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農村民俗観光に対する地域住民および観光客の意識と
今後の改善の方向性

[報文]

せいていかそん

一一北京市門頭溝区嚢底下村を事例に一一

振~*董

Conservation of Traditional Scenery in RuralAreas from the Viewpoint of 
Residents and Tourists 

一-ACase Study on Cuan Di Xia Village， Beijing-一一

Dong Zhen Hua 

In recent times， environment and landscape protection and the conservation of 

cultural assets have become matters of global concern. Consequently， the Chinese 

Government is now trying to introduce legislation for the purposes of environmental 

protection and landscape conservation. 

Notwithstanding this， many of the historical and traditional cultural surrounds on 

the outskirts of Beijing have been destroyed already due to urbanization， and they 

continue to disappear. This type of cultural environment， once destroyed， can never be 

restored. That is because such an environment has developed gradually as a result of 

centuries of accumulated significance in the culturallandscape. 

Cuan Di Xia Village， which is located in the area focused on in this thesis， is an old 

village with an important traditional and cultural background. Owing to its good c1imate 

and favorable location， it was chosen by a developer as the site for construction of a new 

resort town with country houses. However， strong opposition to this project among the 

local populace garnered attention and drew many visitors， so that the village has now 

become a tourist attraction with gu巴sthouses. 

Government policy and regulation is absolutely ess巴ntialto ensure the conservation 

of places like Cuan Di Xia Village. At the same time， it is important to solicit and analyze 

the opinions of both local residents and the general public. This analysis， 1 suggest， will 

indicate what kind of conservation policies could best be adopted in the future. 
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農村民俗観光に対する地域住民および観光客の意識と今後の改善の方向性

1.課題の設定

1980年代後半から始まった古村落 1)観光は農村

民俗観光2)内容のーっとして，北京郊外の農村地

域で発展してきた。

民俗観光について，巴兆祥 (2001)は， I民俗

観光は民俗と観光の結合であり，文化と生活の複

合である。農村民俗観光は農村の民俗事象，生活

様式と文化景観を主要な観賞内容とし，観光客を

ひきつけ，ぞれぞれの文化的ニーズを満たす新し

い観光形式である」と評価している 3)。

また，民俗観光内容のーっとしての古村落につ

いて，調は (2001)は， I古村落に存在する多く

の歴史的，文化的要素として，古民居の四合院 4)

