界の誕生をしめす。

ｄ．人・動植物と精神的・肉体的繋がりを示す。

ｅ．そして、こういったものがどのように生ま

れ、どのような意味を持ち、どのように

日々の生活・儀式につながるかを示す。

・ 訪問客を歓迎するが、それはすべてTjukurpa

に従う範囲において、また、Tjukurpaを学

び、尊敬するためにおいてのみ歓迎される。

・ 文字を持たず、口頭でありとあらゆるものを

伝承していく。Dot paintingなる壁画や音楽

も伝承手段として重要である。

次に、オーストラリアにおけるアボリジニ政

策の変遷を概観する。

18世紀末：白人が入植を開始した。オーストラ

リア大陸のすべての土地はアボリジニのもの

であった。しかし彼らは狩猟採集民族であり、

個人や家族が個別に土地を所有するという概

念がなく、200年足らずのうちにすべてオース

トラリア政府に帰属することとなってしまっ

た。この間、土地の利用をめぐって白人とア

ボリジニの間に深刻な緊張関係がもたらされ、

アボリジニ保護の名のもとに保護区（リザー

ブ）設置と集団移住が行われた。

1950年代初め：アボリジニも白人と同じ行動を

して同じ価値観を持つべきだとする同化主義

が連邦政府に採用される。

1960年代：政府は同化主義から統合主義政策に

変更した。これは、アボリジニの伝統文化を

認めた上で、すべてのアボリジニをオースト

ラリア社会に統合するというもの。

1972年：更に、自己決定主義へ．．．その内容は、

アボリジニは白人から何かを、いつ、どのよう

に学ぶかを自ら決定すべきであるというもの。

1975年：選挙に勝利した労働党内閣は、アボリ

ジニに土地を移管するためのアボリジニ土地

評議会を設置した。

1976年：土地権法とされる「アボリジナル・ラ

ンド・ライト（ノーザンテリトリー）法1976」

が制定されアボリジニに伝統に従ってその土

地を使用し占有する権利が与えられた。

2．地域社会（ホストコミュニティー）の尊重

地域社会（ここでは先住民アボリジニのコミュ

ニティー）を尊重し、観光資源、観光媒体、観光客

が成り立っていることは、ウルル・カタジュタ国立

公園のホームページの冒頭に地域社会の尊重が

しっかりと記載されていることからもわかる。

内容：ようこそアボリジニの土地へ

見て回り、学んでください。アボリジニの

人々とアボリジニの文化がいかに力強く生き続

けているかを学ぶために…私たちはウルル・カ

タジュタ国立公園の伝統的所有者であり、私た

ちの土地を造った者の直接の子孫である。私た

ちは代々ここで暮らしてきました。この土地の

歴史を代々伝え、この土地を守っていくことは

私たちの使命であります。私たちは自分たちを

「アナング」と呼びます。私たちのことはこう呼

んでください。私たちの土地はとても珍しく美

しい土地です。この土地についての知識のある

人からこの土地についてのことを学ぶためにこ

の土地に興味を持っている人々を私たちは歓迎
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します。こういった知識をぜひ尊重し、苦難の

歴史に関心を向けてください。

ここでは、ウルル・カタジュタ国立公園が地

域住民であるアナングのものであり。アナング

の文化を尊重しアナングの歴史を真摯に学ぼう

という姿勢においてのみ、ウルル・カタジュタ

国立公園へのアクセスが許されるということが

書かれている。ウルル・カタジュタ国立公園に

おける観光ビジネスは地域社会（アナングコ

ミュニティー）が何より最優先なのである。

3．エコツーリズムとしての取組み方

次に、ウルル・カタジュタ国立公園での観光ビ

ジネスを前述の定義に照らし合わせて考えると、

1．エコツーリズムは、自然に基づいた（自然環

境のもとで行われる）活動である。

つまりウルル・カタジュタ国立公園を観光資

源として成り立たせる観光ビジネスである。

2．教育的・解説的な要素を含んだ活動である。

つまりアボリジニコミュニティーの文化・歴

史を学ぼうという人を歓迎している。

3．環境面のみならず、社会的・経済的にも持続

可能な方法で管理・運営される必要がある。

つまりウルル・カタジュタ国立公園を土台に

した、アボリジニコミュニティーの保護・存

続が何より大事である。

このように、ウルル・カタジュタ国立公園で

の観光ビジネスは、エコツーリズムとしての要

素を兼ね備えていることが、ホームページ冒頭

の記述をみてもわかる。

さて、ウルル・カタジュタ国立公園での観光

が、エコツーリズムとして発展していくために、

観光客、観光媒体、観光対象のそれぞれにどの

ような取組みがなされているのかを見ていきた

い。どの要素も相互に補完し合い成り立ってい

るので、厳密な区分ではない。

観光対象：ここではウルル・カタジュタ国立公

園と、アナングコミュニティーを指す。

・ウルル・カタジュタ国立公園の所有権がアナ

ングに返還される（1985年）。

・ウルル・カタジュタ国立公園を世界遺産として

登録した。そして自然環境（1987年）と文化的

価値（1994年）が認められた。

ウルル

（エアーズロック）

2004年7月の世界遺産登録会議において新しく

世界遺産に登録された場所は34ヶ所である。そ

のうち29ヶ所は文化遺産登録、5ヶ所が自然遺産

登録となり、2004年7月現在の世界遺産登録地域

は全部で788ヶ所、内訳は611ヶ所の文化遺産、

154ヶ所の自然遺産、23ヶ所の複合遺産となり、

このうち文化遺産の登録には、日本からは紀伊

山地の霊場と参詣道が登録され3)、オーストラリ

アでもはじめての文化遺産として、メルボルン

のロイヤルエキシビジョンビルとカールトン庭

園が登録された。これによって2004年7月現在

オーストラリアの世界遺産登録地域は、1ヶ所の

文化遺産、11ヶ所の自然遺産、そして4ヶ所の複

合遺産で、計16ヶ所となった。

観光媒体：ここでは、ウルル・カタジュタ国立

公園における観光の運営・管理のことを指す。

まず、理念としては、1985年10月26日、ウル

ル・カタジュタの土地はオーストラリア政府か

ら伝統的所有者であるアナングに所有権が返還

された。同時にアナングはオーストラリア政府

にこの土地を99年間賃貸しすることとなった。

そしてこれを期にParks Australia（環境省の中

の一部門）とアナングの人々は次の四つの項目

・
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を掲げて共同管理をすることとなった。

・keep Tjukurpa strong (Anangu traditional

law and way of life)

Tjukurpaを力強く守る。

・support a healthy culture and society

健全な文化・社会を支援する。

・look after country and protect a national

symbol

祖国と国のシンボル（ウルル・カタジュタ）を

まもる。

・protect the world heritage natural and

cultural environments of the Park

世界遺産であるウルル・カタジュタの自然環

境・文化環境を守る。

管理プログラムの三つの目的

・maintain Anangu culture and heritage

アナングの文化と世界遺産を維持する。

・conserve and protect the integrity of the

ecological systems in and around the Park

公園内外の生態系を完全なもののまま維持・保

護する。

・provide for visitor enjoyment and learning

opportunities within the Park

訪問者に公園内で、楽しみと学ぶ機会を提供する。

また、次のような記載もある。

「“伝統的所有者の権利・利益・技能・知識が尊

重される”ということが公園管理プログラムに

は全て記載されており、そのような形で管理され

ている。」

つまり、管理・運営はオーストラリア政府と

アナングコミュニティーのJoint Managementと

いえども、その根底にはアナングコミュニ

ティーがあるということである。

具体的内容としては、国立公園の管理に関して、

・※管理委員会においては過半数をアナング

が占める。

・公園内での運営・管理にはアナングが最大限

関与できるようにトレーニングも提供する。

・アナングの文化的制約も考慮し、柔軟な雇

用形態とトレーニングを提供することによ

り、アナングの雇用に最大限つとめる。

・公園の管理にアナングの伝統的技能を使用

する。

・アナングの人々の主導で、公園管理者・地

域住民・訪問者間の文化的知識・技能の交

換を図る。

・アナングの人々の意見を聞く機会を積極的

に設ける。

・公園内でのアナングの人々の商業活動を促

進する。

・スタッフ選考の際には必ずアナングの人々

の参加を要する。

といったことが明記されていることからもア

ナングコミュニティーの尊重がわかる。

※管理委員会について

・過半数をアナングが占める。

・管理プラン（Plan of management）を作成する。

・委員会は、最低年に4回開かれ、英語かPitjantjatjara

語かYankunytjatjara語で議論される。

具体的な取り組み

● ウルル登山が許可される条件が厳しい。

（禁止条件）

・午前8時時点のYularaの最高気温が36度以上

の時

・2500フィートでの風速が25ノット以上の時

“Joint Management”のイメージ図
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・ウルルから半径50キロ以内で何らかの嵐が起

