
  
  観光・ツーリズム分野における生物多様性

  誌名 日本生態學會誌
ISSN 00215007
著者名 沼田,真也
発行元 日本生態学会暫定事務局
巻/号 69巻1号
掲載ページ p. 23-27
発行年月 2019年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



日本生態学会誌 69: 23 -27 (2019) 違 9

患叩
学術情報特集 ポスト 2020年の生物多様性政策に向けて
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はじめに

観光・ツーリズム分野においても「生物多様性」は重

要キーワードの一つである。自然保護や観光に関わる様々

な機関・組織が生物多様性に関する取り組みを進めてお

り、生物多様性の存在感は今後も増加することが予想さ

れる。一方で、観光・ツーリズムは社会現象であり、国

内社会・経済状況に強く影響される。そのため、経済状

況の悪化や人と自然のふれあいの減少は観光・ツーリズ

ム分野における生物多様性の取り組みにおいて大きな不

安材料になる。本稿では、生物多様性にかかわるツーリ

ズム分野の動向を紹介しながら、将来に向けて検討すべ

き課題について述べたい。

観光・ツーリズム分野における生物多様性

観光・ツーリズムは世界でも急激に成長を遂げている

産業の一つである。 2017年における国際観光客数は 13.2

億人で、さらに UNWTO(UN World Tourism Organization: 

国連世界観光機関）により、 2030年まで国際観光客数は

増加し続けることが予想されている（国土交通省観光庁

2018)。この国際観光客数と世界の実質 GDPとの間には

強い相関関係があり、国際観光の推進は日本においても

経済的メリットをもたらすものと期待されている。

多様な生物が生息する豊かな自然環境は重要な観光資
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源の一つであり、豊かな自然環境を有する場所は重要な

目的地となる。中でも、国立公園などの自然保護区地域

(Protected Areas) の多くは重要な自然観光地となってお

り、世界では年間約 80億人が自然保護地域を訪問し、こ

れらの訪問により年間 6000億米ドルの国内消費につなが

っていると推定されている (Balmfordet al. 2015)。この

ように、自然観光は経済効果が極めて大きいため、観光

に関わる国際機関において、自然地域における観光・ツ

ーリズムは重要な課題として取り上げられ、持続可能な

観光 (SustainableTourism) コンセプトに基づき、観光セ

クターの持続可能性を促進するための取り組みが進めら

れている。例えば、 UNWTOやUNEP(United Nations 

Environmental Program: 国連環境計画）を中心に、持続可

能な観光開発に関する政策やプログラムを多く実施して

いる。

一方、観光開発は当該地域の社会や自然環境に対して

様々な影響を及ぼすため、生物多様性に対して正と負の

影響を与えうる。例えば、観光により、その地域におけ

る社会・経済状況が改善されれば、地域社会において保

全に対するインセンティブが高まることで、保全への取

り組みが促進されることも期待できる。一方で、自然地

域が無秩序な観光開発により攪乱されれば、そこに生息

する多くの生物の生息地が破壊され、絶滅の脅威が増加

する危険がある。 CBD(Convention Biological Diversity: 生

物多様性条約）が2015年に公開した「生物多様性と観光

開発における CBDガイドラインのためのマニュアル」で

は観光や保全において生物多様性に関わる立案者、開発
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者、意志決定者に対して有用な情報を提供し、持続可能