や生活水源で、ある井戸，信仰である村廟と洞堂，

食糧生産の棚田，娯楽用の戯曲と舞台などがあげ

られ，また，これらの要素は中国伝統文化の源で

ある」と述べている 510

確かに民俗観光の発展によって，その地域の住

民の収入が増加し，飲食，宿泊，農産品加工など

の関連産業の発展と地域産業構造の調整が促進さ

れ，地域住民の生活が豊かになった。このことか

ら，三農問題6)解決対策の一つに位置づけられ，

2005年12月から実施される「新農村政策J71の中

でも，古村落観光を含む民俗観光を持続的に発展

させるべきであると記述している。

しかし，民俗観光を持続的に発展させるために

は，やはり地域住民と観光客の利益に即した内容

の民俗観光に配慮してはじめて成り立つものであ

る。巴や鳴が述べるように，これまでに民俗観光

の意義と古村落保護の必要性などに関する研究は

多く存在するものの，地域住民と観光客が民俗観

光の発展における意識調査についての研究はいま

だ不十分である。

そこで本稿では，民俗観光に対する地域住民お

よび観光客の現状における意識評価を明らかに

し，今後の改善の方向性を検討する。

2.分析対象地域の概要と調査方法

(1)研究対象地の概要

本稿の分析対象地である嚢底下村は，北京市門

頭講区に属し，歴史的文化に富む古村落の一つで、

あり，北京市内から98キロ離れた「京西古道」に

位置している。

村の由来は明の永楽年間 (1421年)に韓氏一族

が山西省からここに引越してきて，居住するため

の村を建設したことによる。この場所は，北京か

ら陳西省，山西省および内モンゴルへ通ずる要衝

であり，歴史上において兵家が必ず争奪しあう地

で、あったため，一時期は大変繁栄していた。しか

し，その後，数百年の時間の経過を経ても，明代

の住居は依然としてそのままの様相が保たれてい

る。村の面積は5.33平方キロメートルで，平均海

抜は650メートルである。なお，村の所在地は大

行山脈に属し，清水河流域に置かれ，温帯季節性

気候に属する。嚢底下村の独特な地理的位置と住

居の建築様式や，村内にある各歴史時期の文化財

と遺跡，民俗などはJ貴重な民俗観光資源となっ

ている。

1980年代以降，経済発展にともない，一部の村

民が豊かになり，現状の居住状況に満足せず，旧

家屋から離れた広い場所で家屋の新築を開始し

た8)。この時期，家屋を新築するために固から許

可される土地面積はそれ以前と比べて広くなり，

また建築様式も四合院形態ではなく，一列の平屋

様式になった。それに対して豊かでない村民は貧

困のため，町へ出稼ぎにいった。このようにして，

旧家屋に住む人が少なくなり，村民も徐々に減っ

ていったため，村を他所へ移転する(遷村)とい

う村民の意識が生まれはじめた。

しかしながら， 1984年6月，嚢底下村は国家文

物局が組織した古村落調査専門家に評価され，文

化財保護という視点から国，文物部門，各界有識

者などの注目を集めたことにより， 1994年8月，

嚢底下村民は，村を移転する意識から村を守る意

識へと転換し，自らの村を「民俗観光村」と位置

づけ，民俗観光開発を通じて保護する方、法を採っ

た9)0 1998年，嚢底下村は固から「歴史文化保護
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表1 嚢底下村における民俗観光資源の構成分類

分類 項 目 景観分類 項 日

歴史 村の起源・沿革、社会構成、発展規則等 人情 家族の提、村の旋、族の提、伝統等

建築 民居、祭和、文化教育、商業、娯楽等 風習 民間信仰、崇拝、村廟、嗣堂等

経済 生産方式、畜産、田畝、物産分配方式等 文学 田園詩歌、詞、賦、対聯、横額、題字、歌謡、伝説等

民俗 日常生活、歳時節令、礼儀作法、冠婚葬祭等 芸術 地方戯劇、絵画、彫刻、園芸、各種民間工芸等

出所:韓夢林・韓箪・越永高 f北京門頭溝区村落文化志・嚢底下村J北京燕山出版社， 2008年 (493頁-523頁)に基づいて作成。

区」に指定され，同時に村の従来の豪族の家であ

る広亮院，双庖院，石南居および関帝廟は文物保

護単位(重要文化財)に指定された。 1999年，北

京市は嚢底下村の保護について特別な文書を発表

し，村文化財管理所を設置して，専門管理人を派

遣した。さらに2001年 4月，岡村は北京市から

「北京市重点文物保護単位J(北京市重点文化財)

に指定され，その後， I北京市歴史文化保護区」

(2002年)， I北京第二期歴史文化保護区J(2003年

9月)， I第一期中国歴史文化名村J(2003年12月)

