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開催概要 

 

 

 

●日時 

2017年 2月 21日（火）14:00-16:30（ポスター展は 13:00-17:00） 

 

 

●会場 

国連大学 2階レセプションホール 

 

 

●主催 

国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS） 

文教大学国際学部・文教大学国際学研究科 

地球環境パートナーシッププラザ（GEOC） 

 

 

●プログラム 

第 1部 話題提供（14:05-15:00） 

 林薫（文教大学国際理解学科教授） 

 海津ゆりえ（文教大学国際観光学科教授） 

 

第 2部ゲストスピーカーを迎えてトークセッション（15:05-16:25） 

 開澤真一郎（NPO法人 NICE代表） 

 藤井慶輔（クレストツアーズ所属エコツーリズムオーストラリア協会認定エコガイド査定官） 

 林薫（文教大学国際理解学科教授） 

 海津ゆりえ（文教大学国際観光学科教授） 

 コーディネータ―：渡辺綱男（UNU- IASシニアプログラムコーディネーター） 
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はじめに 

 

 国連「開発のための持続可能な観光の国際年」記念

事業をはじめます。このイベントは、国連大学と文教

大学、そして地球環境パートナーシッププラザで一緒

に準備をしてきました。今年が開発のための持続可能

な観光の国際年を記念して、今日のイベントを行いた

いと思います。本日、司会進行をつとめる国連大学の

渡辺綱男と申します。みなさんどうぞ宜しくお願いし

ます。 

 

 一昨年の９月に国連で新しい世界の目標、持続可能な開発目標（SDGs）が採択されました。そ

の SDGsの中でも持続可能な観光がいろいろな部分で位置づけられています。さらに、今年 2017

年の国連が定める国際年のテーマに、この開発のための持続可能な観光の国際年というテーマが

決まり、国際年をやることになりました。 

 

 世界の最大の産業のひとつともいわれている観光業ですが、自然環境、経済、あるいは地域の

コミュニティ、雇用、貧困など、多岐にわたる部分で地球全体の持続可能性ということに強くか

かわりがあるのではないかと思います。昨年 12月に生物多様性条約の枠組みで 2年に 1度開催し

ている第 13回目の締約国会議がメキシコのカンクンでありました。国連大学のメンバーも何人か

で参加をしました。その、COP13のテーマは、生物多様性ということを農業、林業、漁業、そして

観光業にどう組み込んでいくか、どう主流化していくかということでした。 

 

 そして、毎年 5月 22日は国際生物多様性の日となっていますが、その今年のテーマが生物多様

性と持続可能な観光ということで、生物多様性条約の中でも観光との関わり、持続可能な観光と

いうことがとても大事なテーマになっています。日本でもインバウンドで訪日する観光客の数が

2400万人を超え、2030年には 4000万人にのばすことが目標に掲げられています。また、日本の

国立公園でも国立公園の満喫プロジェクトを推進し、インバウンドの利用者数を増やしていこう

という目標がたてられ、動き出しています。こういった動きのある観光ですが、観光と持続可能

性をどうやって結びつけて、また、どうやって私達が行動していけばよいのかということを、本

日、4人のゲストの方に来ていただき、ゲストとここに集まった皆さんで一緒に考えていくことが

できればと思います。 
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「ポスト資本主義とボランティア」 

林 薫 

（文教大学国際学部国際理解学科教授） 

 

 

■はじめに  

 

 ご紹介にあずかりました林でございます。今

日はお集まりいただきましてどうもありがと

うございます。まずはじめる前に、簡単に自己

紹介をいたしますと、私は 2004 年まで当時の

国際協力銀行におり、そこで途上国の主に経済

開発、社会開発ももちろん含めてですが、仕事

をしていました。2004 年から大学の方に移っ

て、国際協力、国際開発、ボランティアといっ

たことを主な分野として教えたり、研究したり

しています。今日は、SDGs がテーマですが、

SDGs の前の MDG は、1996 年に OECD の

DAC（開発援助委員会）が 1990 年から 2015

年までに貧困を半分にしましょう、半減しまし

ょうといったのが最初で原型です。この目標が

出た時に援助機関におりまして、これをどうや

って援助政策の中に取り入れていくかと、それ

からのお付き合いでございまして、かれこれ

20 年以上も国際開発、国際目標と付き合って、

向き合って、必死に動いてきた経験をお話しま

す。 

 

 SDGs に関しては国連大学の長尾先生と一

緒に共同研究を行っていまして、SDG の評価

という研究プロジェクトを持っています。私は

第 7 目標、持続可能なエネルギーの部分を担

当していますが、そのなかで、大きなポイント

としては人々の間のつながり、関係性をどうや

って持続可能に構築していくかが重要になり

ます。この問題は、全体を見渡せば読み取れま

すが、はっきりした形では書いてありません。

第 12 目標は大きく関連しています。そこでは

solidarity が含意されています。第 17 目標も

関連しています。そのあたりをツーリズムとい

う切り口も含めて、私自身はツーリズム専門家

ではないですから、ちょっと大きな話をまず最

初に皮切りにしてみようかと考えています。 

 

 私の大学では毎年ボランティア大交流祭と

いう大会を開催していて、100 人以上の学生が

集まります。この学生たちはボランティアに対

して熱心です。そこで最近、私が気が付いてい

る変化というのが、この実際に参加している学

生が自らボランティアという言葉をあまり使

わなくなってきているということです。学生た

ちに「何しに行くんですか」と聞くと、「ワー

クに行きます」とか、GV（グローバルビレッ

ジ）、これは固有名詞ですがそういう活動があ

り、「GV に参加しにいきます」という言い方

をしてきます。あまりボランティアという言葉

を使わなくなってきていて、使う頻度も減って

きていると感じています。最後のところでそれ

をもう 1 度訪問してみたいと思いますが、私

が今日お話するのは、これまでのツーリズムと

いうもの、産業社会の中でのツーリズム、大量

ツーリズム、マスツーリズム、これは海津先生

があとでお話していただけると思いますが、そ

のベースになっている資本主義社会というも

のが、今、だんだん変容しつつあるという話を

したいと思います。 

 

■大量生産、大量消費、商品経済 
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 マスの世界というのは、結局、大量生産大

量消費をするという莫大な無駄が出ます。大

量の食料廃棄物がでるのもこの一環ですが、

今、この社会が変化しつつあり、良い方向で

もありますが、悪い方向でもあります。それ

はこれから話しをしますが、よく言われてい

ることが、もう何十年も金利が低いまま、安

いままで、明らかに投資の機会が減っている

ということです。もうひとつは、皆さんもお

持ちでしょうけれども、スマートフォンでな

んでも用が足りるようになってしまっている

ことです。昔はラジオカセットや大型カメラな

どで家の中がガジェットでいっぱいになって

いましたが、今はなんでも一つで足りています。 

 

 いまやアフリカに行けば、村の 7 割、8 割の

人が携帯電話を持っていて、最近ではスマホも

持っているという状況です。工業製品やガジェ

ット類の普及が一巡してしまって、これからは、

大きな場で大量のマーケットというのがあま

り出現してこないのではないかと考えます。そ

れから、あともうひとつ、テクノロジーの発展

です。これに関しては、最近よく読まれている

本でリフキンの『限界費用ゼロ社会〈モノのイ

ンターネット〉と共有型経済の台頭』と言うも

のがあります。限界費用とは追加的なコストと

いう意味で、追加的なコストなしに様々なもの

が手に入るようになっているという話です。皆

さんも、例えば、インターネットで著作権が切

れた昔の小説、名作、青空文庫など、ほとんど

無料で手に入るというのを使った経験がある

かと思います。どんどんテクノロジーが発展す

ることによって、商品や欲しいものがどんどん

安価で手に入るようになっています。これが何

をもたらすかというと、結局、商品経済という

ものが縮小していくことになるわけです。我々

から考えてみると、人間の社会というのは商品

経済ができてから、たかが 200 年、そんなも

んです。 

 

■連帯社会、シェアリング経済 

 

 もちろん、プリミティブなものはもっと前か

らあったわけですが、市場経済というものを含

めてみても、人間が、例えば、農耕を始めてか

ら１万年と考えても、商品経済になってきたの

はそのうちの最後の 2000 年くらいです。貨幣

経済もそうです。つまり、それまでの社会とい

うのは基本的に助け合いで成り立ってきまし

た。ただ助け合いというのは曲者で、助け合い

の範囲というものが問題になります。家族とか、

コミュニティとか、そういった範囲では行われ

るでしょう。しかし、これが違ったグループと

なると、助け合いではなく敵対することになり

ます。市場経済は助け合いの範囲を広げるとい

う乗り越え方をしてきました。普遍的な市場経

済はコミュニティの枠を超えたリスクプール

のシステムを作ってきたと言ってもいいでし

ょう。また、助け合いの世界に戻っていけばよ

いのではないかといったときに、ここをどうい

う風に乗り越えるかが問題になってきます。つ

まりグループが違う人たち同士の、グループを

超えた連帯をいったいどうやってつくってい

ったらいいんだろうかということです。 
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 もうひとつの助け合いの例として、シェアリ

ング経済も非常に良い変化であります。この意

識の変化として、最近ミニマリストとか、モノ

をあまり持たないで、アクセスだけできればい

いんだと言っている人がいます。こういうこと

を全部含めると、後で話をしますが、世界の持

続可能性は全体的に増加の方向に進んでいる

だろうと思います。ではこれが、実は開発途上

国ではどうなのか、貧しい国ではどうなのかと

いうことですが、ここもテクノロジーが、かな

り、ブレイクスルー、つまり突破口を開いてい

る部分があります。 

 

 私たちは、後でお話される開澤さんの協力で

毎年ミャンマーに行っているんですが、ミャン

マーの電化されていない山村では太陽光発電

が急速に発展しています。この 2、3 年の間に

普及率が 9 割に達してます。いくらくらいか

かるかというと、だいたい月収の 1 か月分く

らいです。日本で太陽光発電のシステムとなる

と、数十万円かかったりして大変なもんですが、

ミャンマーの方はそんな高度なものではない

です。主に何に使うかというと、ラップトップ

型のテレビ、携帯電話の充電、それから照明で

す。とりあえずここまで使えればいいんだとい

うことです。また、なぜ安いかというと、中国

製、インド製だからです。特に中国製になると

インフォーマルセクターという日本の町工場

に近いようなところで作って、日本の 10 分の

1 くらいの値段で入ってきています。携帯もそ

うですよね。ミャンマーでもインドでも、田舎

町の屋台で携帯を売るということができてい

ます。こういうものは殆どインフォーマルセク

ターを通じて世界中に流通しています。 

実はこれまで、世界が、特に先進国が、依拠

していた大量に生産し、大量に消費して、そこ

で大量に雇用するという資本主義のパターン

が多分今崩れかけているんではないかと考え

ています。環境や資源の面での持続性は向上し

ていくでしょう。ただ、ここで大きな雇用の創

出が見られますよと、しかも、それを乗り越え

るためには、資本に対して課税をしましょうと

言った時に、今度は国際間の協調をやらなけれ

ばなりません。その国際間の協調が、実は今、

音を立てて崩れ始めているといったような状

況もあるわけなんです。 

 

■中間層の解体と IT 化が問いかけること 

 

 今、中間層の解体が起きているといわれてい

ます。つまり、いわゆるボリュームゾーンであ

った、事務労働、工場、大工場で働く労働とい

うものがなくなって、上下に分解していくとい

うことです。上下と言ったらいけないですが、

いわゆる賃金は低い部分と高度にものすごく

高い給料を積まれてヘッドハンディングされ

る領域に分解していくと考えます。これが、IT

化、IOT によって進んでいくと言われていま

す。 

 

 それは、今ある職業で、弁護士、会計士にい

たるまで AI で代替されてしまうことです。医

者の診断もそうだと言われていますが、画像さ

え撮れば、むしろ画像をコンピューターで診断

した方が的確に診断できるということが言わ

れています。AI は適切なアドバイスをしてく

れるとかいう予想はいくらでも最近出てきて

いるみたいですね。これまで、政府、家計費用

といった形で理解されてきた資本主義社会と

いうものの中で、家計とか企業が資本を持って

いました。そのベースになっていたのが家計と

企業の間で大量の商品やサービスがやり取り

される、また人が雇われるという関係でした。
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これが、どうもこのところがおかしくなってき