こっている場合

・3時間以内の降水確率が20％以上の時

・3時間以内に激しい雷雨の可能性が5％以上あ

る時

・ウルル頂上の下方に雲がある時

・日没後1時間半～日の出前1時間半

・ウルルで救助活動が行われている間

・死亡や、文化的セレモニーのために、アボリ

ジニから要請があった場合

● ウルル・カタジュタ公園への入場料を訪問者

に課す。一人あたりAUS＄25.00

その収入はウルル・カタジュタ公園の維持管

理に使われる。ただし、1／4はウルル・カタ

ジュタ公園の伝統的所有者（アナング）に返金

され、彼らの生活維持の助けとなっている。

観光客：ウルル・カタジュタ国立公園を訪れる

人々

世界遺産に登録されてから観光客の数は増え

つづけ、2000年には年間400,000人を超えている

状況である。

・ アナングコミュニティーを尊重し、写真撮影

が禁止されている場所や、フェンスで区切ら

れていて入ることのできない場所がある。

・ Culture Centerが建設されており、そこを訪

れることでアナングコミュニティーへの理解

と関心を深めることが求められる。ウルル・

カタジュタ国立公園訪問の際には、まずこの

Culture Center訪問が勧められている。

・ 国立公園内では、夜を明かしてのキャンプ行

為などは禁止されている。

・ 観光ではなく宣伝・広告・研究などのための

訪問には許可がいる。

・ “ウルルに登る”ということは魅力的な観光

資源であるが、ウルルには登らないことが推

奨される。アナングは本来、ウルルには登ら

ない。アナングの聖地だから。

以上、見てきたように、ウルル・カタジュタ

国立公園での観光ビジネスは、地域社会を基盤

にしたエコツーリズムを追求することで、これ

までの観光ビジネスのマイナス面を解消しよう

としてきたよい例だと思われる。このケースス

タディを通して、改めて、観光ビジネスのあら

ゆる面における、地域社会の果たす役割の重要

性・影響力の大きさが感じられる。地域社会が

観光資源を提供する客体ではなく、観光ビジネ

スを運営し支える主体として機能することの必

要性を痛感する。

4．土ホタル

次に、環境保全と持続可能な発展の追求とい

うエコツーリズムの基本と枠組みは、エアーズ

ロックのケースと同じだが、世界的観光地ク

イーンズランド州のゴールドコーストから西へ

車で1時間程行ったところにある亜熱帯雨林の、

スプリングブルック国立公園の中にいる稀少生

物種土ホタルのケースを資料として付け加えて

おきたい。「森の宝石」と形容されるその光の美

しさと稀少さから「世界遺産」として指定され

Artwork by
  Malya Teamay
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   Climb Closed    Partial Closure    Open all day

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Status of the Climb 2003

－ 148 －



た保護地区になっている。

世界の毒蛇の毒性強度ランキング・ベスト10

（日本一の毒蛇ハブでも30位くらい）の内、実に

9位までがここクイーンズランド州にいる。土ホ

タルは、スパイダーの幼虫であるが、滝の裏側

の自然が創った橋状の洞窟の中にいて、粘液の

糸をたらしている。湿度が高く無風であること

が生存の条件で、こことニュージーランドにし

かいない。そしてホタルのような美しい発光を

して、おびき寄せられた虫がこの糸にかかると、

これを捕食して生きている。

土ホタル観光はその幻想的な美しさから人気

があるが、その性格上夜おこなわれ、車止めか

ら15分位夜の亜熱帯雨林の中の小径を歩いてこ

の洞窟に辿り着き（！）、懐中電灯の光を消して

洞窟に入って（！！）観賞しなければならない。

光が当ると驚いて内壁から下に落ち二度と這い

上がれないので、そのまま餓死してしまうから

である。

したがって極めて厳格なテストの上、政府の

発行するAdvanced EcoTourismのライセンスの

あるツアーのエコ・ガイドの同伴なしには許可

されなく、観光したことの証明書まで発行され

るのである。参考迄にその写真と共に本稿末尾

170頁に示しておく。（更にケース2参照）

Ⅳ　観光ビジネス

1．観光ビジネスの特性

観光ビジネスの特性としては、複合性、立地

依存性、瞬間生産・瞬間消費財、需給の変動性

などが考えられる。

・複合性

観光ビジネスはもともと「観光業」という単

一業種を構成しているのではなく、事業活動の

ある部分において観光に関与する各種企業の複

合体として構成されている。観光ビジネスの基

本的機能が観光行動を支援するような諸便益を

提供するかぎり、いかなる業種であるかを問わ

ず、それは観光ビジネスに含まれることになる。

・立地依存性

観光事業がもともと観光資源に依存したビジ

ネスであり、観光資源の優劣によって観光ビジ

ネスの優位性も決まってくる。また、人の往来

の多い立地は経営的にも優位である。つまり、

観光資源の質、交通アクセスの良否などといっ

た場所的魅力のほか、インフラの整備状況、労

働力の確保可能性などを含め、観光ビジネスの

経営活動とその成果は、観光ビジネスが行われ

る地域社会の総合的な立地条件に依存すること

となる。観光経営にあたっては、自己にとって

の有利な立地条件を選定することが重要であり、

同時に、その選定した立地条件のもとで、これ

に適応し、存続・成長を図っていかなければな

らない。

・瞬間生産・瞬間消費財

たとえば、スペースを販売するホテルや航空

会社の客室や座席は、それが利用されていると

きが製造業の生産されているときであり、販売

されているときである。もし利用されていな

かったら、その客室や座席は永遠に販売できな

い商品となってしまう。云いかえれば、ストッ

クのきかない商品でもある。

・需給の変動性

多くの自然的観光対象、祭りなどのイベント

は、通常ごく限られた時期にしか見ることがで

きず、スキーやマリンスポーツなども季節性が

強いレジャー活動である。したがって、多くの

観光地は、その魅力が季節によって異なり、そ

の供給能力が変動するため、これを求める観光

客の需要も季節によって変動する傾向が見られ

る。したがって、観光ビジネスを展開する上で

は、このような特性に応じたビジネス・経営手

法が必要となる。例えば、複合企業のジョイン

トによって、諸サービスを統合した旅行商品や

観光対象の魅力作りを行ったり、提供するサー

ビスの水準の変更などによってオフ・シーズン

の魅力づくりにより需給の調整を図る試みなど
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が考えられる。

エコツーリズムという観光形態はこのような

観光ビジネスの特性をマイナスな面として捉え

るのではなく、むしろ、プラスに生かせるツーリ

ズム形態なのではないかと思われる。大量性・効

率性・大衆化を追求するマスツーリズムとは違

い、立地依存や季節性などがむしろエコツーリ

ズムの価値を高めると思われるからである。

2．観光ビジネスのニーズ

人々の支出の中で、観光の相対的かつ絶対的

重要性は著しく高まっており、観光客自身の構

成のみならず彼らが滞在する地域社会の住民に

とっても重要性を有する。大量の観光客と彼ら

の支出規模は、所得、雇用、政府収入、国際収

支、地域社会の環境や文化に重大な影響を及ぼ

している。ニーズの減少は生活水準の低下や失

業の増加をもたらし、一方、ニーズの増加はより

高い雇用、所得、産出、さらにはインフレーション

を生じさせ、地域社会の質や持続可能性を脅か

すものかもしれない。観光媒体であるツアーオ

ペレーターなどの企業は収入や利潤の変化に直面

し、政府は税収や支出の変化を経験している。し

たがって、観光ビジネスのニーズは、経済のすべ

ての部門に影響を及ぼしているのである。

観光ビジネスのニーズを決定する仮説として

設けられる変数は、主なものとして、所得、相

対価格、為替相場などがあり、それらの弾力性

によってニーズが決定される。しかし、他にも、

政治的変化のような不規則な出来事を反映する

ダミー変数が考えられる。観光ビジネスのニー

ズにおけるダミー変数としては序説で言及した

オリンピックなどがあるが、Ⅴで検討するエコ

認定プログラムも、このダミー変数に含まれる

のではないかと考えられる。ツアーオペレー

ターのエコ認定プログラム取得の可否、さらに

は行政レベルでのプログラムの存在の有無が、

観光ビジネスのニーズに影響を及ぼすと思われ

るからである。

また、観光ビジネスの中でも、エコツーリズ

ムに対してどのくらいの潜在的ニーズがあるの

かについては、興味深い調査結果がある。

3．クイーンズランド州のエコツーリスト調査か

ら見たエコツーリズム事情

この調査は、エコツーリズム理解度と興味度

及び参加実態を明らかにし、現状認識を得る目

的でツーリズムクイーンズランド（Environmental

Tourism Department）が国内の780世帯を対象

に1999年12月に実施したものである。調査から、

国内の旅行者の30％近くがエコツーリストであ

り、70％近くがエコツーリストあるいはその予

備軍のカテゴリーに相当することが明らかに

なった。特に注目されるのはａ．エコツーリスト

とは誰なのか、ｂ．どのくらいのエコツーリスト

が存在しているのか、の2点の結果である。

ａ．についてはこの調査からは、エコツーリス

トというレッテルで特別に区分けできる消費者

は存在しないことが示された。消費者はエコ

ツーリズムに興味を持ち、休暇の過ごし方にエ

コツーリズム的要素を取り入れている。ｂ．のエ

コツーリストの割合については、以下の6つの判

断基準に基づき、回答内容から消費者は4つのグ

ループに大別された。

1．休暇をとるときに都会より自然が豊富な場所

を選ぶかどうか

2．エコツーリズムという言葉を理解しているか、

そしてその要素を休暇に反映しているか

3．自然にたいする一般的な態度

4．休暇をどこで過ごすかという選択理由、特に

自然と学習という要素が果たす役割について

5．休暇のためにどの程度の計画をたてるか、及

びその情報

6．休暇中に参加するアクティビティーについて

1）絶対的エコツーリスト“Definites”（27.6％）

上記の6つの基準においてすべてに確かなエコ

ツーリストと定義できるグループ。ほかのグ

ループに比べて多少多く休暇を取り、より長時

間家から離れて過ごす。本、ガイドなどの資料

を大いに活用して休暇を計画し、自然により接
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近することや地域について学ぶこと、以前から

よく聞いていた場所などで休暇場所を選択して

いる。休暇中は、ガイド付きのバードウォッチ

ングやブッシュウォーク、採掘、クジラやイル

カウォッチング、先住民の文化に触れる動物

ウォッチングなどへの参加の度合いが他のグ

ループより高い。

2）たぶんエコツーリスト“Probable”（29.0％）

自然や学ぶことに対しての潜在的意向はある

が、休暇の計画段階や期待には直接反映されて

いないグループ。

3）もしかしたらエコツーリスト“Possibles”

（10.2％）

自然をベースにした休暇やアクティビティー

を好む傾向にあり、エコツーリズムとは何なの

かなんとなくわかっているが、休暇の動機とし

ては、特に学ぶこととは関連しないグループ。

4）ノンエコツーリスト“Non－ecotourists”