に，相前後にして指定されるようになった川。

こうした中で，嚢底下村の知名度が次第に高く

なり，来訪者は絶え間なく，村民の収入も増大し

た。現在，村には43戸の農家があり， 101人の村

人が住んで、いる。「退耕還林」川政策が実施され

てから，農地を失った村民全員が民俗観光に従事

している。農村民俗観光を分析する上で，モデル

となる地区であるため，本稿では嚢底下村を分析

対象地域に設定した。

(2) 嚢底下村民俗資源の構成

嚢底下村における民俗観光資源の構成分類は表

1に示した。

民俗観光に従事している村民は，表 1に挙げら

れた資源項目を活用しながら，生計を立てている。

詳しく述べると，第一に，村ーの富豪であった広

亮院の親部屋に「民俗展示館」をつくり，表2の
項目に関する200点を分類展示して，入場料を収

入としている。第二に， 1996年から毎年メーデー

の日(5月1日)に，北京市と門頭溝区の作家，

書道家，画家を招いて「筆会jを開催している。

同時に雰囲気を高めるために，隣の高鋪村，相硲

村の民間舞踊団，民間戯曲団も招いている。また

2000年から毎年の旧正月には，北京市と門頭溝区

の著名人書道家を招いて対聯作成のデモンスト

レーションを開催し，従来の風習を回復させるこ

とで，観光客の評価を高めている。第三に， 2000 

年から観光季節である 5月から10月にかけて，毎

週の土曜日に「たき火パーティー」を聞き，村民

と観光客は焚火を囲んで，歌ったり，踊ったり，

爆竹を鳴らしたりして楽しむ。同時に村の民間舞

踊聞がデモンストレーションをしたり，露天で映

画を放映したりして，観光の内容を充実させてい

る。第四に，観光客に農村の旧正月を味わっても

らうために，各戸民家の玄関に異なる工芸美術を

施した提灯を吊るしたり，街灯のカバーを彩った

り，市内で禁止される爆竹を鳴らしたり，花火を

あげたり，また，自家製のギョーザを食べても

らったり，地方劇を観賞してもらったりして観光

客を満足させている。

(3) 調査方法

本稿では嚢底下村の民俗観光の現状と課題につ

いて，村民と観光客に対して行った意識調査で得

たデータをもとに解明する。アンケート調査は，

2008年8月28日から 9月8日まで，嚢底下村に滞

在し，村民と観光客を対象に，それぞれ対面式で

行った。村民側については，孟懐林村長の案内で

43世帯の農家を訪問し，回答用紙を配付した。翌

日，各農家を再訪して回答用紙を全て回収した。

また観光客側については，調査の理由を説明した

あと，了解を得て対面式で用紙を手渡し，その場

で回答をもらった。 8日間で観光客に配付した

200部のうち， 198部を回1又した。
村民と観光客に対する質問内容は，1)回答者

の属性， 2)嚢底下村の観光資源へのイメージ，
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表2 村民および観光客の属性