ているのではないか、これまでのパターンと違

ってきているんではないかと思っています。も

しこういった形で進んでいくと、労働者派遣の

方は雇用が減り、収入が減ります。ですから当

然のことながら、コストがかからないオプショ

ンを選ぶでしょう。例えばシェアリング経済と

いうのは、こちらの方面で発達していくかもし

れません。企業の方はどういうことになるかと

いうと、生産のフロンティア、販売、売り先と

いったフロンティアがどんどん減ってきてい

ます。それで、残ったのは金融緩和で生み出さ

れたような大量のマネーが、マネーゲームとし

て動いていくというわけです。ですから、ここ

で資本に対して課税しましょうという提案は

いくらでもあります。昔からトービン・タック

スという短期の資本移動に対する課税の提案

があります。また、国際的な資産課税をやって

いきましょうという提案もありますが、これも

さっき言ったように国際的な協調をしなけれ

ばできません。 

 

 現に今、世界各国でトランプさんもそうです

が、法人税を大幅に引き下げて、企業、所得を

呼び込むんだと言っていますが、こういった競

争をやりはじめたら、資本課税とかが成り立た

なくなります。 

 

 ここまでくると、実は助け合いのシステムが

かなり大きく変わっていくだろうと考えてい

ます。助け合い、自ら助ける自助、公的部門を

助ける公助、それから、いわゆる助け合い共助

の世界を見た時に、多分自助でできる分野がこ

れからどんどん自分でリスクを負担できる部

分は減ってくるでしょう。リスクにさらされて

いきますよ。公的部門はどうかというと、AI が

進んでしまって人が働く場がなくなります。そ

うなったら、ひとつの方法として、ベーシック

インカム、つまり最低限の所得に達していない

人に対しては所得税をとるのではなく、逆に負

の、マイナスの所得税を支給することですが、

こういう形でやっていかなければ、人間の生活

が維持できません。 

 

 だから資本の課税は必要です。しかし、資本

の課税というのは国際的に協調をしなければ

できません。なので、国際的な協調が不可欠で

す。ベーシックインカムを入れるか入れないか

はまだわかりません。入れたとしても、おそら

くそれが全て社会福祉、生活保護に代替できる

わけですが、そうなると個別的な対応になりま

す。例えば、災害みたいな対応、むしろ政府の

ポケットにお金が少なくなるわけですから、や

りにくくなるのではないかと思います。そうし

ますと、やはり共助の部分がどういうふうに変

わっていくかというのが一つのポイントにな

ります。私が、こうなったらいいだろうという

希望的なことも含めて予測しているのは、やは

り AI で人がいなくなることにあります。これ

はもう歴史的にもありましたね。 

 

 機械化されて、産業革命で機械が導入され、

人が雇われなくなる。ただ、これまでは新しい

仕事が出てきていて、これからもそうなると思

います。しかし、今さっき言ったように、大量

消費大量生産という形での資本主義はもう続

いていかないでしょう。そうすると何が新しい

仕事として残っていくかというと、やはり社会

的な問題の解決の部分です。社会的企業が中心

になっていくのではないでしょうか。社会的企

業は、実は IT とは相性が良いです。これは特

に、市場価格には情報の仲介機能があり、ICT

は市場価格を完全にバイパスして需要と供給

を結び付けることができます。既に、そういっ
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たことはシェアリング経済の中で出始めてい

るわけです。何か欲しい人と何か提供したい人、

これはこれまで、例えば、大学教授がテニスを

習いたいと思うと、そうすると、私は国際関係

論を教えていますけれども、国際関係論を習い

たいと思っているテニスのコーチを探さなけ

ればいけません。もし貨幣がないとすると、こ

うしたやり取りをしなければならない、だから

貨幣が必要なんです。 

 

 今、もし、こういったネットワークがこれだ

け発展してきますと、直ちにそういったマッチ

ングができるかもしれないですね。そこはちょ

っと極端かもしれません。おそらく、価格機能、

バイパスを敷くということができるのではな

いかと思います。もうひとつは、多くの失業者

がでて、ベーシックインカムだけで対応できま

すと、仮にこういったことができるようになっ

たとしても、ベーシックインカムをもらったか

ら何もしなくてもいいですかということは、大

部分の人はそんなことはできないですよね。何

かを自分がやりたいということになると思い

ます。それは、例えば、学生がボランティアを

やりたいという、そういうチャンスを求めてた

くさん来ているところから見てもわかると思

います。ですから、おそらく、もしかして AI、

これからの産業化、これまでの資本主義社会が

だんだんなくなっていき、新しい仕事という部

分で、こういった社会的機能のスペースが拡大

していく可能性はあるだろうと思います。 

  

■格差の問題とコミュニケーション 

 

 それがひとつのポイントで、おそらく、こう

いう展開で今後を乗り切っていくことができ

るのではないかと考えます。ただ一番の問題は

やはり、国内でも格差が拡大していますし、国

際間でも利害の衝突が非常に大きくなってき

ています。 

 

 これは我々がポピュリズムと言っています

が、その言葉が妥当かどうかは別にし、トラン

プさんとか、イギリスの EU 離脱など、どんど

ん垣根をつくる方向に行って、つまり世界が連

帯ではなく分解、分断される方向に向かいつつ

あるのではないかということです。これは、や

はり皆さんも多かれ少なかれ危機感として抱

いているのではないかと思います。それに対し

て、それぞれの受け持つ分野で、活動の分野で、

そうならないようなことを考えていくことが

唯一の道だと思います。結局、一般市民のレベ

ルでユニバーサルな連帯を構築することがで

きるかどうか、それとも一般市民レベルで国益

第一主義にとらわれて自分たちの困難を外国

とか外国人のせいにする、移民難民のせいにす

るかという分かれ道にあります。 

 

 では、良い方向にいくためにはどうしたらい

いか。そこで考えたひとつの方法というのは、

コミュニケーションです。やはり、私がみてい

ましても、ヘイトなどを行う人たちは、だいた

いにおいて、外国人とコミュニケーションをし

たことがない人が多いです。それは私の身の回

りを見ていてもそう思います。ですから、基本

的にどのようにコミュニケーションをとって

いったらいいのかということが問題になりま

す。 

 

■共感をベースとした社会を目指し 

 

 先程も言いましたが、私は 2004 年まで国際

協力、日本の ODA の仕事をしていました。

ODA の本質はお金ではないと思います。お金

ではなく、プロジェクトをつくっていくプロセ
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スの中で、いかに多くの人たちとコミュニケー

ションをしていくか、ということだと思います。

その中で理解があがっていきます。そこでつき

あった人たちの中には今でも連絡を取り合っ

ている人もいます。そうであれば、今、私は大

学の教員をしていて、ボランティアの担当もし

ていますが、そのレベルでできないかというこ

とです。それで、私が可能性としてあると思う

のは、例えば海外のボランティア活動に参加し

た学生の学びということです。これは 2010 年

卒ですが、ネパールでボランティア活動、実際

に開澤さんの NICE の活動に参加させていた

だいた学生ですが、卒業論文でこういうことを

書いています。「外部者がいることで本当の姿

を見せようとするのではなく、あえて良い姿や

悪い姿を見せようとすることがある。外部者は

自分が見ようとするものをみて、住民は外部者

が見ようとするものを見せることになりかね

ない」と。お互いに演技をしているということ

ですね。それから外部者と住民の関係性が支援

する側と支援される側であって、上と下の関係

性がつくりだされてしまうということです。介

入すれば、人間関係に変化をもたらす。こうい

うことを、学生たちが自ら行って活動する中で、

学び取ってきています。それを卒業論文に書い

て、卒業していく。こういうことがあって、海

外でのボランティア、ワークを活性化したいと

思っています。後ろにいる同僚の渡邉先生と一

緒にやっているわけですが、NICE の開澤さん

の協力で、ミャンマーのワークキャンプに今年

は再来週から学生を 15 人連れて行きます。昨

年度の学生の帰国後のふりかえりでは、「不便

な生活をして人々の温かさを感じました」「便

利になればなるほど人とのつながりが薄くな

ってしまいます」「幸せはないものに目を向け

るのではなく、あるものに感謝するということ

です」などがありました。 

 

 「お互いに尊重して信頼し助け合うことが、

村人同士だけではなく、外からやってきたボラ

ンティアのメンバーにも当然のように行われ

ている場は、平和で安全に生活が送れる空間で

した。本当の意味での豊かな社会、幸福に近づ

いていけるのではないか」と、こういったコメ

ントもふりかえりの中にありました。 

 

 そういうことで、非常に小さな規模ですし、

わずかな一歩、それこそ昔、月に着陸した宇宙

飛行士が言った言葉ですよね、これはわずかな

一歩、小さな一歩ですが、だけどこの小さな一

歩が重要だと思うんです。実は、4 日前に、国

際ボランティア学会でも同じ話をしていまし

て、そこで提案したのですが、ボランティアの

基礎は共感だろうと思います。エンパシーとい

う言葉があります。それから共通目標です。ボ

ランティアが無償か有償かという議論にはあ

まり意味がないと思うようになってきていま

す。３０％有償で７０％無償とか、逆に７０％

無償で３０％有償とか、そういった活動が社会

の中にあると思います。そういった活動を通じ

て様々なやり方でこういった共感をベースに

した世界的な連帯感を作っていくことが可能

ではないかと考えます。ということで、大きな

ざっくりとした話になりましたが、これから社

会がどういう方向に向かっていくか、特に、共

感をベースにした社会をつくっていくことに、

ツーリズムがかなり貢献しうるのではないか

ということをお話して、次の海津先生の話につ

なげていきたいと思います。 
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「エコツーリズムと持続可能な観光」 

海津ゆりえ 

（文教大学国際観光学科教授） 

 

■旅・旅行・観光 

 

皆様こんにちは。ご紹介いただきました海

津です。私はエコツーリズムの研究や国内外

での開発に長年携わって参りました。エコツ

ーリズムは、サスティナブルツーリズムの兄

弟のようなものです。林先生が経済学の側面

から“サステイナビリティ”の位置づけにつ

いて話されましたので、私は観光学の側面か

ら少し具体的な話をしたいと思います。 

 

その前に、用語の整理をしておきたいと思

います。先ほど話題に上った「ボランティア

ツーリズム」や「学生時代の旅は？」などを

論じる時に使う「旅」という言葉と、サステ

ィナブルツーリズムのように大きな観光の概

念を論じる時、よく似た「旅」や「旅行」

「観光」というキーワードを扱っているけれ

ど、視点が違うことにお気づきでしょうか。

前者は個人が“する”旅を指しています。人

生は旅であるというように、旅する自分が主

体です。終わりがありません。「旅行」は 

“行って帰ってくる”ことを指しています。

では「観光」はというと、旅や旅行を取り巻

くサービス等も含んだ広い概念です。訪問先

の地域や観光関連ビジネス、旅先で出会う

様々な資源や人なども含まれています。 

そもそも「観光」という用語は、明治に入

って海外から日本に訪れるようになった人々

が行っていた「ツーリズム」という行動の訳

語として、政府が研究者に銘じて編み出され

た造語です。中国の『易経』という本にあっ

た「国の光を観る」という言葉から採ってい

ます。鎖国が解かれて間もない明治期、観光

とはインバウンドでした。政府は外国人が日

本滞在を心地よく過ごせるようにと様々なサ

ービスを整備して「観光振興」を図り、外貨

獲得につなぎました。観光に関わるテーマを

考える時、個人の旅から考えるのか、観光全

般から考えるのか、という視点の置き所を考

慮する必要があるのです。 

 

■「国際観光」のいま 

 

今、観光は国際的にも非常に大きな存在

で、世界最大の産業とも称されています。観

光を扱う国際機関の国連世界観光機関

（UNWTO）の 2015年の統計出典見ると、世界

の GDPの 10％を観光関連産業が生み出し、全

サービス業種の 30％くらいが観光に関連する

業態となっています。これには旅行会社だけ

でなく交通機関や宿、飲食なども含まれま

す。観光産業は裾野が広いのです。国際観光
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到着数というのは国境を越えて到着した観光

客数のことですが、昨年は 12億人を突破しま

した。そのうち半数の約 6億人がヨーロッパ

へ、4分の 1がアジア・太平洋地域へ到着し

ています。国際観光はこのくらいのスケール

なのです。国際観光到着数は、この 20年間で

大きな伸びがありました。日本政府は 4000万

人の訪日外国人客を目標にしていますが、

2030年にはおそらく世界の国際観光客到着数

は 18億人を突破する、という見通しがなされ

ています。エリア別にみると、伸びが大きい

のはアジア太平洋地域ですね。但し注意しな

ければならないのは、統計上の「観光」には

いろいろなスタイルが含まれていることで

す。ビジネストリップ、つまり出張も含まれ

ています。そうなると訪問先も都市もあれば

自然公園、里山もある。それぞれの場所で多

くの人が観光に関わります。世界中で現在、

観光、観光という理由がおわかりいただける

でしょうか。 

 