（33.2％）

自然や学ぶことにはまったく無頓着でエコ

ツーリズムが何なのかも掴んでいないグループ。

この結果から、ノンエコツーリスト（33.2％）

をのぞく約70％の人々が、興味や経験の差こそ

あれ、エコツーリストになりうる可能性を有し

ていることが示された（うち、絶対的エコツー

リストは約30％）。ツーリズムクイーンズランド

はこの調査を海外の観光マーケットと海外から

のバックパッカーのマーケットに対しても行っ

たが、海外サンプルの33％、バックパッカーサ

ンプルの55％からも同様の傾向が示されている。

このことは、海外からのマーケットも共にエ

コツーリズム開発においてかなりのチャンスと

可能性が存在することを示している。さらにエ

コツーリズムは、消費者が休暇を取る理由の中

の一つとして存在し、旅行目的が広範囲な場合

やパッケージ旅行の中でも様々なスタイルで開

発できる余地があることを示唆している。

4．観光ビジネスのマーケット

観光ビジネスのマーケットは、商品の特性と

その引渡し過程両方の理由のために複雑な現象

をなす。観光商品とは、原則的に保存ができず、

購入する前に確かめることが不可能で、それを

消費するためには旅行をせねばならず、自然環

境に大きく依存し、そして数多くの構成要素が

必要であり、個別にあるいは共同で購入され、

また連続的に消費されるものである。更に、多

くの環境ビジネスは、他の産業部門や消費者

ニーズに関わりをもつため、本来観光ビジネス

と考えられるビジネスはどの範囲までなのかと

いう疑問が生じるのである。

観光ビジネスにおける3つの主な構成要素は、

宿泊・輸送・仲介業者（旅行代理店とツアーオ

ペレーター）であるが、本稿では、実際に観光

を管理・運営していくツアーオペレーターに焦

点を定め、観光ビジネスを見ていこうと思う。

ツアーオペレーター市場の注目すべき現在の特

徴としては、大規模企業による集中と統合によ

り寡占的な状況に向かっているにも関わらず、

企業総数は増加傾向にあるということである。

これはつまり、小規模企業の誕生と消滅が激し

いが、小規模参入企業にある程度の生き残りの

余地が残されているということである。

この背景には、市場の未成熟さがあると思わ

れる。低い参入・退出障壁と限定された市場に

規模の経済性のために、限定された市場におけ

る集中の増加が発生している。逆説的にいえば、

大規模ツアーオペレーターは寡占状態にあるに

もかかわらず、何年にも渡って激しい価格競争

に巻き込まれ、マージンや利益は低く、辛うじ

て損失を埋め合わせるという状況にある。逆に、

多くの小規模な専門化されたツアーオペレー

ターはそのような競争的状況を避けて、生き残

ることができるということである。

一つの観光という業界において、複数の市場

が存在している観光ビジネス市場は、マーケ

ティングの一般理論では説明し得ない複雑な状

況にあるが、これはやはり、市場の未成熟さか

らくるものではないかと思われる。参入障壁の
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低い、未成熟な観光市場だからこそ、小規模な

専門化されたツアーオペレーターが参入し、存

続し得るという現状がある。特に、本稿で取り

上げているエコツーリズムという形態は、この

ような企業により運営されることが多く、以下

で取り上げるエコ認定プログラムはそのような

企業が観光市場で生き残る手段として有効に機

能するのではないかと思われる。

Ⅴ．エコツーリズムのエコロジーとエコ
ノミー

1．観光ビジネスの経営経済的持続可能性

これまで、観光ビジネスとエコツーリズムの

歴史的背景を見た上で、地域社会を尊重してツー

リズムを運営していくことにより、エコツーリズム

は地域社会の自然環境・文化・歴史・住民の暮

らしなどを破壊することなく、持続可能な形で

実現できるのだということを考察してきた。し

かし、既に見たように、観光ビジネスとは、ツー

リズムを商品とみなして、経営管理の原理の中で

捉えることだと考えると、これまでの論述では、

地域社会の持続可能性の側面に重点がおかれ、

観光ビジネスの発展に関わるビジネスとしての

経営経済性の部分が見えにくくなっている。

そこで、以下では、観光ビジネスの特性を経

営者的な視点から、そして、観光ビジネスとは

いかなるものかを行政との関連から概説した上

で、経営者と行政が一体となって観光ビジネス

に取り組む場合、エコツーリズムは、観光ビジ

ネスの経営経済的持続可能な発展に貢献できる

ものなのか、そのためにはどのような取組みが

必要なのか、オーストラリアを例に経営経済的

な側面から考察していきたい。

特に、その取組みの一つとして、オーストラ

リアでは世界で初のエコ認定プログラムが設立

されたので、そのプログラムの内容と経営学的

意義を考察していく中で、エコツーリズムが観

光ビジネスの持続可能な発展に貢献していける

こと、さらには観光ビジネスの経営経済性とエ

コツーリズムをどのように両立させていくべき

かを考察していけたらと思う。

前述したように、オーストラリアでは観光収入

が最大である。故にオーストラリアにおける観光

ビジネスは、行政レベルでも注力している重要

なビジネスであり、観光ビジネスが経済全体に及

ぼす影響は非常に大きいと思われる。そこで、

まずは、オーストラリアにおける観光ビジネスの変

遷と現状を調べることで、観光ビジネスの経営経

済的位置付けを見出し、更にエコツーリズムの概

念誕生にいたる行政的背景を調べることで、観

光ビジネスの経営経済性とエコツーリズムのエコ

性のつながりを見出せたらと思う。

2．オーストラリアの観光政策の変遷

オーストラリアは日本人にとって最も人気の

高い観光地の一つで、観光大国というイメージ

の強い国であるが、この国で観光・レクリエー

ション省が設置されたのは1972年のことである。

つまり、オーストラリアの観光政策は後発的で

あり、オーストラリアにおける劇的な観光ビジ

ネスの発展を後追いする形で連邦政府や地方自

治体による観光政策が展開され、適切な役割を

果たしていった。

1970年代：・1972年ホイットラム政権下に観

光・レクリエーション省が設置される。これ

により初期の観光政策はピークを迎える。

・観光関連のハード面での基盤整備だけでなく、

失業率の高い先住民への雇用対策など福利厚

生面を含んだ総合的な観光政策が芽生えた。

・北部観光の拠点がダウンヒルズからケアンズ

に移った。

1980年代：・観光客誘致のための州政府の広報活

動が活発になった。

・日本を代表とする外資系企業による東海岸の

大規模リゾート開発が起こった。

・州連邦政府のみならず、地方自治体も独自の

観光政策を行うようになり、観光が全国的に

主幹産業となった。
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・オイルショック後の世界的な省資源化と、

1970年代1980年代を通した慢性的な景気低迷

からの脱却のため、オーストラリア社会は

サービス産業中心の経済構造へシフトして

いった。なかでも観光ビジネスの成長は著し

かった。

1980年代後半：・さまざまな種類の観光形態が出

始める。

・ホーク労働党政権下における観光政策は多面

的であり、多様化した観光形態にうまく対応

したものだった。

・フレーザー政権下で廃止された観光関連の独

立した省庁を復活させ、1983年に余暇関連業

務を総合的に扱うスポーツ・レクリエーショ

ン・観光省を編成した。さらに、1987年には

芸術・スポーツ・環境・観光・領土省に再編

された。1989年には芸術・観光・領土省が設

置された。こういった目まぐるしい省庁の再編

はエコツーリズムやエスニックツーリズムな

ど、新たな観光形態に対応するものであった。

1990年代：・キーティング政権下の1991年に観

光ビジネスを専門に扱う観光省が設置された。

国レベルで多様な観光形態に対応できるよう

になり、観光ビジネスはオーストラリアにお

ける主幹産業と呼べるほどに発展した。

・キーティング政権下ではホーク政権からの環

境や先住民重視の観光政策を引き継ぎ、経済

面だけでなく、自然環境の保全や福利厚生、

先住民文化の尊重などを包括した総合的な観

光政策を実施した。

さて現在の第25代ジョン・ハワード（Mr.

John Howard）（1996年11月～）自由国民党連立

政権下ではどのような観光政策が行われている

のだろうか。オーストラリア政府のホームペー

ジから考察していきたい。

・ Department of Industry, Tourism and

Resources（産業・観光・資源省＝以下ITR）が

観光政策を行っている。ITRはオーストラリアに

おける“国際競争力と持続可能な産業発展”に

重要な役割を果たしている。ここにTourism（観

光ビジネス）が入っていることからも、オース

トラリアにおける観光ビジネスの重要性がうか

がえる。

・ITRにおけるTourism部門は、質のよい観光

ビジネス育成に貢献するだけでなく、オースト

ラリアの産業全体に調査・統計データを提供し、

数々の政策遂行に大きな影響を及ぼしている。

・2003年11月20日Tourism White Paper（観光

白書）が出された。これは将来の観光ビジネス

におけるマーケットシェアを維持・拡大するた

めの枠組みである。国・州政府・地域観光組織

が、観光における潜在能力を最大限に発揮でき

る環境作りを目指す。

内容）・観光ビジネスと国の強力なパートナー

シップを確立する。

・観光ビジネスにおいてはオーストラリア

があらゆる面で世界のリーダー的存在であ

り、オーストラリアという土地は観光ビジ

ネスをするには“Platinum Plus”（プラチナ

以上）の価値のある土地である。

観光白書に関する最近の動き）

・Tourism White Paper Implementation

Plan 2004（2004/08/03）：観光白書のなかで、

今日までに実行されたもの、進捗状況を報

告している。

・Tourism Australia（2004/07/01）：観光白

書の中で構造改革の行われたものを報告し

ている。

・Brand Australia（2004/05/18）：伝統的な

マーケティング手法とは違う、新たなマー

ケティング手法の導入により、他国との差

別化を図る。今後四年間の間に、オースト

ラリア政府は観光ビジネスの促進のために、

AUS＄360millionを費やすこととした。

こうした行政側からの後押しが功を奏して、

各州でスタートしたエコツーリズム・プロジェ

クトも順調に進められた。州単位でそれぞれエ

コツーリズム計画が作られ、現在はほぼどの州
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でも自然保護と観光を結びつけた政策が導入さ