項目 性別 人数 % 年齢 人数 % 学歴 人数 % 職業 人数 % 年間収入 人数 % 

村 男性 41 96 10代 。 。中卒以下 41 96 飲食・宿経営 39 90 1~2 万元 37 85 

民 女性 2 4 20代 4 10 その他 4 その他 4 10 その他 6 15 

合計 43 100 30代 4 10 

40代 。
50代~ 34 80 

観 男性 127 64 10代 10 5 短大以上 153 77 会社員 83 42 10万元~ 139 70 

光 女性 71 36 20代 61 31 その他 45 23 自営業 55 28 その他 59 30 

客 kム，乱fiT 198 100 30代 69 35 学生 30 15 

40代 38 19 専門技師 24 12 

50代~ 20 10 その他 6 3 
」

出所:2008年8月28日-9月8日実施したアンケート調査の回答結呆に基づいて作成。

3 )村民と観光客がそれぞれの民俗観光政策と民

俗観光内容への満足度， 4)嚢底下村の観光資源

の保護手段に関する意識である。

3.回答結果の分析

本稿では，民俗観光資源の構成要素を所有する

村民(全員農民)の民俗観光内容の諸項目に対す

る認知度，満足度と観光客の民俗観光の内容や

サービスなどの項目に対する認知度，満足度など

への意識調査は，民俗観光資源の保護に直面する

課題を明らかにする有効な手段であると考える。

(1) 回答者の属性

表 2から考察できる回答者の特徴について，性

別では，村民は男性が96%，観光客は同64%で，

両者とも男性回答者が多い。その理由として農村

は男尊女卑の考えがまだ根強く，教育を受けられ

るのは男が多いため，男性の回答者が多かったと

考えられる。また，観光客へのアンケートを行っ

た際に，偶然に男'性の観光客が多かったため，こ

のような結果となった。年齢構成では，村民は50

代以上が80%で，主な回答者である。観光客は，

村民と違って20代から40代(合わせて85%)が主

な回答者となっている。また，学歴からみると，

村民は中卒以下が96%と低学歴層に集中している

のに対して，観光客は短大，大卒以上が77%と高

学歴層に集中している。職業からみると，村民は

90%が飲食業・宿経営であり，他の 4%は入場券

販売とガイドである。観光客は42%が会社員職

員・ 28%が自営業であり，換言すれば「ホワイト

カラ-Jに集中している。最後に年収からみると，

村民の85%は年収 1 万元~2 万元あり，中国の平

均的な農村住民と比べれば高所得者ではあるが，

都市住民と比較すればまだ低い12)。それに対して，

観光客の70%は年収10万元以上あり，つまり観光

客の大部分は「高収入層」といえる。

(2) 村民の回答結果

表 3に示したのは村民のみを対象とした設問お

よび回答データである。回答データから民俗観光

の現状と課題を明らかにし，観光資源の保護へと

つながる要素を探る。

第 1に， I退耕還林」政策が実施されてから，

村民全員が主に民俗観光に従事しているため，経

営パターンは類似している。現地体験と表3およ

び表4と結びつけて考察してみると，村民全員が

飲食，旅館などの形式で生計を立てて，飲食や旅

館として使用する場所は村民の自家の古家屋と院

で(つまり一つの家族に一つの庭院を持つ枠組

み)，観光客をもてなす料理の内容も農家の特色

を持つものである。民俗観光を営む資本金は81%

の村氏が自己資金を利用し， 19%の村民が借入金

を利用している。民俗観光への資金投入は， 95% 

の村民が，すでに 1万元から 5万元であった。こ

れらの回答から，村民の民俗観光を通じて生活環

境を改善する積極性の高いことがうかがえる。ま

同
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表3 村民のみの質問および回答結果

項目 選択肢 人数 (%) 項目 選択肢 人数 (%) 

経営形式 飲食・旅館 39 90 資金源 自己資金 35 81 

旅館・ガイド・入場券販売 4 10 借入金 8 19 

民俗観光へ I 万~5 万元 41 95 最も収益の良 飲食 28 66 

の資金投入 l万元以下 2 5 いサービス 旅館 15 34 

民俗観光に 1 万~2 万元 37 85 民俗観光収入 満足 9 20 

よる年間収 l万元以下 4 10 の満足度 やや満足 28 65 

入 2万元以上 2 5 不満足 6 15 

民俗観光政 満足 2 最も来てほし 家族または友人と来る団体旅行 19 43 

策への満足 やや満足 18 42 い観光客群 社内旅行で来る団体旅行 16 38 

度 不満足 23 54 個人旅行者 8 19 

どちらでもよい 2 その他 。
」 一一

出所:2008年8月28日-9月8日笑施したアンケート調査の回答結呆に基づいて作成。

表4 村民からの直接的意見

項目 人数 (%) 項目 人数 (%) 

所得税を含む各種目の税金を軽減してほしい 34 79 村のインフラ整備に国からの援助を希望 35 82 

観光客に村の景観と施設を大事にしてほしい 12 27 四合院等の修繕に国からの資金援助を希望 23 53 

四合院などの修繕に国からの技術援助を希望 11 26 固に古村落の保護をもっと宣伝してほしい 9 20 

出所:2008年8月28日-9月8日実施したアンケート調査の回答結果に基づいて作成。

た，民俗観光への資金投入行為は民俗観光資源へ

の保護につながると考えられる。

第2に，民俗観光による収入に大きな差が見ら

れない。 85%の人の年間収入が 1万元から 2万元

で，これは満足度から見ても充分であると推測で

きる。すなわち収入に対して，満足とやや満足と

回答した人を合わせると同じ85%だからである。

この結果は，偶然ではあるが，村民の暮らしの現

状を語っているように思われる。

第3に，収入以外の現状への満足度には，ぱら

つきが見られる。観光政策の満足度について，

「不満足」と回答した人が23人 (54%)で一番多

い。次に「やや満足」と回答した人は18人 (42%)，

「満足」と「どちらでもよい」と回答した人はそ

れぞれ l人(2 %)であった。「不満足」より

「やや満足jの方がやや少ない。また， r最も来て

ほしい観光客群」について， r家族旅行Jと「社

内旅行」と回答した人を合わせると81%にのぼる

ということは，団体旅行が村民にとって最も喜ば

れる顧客群であり，個人旅行者より売り上げが多

く，自家の飲食と宿泊スペースについて，団体を

収容できるだけの広さがあることなどが読み取れ

るO また， r個人旅行者jと回答した村民は比較

的少なかった。

以上，第 2，第 3の考察では，民俗観光資源の

保護に関して，村民より政策的な支持を受け，よ

り多くの観光客に来てもらいたい。これによって

民俗観光資源を愛護し，大事にしたいという意識

の強いことカ宝明らかとなった。

第4に，表4はアンケート設問の最後に設けた，

自由コメント欄に記入してもらった，村民からの

コメントを集計したデータである。表4に示した

「所得税を含む各種目の税金を軽減してほしい」

(34人・ 79%)，r村のインフラ整備に固からの援

助を希望J(35人・ 82%)，r四合院等の修繕に固

からの資金援助を希望J(23人・ 53%) などは，
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表5 観光客のみの質問および回答結果

項目 選択肢 人数 (96) 項目 選択肢 人数 (96) 