■UNWTO・WTTC・観光庁 

 

観光を扱う公的機関として、国際レベルで

は先に挙げた国連世界観光機関（UNWTO）があ

ります。国際間の観光の動きなどを掌握する

機関です。1925年に結成された「公的旅行機

関国際連盟」（IUOTO）を前身に、2003年に

国連機関に昇格しました。今年 1月に、ここ

国連大学内に UNWTOの東京事務所が窓口を設

けましたので、国際的な動きが身近なものに

なるといいですね。UNWTOのもう一つの重要

な活動が、「世界観光倫理憲章」という 10章

からなる憲章をとりまとめ、普及することで

す。実はこの憲章が生まれた背景と、サステ

ィナブルツーリズムが提唱された動きとは密

接な関係があるのですが、後程お話ししま

す。国際レベルの旅行業界団体には世界旅行

ツーリズム協議会（WTTC）があります。国内

の観光関連機関は、政策に関しては観光庁、

日本観光のプロモーションは日本政府観光局

（JNTO）、旅行業界団体は日本旅行業界

（JATA）などがそれぞれ役割を果たしていま

す。 

 

■第二次世界大戦後の世界と観光 

 

次に、ここまで成長した観光の中で、今日サ

スティナビリティが議論されるようになった

流れについてお話ししたいと思います。ルーツ

は 1950年代第二次世界大戦後に遡ると言って

よいと思います。世界的な復興の過程で戦勝国

は都市と人口の再建を進め、植民地や南半球の

国々では工業や農地開発、食糧資源の生産等で

これを支えたいわゆる南北間関係の中で、経済

格差や労働力搾取などの問題が生まれました。

公害や生態系の破壊など国境を越えた環境問

題も指摘されるようになりました。一方、社会

が安定してくると先進国の人々は可処分所得

や休暇などを確保できるようになり、これらは

人々を「観光」へと向かわせる背景となったの

です。平和の獲得とともに、いわゆるマスツー

リズム、大衆観光の時代が始まったといえま

す。1950年代から 60年代のことです。日本は

先進国ではありませんでしたが、所得倍増計画

で高度経済成長期が始まって 10年ぐらいして

観光の大衆化がやってきました。新幹線が通

り、東京オリンピックが開かれた 1964年が象

徴ですが、大阪万博が開かれた 1970年頃は、

日本の大衆観光がまさに花開いた時期でした。

一方で、この頃“地球はこのままで大丈夫か？”

という問い直しがありました。「宇宙船地球号」

という言葉を聞いたことがありますか。バック

ミンスター・フラーが 1948年に提起した言葉
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ですが、地球は限られた燃料を積んで宇宙を旅

する宇宙船のようなものだという指摘です。こ

の言葉は後に国連の会議の場でも語られ、地球

環境に対する意識が高まっていきました。人口

増加やエネルギー革命等により右肩上がりの

成長を続ける地球の未来に危機を感じた国際

的な研究者集団、「ローマクラブ」は、『成長

の限界』という本をまとめ、1972 年に発刊し

ました。お読みになった方もいらっしゃるかと

思いますが、人口、天然資源、食料生産、再生

不能資源、環境汚染、資本などの変数を用いて

予測を提示したもので、日本ではダイヤモンド

社が発行しています。結論は、成長には限界が

ある、そう明るい未来はないよ、ということを

言っています。 

 

■1980年代、「持続可能な開発」がキーワー

ドに 

 

環境問題を初めて国連で取り上げたのが、

通称ストックホルム会議と呼ばれる国連地球

人間会議（国際連合人間環境会議）でした。

この会議では、南北間格差の問題や貧困問題

が主に議論されました。様々な提言のひとつ

は学生の皆さんもよくご存じの「世界遺産条

約」の採択です。会議自体は結論を出して終

わりとはならず、継続して議論していかなけ

ればならないという認識が共有されました。

1984年にはノルウェーの元首相ブルントラン

ト氏が議長となって会議をストックホルム会

議の総括をとりまとめ、1987年に『Our 

Common Future』（注：邦題『地球の未来を守

るために』）という本にして発刊しました。

同書の中で初めて、持続可能な開発

（sustainable development）でなければなら

ない、という文言が明記されました。現在、

盛んに使われている「Sustainable 

Development」が明文化されたのです。 

 

ストックホルム会議の次の会議として、

1992年に初めて南半球のリオデジャネイロで

開催された国連会議「環境と開発に関する国

連会議」です。ずばり、「持続可能な開発」

をテーマに開催されましたが、NGOが多数参

加したことでも有名です。この時に「アジェ

ンダ 21」と称して、21世紀までに各国・地

域・産業界は持続可能な開発のために何をす

るかを明記する、という提案が採択されまし

た。目標年限は 10年後の 2002年。ヨハネス

ブルクで総括が行われることになりました。

このアジェンダ 21において、いろいろな産業

業態がある中で「観光」が非常に重要である

と指摘され、総括年の 2002年を国際エコツー

リズム年として観光についての総括をするこ

とが決まりました。2002年 5月にカナダのケ

ベック市で国際エコツーリズム会議が行われ

ました。さらに、その 10年後の 2012年には

「リオ＋20」が、またリオで会議が行われま

した。ここではテーマは「The future we 

want」。私たちが欲しい未来は？ということ

で参加した人々が、どんな未来を望むのかを

ダイアローグ（対話）するイベントが会期中

行われていました。 

 

このような会議を経ながら、国連は未来に

向けて解決すべき長期的な課題と目標を掲げ

てきています。それが、2000年から 2015年

までの「国連ミレニアム目標」（MDGs）、そ

して一昨年に発表された 2015年から 2030年

までの「持続可能な開発目標」（SDGs）で

す。もう２年目です(笑)。その SDGｓでも観

光の責任や役割が重視されています。掲げら

れている 17の目標のどれも、観光と何かしら
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の接点があるのです。そして国連は今年を

Sustainable Tourism Yearに決めたのです。 

 

■持続可能な観光とは 

 

観光というのは常に注目されてきました。

マスプロ化して、大衆化していく観光が、自

然環境、文化、あるいは経済、地域社会に

様々な光と影を生んできたからです。自然に

ついて言いますと、活用する、すなわち“資

源を使う”ことが観光の前提になります。一

方で何か観光施設をつくろうとすると開発を

必ず伴います。あるいは、観光業が盛んにな

ると土地利用が変わったり、また住民が増え

たり、ということもあります。汚染、ごみ、

エネルギー、水、野生生物の生息地への立ち

入りなど、様々な影響が出てきます。文化に

ついても、異文化が交じりあうことによって

本来の地域固有の文化が変質したり失われて

いくこともあれば、より良く変わっていく場

合もあります。文化が交流することによって

新しい開発、イノベーションが起きることも

あります。経済においても、ビジネスが発生

したり、雇用が増えたりというプラス面があ

ります。途上国においては、観光は外貨獲得

の手段として非常に重要で、なくてはならな

い存在だったということがいえます。そのよ

うに見ていきますと、観光は非常にいろいろ

なことに深くかかわっています。それが良い

ことなのか悪いことなのか、単純に結論は出

せません。多面的で複雑だということが明ら

かになってきたわけです。 

 

もちろん観光業界でも、こういったことに

対して自省や模索が行われてきました。先程

冒頭で UNWTOが世界観光倫理憲章を管理して

いると申し上げましたが、この憲章では、観

光が地域の自然、地域文化、地域の住民、生

活にマイナスのものがあってはいけない、と

言っています。この憲章をまとめたのが、公

的旅行機関国際連盟(IUOTO)で、UNWTOの前身

です。この憲章は、現在、日本では日本旅行

業界(JATA)を通して旅行業者に普及されてい

ます。 

 

■ガラパゴス諸島で、アフリカで 

 

光と影が指摘された頃の観光地の実際の姿

を少しご紹介したいと思います。これは、ど

こだと思いますか。わかった方は教えてくだ

さい。答えは「進化論のふるさと」、ガラパ

ゴス諸島です。ガラパゴスに人が住んでいる

こと自体で驚く学生もいますが、今 3万人ほ

ど住んでいます。そのほとんどが本土からの

移民です。観光があることで移民してきた

人々です。急激に増えた観光客や人口は、諸

島のインフラや土地開発、生態系など様々な

環境負荷を生み、ガラパゴス諸島は世界自然

遺産第１号でありながら、3年間危機遺産に

組み入れられました。私たちは、日本ではこ

ういうドラスティックな変化をあまり目にし

ませんので、想像がつかないレベルだと思い

ます。 

 

もう１つ。自然地域、特に途上国への観光

客はだいたいが富裕層です。アフリカのサフ

ァリなどはハンティングを伴うツアーがあ

り、これは非常に高価でステイタスにもなる

わけです。ハンティングで仕留めた獲物の首

から上をエンブレムやトロフィーと呼んで、

剥製にして持ち帰ることは誇りになりまし

た。これが続いていったらどうなりますか。

ライオン始め大型獣はいなくなりますよね。

ライオンに限らずいろいろな動物が対象でし
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たが、こういったことを止めなければいけな

い、と自然保護サイドから警鐘が鳴らされて

いました。外貨獲得といっている裏側で起き

ていたことです。経済学者のフィリップ・ス

レッシャー博士は、ライオン一頭がどのくら

いの貨幣価値を生むかという試算をしまし

た。有名な『ライオンの経済』という論文で

す。博士は３つのケースを想定しました。ま

ず密猟の結果、皮として市場で売れられた場

合。次にハンティングを伴うツアーの犠牲に

なっていただいた場合。三つめは、殺さずに

見るだけの観光の対象になった場合。それぞ

れでライオン１頭の命の値段がいくらになる

かを USドルで換算したわけです。一目瞭然

で、ハンティングでも毛皮でもなく、見る対

象になれば何百倍もお金になる、ということ

がわかったのです。説得力がありますよね。

この結果は、ライオンなどが生息している地

元の地域の人たちに向けて活用されました。

なぜかというと、ハンティングツアーや密猟

などは、それによって家計を支えている地域

住民がやっていたからです。ハンティングは

野生生物の保護とは真逆であることは彼らも

わかっています。ただ、良くないことだから

やめましょうといっても誰もやめません。そ

れで食べているからです。彼らの納得と協力

なしには野生生物の保護はできず、観光も続

けることができなくなるでしょう。その状況

で、このデータは非常に重要な意味を持って

いました。アフリカ、サファリの観光は大き

く変わっていきました。住民をガイドとして

トレーニングし、資格を持たせ、殺さずに環

境教育と安全管理を提供するガイドとして活

躍してもらうようになりました。ハンティン

グツアーが完全になくなったわけではありま

せんが。アフリカでは現在、自然保護区周辺

のコミュニティが宿泊とアニマルウォッチン

グ、コミュニティとの交流を含むプログラム

を提供する形態(「コミュニティ・ベースト・

ツーリズム」)に取り組む例が見られます。子

供たちも学校で環境教育を受けているので、

小さい時から野生生物を守ることが大切と知

っています。 

 

■エコツーリズムという提案、世界と日本 

 

このようにマスツーリズムはいろいろな弊

害を残していきました。それを修正しようと

80年代にポストマスツーリズムのへ模索が観

光業界や自然団体保護で行われ、いろいろな

キーワードが生まれていきました。「もうひ

とつの観光」、「責任ある観光」、「環境配

慮型の観光」、「エコロジカルツーリズ

ム」、「倫理規範がある観光」、「開発をし

ない」などいろいろな言い方でマスツーリズ

ムに代わるものが模索されていたわけです。

そして、その中でエコロジカルツーリズム、

縮めて「エコツーリズム」が自然保護地域で

の事例を伴って具体化し、国際自然保護連合

などの会議の場で提唱され、一歩リードする

形で普及していきました。その時に活躍した

のがメキシコ人の建築家、エクトル・セバー

ジョス・ラスクラインさんです。エコツーリ

ズム、という言葉はイメージがよく、ニュア

ンスがわかりやすい。観光業界で、自然保護

の団体で、それぞれに定義が考案されていき

ました。観光を通してちゃんとお金を稼ぐ、

雇用の機会を提供する、環境教育の機会を観

光客に提供する、自然保護が図られる等が共

通項です。IUCN、パンダのマークで有名な

WWFなどが定義を提唱し、国際会議などを通

して、徐々に普及していったわけです。 

 



18 

 