れている。特にクイーンズランド州が1997年に

発行した「エコツーリズム計画」や西オースト

ラリア州が同じ年に発行した「西オーストラリ

ア州自然基盤観光戦略」は優れたエコツーリズ

ム政策として注目されている。

以上を要約すれば、

1．オーストラリアでは観光ビジネスは、産業全

体に影響を及ぼす基幹産業という認識が強い。

’80年代に訪問した南太平洋大学（フィージー）

には観光研究所があり、その所長によると、こ

れは、オセアニア全体の共通認識とのことで

あった。事実、歴訪した全ての大学4) に観光学部

又は観光研究科が用意されていた。

2．行政レベルでの観光ビジネスへの取り組みは、

世界でトップクラスであるという認識が強い。

3．観光ビジネスへの取り組みは、国・州政府・

地域観光ビジネスの協力体制のもとで行われる。

4．マーケティング手法の強化など、調査・研究

に力を入れている。

3．国際標準化への世界的流れ

エコツーリズムが観光ビジネスとして成立し、

観光ビジネスの持続可能な発展に貢献していけ

る形態であるためには、ISOのように国際的に規

格化されるのが良いであろう。ある程度、行政

レベルで世界規模の標準化がなされ、地球規模

で足並みをそろえて取り組むことが必要となっ

てくる。現在の世界的潮流である“持続可能な

発展”に向けたさまざまな取り組みと同じよう

に、観光ビジネスにおいてもそのような動きが

見られる。エコツーリズムは観光ビジネスの持

続可能な発展を可能にする形態として世界的に

注目され始めており、そのエコツーリズムとい

うものを定義し、更に国際標準化を図ろうとい

うのが現在の動きである。

ここからは、観光ビジネスにおける“持続可

能な発展”に向けての世界的取り組み、中でも、

その取り組みに先進的動きをみせている、オー

ストラリアにおける規格化の動きを見ていきた

い。国際標準化は、環境保全・保護に対する、

世界的な足並みをそろえることに役立つだけで

なく、経営者の視点では、観光を運営する側に

とってのビジネス成功の鍵となり、ひいては、

観光ビジネス全体の持続可能な発展を可能にす

るのである。観光に関わる主体は前述したよう

に、たくさんあるが、中でも、実際にライセン

スを取得し、観光ビジネスを展開していく旅行

案内業の視点からエコツーリズムを検証してい

くことにする。

現在、エコツーリズムに関しては、ISOのような

国際規格は存在しない。エコツーリズムの国際標

準化については、オーストラリアのEcotourism

Australia（以下EA）という組織が主導的役割を

果たしている。そして、この組織の理念・エコ

認定プログラムや“アジェンダ21”の合意内容

などに沿って、エコツーリズムの国際標準化は

日々模索されている。

アジェンダ21：「21世紀への課題」と［地球］

という意味の言葉である。1992年、ブラジル

のリオデジャネイロで開かれた地球サミット

（環境と開発に関する国連会議）で、21世紀に

向けた持続可能な開発のための人類の行動計

画である「アジェンダ21」が合意された。20

世紀、われわれは、大量生産・大量消費・大

量廃棄を特徴とする社会経済システムの中で、

今日の豊かな社会を築いてきた。しかしその

一方では、地球温暖化などの地球規模の環境

問題や資源の枯渇という人類の生存に関わる

問題を引き起こしてきた。このままでは、わ

れわれの未来が危機に陥ることは明らかであ

り、これら地球環境問題の解決は緊急の課題

である。そこで、この計画では、市民生活や

経済活動を〈消費・廃棄〉から〈循環型〉へ

変えることにより、環境と共生する持続型社

会づくりを目指している。

4．オーストラリアにおけるエコツーリズムの規

格化

エコツーリズムの進展を牽引しているのは
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オーストラリアである。特に、世界初のエコ認

定プログラムが設定されたのは注目に値する。

エコツーリズム先進国オーストラリアにおける

このような動きが世界全体のエコツーリズムに

与える影響はいかなるものか。これはまだ、

オーストラリア国内の観光資源を認定するにと

どまっているが、この認定制度に対する信用は

高く、広く普及してきているところである。世

界規模でエコツーリズムを国際規格化していこ

うという契機となるかもしれない。

観光資源の価値を図る尺度としてはこれまで、

世界遺産登録などがあったが、これは、あくま

で環境保全・保護といった側面に目が向けられ、

観光ビジネスとの接点が見出しにくかったよう

に思う。観光ビジネス側から観光資源の価値を

認定しようというこの試みは、自然環境保護・

保全だけでなく、そこで展開される観光ビジネ

スの持続可能な発展を両立させていこうという

意味で、観光ビジネスに新たな光を点したので

はないだろうか。

（1）エコツーリズム・オーストラリア協会について

前述のように、現在、エコツーリズムに関す

る世界的な動きを牽引しているのはオーストラ

リアである。その中でも、今後のエコツーリズ

ム国際規格化の先駆者となるかもしれない世界

初のエコ認定プログラム（Eco Certification

Program）設立に中心的役割を果たしているの

が、Ecotourism Australia（＝エコツーリズム・

オーストラリア協会　以下EA）である。現在の

会員数は304である。そこで次に、このEAが中

心となって制定しているエコ認定プログラムに

ついて検討していきたい。

①組織：1991年にブリスベンで開催されたオー

ストラリアで始めてのエコツーリズム会議

を受けて非営利団体として形成され、現在、

オーストラリアにおけるエコツーリズムビ

ジネスの中核的役割を果たしている。会員

数は急速にその数を伸ばし、主要な産業組

織、エコツーリズム運営に関わる旅行業者

やエコツーリズムオペレーター、環境保護

地域における研究者・教育機関、エコツー

リズムに関心を寄せる民間団体などその範

囲も多岐にわたっている。

②目的：エコツーリズムとそれに関わる旅行業

者を、「環境にやさしく、経済的で」、社会

的・経済的信頼に値するものに強化・育成

していくこと。

エコツーリズムを推進させること、そして、

エコツーリズムに対するモラルやガイドライン

を広めていくこと、訪れる場所の自然ならびに

文化的環境に対する理解、それに対する適切な

評価、そしてその保護への貢献、さらに旅行者

とホストコミュニティー、観光業界、政府なら

びに保護団体との相互作用を助長させることな

どである。

この、「環境にやさしく、経済的で」という記

述こそ、われわれの模索している課題、「観光ビ

ジネスにおけるエコツーリズムのEconomyと

Ecologyの両立」に合致しており、われわれの研

究に何らかの指針を与えてくれるものではない

かと考えられる。

③使命：上記の目的のためになすべき使命

・ エコツーリズムに関するより望ましい規範

を模索・採用していくこと。

・ 観光ビジネス内にプロフェッショナルを育

成していくこと。

・ かつての複雑な保護地域運営形態を系統

だったものにすること。

・ 観光地の運営手法などの解釈を統一的で質

の高いものにしていくこと。

・ 望ましい規範を採用していこうという運営

主体にそれ相応の地位と財務的保証をする

こと。

・ 地域社会に利益を還元するといった、観光

ビジネスの持続可能性に関する提案・解決

策を提示していくこと。

・ 観光ビジネスの持続可能性について、啓蒙

－ 155 －



活動を行うこと。

④目標：自然ならびに文化的に貴重な地域にお

けるすべての観光ビジネスは、自然環境が

そのままで始めて持続するものである。

・ エコツーリズムは訪れる場所の保護と生物

の多様性の保護に貢献するものである。

・ エコツーリズムはホストコミュニティーに

利益をもたらすものである。

・ エコツーリズムの機会については各社会構

造別観光客に対して様々に提供できるもの

である。

現在のオーストラリアでのエコツーリズムも

まだ、概念としてやっと定義が確立され始めた

段階ではあるが、エコツーリズムに関わるオペ

レーターならびに観光客にはガイドラインが設

けられている。新しくエコツーリズムに参入し

ようとするオペレーターの乱開発などを防ぐと

共に、オペレーター同士が共同で地域の自然環

境を守り、観光客に共通のメッセージとしての

環境保護をアピールしていく上で効果的に作動

しはじめているようである。

⑤活動内容:

エコ認定プログラムとエコ・ガイド認定プロ

グラムの運営というのが柱になるが、それ以外

にも以下のような活動を通して、エコツーリズ

ムの発展に貢献している。

・ ウェブサイトを通して、EAのメンバーにエ

コツーリズムに関するデータベースを提供

する。

・ EAのメンバーに毎月メールでニュースレ

ターを配信する。

・ エコツーリズムの有効性を働きかける。

・ エコツーリズムのビジネスとしてのマネジ

メントの仕方、エコ認定プログラムの有効

性、エコ・ガイドの育成方法などのマーケ

ティング活動を行う。

・ エコツーリズムに関する出版物の発行。

・ エコツーリズムに縁の深い地域で年に1度の

全国会議を開催する。

⑥EAのメンバーになるメリット：・ オースト

ラリア全土のエコツーリズムに関する様々

なネットワークと接することができる。

・ エコツーリズムに関するプランやプログラ

ムの開発に関わることができる。

＊The Australian Ecotourism On-line Guide

に登録されていることで、エコツーリズム

商品の販売促進がしやすい。

・ 年に12通来るニュースレターによって、持続

可能な観光ビジネスのトレンドを常に把握

できる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　Membership type

Student Membership

Personal or Individual Membership

Business Membership（年間売上高＄250,000未満）

Business Membership（年間売上高＄250,000～＄1million）

Business Membership（年間売上高＄1,000,001～＄5million）

Business Membership（年間売上高＄5,000,001～＄10million）

Business Membership（年間売上高＄10,000,001以上）

Public Sector and Local Government Membership（公営企業・州政府）

State and Commonwealth Dept’s National Parks（州・国家管轄の国立公園）

Academic and Research Institutions and Organizations（研究機関）

Industry Leaders Forum（産業界）

　　Cost

AUS＄ 65

AUS＄ 198

AUS＄ 225

AUS＄ 325

AUS＄ 450

AUS＄ 750

AUS＄ 1,500

AUS＄ 750

AUS＄ 1,500

AUS＄ 1,500

AUS＄ 2,500

EA会員になるために必要な費用



・ エコ認定プログラムの認定商品とエコツー

リズムに関する出版物を割引購入できる。

＊On-lineによるEA会員登録形式

Travelbox Services Pty Ltd

Letitia Anderson

Membership Type：Business - Platinum

Address： PO Box 783, Ashmore City,

QLD, 4214

Phone： 0755978612

Description： World Heritage, GlowWorm,

sightseeing，

Charters and Golf tours

available on request．

⑦エコツーリズムに関する啓蒙活動

ユネスコとの提携により、世界遺産における

観光に関わるプログラムを作成し、それによっ

て生み出された基金で世界遺産保護活動を行っ

ている。

（2）エコ認定プログラム（Eco Certification

Program）

オーストラリアでは、エコツーリズムの発展

と共にたくさんのエコツアーの事業者が生まれ、

それによって質の悪いツアーやガイドが参入し

てきた。そこで、優良商品の差別化を図ると共

に、業界全体のレベル向上を図るために、業界

のニーズによって業界主導のもとで生まれた世

界で初めてのエコツーリズム商品認定プログラ

ムがエコ認定プログラムである。これは現在、

オーストラリア国内にとどまらず、世界に向けて

発信されており、エコツーリズムの国際的規範

となりつつある。

1996年1月の開始当時、エコ認定プログラムは

National Ecotourism Accreditation Programと

呼ばれていたが、その後の時代の流れとともに不

可欠と考えられるに至ったいくつかの項目を付け

加えて、2000年2月にNature and Ecotourism

Accreditation Program（＝NEAP）として改定さ

れた。エコ認定プログラムは、エコツーリズム・

オーストラリア協会（EA）とAustralian Tourism

Operators Network（ATOM）という旅行業者ネッ

トワークが共同で開発し、連邦政府からの資金援

助を得て設立し、以降はエコ認定プログラム認定

業者の年会費によってすべてを独自に賄っている。

2000年2月にNEAPⅡがリリースされて以来、

3回目の改定版として2003年11月にNEAPⅢ

（第三期改訂版）が正式にリリースされ、その名

称もエコ認定プログラムと改称され、さらなる

内容の充実が図られている。

2003年11月の第三期改訂版の特徴は、a. イン

タープリター（自然と人の介在をする自然案内

人としてのエコツアーガイド）の存在に重点を

おいていることと、b. ガイド個人の質の向上を

目指すためのエコ・ガイド認定制度（EcoGuide

Program）の導入が行われたことが挙げられる。

エコ・ガイド認定制度については後述すること

とし、まずは、エコ認定プログラムの内容を見

ていきたい。

①エコ認定プログラムは誰が管理しているのか？

Ecotourism AustraliaがEco Certification

Program Management Committeeを設立し、

そこが管理している。Eco Certification

Program Management Committeeは、審査や

Ecotourism Australiaとは独立の人物が委員長

を務めている認定委員会の監督にあたってい

る。

②誰に向けてエコツーリズムの品質を保証する

ものか？

Operators：ツーリズム運営者

Local Communities：ホストコミュニティー、

地域社会

Protected Area Managers：観光資源の管理者

Travellers：旅行者

③設定対象

設定対象は、Tours（ツアー）、Attractions

（アトラクション）、Accommodation（宿泊施

設）と三つの分野にわかれていて、それぞれ

の商品に対して認定され、企業に対して認定
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されるものではないことが特徴である。よっ

て、いくつかの商品を持っているツアー会社

などは、それぞれのツアー商品に対して認定

が行われる。また、宿泊施設として認定され

ていても、そこが主催するツアーは認定され

ていない場合など、個々の商品プロダクトが

認定対象となる。2000年 2月に改定された

NEAPによって、認定対象はNature Tourism

とEcotourismに分けられた。

④プログラムの運営方針

エコ認定プログラムは観光ビジネス全体か

らの支援のもと、常に、その時々の観光ビジ

ネスの状況に応じた改善が加えられることを

約束している。大幅な改定は3年毎に行われ、

その度毎にさらに厳密で、内容の濃いものに

改定していくとしている。次回の大幅な改定

は2006年11月である。

⑤審査

審査・査定は初期申請時と年に一回の報告

書の提出時に行われるが、それ以外にも、プ

ログラムの履行に不正がないか、毎年ランダ

ムに審査も行っている。

⑥認定期間

認定期間は3年で、1年ごとに認定者からの

報告書の提出、年会費の納入が義務付けられ

ている。そして、3年目が終わる時に再申請を

行い、その時点での査定基準をもって改めて

査定が行われる。毎年、査定基準の更新は12

月に行われ、その時の更新された基準に応じ

て年会費の請求などが行われる。

⑦認定方法

認定方法は自己申告となっていて、100ペー

ジを越えるエコ認定プログラムの認定マニュ

アルを見ながらそれぞれが自己採点しその点

数によって査定する。この認定は5人の構成メ

ンバーからなる認定委員会とその下に数人で

構成されている査定員によって行われる。ま

ず、受け取った認定申請書は独自の訓練を受

けた査定員が必要に応じて現場でのチェック

あるいは電話などでのインタビューなどで情

報収集しながら査定を行う。次に査定人の報

告書に基づき、毎月開かれる会議によってそ

の結果を認定委員会にあげ最終決断を仰ぐこ

とになっている。認定までには通常8週間ほど

かかる。2000年11月、オーストラリア国内で

265の商品が認定されていて、商品としてはツ

アーが一番多く、続いて宿泊施設、アトラク

ションとなっている。

⑧費用

申請書を入手するにはAUS＄85かかり、一

つの認定申請書で4つの商品を申請できる。申

請・査定費用と年会費は年間取引高に応じて

異なる。

⑨ネイチャーツーリズムとエコツーリズムの違い

定義

Nature Tourism（ネイチャーツーリズム）

主に自然環境を体験することを目的とする環

境上持続可能なツーリズム

Ecotourism（エコツーリズム）

主に環境的・文化的な理解・認識を助長する

ような（＝インタープリテーション）自然環

境を体験することを目的とする環境上持続可

Annual
Turnover
（年間取引高）

＄0               to

＄100,000

＄100,001    to

＄250,000

＄250,001    to

＄1,000,000

＄1,000,001 to

＄5,000,000

＄5,000,001 to

＄10,000,000

＄10,000,001

and Over

Once only
Application and
Assessment Fee
（申請・査定費用）

 ＄200

 ＄260

 ＄330

 

 ＄430

 ＄530

 ＄730

Annual
Fee
（年会費）

 ＄220

 ＄280

 ＄460

 ＄680

 ＄840

 ＄940

＄表示は全てオーストラリアドルである
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能なツーリズム

⑩認定条件の枠組み

現在、Section1からSection10まで、10個のカ

テゴリーに分かれた認定条件によって、認定商

品は、Nature Tourism（ネイチャーツーリズム）

［自然を体験できる観光プログラム］、Ecotourism

（エコツーリズム）［一般的なエコツーリズムプ

ログラム］、Advanced Ecotourism（アドバンス

エコツーリズム）［自然・環境を最も重視してい

るプログラム］の3つに分類されて認定され、そ

れぞれのロゴによって区別している。Advanced

Ecotourism（アドバンスエコツーリズム）には

最も厳しい認定基準が課されることとなる。

Section1とSection2はビジネス全般に関する認

定カテゴリー、Section3からSection10が認定を

申請している個々の商品に関する認定カテゴ

リーである。Section1はビジネスの取り組み方に

関する質問項目に応じて、その証明となる資料

を添付する形式、Section2は商業道徳に関する19

項目の記述を読んで、それに従う意向を署名に
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Triple bottom line

経済的持続可能性

（Economic 

Sustainability）

環境的持続可能性

（Environmental 

Sustainability）

社会的持続可能性

（Social Sustainability）

　Eco Certification Program 

   　Principles（行動基準）

経済的のみならず、環境的・

社会的に持続可能な取り組み

であること（＝“triple bottom 

line”approach）

商業道徳を守る

消費者の期待に常にこたえる

偽りのない形でマーケティン

グを行う

個人的に直接、自然を経験する

環境上望ましいツーリズムで

あることを象徴

自然を理解し楽しむために提

供されるインタープリテーション

（自然解説）の統一

自然環境保護への貢献

地域社会への継続的貢献

先住民文化についての配慮

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

〆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ネイチャーツーリズム　　　エコツーリズム　　アドバンスエコツーリズム