旅行形式 家族とー絡に来た 63 32 交通手段 自家用車 93 47 

友人と一緒に来た 83 42 公共パス 52 26 

社内旅行で来た 40 20 会社共用車 42 21 

個人で来た 12 6 その他 12 6 

観光目的 レジャーと田舎生活の体験 115 58 目的地を知った情 友人の紹介 65 33 

純粋な観光のため 57 29 報源 新聞と雑誌 53 27 

見聞を広めるため 18 9 インターネット 44 22 

その他 8 4 その他 16 8 

重量底下村民 やや満足 148 75 再訪希望の有無 また来たい 101 51 

俗観光内容 普通 28 14 分からない 55 28 

への満足度 不満足 22 11 もう来ない 42 21 

出所・ 2008年8月28日-9月8日笑施したアンケート調査の回答結果に基づいて作成。

回答者全員による回答ではないが，村民自身の生

計に密接に関わるものであり，絶対多数の村民の

希望を表していると思われる。これらのことが実

現すれば，村民の民俗観光業への情熱と観光資源

への愛心がより高まるものと考えられる。

また，表4に示した「観光客に村の景観と施設

を大事にしてほしいJ(12人・ 27%)や「四合院

などの修繕に固からの技術援助を希望J(11人・

26%)， I国に古村落の保護をもっと宣伝してほし

いJ(9人・ 20%)などの項目は，前の三項目と

比べて関心度が低く，注目点、が薄いように見える。

この側面から，村民は観光資源保護への意識より，

収入増加への希望が比較的に強いことが示されて

いると推測される。

(3) 観光客の回答結果

表 5に示したのは，観光客のみを対象とした設

問と回答データである。回答から民俗観光の現状

と課題を明らかにし，観光資源保護へとつながる

要素を探るO

第 1に，当該民俗観光地の主要な顧客は有閑富

裕層となっているO これについて表2の観光客の

属性(年齢・学歴・職業・収入)と表5の「旅行

形式J，I交通手段J，I観光目的」から考察してみ

る。まず自家用車で来る人は47%であり，自家用

車を持つ人の平均年収は10万元以上とされる凶。

表 2に示すように，観光客の主な属性は，平均年

収10万元以上，職業は会社員・自営業・専門技師，

学歴は短大卒以上とされることからも，観光客の

多くは20代から40代の富裕層であることがうかが

える。また「家族と一緒に来たJ(32%) と「友

人と一緒に来たJ(42%)， Iレジャーと田舎生活

の体験J(58%) という回答から，お金と時間の

ある客層であることがさらに裏付けられる。また

「社内旅行で来たJ(20%) と「会社共用車」

(21%) と回答した人は，会社の経費で来ている

と推測され，会社の経営状況が比較的良好である

ように思われる。「純粋な観光のためJ(29%)来

た人のうち，公共パスで来る人もいれば，自家用

車あるいは会社共用車で来る人もいることが考え

られ， I個人で来たJ(6 %)と「見聞を広めるた

めJ(9 %)と回答した人にも，同様の傾向があ

ると考えられる。

第 2に，当該民俗観光地の宣伝手段が比較的進

んでいる。目的地を知った情報源について， I新

聞と雑誌J(27%) と「インターネットJ(22%) 

を合わせると49%になる。過半数ではないが，宣

伝にある程度の力を入れていることが示されてい

る。それに「友人の紹介J(33%) を足すと82%

にものぼるため，村民による「固に古村落の保護

をもっと宣伝してほしいJという現状に対する意

見とほとんど一致している。
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表6 観光客の民俗観光区域への満足度と再訪希望の有無のクロス集計

回答項目 回答人数割合(%) 回答人数割合(%) 回答人数割合(%)

また来たい 分からない もう来ない

やや満足 91 46 35 18 22 11 

普通 9 4.5 9 4. 5 10 

不満足 O. 5 11 5. 5 10 

出所:2008年8月28日-9月8日実施したアンケート調査の回答結果に基づいて作成。

表 7 観光客からの直接的意見の分類

項目 人数 (%) 項目 人数 似 ) I 

民俗観光資源の内容をもっと突出させる 61 31 サービス品質の向上 57 29 

娯楽設備の培設 54 27 他所と類似する民俗観光スポットの回避 20 10 

観光客参加の民俗イベントの多数開催 52 26 飲食・宿泊を含む観光施設管理の強化 48 24 

飲食・宿泊・入場券価格の合理化 55 28 高品質の観光記念品の希望 32 16 

出所:2008年 8月28日-9月8日実施したアンケート調査の回答結果に基づいて作成。

第 3に，当該民俗観光地の観光内容とサービス

に対して，観光客の満足度にばらつきが見られる。

表 5に示した「民俗観光内容への満足度」と

「再訪希望の有無」の関係を考察すると， Iやや満

足J(148人)とした回答者のうち，約 6割 (91人)