世界の話をして来ました。日本は、10年く

らい世界の動きと違うところがありますが、

環境庁(現環境省)が 1991年から西表国立公園

をパイロットにエコツーリズムの基盤整備を

始めました。その前後では小笠原が 1988年に

ホエールウォッチング事業を開始し、1993年

には屋久島でエコツアーガイドが活躍を始め

るなど、エコツアーが普及していきました。

2003年には環境省がエコツーリズム推進会議

を開催し、そして 2008年には世界唯一のエコ

ツーリズム推進法ができ、全国でいろいろな

形でエコツーリズムを進めていく地域を増や

すための法整備を行いました。いまだこの法

律に類する法律は他の国にありません。この

法律では、エコツアーについて、現地で案

内、あるいは助言をうけながら、環境の配慮

をしながら観光する、触れ合う、理解を深め

ることと言っています。 

 

■エコツーリズムからサスティナブルツーリ

ズムへ 

 

さて、エコツーリズムは主に自然地域にお

ける観光の新しいパラダイムと言えます。正

式に国連の機関になった UNWTOは、エコツー

リズムのコンセプトをさらに普遍的な観光に

適用できるようにと「サスティナブルツーリ

ズム」という概念を提唱しました。「持続可

能な開発」をツーリズムに適用したともので

す。 

 

UNWTOが 2005年に発表した「サスティナブ

ルツーリズム原則」は次のようなものでし

た。すなわち、「環境資源を最適に利用す

る、ホストコミュニティの文化的社会的真正

性を尊重する、長期間にわたって経済活動を

保護する」という 3つの目標です。これは、

決して自然地域だけに適用されるものではあ

りません。ある研究者は、「サスティナブル

ツーリズムはカジノツアーでも成立する」と

言いました。極端かもしれませんが、どんな

ところでもこれを持ち込むことができる原理

だということです。 

 

そして 2015年の先ほどご紹介した SDGsの

中でもいくつかの目標の中でサスティナブル

ツーリズムについて言及があります。第 8目

標では地域に雇用をもたらすものとして、第

12目標の中では観光を行いながら開発の影響

を監視していくことが必要だと、そして第 14

目標の中では資源の持続的な活用としての観

光ということが掲げられています。しかし、

実際には 17の目標全て観光に何かしらの形で

かかわっているので、観光というのは、本当

に隅々まではいりこんだものだと言えると思

います。観光が変わると様々な方面へ波及す

る。今年が持続可能な観光の国際年というこ

とになった意味は大きいと、私は思います。

日本国内では、首相官邸が会議を設け、実際

には観光庁がこれを引き継ぐということにし

たのですが、インバウンドの振興や観光振興

に関する既存の施策で、SDGsの観光に関する

目標に対応しようということに落ち着いてし

まいました。 

 

ところで、サスティナブルツーリズム原則

に 3つあると言いました。環境資源、地域社

会、経済の 3つですが、おそらく立場によっ

て、この中で何を重視するかがが違うだろう

と思います。何が持続することを望むのか。

そして、果たしてこの３つはかみ合うのだろ

うか。もし、かみ合ったとして、実際に成立

した観光はどんな明るい未来を提示してくれ

るのでしょうか。SDGsの目標群において観光
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は重要だと私も思いますが、もしかすると観

光が何とかしてくれれば全て解決してくれる

という漠然とした期待が流れてはいないか、

とも思うのです。この期待に応える には、も

っとたくさんの人々で真剣に議論しなければ

なりませんが、そうはなっていない。疑問を

感じるところがあります。 

 

とはいうものの、世界や日本の各地でサス

ティナブルツーリズムの実践と呼んでいいと

思える事例はいくつもあります。実際どうい

う形があるか、お見せしていきたいと思いま

す。 

 

■サスティナブルツーリズム Good Practice 

 

日本ではあまり流行りませんが、海外では

環境認証が定着しています。これは商品等が

環境基準を満たしていることを示すもので、

消費者に選択の指標を与え、企業は認証によ

って選んでもらえます。環境に配慮している

ことがビジネスにもインセンティブがあるよ

うなシステムで、例えばフェアトレードを認

証するレインフォレスト・アライアンス、ホ

テルの環境認証のグリーン・キー、マリーナ

や海水浴場に対する認証のブルー・フラッ

グ、左下は日本ですが、エコツアーに対する

認証のグッドエコツアーなどがあります。 

 

フィジーのアンバサ村では、村のエコツー

リズムの開発をしようとフィジー政府が取り

組み、ODAを活用しプロジェクトを実施しま

した。地域の人たちの人材育成を柱にしなが

ら、コミュニティで海外から来た人たちを受

け入れられるようにしていきました。初期投

資はありましたが、住民が受け入れて観光客

を案内するという仕組みができあがっていま

す。ここは面白いことに、いったん収益が入

ると半分はコミュニティに行きます。コミュ

ニティの中で共通に必要となる教会堂の建設

や子供の通学バスの確保などにあてていま

す。 

 

コスタリカやケニアでは民間の自然保護区

の中で、ネイチャーガイドそのものをビジネ

ス化することによって、高度なインタープリ

テーションと環境教育を提供しています。ケ

ニアでは森林伐採で犠牲になってしまった孤

児のゾウを飼育し観光客に見せるということ

を通して収益を上げて運営に還元されている

施設が、首都のナイロビの郊外にあります。 

 

三重県の鳥羽市では島っ子ガイドという、

子供達の総合学習の時間に島を案内するスキ

ルを磨いて、地域のことを理解する子供を育

て、それを今度は外の人に伝えることで、地

域の文化が本当に伝わりやすい方向で流れて

いくようなことが始まっています。世代間交

流にもなるので、これはお金としてはそれほ

ど取りませんが、地域文化と地域の自然の継

承ということに観光が役立っているという例

です。 

 

徳島県美郷村では石積みの職人から技術を

学ぶとかエコツアーが行われ、埼玉県の飯能

市では市民が皆ガイドになることを目指して

里山での農作業などをプログラムにしていま

す。あるいは復興と結びついた観光というこ

とで、岩手県の宮古市などでは海岸沿いを歩

きながら、漁協さんから食べ物を買ったり、

防災のことについてレクチャーを受けるなど

のツアーが行われています。 
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■観光によるサスティナブルな地域をどうデ

ザインするか？ 

 

サスティナブルツーリズムそのものの言葉

の議論をずっとしていきますと、いくつか目

標があり、きれいな理想ばかりです。しか

し、何をどうやって実現するのかが一番重要

なところです。ここからは私見ですが、今の

日本は、この問いにどう答え出していくかを

考えるとてもいい場所にいると思っていま

す。いろいろなことが変わってきているから

です。まずは、地域そのものの人口問題や環

境維持の問題が顕在化しています。交流や観

光に熱いに眼差しが注がれています。観光の

あり方も、マスツーリズムの時代ではなく、

見るだけでなく体験する、交流する観光にな

ってきています。旅人も、自分が楽しむこと

だけではなくて、貢献をするとか、自分たち

がそこで何か役に立つということで喜びを得

る。非現実世界ではなくその土地の日常へと

知的な好奇心をひらく旅の志向が生まれてい

ます。自然についても、里山の価値の見直し

が行われていて、地域が何を伝え残してきた

のか、もう一度目を向けていく機運が生まれ

てきています。日本が愛知での COP10の時に

提唱した里山イニシアティブや、森里川海と

いう環境省の事業等も観光を資源維持のパー

トナーと捉えていますね。あるいは生物多様

性でも観光にアプローチがでてきています。

その状況があるからこそ、今日の議論を超え

てサスティナブルツーリズムを通して、持続

可能な社会をどうつくっていくか、誰がどう

参加し、どうデザインするかをみんなで考え

ていきませんか、とご提案したいと思いま

す。 

 

日本の観光のもう１つの特徴ですが、訪問

者側と迎える側の間に経済的、文化的な差が

あまりありません。旅人と地域の人たちが共

通の認識を持ちやすい、あるいは共感しやす

い関係の中で旅が培われてきています。私た

ちは、旅先での交流に慣れていると思うんで

すね。受け身の観光客から一歩進んで主体的

な観光者になっていく、旅を通して得た共感

というものからコミュニケーションを続けて

いく、積み重ねていくことで相互の信頼を培

い、地域を一緒につくっていくという立場に

至っていく。これも観光から始まる持続可能

な地域社会づくりではないかと思います。明

日の地域を創っていく作業を地域だけで、あ

るいは旅人だけではなく、周辺にあるいろい

ろな企業や行政などを含めたパートナーシッ

プの中でデザインしていく。そう捉えると、

サスティナブルツーリズムはもっと自由で可

能性があるように思えます。どうやって？そ

れをサスティナブルツーリズムの年に考える

のだと思うのです。 

  

以上 
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ゲストトーク１ 

「エコツアーガイドの存在価値」 

藤井慶輔 

（クレストツアーズ専属エコガイド） 

 

■「EA認定エコガイド」 

 僕は 1989年に親と一緒にオーストラリアに

移住し現地の小学校に編入しました。僕の父

もガイドで、その影響が強くてガイド業に就

きました。2003年にエコツーリズムオースト

ラリア協会(以下 EA)で認定試験を受けてエコ

ガイドになりました。2005年に日本人初の EA

の査定官に任命されました。オーストラリア

のエコツーリズムのシステムはツアーオペレ

ーターに対してのエコツーリズム認証制度と

ガイドに対してのエコガイド認証制度が特徴

なので、説明していきたいと思います。ま

た、EAとパートナーを結んでいるオーストラ

リア国内外の組織もを紹介していきたいと思

います。 

 

■「エコツーリズムの認証システム」 

 

 まず始めにエコツーリズムの認証システム

は、Advanced Ecotourism、Ecotourism、

Nature tourism の３種類に分かれており、ツ

アーの良し悪しではなく、オペレーターや宿

泊施設やアトラクションがどれだけ環境と人

権（働く時間や給料、設備条件など）に配慮

をしているかなど、オペレーターの設備

の水準が高いかで評価します。連邦政府

もこの認証システムを支持しており、そ

れにより消費者は、サービス・商品の

質・内容を判断できる手がかりになり、

また、ツアーオペレーターは環境保護の

計画・実践・検証の手引きを示す事が可

能となります。 認証を得る際には、例え

ば最上級のアドバンスドエコツーリズム

の認証を得る場合、その会社のビジネス

プラン、マーケティングプラン、オペレーシ

ョンプラン、エンバイロメンタルプラン、フ

ァイナンシャルプラン、それからインタープ

リテーションプランなどを提出し査定される

必要があります。オーストラリアではどの観

光ガイドブックのパンフレットにも エコツー

リズムの認証制度を見ることができます。そ

れくらいオーストラでは普及している認証制

度ですね。 

 

■「持続可能な観光を促進させるその他の認

証制度」 

 

 さて、持続可能な観光を促進するための認

証制度ですが、ROC、クライマイト、アクショ

ンビジネスなどが あります。 

 

“respecting our culture（ROC）”。これは

観光を通してオーストラリアの先住民族の文

化を守り、尊重していることが認証されてい

る商品。 
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 アクションクライマイト（action 

climate）は、ビジネス、その会社がどれくら

い環境に対してアクションしているか表して

いる商品。クライマイトエクスチェンジアク

ションプランの場合は、どのように会社が環

境を保全するか、または変えるようにプラン

しているかなどのプランを提出し査定されて

いくわけです。オーストラリア政府も一丸と

なり EAと提携を結んでいるので、例えばオー

ストラリア政府が何かしらのツーリズムのイ

ベントの際にはアドバンスドエコツーリズム

を持っている会社を優先し、政府が推奨して

います。このような社会的メリットのある認

証制度を EA及びオーストラリアは持っていま

す。 

 

■「エコガイド認証制度」 

 

日本の場合、ガイドをするための認定試験

は、植物や歴史、地形などの知識の方を主に

テストしたり試験したりすることが多いと思

います。オーストラリアは、 案内をするエコ

ガイドが、人間が自然に入ることによって与

える自然環境への影響をどれだけ低くするよ

うに誘導をしていくか、またはツアーグルー

プをどのようにコントロールしているかが主

に合格できるかの瀬戸際になります。 

 

■「EAとそのパートナーの組織」 

 