よって示す形式、Section3からSection10は商品

に関する質問項目で当てはまるものにチェック

を入れ、その内容を文章で記述する形式で認定

申請が行われる。Section3からSection10は、必

ず記入しなければならないページ（CORE

criteria）と、Advanced Ecotourism（アドバン

スエコツーリズム）を申請する場合のみ記入す

るページ（ADVANCED criteria）に分かれてい

る。

ネイチャーツーリズムの認定申請を行う場合

にはSection1からSection6、エコツーリズムとア

ドバンスエコツーリズムの認定申請を行う場合

にはSection1からSection10のCORE criteriaの

認定項目を100％達成する必要がある。

アドバンスエコツーリズムの申請者は、CORE

c r i t e r i a の 認 定 項 目 1 0 0 ％ 達 成 に 加 え 、

ADVANCED criteriaの認定項目75％以上の達成

が必要とされる。更に、それぞれのSectionの最

後にアドバンスエコツーリズム申請にふさわし

い実践例を文章で記述しなければならない。

上記の定義におけるネイチャーツーリズムと

エコツーリズムの違いは、認定カテゴリーの

Section7からSection10に表れている。特にわれ

われが注目すべきだと考えているのはSection7の

インタープリテーションとSection9の地域社会へ

の貢献である。なぜなら、これこそ、前述のエ

コツーリズムの定義の2と3を反映しているから

である。

Section7のインタープリテーションは、2003年

11月の第三期改訂版エコ認定プログラムが特に

力を注いでいる分野であり、インタープリター

（自然と人の介在をする自然案内人としてのエコ

ツアーガイド）の存在に重点をおいて、ガイド

個人の質の向上を目指すためのエコ・ガイド認

定制度の導入を行ったことからも、エコツーリ

ズムというツーリズム形態におけるインタープ

リテーションの重要性がうかがえる。ネイ

チャーツーリズムとエコツーリズムの違いが

Section7からSection10に表れているというエコ

認定プログラムの認定条件は、本稿のエコツー

リズムの定義や、地域社会という要素がエコ

ツーリズムに多大な影響を与える要素であると

いう考え方を支持するものであった。

⑪認定条件の具体的内容

ここでは、上記に示した、10個のカテゴリー

ごとに、具体的な認定条件の内容を見ていき、

更に、アドバンスエコツーリズム認定に際して

特別に必要とされる認定条件のうち、注目すべ

きだと思われるものを検討していく。

Section1：Business Management and

Operational Planning

経営管理・手法は、経済的のみならず、環境

的・社会的に持続可能な取り組みでなければ

ならない。＝“triple bottom line”アプローチ

内容は法令遵守・保険・ビジネス計画・マーケ

ティング計画・人的資源・管理運営手法・顧客

サービス・危機管理の8項目に分類されている。

Section2：Business Ethics

経営管理・手法および全職員は商業規則に従

わなければならない。

・自然地域の管理とエコツーリズムの質に関し

て、環境的に持続可能な形で行わなければな

らない。

・エコツーリズムを通じて、その国固有の自

然・文化遺産を守り、保存する。

・オーストラリアの社会・文化・自然遺産の多

様性を重んじる。

・自然環境・遺産・固有の文化に悪影響を与え

るような行為を排除する。

・顧客やエコツーリズム・ビジネスに悪影響を

与えるような行為を排除する。

・プライバシー条例（the National Privacy

Principles）の原則に従う。

・顧客に対し、皆平等に対応するよう努める。

・顧客の要望に応じて、商品・サービスを変え

る。

・ビジネスを正しく反映した形で広告・販売促

進を行う。
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・取引が始まる前に、顧客に契約内容を知らせ

る。

・顧客から金銭を受け取った時には必ず領収書

を発行する。

・顧客の関心事や疑問点には誠意を持った態度

で応じる。

・商品・サービスを最良の手段・方法で提供する。

・顧客の安全と快適性に細心の注意を払う。

・施設・装備・商品に対して適切な手段を講じ

る。リスクに対して正しく対処し、それらを

最小限に抑える義務を負う。

・他のツアーや交通手段、宿泊施設などに関し

て、顧客に適切な情報を与える。

・自社が適用するビジネス規則を確り守る。

Section3：Customer Satisfaction

ネイチャーツーリズムとエコツーリズムは常

に顧客の期待に応えなければならない。その

ためには、顧客満足に関する情報のフィード

バックを行い、それを実行に移す必要がある。

アドバンスエコツーリズムに要求されること

毎年、ツーリズムの専門家に審査を依頼し、

顧客満足に関する公式の調査は最低年に2回は

行わなければならない。そして、顧客満足に

関する情報をワークショップやニュースレ

ターなどの形で開示し、生かしていく必要が

ある。

Section4：Responsible Marketing

商品のマーケティング情報は、顧客が訪れる

場所の自然・文化環境を認識するツールとな

る。そのため、運営者は、顧客が商品から得

られる効果に関する情報を正確に伝えるべく、

正確なマーケティングを行わなければならな

い。

アドバンスエコツーリズムに要求されること

マーケティング・ツールとして、世界遺産や

国立公園などの公的に認められた認定も取得

していること。

Section5：Natural Area Focus

ネイチャーツーリズムとエコツーリズムは直

接個人的にnature（生物的・自然的・文化的

な本来の姿）を体験できることに主眼を置い

ている。

アドバンスエコツーリズムに要求されること

・natureを直接体験できる時間が75％以上であ

る。

・車を利用しない。

・他のグループとの接触が最小限に抑えられて

いる。

Section6：Environmental Management

ネイチャーツーリズムとエコツーリズムは環

境的に持続可能なツーリズムの象徴でなけれ

ばならない。

環境インパクトの把握・環境上望ましい運営

手法・立地条件・環境負荷を最小限に抑える建

設手法・地域社会との関わり・生物多様性の保

存などの項目に分類され、それぞれにおける、

環境上持続可能な取組み方が提示されている。

また、騒音・汚水などの産業廃棄物の管理や、

ナイトウォッチング・ウォーキングなどのツー

リズム形態ごとの管理についても、それぞれ細

かく分類され、必要な取組みが示されている。

アドバンスエコツーリズムに要求されること

環境上望ましい運営手法：ISO14001の取得。

環境面での非常事態に対応するための研修を

スタッフに施す。

建設手法：建設スタッフにも自然・文化遺産

とその保護についてトレーニングを施す。

Section7：Interpretation and Education

エコツーリズムの運営者は訪れる地の自然・

文化遺産について、適切なインタープリテー

ション（自然解説）を提供しなければならない。

そのためには、正規の資格を有するエコ・ガ

イドの雇用や、訪問前・訪問中の正しい情報

提供が必要となる。

教育的サービスの提供・インタープリテー

ションの内容のチェック機能・インタープリ

テーションの実行計画・ガイドとスタッフに対

するインタープリテーションに関する研修の4項
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目に分類され、それぞれにおいて必要な取り組

みが提示されている。

アドバンスエコツーリズムに要求されること

ガイドとスタッフに対するインタープリテー

ションに関する研修：エコ・ガイドの責任者

はEcoGuide Australia Programなどの公的ガ

イド認定を要する。

Section8：Contribution to Conservation

エコツーリズムは地域社会の保存に積極的に

貢献する。

エコツーリズム運営者は、地域社会の自然・

文化環境の保存に主導的役割を果たし、行政レ

ベルの保存活動にも積極的に取組んでいく必要

がある。そのためには、物質的・財政的・精神

的にさまざまな取組みが必要となる。

アドバンスエコツーリズムに要求されること

・保護地域で行われるツーリズムの訪問データを

地域管理者に渡し、調査資料として役立てる。

・保護地域の管理者もしくは地域保存団体の訪

問調査を最低年に1度は受けること。

・エコツーリズムの運営者はWorld Heritage

Tourism partnership Program and Fund（ユ

ネスコとEAの協力により設立）に参画してい

ること。

・エコツーリズムの運営者はエコ認定プログラ

ム、Green Globe、ISO14001などの“green”

認証取得の供給者を積極的に使う。

Section9：Working with Local Communities

エコツーリズムは地域社会に建設的な貢献を

し続けなければならない。そのために、商

品・サービス・雇用などは、地域社会のもの

を利用する。

アドバンスエコツーリズムに要求されること

ガイドも地域社会で育て、採用する。

Section10：Cultural Respect and Sensitivity

エコツーリズムの運営者は地域社会固有の文

化を尊重し、地域社会と十分に協議の上、関

わっていかなければならない。

アドバンスエコツーリズムに要求されること

Respecting Our Culture（ROC）を支持し、守

ること。ROCとは、Aboriginal Tourism

Australia（ATA）によって作られた、固有の

文化を尊重したツーリズムを支えるためのプ

ログラムである。

認定プログラムの内容を考察していく中で、地

域社会との関わりがSection6のEnvironmental

Managementでも重要となるなど、経済的・環

境的・社会的持続可能性の追求という triple

bottom line approachは相互に関連し合い、三つ

を厳密に区別できる概念ではないということが

分った。また、あくまで、認定項目は、望まし

いエコツーリズムとはいかなるものかの指針と

なるもので、認定条件も「複数項目から最低何

個取り組んでいるのがのぞましい」という形式

が多く、その指針に基づいて申請商品がどのよ

うな取組みをしているかの記述の方が重要視さ

れているようである。

アドバンスエコツーリズム認定取得の特徴と

しては、ガイド一人に対する客の人数制限に見

られるような許容制限、他の機関との連携によ

るチェック機能の重視、ISO14001などの他の公

的な認定取得を多数必要とすることなどが挙げ

られる。特に、公的な認定取得は、取組み内容

もさることながら、金銭的負担も大きい。エコ

ツーリズムは個人経営からスタートした小規模

な企業によって運営されることが多いため、金

銭的問題からアドバンスエコツーリズム認定取

得を諦めざるを得ない状況があるのではなかろ

うか。プログラム取得偏重によらない、質重視

の評価のあり方ももう少し考える必要があるの

ではなかろうか。

⑫メリット

Operator（運営者）：

より良いネイチャーツーリズム、エコツーリ

ズム商品を作っていくために現状のオペレー

ションを振り返り、改善するための目安と

なっていること、その時々に応じた最も望ま

しい形態にすべく、常に改善を加える機会と
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なること、認定ロゴを商品のマーケティング・