な観光開発において生物多様性に対する懸念や生態系サ

ービスを組み込むことを目的とし、生物多様性と観光の

関係、政策とガバナンス、計画、ツール、影響評価、管

理イニシアティブ、モニタリングにおいて必要となる事

項について述べている (Secretariatof CBD 2015)。また、

UNWTOでは組織内に ConsultingUnit on Tourism and 

Biodiversityを設け、生物多様性を重要な資産と位置づけ、

CBDと連携しながらグローバル倫理コードや持続可能観

光イニシアティブにおいて生物多様性を取り上げている。

自然保護地域は自然ツーリズムにおける重要な観光地

であるだけでなく、多くの野生生物の生息地となってお

り、生物多様性保全の観点からも重要である。しかし、

自然保護地域において観光・ツーリズムの開発を進め、

保護と利用を両立させながら、持続的に観光・ツーリズ

ムを運営してくためには考慮すべきことが多くある。た

とえば、保護地域は国際条約、国内法等の規制によって

多くの行為、開発の制限がなされている。また、管理者

や保護に携わる人々だけでなく、ツーリズムを実施する

事業者、訪問者、それらを支援する人々のように、様々

な利害関係者が関与する。そのため、国際的な自然保護

固体である IUCN(International Union for Conservation of 

Nature: 国際自然保護連合）は生物多様性保全の課題だけ

でなく、保護地域における観光開発や管理に関しても積

極的に取り組んでいる。例えば、 IUCNにおいて特に自

然保護地域に関する取り組みを行っている WCPA(World 

Commission on Protected Area: 世界保護地域委員会）は、

保護地域において観光開発、事業に関するガイドライン

を公開している（例えば Leunget al. in press)。また、保

護地域の管理やツーリズムの実施には多額の費用が必要

であるが、その多くは公的資金により運営されており、

保護地域の拡大に伴い、負担が増大しているという課題

がある。そのため、財務やビジネス等の経営的センスも

これから求められる。これまでも IUCNは成功事例の収

集、保護地域における持続可能な経営を支援するために、

観光経営や資金調達のためのガイドラインを出版してい

る（例えばAthanasほか 2001,Emerton et al. 2006)。そして、

観光と保護地域を扱う専門家グループ (IUCN-WPCA-

TAPAS (Tourism and Protected Areas Specialist) Group)では、

2016年に TAPASBiodiversity Working Groupを発足させ、

観光・ツーリズムにおいて生物多様性に関する取り組み

を促進するために検討を進めている。
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ポスト 2020年に向けて

観光・ツーリズムが生物多様性課題に対してどのよう

な貢献ができるのかを考えてみたい。これまで述べたよ

うに、ツーリズムが自然保護地域を含む様々な観光地に

もたらす経済的なメリットは極めて重要であり、その生

態系サービスを享受するために、生物多様性を損なうこ

となく、利用していくことが求められる。しかし、観光・

ツーリズムは経済活動の一つである以上、経済規模の縮

小は自然観光に直接的な影響を及ぼすだけでなく、自然

保護への意識や取り組みにマイナスの影響を与えること

で、間接的に自然観光に悪影響を及ぼす可能性がある。

例えば、 Pergamset al. (2004) は、環境NGOの収入は経

済指標と強く相関することを示し、保全活動は経済とリ

ンクすることを示唆している。そして、日本は少子高齢

化が進み、生産人口が減少し、経済規模が縮小していく

ことがまるで逃れられない運命のように流布されている。

もし、このような経済の縮小が運命なのであれば、私た

ちの自然との関わりは大きく変化してしまうだろう。日

本における国立公園利用者数はバブル崩壊の 1991年以降

減少傾向にあることが知られている (Pergamsand Zaradic 

2008 ; Balmfold et al. 2009)。原因については必ずしも明

瞭ではないが、バブル崩壊前と崩壊後では、日本社会の

余力は大きく異なっており、そのような社会変化が日本

人と自然との関わりに影響していることが伺える。また、

生産人口世代の自然にかかわるレクリエーションの頻度

が低下していることも統計データから垣間見ることがで

きる。例えば、園芸、庭いじり、ガーデニングは都市住

民における自然とのふれあいに対して重要な役割を担っ

ているが (Hosakaet al. 2017b)、2000年以降、 25歳-64

歳の生産人口世代における参加割合は減少傾向にあった

（平成 28年度社会生活基本調査（総務省統計局）、 http://

www.stat.go.jp/ data/shakai/2016/index.html、2018年 10月5

日確認）。生産人口世代における自然に関する余暇活動時

間の減少は、経済状況に加え、労働環境の変化が影響し

ている可能性がある。

一般に、経済成長の初期の段階には経済成長とともに

環境は劣化するが、ある所得水準を超えると所得向上は

環境の改善を伴うようになるとする環境クズネッツ曲線

が知られており (Stern2004)、日本のように一度所得が

向上した国でも、経済状況が悪化すると環境への負荷が

高まる可能性が懸念される。経済発展は時に環境問題を

悪化させるドライバーとなるため、自然保護との対立事

項として取り扱われてきた。しかし、経済的な衰退もま
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た人々と自然観光やレクリエーションとの関わりを通じ