 EAは 1991年に非営利団体として設立され

ました。オーストラリアは、国としてエコツ

ーリズム計 画を早くから進めた国のひとつ

で、連邦観光省が、1994 年に「国家エコツー

リ ズム戦略」を発表。エコツーリズムはすで

に成熟市場としての認識が高く、海外からの

旅行者もエコツーリズムが目的で来る人が多

いです。現在、3000近いエコツーリズム・ツ

アーオペ レーターが存在します。オーストラ

リアのエコツーリズムの指導的立場であり、 

世界初のエコツーリズム認証制度を開発・運

営しています。例えば初めて参入するツアー

オペレーターや宿泊施設またはアトラクショ

ンなどが、どのようにしてエコツーリズムの

基礎を作ろうかと迷うことなく、オーストラ

リアエコツーリズムと提携すれば、システム

を導入することが可能になります。世界遺産

に登録されている場所以外にも、州や準州、

特別地域などが管理している国立公園は 550

箇所以上、そして 6000箇所以上の保護区があ

り、全国展開で自然保護をする制度などの特

別委員会も設置されています。オーストラリ

アが環境を優先して考える国に発展した要因

の一つは開拓時代まで遡ります。オーストラ

リアの経済に最初に大打撃を与えたのが外来

種問題なんです。皆さん、どのような生き物

が入ってきて開拓時代のオーストラリアの経

済に打撃を与えたか想像がつきますか。 

 

 実はアナウサギです。1859年に持ち込まれ

たアナウサギは３０匹足らずでしたが、その

6年後には 2万匹のアナウサギを捕殺。オー

ストラリアの農業と生態系に大きなダメージ

を与えました。天敵がいないためオーストラ

リアで繁殖したアナウサギは、牧草を食い尽

くして、家畜の餌を奪い、穴を掘りそこに馬

が足を入れて骨折に追いやられました。ウサ

ギがある種のカンガルーを絶滅に追いやりま

した。特にイギリスからオーストラリアに船

でこなければならない時代でした。昨日、僕

がオーストラリアから乗って来た飛行機は遅

れましたが、10時間でオーストラリアから日

本に来れました。当時は帆船しかなくイギリ
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スからオーストラリアまで 90日間も帆船でか

かりました。我々が普通に牛とか馬とかを見

てますが、牧草でさえも全て外国から持って

こなければいけなかったんです。イギリス、

アフリカ、南米、それからニュージーランド

を経由しオーストラリアへ着いていた時代で

す。過酷な航海のため、発狂する人間も多か

ったと文献には記載されています。また、ニ

ッチが発生して穴を掘るカンガルーの一種た

ちは、穴を掘るウサギに生存競争で負けて絶

滅してしまったんです。 

 

■「大人気ツアーを創るポイント」 

 

 売れるツアーを創るのであれば「正しい

餌」をつけなくてはいけません。僕の所属す

るオペレーターはマスツーリズムの中にエコ

ツーリズムを入れて、マスツーリズムのエコ

化をオーストラリアで創って来ました。通常

マスツーリズムとかエコツーリズムとかまじ

わらないと考えている人が多くいますが、固

定概念を外せばしっかりと、先程海津教授が

出していたエコツーリズムの定義として、大

きな利益と自然保護を土地に変換させること

ができるようになります。我々のフィールド

はオーストラリアのゴールドコーストにある

世界遺産区域のゴンドワナ多雨林地。恐竜が

謳歌していた時代の森林です。そこにお客様

を連れて行っていますが、なぜこのツアーが

爆発的に人気になったかというと、「世界遺

産」だからです。最初は消費者は森に魅力を

感じません。もちろんエージェントも。そこ

で我々がしたことは、ツアー中に詳しい植物

や地形の説明をするのではなく世界遺産のこ

とを詳し過ぎるくらい話します。これが客と

エージェントのニーズにぴったりとはまった

のです。皆様に質問です。世界遺産だから観

光に行ったのに、ガイドから世界遺産の説明

を聞いたことがある人いますか。誰も手を上

げないですね。そう、ほとんどないんです。

それが現地（ツアーオペレーターや自治体や

ガイド）と観光者のギャップなのです。 

 

 例えばツアーオペレーターは自分たちは世

界遺産人気に持ち上げられて景気が良くなっ

ているのに、その土地の文化や自然に人気が

出て来たと勘違いしているケースが目立ちま

す。ということは世界遺産ブームがなくなっ

たらどうなりますか。誰もこなくなります。

だから、まず最初に我々がやったのは世界遺

産をじっくりとこれでもかと本がかけるくら

い詳しくガイドチームで勉強してお客様に提

供したんです。世界遺産を案内することへの

付加価値の基礎を創りました。当初、世界遺

産ツアーのマーケティングを開始した際には

全ての旅行会社が売れないだろうと決めつけ

て反対しました。日本有数の大手全てが反対

しました。森にいくだけのツアーではお客さ

んは来ませんと。参加者はご年配の方くらい

しか来ないのではないかと。しかし、違った

んです。なんとツアー販売開始からあっと間

に 365日間、1日に平均 120名のお客様が参

加しました。一番多かったのは癒しを求めて

参加される若い女性でした。 

 

 お客様にもエージェントにも魅力のあるツ

アー創る上で他社を寄せ付けない要素（真似

が不可能）が大切です。例えば弊社でした

ら、 

①EA認定エコガイドがツアーを必ず担当する

ことを確定 

②ツアー催行人数 2名から１５０名までが利

用可能 
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③国立公園管理局と連携を取りお客様 20名に

1人ガイドをつける 

④乳児からご年配の方までが参加可能。 

⑤楽しい会話から専門性のある説明まで対応

可能 

⑥多数の著名な EA認定エコガイドと EAエコ

ガイド査定官が所属しているためエージェン

トからの信頼が厚い 

 

ツアーの根底になっている真のコンセプト： 

•世界遺産だから守れるものがある 

•エコツーリズムだから伝えられるものがある 

•マスツーリズムだから出来る事がある 

 上記の３つの考え方をツアーの根底に敷

き、付加価値を骨組みにしてツアーを創作し

ています。このコンセプトのおかげでマンネ

リ化を防ぎ、ツアーの終わりには、一人一人

のお客様がエコガイドになっています 

 

専門家が考えることと、お客様のニーズと

いうのはすごいギャップがあります。やって

みなければわかりません。一般の方は山を 2

つ行っても楽しくないかですから。では、何

が期待されるかというと、ガイドのエンター

テイメント性、伝える力と感動させる力で

す。ガイドは案内して見せておけば良いと思

うのは時代遅れ、魅せてなんぼです。 

 

■「エコツアーガイドの存在価値」 

 

 エコツーリズムオーストラリアのサーティ

ファイテェドエコガイド（認定エコガイ

ド）、右側がガイドの認証制度です。この認

証制度ですが、簡単にいうと実技を受けるた

めに 3つの書類を必要とします。①アプリケ

ーションフォーム、②二人からの推薦状 、③

セフルアセスメント（自己評価）の基準を満

たした書類です。また、最後にエコツーリズ

ムの理念宣言のサインをしますが、このよう

にしたらエコガイドですよという理念がある

ので、それにサインすることが大事なんで

す。大事なのが③セフルアセスメント（自己

評価）とアクティビティプラン（活動計画）

です。セルフアセスメントは 80ページ以上あ

りますが、自分で自分のことをアセスメント

（評価）するんです。 

 

 例えば、普通はテストをする時は誰がテス

ト用紙を採点されますか？ご自身ではなく先

生ですよね。セルフアセスメントはこれを自

分でやれというんです。だからこのセルフア

セスメントの書類というのは嘘をつけず、間

違いも書けずかなり大変なんです。正直に言

うと、山のこと、森のこと、生態系のこと、

動物のこと、苔のことを覚える方が簡単なん

です。 

 

立場上、僕が査定に行くとガイドは決まっ

て難しい詳しい説明をされますが、基本、望

んでいません。望んでいないというか詳しい

のは当たり前で、いかに優しく分かりやすく

話せるか。また、その話を Minimal impact

（自然に与える負担を最小限に抑える）に還

元できるかを査定します。ガイドというのは

どのように面白く楽しく簡単にやれるかとい

うのが一番難しいんです。詳しいガイドを聞

きたいと言ってツアーに参加される方は少な

いと思います。それよりも楽しい思い出をつ

くりたいという型の方が多いはずです。エコ

ツーリズムにどっぷり浸かった人間と一般の

方達のニーズのギャップがそこにあります。

エコツーリズムの関係者は詳しく見る、細か

く聞く。でも一般にお金を払って見る人は楽
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しい方がいいんです。だから、ガイディング

をつくる時は、詳しい説明というよりは、ス

トンと心に落ちるような説明が大事なんで

す。なのでエコガイド認証制度のアクティビ

ティプラン（活動計画）の作成というのは、

どのようなガイディングをするかを自分でつ

くるで志願者にとっても非常に役に立ちま

す。セフルアセスメントやアクティビティプ

ラン（活動計画）を僕が確認し、志願者のツ

アーに参加し、エコガイドの理念に沿ってガ

イドをしているかどうかを査定するというこ

とが僕の仕事です。 

 

 60項目あるセルフアセスメントの内容です

が、例えばエコガイドコンピテンシー（エコ

ガイド能力）ｓの査定の中ではツアーグルー

プが環境に対して与える影響をガイドが最小

限に抑えることができるか、また、ガイドを

する時にどのようなコンセプトを持っている

のかなど、自分でアセスメントしなければな

りません。オーストラリアでは、政府、関連

する自然保護機関の許可なしにツアーを行っ

てはいけません。オーストラリアは必ず申請

する必要があります。無料で一般の方が入れ

るところでも、保険の問題も関わりますので

ツアーとして入る場合は、必ずお金を払わな

ければなりません。他にも野生動物の動きを

妨げてはいけないとか、これは全部セルフア

セスメントの中の項目でガイドは知っておか

なければいけないことなのです。 

 

 他には、エコガイドはアクティビティの経

済効果、社会的・文化的な恩恵を最大にする

ことを考えて行動る必要があると説きます。

これは環境や社会を循環させるお金が入って

くることになるので重要でし、環境の損害汚

染を管理官に報告する義務があります。エコ

ガイドというのは、ガイドであり、エンター

テイナーであり、管理者でもあります。それ

が全て効率的に環境に最小限の影響を与える

ためにしなければいけないことなんですね。

関係者の皆さんもお渡しした資料はぜひ見て

いただきたいと思います。お客様に言わない

までにも自分たちの振る舞いとしてすごく重

要なことばかりだと思いますので、ぜひ見て

いただきたいと思います。 

 

 エコガイドの査定では志願者の現場検証を

必ずします。全てのことを査定することはな

いのですが、知識よりもツアーグループの引

率力、それからニーズに伴う管理能力、イン

タープリテーション、プレゼンテーションの

技術、環境に対するツアーの影響を最小限に

する知識と行動などが査定の対象になります

ね。志願者は、この後に最終面接試験をしま

す。 

 

■「エコガイドは過去と未来を繋ぐ存在」 

 

 僕の現場は世界遺産ゴンドワナ多雨林群で

す。それは古のゴンドワナ超大陸の世界。南

極と南米とアフリカとインドが合わさってい

た、今から 1億年から 2億年前の世界。オー

ストラリアの大陸の中でジュラ紀を体験でき

るんです。つまり、ゴールドコーストに来て

恐竜の世界を体験できるんです。現代と過

去。タイムスリップ体験したことある人いま

すか。 

 

 オーストラリアの大地というのはほとんど

死んでしまっているんです。火山活動がない

から、だから噴火して灰が積もって新しい土

ができない。西オーストラリア州には 26億年

前の地質が露出しているところもあります。
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今、46歳のかたいらっしゃいますか。手を上

げないでいいですよ。1億年を 1歳とした

ら、今、地球は 46歳ですよね。オーストラリ

アには地球が２６歳の頃の地層が残っていま

す。僕の仕事場というのは地球が 44歳の頃に

地球にでてきた森林。だからジュラ紀という

んです。ジュラの意味ご存知の方いますか？

恐竜ではありませんよ。ジュラは森林という

意味なんです。だから、地球上 46億年歴史の

中で、一番世界の大陸にあますことなく森が

多かったのがジュラ紀なんです。このような

感じで、ユーカリ対レインフォレースト、ユ

ーカリドライフォレスト、炎対雨、過去と現

在をツアーでは体験できるんです。それが僕

の仕事場です。 

 

 これは海津教授をお連れしたところです

が、樹齢二千年の南極の、南極を中心に広が

っていた森林が残っています。ジュラ紀には

南極は凍っていませんでした。ですからパタ

ゴニア、ニュージーランド、タスマニアなど

の特別な地域に行かないと見られないような

巨木を見ることができます。 

 