ツールとして利用できること。

Managers and travelers（管理者・観光客）：

優良商品を選別する目安となること、より環

境負荷の少ない管理形態に移行する手段とな

ること、自然保護地域の管理者との協力体制

による自然保護活動が展開できること。

Communities（ホストコミュニティー）：

その地域における便益を最大に、かつ、様々

な負荷を最小にする観光形態の組合わせを模

索する手段となること。

その他：

・教育的情報ツールとなる。

・Ecotourism Australiaの会員を同一水準のレベ

ルに引き上げることができる。

・エコツーリズム業界としてのスタンダードが

築かれ、新規事業者がめざす方向が具体的に

示されること。

・ネイチャーツーリズム、エコツーリズムとし

て共同プロモーションができること。

⑬このプログラムの信頼性をどのようにして維

持しているか？

・厳しい認定プロセスを課すこと。

・3年ごとに認定基準を更新すること。

・信用できる運営者の顧客を通して情報のフィー

ドバックを行う。

⑭問題点

現時点で州によって認定業者数に差があった

り、また、州政府の取組み方や地元の自然保護

地域管理者との協力体制にも差があるために、

州によってその効果にばらつきがあること、ま

た、資金に余裕がないためにブランドとしての

Eco Certification Programのマーケティングが足

りず、消費者に浸透していないために利点が十

分発揮されていない現状がある。

州別認定商品数（Web上での掲載が許可されて

いるもののみ）（オーストラリア政府観光局ホー

ムページより）

⑮将来

“エコ認定プログラム”ブランドのマーケティ

ングを積極的に行っていくことによりさらに効

果を高めるとともに、ツアーの認可にかかわる

自然保護地域管理者との連携を含め、相互の利

益を目指すこと、そしてインタープリテーショ

ンに具体的に関わるガイドの質を高めるために

設置させたエコ・ガイド認定プログラム（2000

年11月施行）とも連動させ、さらに内容の充実

を図っていくことを目指している。世界にある

推奨制度の中でエコツーリズムという分野に限

定して作られているとともに、エコツーリズム

の条件となる具体的な項目が対象商品ごとに示

されているために、今後、日本で類似した推奨

制度を作る上では、いい手引きとなるはずであ

る。更に、これらの認定プログラムを国際スタ

ンダードとして通用するようにする為、現在

「Green Globe21」などの国際制度と連携する試

みが始まっている。

（3）エコ・ガイド認定プログラム（EcoGuide

Program）

エコ・ガイド認定プログラムは、ネイチャー

ツーリズムとエコツーリズムにふさわしいガイ

ド個人の質の強化のために、2000年11月にEA

によって施行されたプログラムである。プログ

ラム施行の背景には、エコ認定プログラムの

2000年2月の第二回改定において、インタープリ

ター（自然と人の介在をする自然案内人として

のエコツアーガイド）の存在に重点が置かれた

ことがある。まず、インタープリターの提供す

ノーザン・テリトリ（NT）

クイーンズランド州（QLD）

ニュー・サウス・ウェールズ州（NSW）

ビクトリア州（VIC）

南オーストラリア州（SA）

西オーストラリア州（WA）

タスマニア州（TAS）

4

50

19

6

11

11

1
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るインタープリテーション（Interpretation）に

ついて見ていく。

①インタープリテーション

エコ認定プログラムは、エコツーリズムを定

義する要素としてインタープリテーションを重

要と認識している。エコツーリズムにおいて、

インタープリテーションは自然解説と訳され、

自然を理解し、観光商品を楽しむために提供さ

れるさまざまな教育的要素を持った情報提供の

こ と を い う 。 Interpretation Australia

Associationによると「インタープリテーション

は自らのいる世界とそこにおける自らの役目に

対する認識を助長するような考え方や思想を伝

達する手段（1995年）」と定義されている。より

よいインタープリテーションは観光客の質を上

げるだけでなく、人間への影響を最小に抑え、

社会のエコツーリズムに関する認識を促進する

ことができる。よって、インタープリテーショ

ンは保護地域の管理者にとって訪問客をマネジ

メントするツールとして重要な役割を果たすの

である。

1）エコツーリズムにインタープリテーションを

使うメリット

・顧客の経験を質的に向上させられることで、

顧客満足も上昇できる。

・エコツーリズムを行う上での行動原則となる。

・エコツーリズム商品の他との商品差別化が図

れる。

・顧客の行動を統制することができる。

・エコツーリズム商品の信用を確立できる。し

たがってエコツーリズム市場でのシェア獲得

に重要である。

2）インタープリテーションの目的と目標

・行動規制をする

インタープリテーションによって訪問客に望

ましい行動様式を示すことで、地域社会を理解

した訪問客のみを招き入れ、訪問客の行動を規

制することができる。結果として、地域社会へ

の負荷を最小限に抑えることができる。たとえ

ば、「なぜ、原住民は写真に撮られるのを嫌うの

か」といった説明がこれにあたる。

・リスク最小化

運営者は訪問地の地域社会へのリスク（壊れ

かけの遺産として重要な建物、種として貴重な

動植物など）と訪問客へのリスク（危険な建

物・動物など）を最小限にしたいと願っている。

インタープリテーションによりリスクを説明す

ることで、してよいこと、してはならないこと

の認識ができ、リスク最小化につながる。

・教育

訪問客に学んで欲しいこと、感じて欲しいこと、

行って欲しいスポットを伝えることができる。

3）インタープリテーションを成功させるために

は…

・訪問客のことを理解する

訪問客の好き・嫌い、興味のあること、モチ

ベーションなどを理解しておくことで、それに

応じたインタープリテーションを提供すること

ができる。

・調査

訪問地の特徴、観光の目玉に応じて、その内

容を正確に調べ、情報を入手しておくこと。特

に、その土地固有の遺産に関する正確な情報は

その地域社会から入手するのがよい。

・テーマとメッセージを決める

仕入れた情報（思想、逸話、見たもの）を分

類し、エコツーリズムを通じて伝えたいテーマ

を決める必要がある。テーマは、短く簡潔な文

章で1つの主たるメッセージに限定し、興味をそ

そる言葉使いで具体的な内容を交えて伝えると

よい。

・訪問客を楽しませる

ユーモア・比喩を取り入れたストーリー性の

ある話で、見せ場を作り、聴衆を巻き込んでい

くことで、訪問客を楽しませることができる。

②エコ・ガイド認定プログラム（EcoGuide

Program）
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1）管理組織

Ecotourism Australia Board（エコツーリズム

オーストラリア委員会）から人材を選出して組

織されたEcoGuide Australia Committee（エコ

ガイドオーストラリア委員会）によって管理・

運営されている。

2）メリット

Guide（ガイド）：

ガイドとしての信頼を得られる。

Operators（運営者）：

質の高いガイドを獲得する基準となるだけで

なく、そのようなガイドを獲得することによ

り、商品価値も上がり、販売促進に役立つ。

Travelers（観光客）：

安全で教育的で持続可能な手法で実施されて

いるエコツーリズム・ネイチャーツーリズム

に参加しているのだという保証がガイドを通

じて得られる。

その他：

ガイドの統一的な基準ができることで、環境

負荷も最小限に抑えられたり、ガイドにト

レーニングを施す際の基準になるといったメ

リットが考えられる。

3）認定方法

AUS＄35で申請書を入手し、査定人同伴のも

と、申請者がふさわしい技能・知識を持って

いるか、査定してもらい、自己申告制の申請

書を作成、年会費とともに、EAに申請書を送

付する。

4）費用

初回申請時にはAUS＄330、その後、毎年の更

新時にAUS＄154が必要となる。

認定されると…

・EcoGuide Australiaのロゴ入りの服とIDカー

ド、証明書がもらえる。

・自動的にEcotourism Australiaの会員となる。

・EAのガイド部門でWeb上のデータベースに

登録される。

・ガイド育成のためのさまざまな費用を削減で

きる。

Ⅵ　ケース2：エリーズツアーズ社

世界遺産訪問、エコ認定プログラムとエコ・

ガイド認定プログラムの取得により、持続可能

な形でツーリズム・ビジネスを展開しているツ

アーオペレーターの例として、エリーズツアー

ズ社（Aries Tours Pty Ltd）を取り上げる。こ

の企業は、持続可能なツーリズムに向けての積

極的な取組みにより商品価値を高め、事業を成

功させているよい例である。エリーズツアーズ

社の訪問調査によりその取組みを考察していく。

1．会社概要

エリーズツアーズは、オーストラリアゴールド

コーストを拠点に、バスチャーター・観光ツアー・

ツアーコーディネーション・ガイドサービスを提

供している地元観光業界のリーディングカンパ

ニーである。広範囲にわたる教育旅行プログラ

ムの提供、そしてまた、企業クライアントに会

議やスポーツイベント等のトランスポートサービ

スを提供しているスペシャリストである。2002年

10月より、ケアンズでもツアーガイドサービス

を行いはじめた。1984年にブリスベン市に、

1989年にゴールドコースト市サーファーズパラ

ダイスにオフィスをオープンした。本社はゴー

ルドコースト市アーネスト（Ernest）である。

2．事業内容

エコツーリズムとして認定されたツアーのみ

を催行しており、現在は、アドバンスエコツー

リズムとして認定されているツアーを3つ（土ホ

タルツアー、ナイトサファリツアー、世界遺産＆

グルメバーベキュー）と、エコツーリズムとし
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て認定されているツアーを1つ（サザン・スカ