て、人々と生物多様性との関わりに対して何らかの悪影

響を与える可能性がある。そのため、観光・ツーリズム

がもたらす正の効呆を高めるためには、私たちをとりま

く経済状況についても注視していく必要があるだろう。

他方、ツーリズムは非日常的な体験を通じて、その地

域の魅力を楽しむものである。自然地域を訪れるツーリ

ズムがもたらす非日常的な観光体験により、私たちが多

様な生物とふれあうための機会が提供され、生物多様性

に対する理解が促進され、自然への愛着を強めることが

期待される。しかし、子供たちが日常的に自然とふれあ

う機会は減少傾向にあり、その問題が自然体験の消失

(Extinction of Experiences) として懺界的に注目されてい

る（例えば Sogaand Gaston 2016)。日本においても国立

青少年教育振輿機構により山登り、木登り、虫捕りなど

の自然レクリエーション体験をしたことがない子供の割

合が増加していることが報告されている (Sogaand 

Gaston 2016)。急速な都市化に伴い、身の回りにおける自

然が減少し、自然とふれあう機会が減少したこと、娯楽

が多様化し、多くの子供たちがデジタル環境に身を置く

ことで、自然体験の機会が失われたことも原因として考

えられているが、問題は自然体験の消失が自然に対する

興味や関心、保全意識を大きく衰退させるだけでなく、

人々の健康や生活の質を害し、さらなる自然体験を消失

させるという悪循環が生じることが懸念されていること

である。

このような自然体験の消失は私たちと生物多様性の関

係を悪化させる可能性があることも明らかになりつつあ

る。生物多様性の保全においては、多くの人々による支

持や支援が不可欠であるが、多様な生物と共存するには、

時に不快生物や危険な生物とも共存しなければならない。

しかし、生物多様性保全の取り組みにおいては、生物多

様性保全がもたらすメリット（生態系サービス）のみが

強調され、それらがもたらす悪影響（生態系デイスサー

ビス）について触れられることは少ない。生物多様性に

関わるもの以外でも、耳触りの良い言葉で飾られて、そ

の事象が持つ不都合な事実や危険性について説明されず、

問題が深刻化してしまうような状況は私たちの身の回り

においてもよく見られるが、 トラブルを契機に多くの不

信が生まれるため、決して好ましいものではないだろう。

もし、生物多様性保全により野生生物とのアクシデント

が増加し、周りの生物に対する印象が悪化すれば、私た

ちが生物多様性に対して持つ何となく良いものというイ
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メージは払拭され、何となく悪いものへと変貌してしま

う恐れがある。

著者らが東京首都圏住民 1,030人に対して行った調査

では、身の回りの生物において都市住民にとって好まし

いものと好ましくないもの（不快生物）があり (Hosaka

et al. 2017b)、生物への好感度は幼少期の自然体験量が強

く影響することが明らかになった (Hosakaet al. 2017a)。

そして、スズメバチやイノシシのような好まれない生物

については、例えリスクが極めて低い状況でも行政によ

る介入要求が高い（すなわち、好まれない生物に対する

住民の受容性は低い）ことが示され、このような受容性

の低さは年齢や性別などの社会属性だけでなく、生物へ

の好感度に大きく影響されることが明らかになった

(Hosaka et al. 2017a)。生物多様性保全の文脈において、

人気がある生物だけを保全することは難しい。多様な生

物と共存していくためには幼少期の自然体験を豊かにし、

多様な生物に対する好感度を高めていくことが効果的と

考えられる。このような自然体験のための機会の創出に

あたり、体験の質の向上が重要な要素である観光・ツー

リズムは大きな役割を担うことができるだろう。

多様な生物に対して寛容で、共存により生じる負の影

響（デイスサービス）に対して合理的な判断をしていく

ためにも幼少期の自然体験は極めて重要と言えるが、自

然体験の中でも直接生物を採集し、触れることができる

ものが、生物への好感度を特に改善する効果があるもの

と考えられる。 Hosakaet al. (2017b) は幼少期自然体験

が生物への好感度に及ぽす影響を検討し、木登りや川遊

びは生物に対する好感度に有意な影響を与えなかったも

のの、昆虫採集や植物採集の頻度は有意な影響を与えて

いたことを見出した。多くの都市公園では、一部の心な

い人たちによる採集行為などにより、植物採集や昆虫採

集が禁止されている。しかし、これらの規制は人々と生

物との関わりを妨げ、自然への無関心を広げる危険性が

あり、結果的に様々な生物に対する保全意志を低下させ

ている恐れがある。そのため、たちの自然体験を促進さ

せるためには、観光やレクリエーションを活用するだけ

でなく、その中において昆虫や植物を採集する体験を積

極的に組み込むことが効果的と考えられる。

さらに、幼少期の自然体験の消失は、成人の自然地域

への旅行頻度やレクリエーションに対する参加頻度その

ものを減少させる懸念もある (Hosakaet al. 2018)。複数

の自然レクリエーションに対する参加頻度に及ぼす要因

を検討した結果、幼少期の自然体験量は他の要因（性別、



沼田真也

表I. 成人の自然観光及びレクリエーションヘの参加頻度に対して幼少期体験、性別、年齢、収入が与

える影響。表中の数値は標準化した相関係数を示す (Hosakaet al. 20 I 8)。

幼少期自然体験 性別 年齢 収入

レクリエーション
··························••••••·•·••••••·················•·•·••••········••·······•·•·•·•·•·•············•·······•···········•··••••·······••···•··••··•••····· 