 これは山火事のあとです。ユーカリが山火

事をひき起こすんです。ブルーマウンテンっ

て聞いたことありますか？コーヒーじゃなく

て、シドニーの世界遺産の山です。ユーカリ

が出す油で景色が青くなるんです。写真を撮

りますよね、画面が青いんです。肉眼では町

が見えているんですが映らないんです。ユー

カリのガスで太陽の光がユーカリのガスに吸

収され乱反射を起こします。景色が青くなる

と紫外線が貫通しやすくなります。ユーカリ

は燃えやすいです。なぜかというと、ユーカ

リの油で試したことある方いらっしゃいます

か。サロンパスとかバンテリンとかお世話に

なっている方いらっしゃいますか。タイガー

バームなどの成分に入っているのがユーカリ

ですが、ユーカリは 49度で燃えるんです。だ

から鉄板やフライパンを熱してアッチという

くらいで燃えるんです。ユーカリは油を出し

て景色を濁して、火がつきやすい環境をつく

るんです。それがユーカリの戦略です。 

 

 そして、僕のいるところは南半球最大のカ

ルデラなです。阿蘇の直径の 2倍、2200万年

前の火山の噴火地。こういう感じで、お客様

にどんどんと説明していきます。エコツアー

というのは説明をすることではないです。 エ

コツアーというのは、その土地の命の物語な

んです。その土地の過去を未来を繋ぐのがガ

イドなんです。持続的可能な観光にはエコガ

イドの存在は不可欠です。以上です、ありが

とうございました。 
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ゲストトーク２ 

「ワークキャンプと NICEについて」 

開澤 真一郎 

（NPO法人 NICE代表） 

 

 

■NPO法人 NICEについて 

 みなさんこんにちは。ご紹介に預かりまし

た、ワークキャンプという合宿型のボランテ

ィア活動を企画している NGOで働いている開

澤と申します。 

 

 私たちの活動と、オーストラリアの前の話

をつなげるために、アボリジニのお話をしま

す。有名かどうかわからないのですが、彼ら

のセリフのひとつで、「君が自分たちを助け

に来たのなら、帰れ」というのがあります。

ひどいですよね、もう家に帰ってくれと。で

も、「もし自分たちと一緒に力をあわせて共

通の目標に対して働くなら、大歓迎する

よ」、というセリフが続き、自分たちの活動

にも響きます。よく国際ボランティアなんて

いうと、かわいそうな貧しく飢えている子ど

もを助けに行く、みたいなイメージが強いか

もしれません。もちろん困っている人の力に

なりたいという善意はすばらしいのですが、

実際、上から目線で大学生くらいの人で１週

間くらいしかいないやつに、俺はこの村を変

えに来たみたいにいうと、住民達は、なんだ

こいつとなるわけですよ。でも、そうではな

くて、やはりお二人のお話にも、海津先生の

お話にも最後の方で一緒にというような基本

があり、そこは変わらないと思うんです。現

地の人と共にというところで、“work for a 

disable people”みたいな、障害をもった人

たちのために仕事するという言い方を自分た

ちもしていたんですけども、最近は“work 

with”、一緒に共に活動するみたいな言い方

に変わってきたんです。今日は SDGsにつなげ

て、ということで思い出したことがありま

す。前に国連大学に来た時に、もう 7、8年前

なんですけども、MDGsの話し合いで NGOの人

達がたくさん集まっている時に質問したんで

す。MDGsは素晴らしいけど、１丁目 1番地の

一番最初の条文の「１日１ドルで暮らす人を

減らそう、無くそう」という目標はどうなん

ですかねと。例えば、物価が安い地域に住ん

でいる人もいるし、助け合ってお金がかから

ない人とか、自給自足の人たちの生活をぶち

こわして、皆、お金をじゃんじゃん使わせる

ような変な方向にいかないんですかと言った

ら、壇上の NGOの人は勘違いして 1ドルじゃ

足りないんですね 10ドルにしましょうみたい

になって。そうしたら UNDP（国連開発計

画）、ここに日本支部の事務所があります

ね、そこの人がブチギレて、何言ってるんで

すかあなた、MDGsは全世界の国が賛成したの

だから、その国民も全員守る義務があるんで

す、みたいになって。他の NGOの人もプチっ

と、なんだこの上から目線はと。国連にはい

ろいろとお世話になっているし、素晴らしい

ところもあると思います。SDGs、自分も大共

感するところがあるたくさんありますが、大

切なのは誰かが作ったゴールをそのまま鵜呑
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みにして達成しましょうというよりは、まず

中身が本当にこれでいいのかと咀嚼して、こ

こはいい、ここは悪い、というふうに考える

ことではないかと。去年僕らの団体 NICEで、

SDGsの修正版をつくろう、とおこがましい？

ことを話し合いました。SDGsの中にも大きい

問題と小さい問題があります。小さい問題

は、外でうんこしてはいけないと書いてある

んです。よく見ると、あるんですよ、そうい

う文章が。いいじゃないですか、川とか。ネ

イチャーガイドがいるのであれですけど、川

とかをうまく汚さないで浄化すれば、別に外

でうんこしてもいいじゃないか、と怒る人も

いました。もっと大きなところでいうと、自

由貿易の推進があちこちに入っていて。冷た

いグローバリゼーションよりも、暖かいグロ

ーカリゼーションをもっと進めたいと考えて

いる人たちもいて、受け入れられないので

す。 

 

■ボランティアツーリズムと NICEのはじま

り 

 

 今日、ツーリズムということでよんでいた

だきました。僕らの活動をボランティアツー

リズムの一環として分類されたのだと思いま

す。その国際ボランティア NGOでは世界中で

ネットワークをつくっていて、来週からその

ロシアでの世界会議に行きますが、もし、そ

こで「ボランツーリズムの代表者として呼ば

れて話をしました」なんていったら、多分、

ピロシキとかが飛んで来て、ものすごい非難

に遭うと思います。NGOの間では自分たちが

地域の人と少しずつ、たまに間違いもします

が、一生懸命やっているところに旅行会社な

どが来て、カンボジアの偽の孤児院などをつ

くり、そこに何も知らないイギリス人らを大

量に流し込んでお金をがんがんとったり、そ

れ程悪いことばかりではないんですが、そう

いうこともやっていて、自分たちの活動が圧

迫されていると。ある意味被害者意識でボラ

ンツーリズムを目の敵にしているんです、NGO

の人たちが。だけど、自分がそういう時にい

うのは、「そうではなく、もっと広く考えれ

ば、今日お呼びいただいた海津先生のご意図

もそうだと思いますが、日常から非日常に行

って、いろいろなところで外部と触れ合っ

て、交流したり、力を合わせていくという大

きな意味で観光を捉えれば、自分たちもその

一部に入るんじゃないか」と。また、「旅行

会社がやることから学べるものや一緒に手を

繋げる部分もある」と。いい仕事さえしてい

れば、結果はついてくる、人のせいにしては

だめだという話をしています。 

 

 NICEでは今まで日本から海外へ、海外から

日本へ、または日本人が日本で、は、1990年

から 26年間で 69,000人がボランティアとし

て参加しました。それに加えて、地域の人は

すごく数えにくいんでが、1日だけ一緒に飲

みに来た人などを全部含めると 100万人くら

い、すごく多くの人がかかわっている活動で

す。自分はこれに、大学を１年間休学して世

界中を放浪している時にポーランドで活動に

出会い、あした。まだ当時は日本にはなかっ

たのですが、すごく面白かったんです。夜凍
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えて寝ていたら、みんな寝袋で取り囲んであ

たためてくれたり。森の中で迷った小さい子

どもが動物たちに囲まれて温められたみたい

な話を聞いたことがありますけど、それみた

いな感じで救ってもらって、国際交流って温

かいなと思いました。日本に戻っていろいろ

と調べたら、ヨーロッパやアフリカには結構

盛んにこういう活動があったんですが、アジ

アにはインドぐらいしかなく。ないならつく

れないかなと思い、今まで海外でボランティ

アをしたことある人たちのリストを手に入れ

て、彼らを招いて新宿の居酒屋でビールとと

もに始まったのが NICEという団体です。7人

の名もなく知らない人同士の若者で始めた活

動です。それに長い間ずっとはまってしまっ

ています。例えば、この写真は岐阜県の、今

は高山市に併合された高根村です。野麦とい

う小さな集落の 85歳くらいのおばあちゃんで

す。日本のあちこちにありますが、この集落

も御多分に洩れず人口がどんどん減って、限

界集落みたいな言われ方もしています。どん

どんさびれて若者も子どももいなくなったと

ころで、まだ暮らしているんです、ふるさと

が大好きで。そういうところに行って、寒い

冬に備えた薪を割ったり、いろいろ一緒にや

っています。そんな中で、このおばあちゃん

がつくる漬物とかがすごい美味しいんです

よ、味噌汁とか。だけど、その価値はそこに

住んでいる人にはわかりにくいじゃないです

か。そこで生まれ育った孫なども、東京ディ

ズニーランドの方がいいみたいになってしま

い。なので、価値ある文化がどんどんなくな

っていく中で、外から来た、都会の若者とか

外国人が、「これめちゃくちゃうめー」とい

うだけで、「えー」とびっくりするんです。

こんななんでもないものを。ツーリズムのひ

とつの可能性としては、外部から来た人の視

点で、その地域の宝を再発掘、再評価するも

のがすごくあるのではないかと思います。そ

して、案の定、すごく仲良くなり、帰りはお

互い涙・涙です。帰った後も手紙などで、孫

も来てくれないのに、あなたたちは私にとっ

て新しい孫です、みたいなことを書いてくれ

たり。そうすると、当然、彼らも情がつなが

るので、また 2回も 3回もリピーターとして

戻り、僕らは活動していない時も勝手に行っ

て、正月などで盛り上がているんです。そう

いう関係があちこちで出来上がってきていま

す。 

 

■ボランティア活動のひとつの形、ワークキ

ャンプ 

 

 ボランティア活動はいろいろな形で分けら

れますが、さっきも言ったようにワークキャ

ンプは一言でいうと、合宿型のボランティア

です。分野も地域も長さもいろいろです。キ

ャンプという言葉でテント生活などを想像す

ると思いますが、基本は共同生活で、質素

な、この部屋よりも半分くらいの公民館の大

部屋等でみんなで寝袋で雑魚寝したりするの

が標準です。たまにすこし豪華なベッドの

2、3人部屋に分かれたりするとつまらないで

す。みんなご飯を食べ終わると部屋に戻り、

なかなか全員で交流できないので、シンプル

な方が面白い場合もあります。例えば、熊本

県で最初にワークキャンプをやった時はお金

がほとんどありませんでした。公民館での宿

泊とか食事も用意してもらっていて、野菜な

どは寄付してもらいますが、お風呂がない。

自分なんかは、夏だから水浴びでいいやと思

うけど、それではかわいそうなので、近所に

もらい湯にいったんです。2、3人で一組に分

かれて。日本人はお風呂に同性だったら一緒
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に裸で入りますよね。更には混浴もあります

が。でも、外国人は恥ずかしいから、一人ず

つ入る。すると、待っている外国人にその家

の人がお菓子を食べなさいとわけているうち

に、交流が始まって。そうすると、だんだん

そっちが盛り上がってきて、次の日またお風

呂をもらいに行ったら、お父さんがビール並

べてしてニコニコと待っている。また、次の

日行くと大宴会騒ぎになっているんです。今

度はいつも 2階にこもっている高校生のお姉

ちゃんが、なんだこの騒ぎはって下に行く

と、盛り上がっているので、一緒になる。

で、そのお姉ちゃんが次の日に一緒に木を植

えに来て、という形でどんどん広がっていく

んです。お金がなければできないことはいっ

ぱいあるけれど、下手にお金がない方がいろ

いろな協力が生まれていいこともあります。

その活動が地域にとって本当に大切なものだ

ったら、多くの人が加わって一緒に支えてい

く方がいいと思いますが、こういう例もあり

ました。 

 全世界では 4600カ所くらいでこういう活動

が行われています。それを全て話したらとて

もキリがないんですが、例えば福島県の昭和

村、過疎地で耕作放棄地がいっぱいできてい

ます。今、日本に耕作放棄地がどのくらいあ

るかご存知ですか。よく県の広さに例えられ

ていますが、5,6年前は埼玉県くらい、次に

山梨になって、滋賀になって、富山になっ

て、あまりこの辺の違いは分かりにくいと思

いますが、とにかくどんどん増えています。

そもそも耕作放棄はいいのか悪いのか、いろ

いろな意見はあるかもしれませんが、基本は

やはり、再生する価値はあるということで、

このように手入れなんかもしています。これ

は週末ワークキャンプです。週末だけでは大

したことはできないだろうと思われがちです

が、毎月やっていることで、田んぼの作業も

最初から最後の収穫までできます。あとは短

期、1週間から 1ヶ月くらいのワークキャン

プもたくさんあります。三重県でもやってい

ますが、こうやって荷台で売られて行く牛み

たいな感じで、楽しく作業に向かうこともあ

ります。 

 