イ・ツアー）を提供している。土ホタルツアー

では世界遺産指定の地を訪れ、すべてのツアー

参加者には世界遺産訪問証明書が発行される。

3．エコ・ガイドに対する取組み

エリーズツアーズ社の日本語ツアーガイドの

一人がゴールドコーストで初めてエコツーリズ

ム協会から“エコ・ガイド”として認定されて

いる。クイーンズランド州には、エコ・ガイド

の認定を受けた日本語ガイドは他にはケアンズ

に一人しかおらず、認定されたエコ・ガイドは

日本人で英語の実技試験を受けて認定された。

このように、エリーズツアーズは在籍ガイドに

対するエコ・ガイド認定プログラム取得奨励な

どを通して、プロのエコ・ガイドの育成に力を

入れている。ガイドの育成の強化は、信頼のお

ける品質の高い真のエコツアーの実現につな

がっている。

4．土ホタルツアー

これは、世界遺産に指定された国立公園内に

生息するオーストラリアで有名な土ホタルを見に

行くツアーである。エコ・ガイド同伴で、生息地で

ある亜熱帯雨林や土ホタルなどに関する解説を受

け、学びながら、真のエコツアーに参加することが

できる。そして、参加者にはUNESCO発行の世界

遺産訪問証明書が発行される。クイーンズランドの

国立公園へは、Queensland Parks and Wildlife

Service（QPWS）の許可なしではアクセスすること

ができない。エリーズツアーズ社ではその許可

を取得の上、ツアーを実施している。（ケース1：4．

と本稿末尾（170頁）の写真・資料を参照のこと。）

5．国立公園へのアクセス

QPWSはクイーンズランド州の国立公園にお

ける商業行為を規制しており、アクセスしたけ

ればQPWSの許可申請が必要となる。許可内容

は、人数や時間制限も課した入場許可で、自然

環境への負荷を最小限に抑える努力がなされて

おり、持続可能性が模索されている。例えば、

エリーズツアーズ社では、土ホタルツアーの実

施されているNatural Bridge Sectionにおいて、

午後5時から午後6時は冬場限定・学生対象に35

名、夜間は、午後6時～午後10時に120名、午後

10時～午後11時に140名の入場許可を申請取得

している。

6．エリーズツアーズ社の成功要因

エコツーリズムは、ファームステイなどの小

規模経営で行われていたものを前身として、事

業拡大をし、ビジネスとして観光ビジネスに参

入する場合が多い。そのため、参入企業は、企

業のブランド価値がほぼゼロに等しい状態から、

商品のマーケティング活動を行っていかなけれ

ばならない。エリーズツアーズ社もそのような

企業のひとつであった。

さて、エリーズツアーズ社がエコツーリズム

市場に参入し、企業価値・商品価値を高め、事

業を成功に導いていった要因はどこにあるのだ

ろうか。そこには、企業の事業展開手法のみな

らず、オーストラリアにおけるエコツーリズム

の現状とエリーズツアーズ社のビジネス形態の

相互作用が働いたものと思われる。

まず、現在、エコツーリズム市場は、まだ未

成熟な段階であり、小規模企業が参入しやすい

状態であるといえる。むしろ、小規模企業のほ

うが、成長段階のエコツーリズム・ビジネスに、

随時、対応しやすく、また、エコツーリズムへ

のニッチな需要に対して、それに特化した商品

提供が行えるともいえる。

更に、オーストラリアでは、市場自体がまだ

未成熟な段階にも関わらず、エコツーリズムに

関する認定制度の充実、多数の世界遺産の保有、

州ごとの世界遺産管理体制の強化が図られた。

そのため、企業ブランド価値の低い企業であっ

ても、これらの制度の活用により、商品に対す

る信頼を高め、他の観光対象との差別化が図れ、

商品価値のみならず、企業のプレステージを高め

ることができる。

エリーズツアーズ社は、エコツーリズムに特化

した商品展開をし、エコ認定プログラム・エ
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コ・ガイド認定プログラムを取得、観光資源と

して世界遺産を採用し、それに対する正当なア

クセスを通して、商品・企業への絶大な信頼を

獲得することに成功したわけだが、それを可能

にする市場環境、経営者や行政のエコツーリズ

ムに対する取組みが背景にあったことも、忘れ

てはならない。

Ⅶ　むすび

本稿では、観光ビジネスの中でも、自然環境

保護と観光ビジネスの持続可能な発展という、

本来相反する性質を有する概念を両立させる

ツーリズム形態として、エコツーリズムを取り

上げた。そして、世界の国々の中でも、エコツー

リズムあるいは観光ビジネス全体に先進的な取

組みを行っているオーストラリアを例に、エコ

ツーリズムに対して、どのような取組みをして

いるか、今後、どのような取組みが必要かを、

ケーススタディーを交えながら考察してきた。

本稿を通じて、常に意識していたことは、エ

コツーリズムは本当にエコロジーかつエコノ

ミーなのかということである。つまり、自然環

境保護と観光ビジネスの持続可能な発展を同時

に実現できるツーリズム形態なのかという問題

意識である。

まず、自然環境保護に主に着目し、“地域社会

（ホストコミュニティー）”という概念を導入し

た。観光が行われる場所の自然環境・文化・歴

史・住民の暮らしなど、経済的・環境的・社会

的すべての要素を包含した概念としての地域社

会（ホストコミュニティー）を基盤にしたツー

リズムの運営こそ、地域社会、更には観光ビジ

ネスの持続可能性にとって必要な概念であると

いうことを、ウルルのケーススタディーを交え

て論証した。そして、それが実際に、観光ビジ

ネスとして、更には行政と連携した観光ビジネ

スとして持続可能な発展につながるものである

ための経営経済的要素として、エコツーリズム

の標準化・規格化によるエコツーリズムの質の

確保の必要性を論じた。

エコツーリズムの標準化・規格化の先駆的な

ものとして、オーストラリアで設立された世界

初のエコツーリズム限定の認定プログラム、エ

コ認定プログラムを取り上げたが、このプログ

ラムにおいても、エコツーリズムを定義する要

素として地域社会が重視されており、エコツー

リズムにおける地域社会という要素の重要性を

再論証する結果となった。

エコツーリズム、さらには観光ビジネスの市

場環境も、エコツーリズム開発の余地を十分に

有し、マスツーリズムに見られるパッケージ旅

行の中でもさまざまなスタイルでエコツーリズ

ムの手法・概念を取り入れることができると思

われる。観光ビジネスは経済のあらゆる部門に

影響を及ぼす重要な産業であるため、エコツー

リズムの発展は、観光ビジネスの持続可能な発

展、さらには、経済全体の持続可能な発展につ

ながる可能性を秘めたツーリズム形態であると

いえるのではなかろうか。

エコツーリズムの標準化は、現在、小規模企

業によって運営される傾向にあるエコツーリズ

ムがビジネスとして成功する鍵となると同時に、

企業がプログラムにそった形で地域社会と接す

ることにより、地域社会の持続可能性も実現で

きる橋渡しの役割を果たしていることがわかっ

た。これは、プログラムの10個の認定条件が、

地域社会の環境的・経済的・社会的持続可能性

を基礎に作成されていることからもわかる。今

後、エコツーリズムが発展するに従い、地元密

着の小規模なツアーオペレーターのみならず、

大規模ツアーオペレーターの参入により、パッ

ケージツアーの中にエコツーリズムを取り入れ

る動きが出てくるものと思われる。

しかし、そうなると、今日のマスツーリズム

化したさまざまなツーリズムと同じように、企

業利益追求に目がいきがちで、エコツーリズム

の質の低下につながりかねない。観光ビジネス
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の中にエコツーリズムを発展させることで、観

光ビジネス全体の持続可能な発展を目指してい

くことは、地域社会の持続可能性と観光ビジネ

スの持続可能な発展を両立する上で、望ましい

形だが、同時に、エコツーリズムの質を落とさ

ないための努力、プログラムの整備が地域全体、

国全体、さらには世界規模で必要となるのであ

る。つまり、エコツーリズムの標準化が重要か

つ必要不可欠となってくる。そういう意味で、

オーストラリアの取組み、特に、エコ認定プロ

グラム・エコ・ガイド認定プログラムは注目に

値する。

今後こういったプログラムの導入を考えてい

る国々の、あるいは世界規模での標準化の指針

となるのではなかろうか。ただ、実際にプログ

ラムの内容を見ていく中で、エコツーリズムと

しての良否を、いかに多くのプログラムを取得

しているかによって判断しようとしている面も

窺われた。エコツーリズムの標準化・規格化は、

エコツーリズムの質を支える手段であるという

ことを常に根底に据え、プログラム取得のみが

目的とならないような形で、エコツーリズムの

“質”の追求、規格化・標準化が進められなけれ

ばならない。

オーストラリアのエコ認定プログラムは、現

在の、エコツーリズム、ひいては観光ビジネス

の世界的動きの先駆者として、重要な役割を

担っており、エコツーリズムの質向上に向けて

の継続的な改良の使命を帯びた重要な存在であ

ると思われる。5)

〈注〉

1）国・地域名：オーストラリア連邦

（Commonwealth of Australia）

面積：7,692,030km2

（日本の20.3倍、世界第6位、世界最小の大陸）

人口：1,965万7,000人（2002.3時点）

首都：キャンベラ（Camberra）

人口32万3,300人

通貨：A＄1≒79.60円（2004年9月30日現在）

言語：英語

宗教：キリスト教（70.9％）

国家体制：連邦国家←英連邦に属する

政治制度：

主要政党

自由党：Liberal ビジネス、中産階級←

自由市場経済

国民党：National 農民←地方利害保守

労働党：Labor 組合、知識人←社会改革

民主党：Democrats 無党派層←環境重

視、社会的弱者保護、社会保障

→環境保護派　Greens（上院の

み）⇒casting voteを握る

首相　Minister→ジョン・ハワード（Mr.

John Howard）

政権→自由国民党連立政権

経済指標：GDP→7200億ドル

（日本はこの10倍くらい）

（per capita→＄36,000）

成長率→3.8％

house wife→25～30％

経常収支→赤字＄220億

失業率→6.6％
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2）オーストラリアの貿易相手国

輸出：日本（20％）、米国（10％）、韓国

（8％）

輸入：米国（22％）、日本（14％）、中国（10％）

輸入品：機械、IT、自動車

輸出品：石炭、鉄鉱石、金、食肉、小麦、羊毛、

ボーキサイト、綿花

上記の製造業品は全体の18％、

サービス輸出は20％で観光収入が

最大である。

3）その参詣道における「世界遺産指定反対」

の落書の氾濫は、土台となるべき地域社会

との関係の欠落を物語っているのではない

だろうか。

4）グリフィス大学、ニュー・サウス・ウェー

ルス大学、メルボルン大学（以上オースト

ラリア）、カンタベリー大学（ニュージーラ

ンド南島）、ヴィクトリア大学、ワイカト大

学（ニュージーランド北島）、南太平洋大学

（フィージー）

5）筆者の帰国4ヶ月後に現地再調査をしてくれ

た寺内聡美さん（早稲田大学政治経済学部

の私の経営学演習第30期指導学生）の助力

をえて、本稿が完成したことをここに記し

て感謝の意を表したい。
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