バードウォッチング 0.63 *** -0.10 0.05 0.17 

魚釣り 0.61 *** -0.49 *** -0.20 0.17 

虫捕り 0.61 *** -0.31 * -0.12 0.15 

ガーデニング 0.57 *** 0.18 0.42 *** 0.25 ** 

ハイキング 0.52 *** -0.05 0.11 0.21 * 

ツーリズム
.. 響・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・響・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幽・・・・・・・・・・・・
国内旅行 0.47 *** 0.08 0.20 * 0.29 *** 

海外旅行 0.31 ** 0.09 0.11 0.46 *** 

*p < 0.05, **p < 0.1, ***p < 0.001. 

年齢、収入）と比べて強い影響を与え、幼少期の自然体

験量が多い人ほどこれらの自然レクリエーションに高頻

度で参加する傾向にあることが明らかになった（表 1)。

また、国内及び海外旅行頻度に対して幼少期自然体験量

と収入が有意な影響を与えており、特に国内旅行頻度に

おいて幼少期自然体験量は収入等の経済状況よりも強い

影響を与えていた。このように、観光・レクリエーショ

ンにおける自然体験の消失による悪影響は、経済の悪化

がもたらす直接的な収入の減少よりも深刻に作用する可

能性がある。ゆえに、経験の消失がもたらす悪循環を避

けるために、観光・ツーリズムがもたらす非日常的な体

験だけでなく、日常的な自然体験を充実させていくこと

が強く求められる。

観光・ツーリズムにおいても生物多様性は重要なキー

ワードの一つであり、 2020年以後も生物多様性は観光に

おける重要キーワードであり続けると思われる。しかし、

上述のようにツーリズム・観光が生物多様性の課題に貢

献していくためには、いくつかの社会的・経済的条件が

必要と考えられる。果たして 2030年に私たちの社会はど

のようになっているのであろうか？日本においては高齢

化社会への適応が叫ばれ、ロスジェネ世代問題の深刻化、

硬直化した社会制度がもたらす不合理なシステムなど多

くの困難に直面し、経済、科学技術における日本の国際

的地位のますますの低下が予想されている。現状では、

これらの問題が改善できるとするような明るい材料は残

念ながら見当たらない。生物多様性は、現在進行してい

る第六の大量絶滅への懸念に端を発しており、限られた

地域における生物個体や種の増減に一喜一憂するような

ものではないはずである。生物多様性というキーワード

を効果的なものにするために、生物多様性に関する基本
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的な理念を多くの人々が共有し、多様な生物と共存する

ためのあるべき姿を長期的視点に立脚し、実現していく

ことが必要であろう。

また、私見ではあるが、観光・ツーリズムの経済的メ

リットや生物多様性保全に対する正の効果だけでなく、

様々な学術活動や科学的研究への貢献にも期待したい。

例えば、観光・ツーリズムでは自然環境だけでなく、人々

の営みや歴史等、様々な資源が観光対象となる。そのため、

自然観光地で行われている様々な学術・研究活動により

得られた成果に加え、こうした活動自体も多くの人々に

とって重要な観光資源になり得ると考えている。もし、

自然保護や生物多様性にかかわる学術・研究活動が観光

資源として注目され、調査・モニタリング費用、データ

取得のための費用が観光客による寄付やサービス料を通

じて支援されるようなビジネスモデルが構築できれば、

不安定で不十分な予算の問題に悩む当該地域の保全活動

や科学的調査を支援し、その運営に貢献できるかもしれ

ない。また、観光客との直接的、間接的コミュニケーシ

ョンを通じて、研究成果の普及を促進できるかもしれな

い（井ロ・沼田 2013)。ただし、多くの保護地域で議論

されているように、ツーリズムは正の効果だけでなく、

環境破壊や社会の軋礫など負の効果ももたらしうる。こ

のような負の効果を軽減するために生態学は主要な役割

を担うことが期待されるが、生態学に留まらず、他分野

との学際的なアプローチの発展が重要になるだろう。
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