 マレーシアでは障がいを持った子どもの学

校で活動しましたが、最初は住民達に反対さ

れました。戦争の時の侵略を覚えているお年

寄りたちは、日本人なんて出ていけと真剣に

いわれました。でも、そんなマレーシア人た

ちもあまり交流をしない障がいを持った子ど

もたちとしっちゃかめっちゃかに交流してい

るうちに、周りもだんだん考えが変わって、

最後はまた来てくれとなりました。そういう

平和的なインパクトもあります。もっと長

い、3ヶ月ぐらいじっくり取り組む活動もあ

ります。グループで 3ヶ月もいると、かなり

大きな仕事ができます。これなんかは、遊歩

道を今までは役場が業者に頼んでいて何百万

円もはらっていたのを、ワークキャンプで数

十万円くらいでやり、それで活動費を賄いま

した。もちろん、安い労働力というだけでボ

ランティアが使われるのとは違いますが、そ

うはいっても、いろいろな資源が限られて行

く中で、長野県の栄村で道直しを住民がやっ

たりしているように、こうしてお金をかけず

にやる仕事を再生していくのもありなのかと

思います。 

 

 そもそもこのワークキャンプの始まりがと

ても印象的で、第 1次世界大戦が終わった後

に、ドイツとフランスという憎しみ合って殺

し合った国同士の人たちが手をつないで、戦

争で壊された畑を直したのが始まりです。で
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もこれ美しい話ですが、実はそんなに甘い話

でもなく、6ヶ月間一緒にやろうとしたら、3

ヶ月目くらいに村人がもう出ていけ、となっ

て途中で終わってしまったんです。さっきの

マレーシアの例もありましたが、つい数年前

まで、ドイツ人に自分たちの家族が殺された

人たちなので、簡単に許せるわけではなく。

そういう苦い始まりもあったけど、どんどん

活動は広がり続け、国連のユネスコもネット

ワークを一緒につくってやっています。 

 

 時代とともにいろいろと形が変わってきま

した。例えば冷戦時代は、東西の間をとりも

つようなプログラムが行われたり、モロッコ

が独立した 1950年代半ばには、インフラ、道

をつくろうと数百万人くらいの若者がワーク

キャンプ的に参加してつくった話もありま

す。それから、アメリカも大戦の時に、ルー

ズベルト大統領がニューディール政策の一環

としてワークキャンプで、建国後の 200年間

よりも、建国といってもその前から先住民も

いたわけですが、多くの木をその数年間に植

えたという話もあります。いろいろな活動が

あります。ウミガメの保護などは、これもツ

ーリズムと重なっていますが、いろいろなツ

ーリズムの開発のために、ちょっとした轍が

砂浜にできるだけで、子亀が海に帰れなくて

死んでしまうということがあり、そういう卵

を安全な場所に持っていったり、夜中のパト

ロールしたり。それから、英国では子ども達

がアフリカの人たちと一緒に太鼓や文化を楽

しんで遊びながら、アフリカが貧しいとかだ

けでなく、少しは違う面も見られるようにな

るようにしています。ここでは炭鉱がさびれ

て財政が厳しくなり、子どもたちが夏休みに

なると誰にも世話されずにドラックなどに走

りがちだったので、もっとヘルシーな夏休み

を過ごすようにするためにやっているサマー

キャンプです。エストニアでは、城を修理す

るだけではなく、当時の生活を再現しようと

いうことで、こんなふうの当時の服をきて、

ビジターに見てもらったりしています。なの

で、さっきの恐竜の話も、恐竜役とかがでて

きたら面白いのかなと。 

 

■地域主体の目線で、活動の企画と運営 

 

 運営はマニアックな話なので、詳しく興味

のある方は後で私まで聞いて下さい。まず、

大切なのは地域が主体的になって企画し、そ

れを僕ら、それぞれの国の NGOが取りまとめ

て国際的にボランティアを交換しあっている

ことです。地域が主役です。例えば、よく国

際協力でもいろいろあるように、外から技術

を持ち込む形の国際協力も意味や重要性があ

ると思いますが、僕らの場合は地域に沢山あ

る宝も活かします。例えば、炭焼きの名人の

おじいちゃんがいますが、みんなガスや電気

を使っているので、今さら炭焼きなんてと持

ち腐れになっていて。だけど、一方で、炭

は、空気をきれいにしたり水をきれいにした

り、別の部分で見直されてきているわけで

す。そこに、炭焼きの技術は自分たちが持ち

込む必要はないんです。おじいちゃんの方が

全然うまいから。それをやってもらって、で

きた炭をうまく今の社会に活用していく、そ

ういうところが自分たちの役割なのかなと思

い、炭焼きのおじいちゃんに教えてもらいな

がら一緒に作業しています。 

 

 最後に、成果というといいことばかりいい

ますが、当然どんな活動でもプラス・マイナ

スはあります。さっきも光と影という話をい

ろいろといただきましたが、僕らのような国
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際ボランティアも、一見、世の中のイメージ

だと、すごい正義の味方みたいに頑張ってい

る、偉いですねみたいなことや、または逆に

偽善だこんな奴ら何の役にも立たない、と極

端な評価を受けることが多いんです。まずプ

ラスの成果ですが、一番わかりやすいのは物

理的な成果、木を何本植えました、学校が何

校たちました、などはわかりやすいと思いま

す。 

 

 次に、受け入れ側にとっての精神的な応

援。例えば、被災地で漁場が全部壊され、ワ

カメの漁師がやる気がなくなったところで、

僕らの活動に限らないのですが、いろいろな

人たちが一緒に働きに行くことで、また立ち

上げるという話も。そういう精神的なエンパ

ワーメントとというか、力づけみたいなこと

は、実はボランティア活動が生むことができ

ることのひとつなのかなと思います。ちなみ

に今の被災地の例でツーリズムにつなげる

と、去年やった活動では、地元の高校生たち

が名産品を発掘してネットショップにあげ、

100万くらい売上ました。そういう活動を、

外国人も一緒になって、これいいね、あれい

いねと言いながら、ビジネスにも多少繋げて

いくこともやりました。三番は、意識。外か

ら来た人は地域の少数の人とは繋がっていま

すが、ほとんどの人はどんどん壊れていく森

を守る活動に入っていなかった。それが、外

から来た人がきっかけで入ってくることもあ

りました。それから、偏見にさらされていた

障がい者たちが、地域に混ざるようになった

り。地域活性化については、観光に繋げる

と、島根県の世界遺産の石見銀山ですが、ず

っとワークキャンプや長期ボランティアを受

け入れています。外国人の受け入れ人数を地

元の人が数えたら、島根県に来ている外国人

のうち 8％かな、すごい率で活動に来ている

ことが分かりました。島根県への訪問人数の

母体自体が非常に少ないですが、それでもす

ごい数が占めていることにびっくりしまし

た。 

 

 あとは、外から来ることでスポットライト

があたることもあります。例えば、北海道の

大沼では、ラムサール条約に最近登録されま

した。最初は地域でもあまり目を向けられて

いなかったのが、国際的にいろいろな人が来

てやっている中で変わりました。大阪の富田

林でも、行政の人は里山を手入れしているも

の好きなおっちゃんたちがいるなぐらいで見

られていたのが、ワークキャンプも一つの契

機となって市が協議会をつくり、そこに里山

保全団体や私達が呼ばれて話し合うようにな

りました。 

 

 

■ボランティアツーリズムの活動を通じて 

 

 個人にとっての成果ですが、多分この中で

ワークキャンプ参加したことがある方もいる

ので、林先生などに語ってもらうのが自分が

語るよりもいいと思いますが、色々ありま

す。一番目の実務的なスキルアップ、草をか

るのがうまくなりました、英語が喋れるよう

になりましたなどを最初は期待する人が多い

です。が、実際それもありますが、それより

二番目や三番目の自分で生き抜く力、人とコ

ミュニケーションする力等の方が大きく伸び

た、ということが多いです。違う文化同士

で、例えばしますパスタの炒め方とか、そん

なことでもけんかして、外から見るとくだら

ないと思うけど、本人たちは必死なんですよ

ね。トラブルは起こさないにこしたことはな
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いです。特に外部からズカズカと土足できて

地域のことを尊重せずに起こしてはいけな

い。ただ、ぶつけあってわかることや固まる

ことはあるので、グループの中では少なくと

も蓋をしないで、なるべくだすようにしてい

ます。大切なのはどう解決するかです。世の

中のトラブルのほとんどは根っこからみれば

それほど大したことはなく、勿論誰かが殺さ

れたとなると全く簡単な話ではないですが、

ワークキャンプで起こるトラブルなどは話し

合えば 9割くらいは解決するものばかりで

す。でも、それを黙っているとだんだん悪く

なることがあるので、そういうところも結構

鍛えられたりします。寝袋で寝るとか、そん

なことだけでも最初は不安だった人が、だん

だんたくましくなっていくなど、学生さんた

ちの変化なども間近でみられていると思いま

す。これはプラスの部分ですが、マイナスも

もちろんあります。例えば、切っちゃいけな

い貴重な花を切ってしまったミステイクもあ

れば、喧嘩したまま終わり、韓国人は嫌いだ

という間違った偏見を持ったまま帰る人も中

にはいます。完璧な活動はないと思います

が、ツールとしてはとても面白い活動だと思

います。なので、ぜひ、皆さんもこれに興味

をもったら 1日、2日からでも参加できます

し、そのうち藤井さんのところでも活動でき

たらいいなとか思います、ので宜しくお願い

します。どうもご静聴ありがとうございまし

た。 
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フロア・ディスカッション 

 

林：お二人が話をされた中で、すごく難しさ

がよくわかるんですね。例えば、開澤さんか

ら、お前、自由貿易主義者だろう、となんか

いわれて。その通りなんですが、自由貿易が

あるからこそ、お金があれば食料が買えると

思います。でも、それがなかった時代はどう

したのかというと、領土をぶんどるんですよ

ね。それよりははるかに良いだろうと考えま

す。ただもちろん、これは藤井さんのお話に

も関わりますけど、人間の生活、特に食生活

というのは、その土地、気候、風土に根ざし

ていますからね、それは、時として非常に破

壊的な効果をもたらすことがあります。オー

ストラリアの土壌が非常によくないと話され

ていましたよね。これは別のところでちょっ

と読みましたが、穀物生産とか世界的に輸出

国なんですが、あれは巨大な植木鉢だと言っ

ている人がいまして、大量の化学肥料や化石

燃料を投入して初めてできるという。だから

そういう持続可能でない要素もあるわけなん

です。こういうことを一つ一つ点検していく

と、実は人間関係でもそうで、私は相互交流

で相互理解をしてコミュニケーションをする

ことで世界的な連帯感で、色々なこれからの

グローバルな問題を解決しましょうと言った

んですが、やっぱりディスコミュニケーショ

ンもありうると思いますよね。当然先ほど外

来種の話をされましたけれども、外来の動植

物が入ってくると、これを同じアナロジー

で、社会生活や思想、宗教においても、そう

いうことをやってしまう人もいるわけですよ

ね。それが極端なことになるとイスラム国み

たいな話になるわけです。そこは程度の問題

です。だから開澤さんが言っていたように、

地元の人がオーナシップを持って、それに

我々も協力をして、その中からむしろ我々と

一緒に何か問題解決しようと、そういったス

タンスでやっていくしかないのかなと思いま

す。これは非常に難しいですね。ボランティ

ア自体が概念として危ないと言う人がいま

す。なぜかというと、過去にボランティアを

一番使った政治家は誰かというとヒトラーな

んだそうです。これは私の友人の NPO学会会

長だった田中弥生さんが、今、研究していま

すが、非常に危なさはあります。ボランティ

アという言葉も、自発的な協力ということで

すが、自発的に協力させられる部分が出てき

てしまうと、これは非常にまずいことになり

ますよね。だから、危なさも含んでいるとい

うことを我々も自覚しながらやっていくこと

が必要ですよね。 

 

海津：藤井さん、開澤さん、ありがとうござ

いました。お二人は林先生と私の方からそれ

ぞれお呼びしているので、それぞれの領域に

近いとい思いますが、ひとつとても面白かっ

たのは、藤井さんはマスをエコ化していくと

いう話をされていたので、まさに対象とされ

る規模というか、おそらく観光客の層も、開

澤さんと全く違う方々が参加されていると思

います。先ほどご紹介いただいたエコツアー

ガイドの認定制度も、実はわかってくれる

人々にしか伝わらないのだろうと思います。

ただ、ある一定のレベル、例えばインパクト

を与えないことや、ちゃんと楽しませること

等を維持しながらエコツアーを運営されてい

る。それが非常に魅力的なツアーに結びつい

て、リピーターもずっと続いている。認証と

いうのはそういうことなんだろうと思いま

す。一方で、開澤さんのほうは、本当に、

「共感」というキーワードを使っていらっし

ゃいましたけれど、発信していることにちゃ
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んとピッと反応する人たちが参加して、一致

にやろうということで始まっていく。何から

始まるかわからないけど、だんだん観光とい

う形をとっていく、ということだと思いま

す。やっているご本人たちも、おそらく地域

の人たちも、これがツーリズムという中に属

されていることも全く自覚されていなだろう

と思います。それを外側から見ると、「ボラ

ンティアツーリズム」と呼ばれるカテゴリー

に入っている、ということだと思います。ひ

とつ思うことは、藤井さんの場合はツアーが

ある程度成立してしまっているので、同じと

いうか、それがずっと繰り返し運営されてい

くわけですが、自由な変化をどう受け入れて

いくのかとかです。観光が商品化されていく

ということで、ある意味、押し付けるという

か、定番化していくということの危険性があ

るかなということ。開澤さんの場合は、共感

とは結局、同属を呼んでいるということなの

で、異質な層は入ってこないということにな

ってくると思うんです。外来種問題のようで

すが、あえて違う考え方やセンスを持った人

が入ってきた時に、果たしてどうなるんだろ

うかと思いました。この二つの感想をコメン

トとさせていただきます。3分かかりました

ね、失礼しました（笑）。 

 

林：それではフロアにオープンにして、どん

どん時間が少ないので、3、4人質問やコメン

トを受けた後、こちらからお答えしたいと思

います。では、どうぞなんでも結構ですの

で。 

 

質問者①：貴重なお話をありがとうございま

した。ピンポイントな質問なってしまいます

が、サスティナビリティで環境とコミュニテ

ィと経済とありますが、環境の方で資源を活

用していくというスライドがあったと思いま

すが、それは具体的にどういうことでしょう

か。 

 

質問者②：お話しありがとうございました。

藤井さんにお聞きしたいのですが、観光、オ

ーストラリアの観光はもちろん、森の観光や

自然を大切にするというテーマというのは日

本人も多く知っていると思いますが、日本は

自然を大切にしてきました。そういう点でオ

ーストラリア人の方たちと共感、自然を大切

にするという共感は一致するところがあると

思います。で、今後のトレンド、観光のトレ

ンドは多少変わっていくかもしれませんが、

そういう日本人が自然を大切にしていたとい

う点で、何かこう他の違う国の観光業の人た

ちよりはツアーの違いがあるとか、反応がい

いとか、そういう気づきというのはあります

でしょうか。 

 

質問者③：本日は、貴重な講演ありがとうご

ざいました。今、個人の研究テーマで持続可

能な観光というところから、ひとつ教育的な

アプローチが大切になってくるのではない

か、というところで勉強しています。すごく

広い質問になってしまいますが、観光を勉強

していくなかで、観光を学んでいる側の人間

からとして、こういうことは大事だというア

プローチが見えてくる部分があります。それ

と同時に観光を楽しんでいる人たちが、観光
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をただ楽しむツールとして考えている点が多

いと思います。その中でエコツーリズムとか

いう、注目が集まってくる中で、実際にもっ

と多くの観光者の人たちにどうしたらエコツ

ーリズムの大切さや、観光の持続可能性の重

要性というものを伝えいけたら良いかという

ことを何かアイデアがあればご教示いただけ

たらと思います。 

 

質問者④：林先生に質問です。かつて堺屋太

一が、知価革命という本をだされて、私もそ

れ読んで勉強させてもらいましたが、ポスト

資本主義のあとはデザインとかアニメのコン

テンツなどが価値を持つという考え方の本だ

ったと思います。先生は、具体的にアニメ、

コンテンツ、デザインになるのか、もうすこ

し具体的にご教示いただければと思います。 

 

林：それでは、よろしいですか。今 4名の方

に質問、コメントいただいたので、順不同で

お答えしていきたいと思います。 

 

海津：質問②へは、藤井さんどうですか。 

 

藤井：自然を大切する上で、日本と共通する

ことですか。オーストラリアだと日本のよう

にその土地の良さを活かして何かをすること

がないです。例えば、そこでしか取れない山

菜とか、そこでしか取れない海産物とか、そ

の土地の良さを活かして、何かをする

ことは非常に少ないと思います。とう

いのは、農耕民族なので、食べるもの

は植える、飼育する、ウシとかウマと

かチキンとか。なので、もし共通のこ

とがあるとすれば、なんだろうか。僕

は日本からオーストラリアにうつっ

て、日本に温故知新を求めました。自

然の中で生きていく知恵に関しては、日本が

昔から培ってきた知恵というのは、世界でも

有数だと思います。なので、例えば、パーマ

カルチャーなどはゴールドコーストやサンシ

ャインコーストとか有名ですが、パーマカル

チャーの元は里山文化ですよね。共通点は、

あるとすれば、結局自然に帰ることを好む点

ですね。都会に住もうが文化が発達しようが

自然が発達しようが自然に帰るという点では

共通点があると思います。ただ、キリスト教

の国なので、契約社会なので、例えば、日本

と大きな違いは、国立公園はここから先は行

ってはだめ、人がつくった道だけを歩きなさ

いという社会ですね。それに対して日本は、

飢餓が多かった、農作物が育たなくて死んで

しまう時代、だから保存食が発達しました。

保存しないと死んでしまうので。そういう点

では、文化を追及して、自然を追及していく

と、結局同じところに戻ります。根底にある

共通点は自然に帰ることだと思います。 

 

海津：私からは、2つのご質問に答えたいと

思います。質問①の「活用」についてです

が、2つ事例があります。例えば、小笠原で

ホエールウォッチングを始めました。それま

でクジラは捕る対象でしたが、それを鑑賞す

る、見る対象に変えた。それが今のホエール

ウォッチングの始まりです。それによって今

は監視をしながら、毎年カウント調査をし、
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ガイドラインを作り、ガイド養成を行いなが

ら観光に活用しています。もうひとつは里山

の滋賀県高島市、琵琶湖の西側の例です。こ

こには「かばた（川端）」ってご存知です

か、山から流れている水を一度、集落の中を

巡らせてから琵琶湖に注がせています。それ

は生活の中でいろいろな形で使われています

が、まさに自然の中に人が暮らすということ

そのものなんです。生活文化ですが、それを

もう一度見直しをしたことによって、生活文

化の中にある自然、資源だけども、それを見

る。景観としても美しいんですが、どうやっ

て人は生きていくのかという学ぶ対象にもな

っていることがあります。同じものですが、

そのまま忘れていくのか、もう一度光をあて

て使っていくのかの違いかと思います。 

質問③の方にですが、観光を楽しむことか

ら持続可能性に気付くことへ、ですが、私

は、観光客は楽しめばいいと思っています。

楽しませる中で、こういうことが大事なんだ

とか、今やっているサスティナビリティとい

うことについて気付かせることができるのか

は、先ほども言ったようなガイドさんの力だ

ったり、旅そのもののデザインだったり、そ

こで体験することの中にあると思いますの

で、そういうことをどうデザインするか、が

大事だと思います。 

 

林：（質問④について）私も堺屋太一の地価

社会（知価革命）を読んだことがありまし

て、いわゆる知識経済論です、野中幾次郎な

どの。これは一様にやはり付加価値の中で知

識の占める割合が高くなってきたということ

は言えると思います。現実に社会を変えてい

ると思います。こういったセミナーをわずか

な時間で準備でき、これだけたくさんの方が

来て。こういうのが頻繁にできるようになる

と、情報や知識がシェアされるようになって

きたことだと思います。先程リフキンの限界

費用ゼロ社会を引用したのは、価格自体が安

くなってきていると。これは実は、知的所有

権の問題とも絡んできてまして、知的所有権

をどのように保護していくかとも関係してき

ます。最近、情報機器や半導体、メモリの価

格が安くなってくると、情報はゼロに近い値

段で必要なものが手に入ります。そうなる

と、有償のビジネスとして成り立ちうるのか

がこれからの課題だと思います。知的なプロ

ダクトで生きてきた人たちが、それだけでは

生活できなくなる、何か他の事を考えていか

なければならないということかと思います。

回答になっているかわかりませんが、時間が

ないので申し訳ありません。 

 

開澤：ひとつだけ林先生に質問です。素晴ら

しい大きなデザインでいろいろ勉強になりま

した。社会的企業が今後ベーシックインカム

でやることがない人を含めてという部分で、

その中に NPRの復活はあるのでしょうか。Non 

Profit Restaurantですが、町の食堂とか、

おばちゃんがやっている定食屋で、どう見て

もあまり儲かってなさそうだが、お客さんの

幸せな笑顔を見ているのが幸せで、というよ

うな。実は 200年くらいの産業革命以降の商

業主義に入る前には、社会的な企業の方がむ
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しろたくさんあったのかと思います。今、社

会的企業がファッショナブルで、新しい物を

作るかのようですが、実は世の中にあちこち

あり、今も残っているものを再生していくよ

うな、そういうようなものもポスト資本主義

の中に入りますか。 

 

林：自己実現欲求は誰でも持っていて、うち

の学生もマズローの段階論を引用して卒論を

書く人が多い。自己実現という部分で、かな

り過去 200年くらいの資本主義の中で貨幣に

置き換えてやってきたとこが大きかったかと

思います。おそらく、それから今、だんだん

と卒業していくのではないかと。貨幣的に換

算しなくても。これは時間があれば議論した

かったのですが、 GDPや国民総所得、あの

概念自体はフローなので、付加価値ですか

ら、ストックが入っていません。だから、こ

れだけお金を使いましたという話で、それは

もしかしたら貯金から取り崩しているかもし

れません。それがおそらく自然主義を破壊し

ているとか、社会を破壊しているというとこ

ろにつながっているのかと。我々はもう少し

ストックのところを見て、フローがもし何ら

かの形で成り立つようであれば、そこからプ

ラスα、付加価値を得て、それをもって自己

実現としなくてもいい時代になるかと、その

ように予測したいし、期待したいと思いま

す。 

 

 

おわりに 

渡辺：4人のゲストの方たちには、皆の心に

力が湧いてくるようなお話をしていただきあ

りがとうございました。今回、この国連大学

で、文教大学と国連大学が一緒に共同で企画

した初めての試みでしたが、こういう形でで

きて良かったと思います。準備に大変尽力し

ていただいた文教大学の皆さんにお礼を申し

上げます。また、最後まで会場に集まって参

加していただいた参加者の皆さんにもお礼を

申し上げたいと思います。ありがとうござい

ます。今日お話の中で、私の心にも連帯とか

共感とか、やはり地域に入った時に、同じ空

気を吸って、同じ悩みを共有して共に立ち向

かっていく、そういう感じが大事だという事

が改めて、私にもそういう思いが伝わってく

る話だったと思います。今日、持続可能な観

光、サスティナブルツーリズム、エコツーリ

ズム、ボランティアツーリズム、そういった

話がありましたが、そういうことが私の願い

としては、その地域にしかない資源やその地

域にしかない知恵を大事にした、その地域ら

しい地域づくりを後押しすることにつながっ

てほしいと思います。その土地の命の物語と

いう話もありましたし、その地域にある知恵

や宝を活かしていくことが大事だという話が

ありました。そういう、地域らしい地域づく

りに、この持続可能な観光が繋がっていって

ほしいと願っていきたいと思います。今年は

持続可能な観光という国際年ですが、私たち

国連大学でも持続可能な観光ということで、

これからいくつかイベントをやっていきたい

と思っています。また、皆さんにお知らせを

していきたいと思いますので、奮ってご参加

ください。今日ご登壇いただいたゲストの方

たち、ポスターを作っていただいた学生の人
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たちにも皆さんから大きな拍手をいただき、

このイベントを終了したいと思います。あり

がとうございました。 
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資料 2：会場風景 

 

会場外に展示されたポスター 

 

会場外に展示されたポスター 
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文教大学の学生によりポスターセッションの案内 

 

 

セミナー会場の様子（参加者は学生を中心に約 100名） 
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資料 3：ポスターセッション（文教大学） 
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