が「また来たしづと回答している(表 6)。しか

し， I分からないJ(35人)， Iもう来ないJ(22人)

とする回答もみられ，観光客の満足度には，ぱら

つきがあると思われる。

第 4に，当該民俗観光地に対する観光客からの

直接的意見にも相違が見られる。表7はアンケー

ト調査の最後に設けた自由コメント欄に記入して

もらった，観光客のコメントをまとめたデータで

ある。

民俗観光内容と直接に関わる意見で， I民俗観

光資源の内容をもっと突出させるJ(31%) と

「飲食・宿泊を含む観光施設管理の強化J(24%) 

は，人々の民俗観光内容への関心度が示されてい

る。また「サービス品質の向上J(29%)， I観光

客参加の民俗イベントの多数開催J(26%) と

「飲食・宿泊・入場券価格の合理化J(28%)はソ

フト面に対する意見であり， r娯楽設備の増設J
(27%)， I他所と類似する民俗観光スポットの回

避J(10%) と「高品質の観光記念品の希望」

(16%) はハード面に対する意見である。これら

の意見は，観光客が嚢底下村の民俗観光やそれに

つながる観光資源構成要素に対する関心度または

満足度のあらわれであり，改善すれば， Iまた来

たい」という動機にもつながるものと考える。

(4) 村民と観光客による共通質問に対する回

筈結果

表 8は嚢底下村民と観光客の民俗観光資源構成

要素に対する評価および保護する意識の回答結果

である。

設問1)の回答結果は，嚢底下村民と観光客の

自由回答からまとめたものである。四合院と回答

した人が一番多く，村民が43人，観光客が198人

であった。その後順番に廟，嗣堂，井戸，棚田，

目隠壁，門激，祭請~，木彫，石刻，石彫，瑠璃

瓦などであり，同一要素へめ村民と観光客の共通

回答が多数見られる。

設問 2)の回答結果は， I思う」と回答した村

民が43人(100%) であり，観光客では 192人

(97%) にも達する。この数字は村民と観光客の

区別なく，また性別・年齢・職業といった属性に

も関係なく，つまりこれらの民俗観光資源構成要

素はすでに人々の暮らしの中の必須の一部になっ
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表8 嚢底下村民と観光客の民俗観光資源構成要素に対する評価および保護する意識の回答結果

項目 選択肢 回答結果人数(人) 割合(%)

饗底下村民 袈底下村民 観光客

設問1)農村の民俗観光資源構成要 四合院、廟、嗣堂、井戸、棚田、目隠壁、 43 100 198 100 

素を語る時、まず頭に浮かぶのは何 門殿、祭施、木彫、石刻、石彫、瑠璃瓦等

ですか

設問 2)これらの観光資源構成要素 思う 43 100 192 97 

は伝統文化の一部とJ思われるか? 思わない

分からない 6 

設問 3)現在、これらの観光資源構 村に住む人の減少 15 34 32 16 

成要素保護に直面する課題は何だと 観光開発による破壊 12 27 45 23 

思いますか(複数回答可) 四合院のメンテナンス資金の不足 27 63 101 51 

四合院のメンテナンス技術の不足 11 26 105 53 

その他 3 O. 6 6 3 

設問 4)村氏の生活条件の改善を前 行政による立法 40 93 165 83 

提として、これらの観光資源構成要 インフラ整備 37 86 129 65 

素保護に必要条件は何だと思います 民俗観光による保護 31 72 130 66 

か(複数回答可) 国家基金 33 77 82 41 

村民の自助努力 35 81 45 23 

資料作成・宣伝 22 51 90 45 

マスコミによる規制 7 16 34 17 

その他 . 13 7 

出所:2008年8月28日-9月8日実施したアンケート調査の回答結呆に基づいて作成。

ていることが示されていると考えられる。

設問 3)は複数回答である。まず「村に住む人

の減少」と回答した村民が34%，観光客が16%で

ある。村民の回答が観光客より多いということは，

村内に住む村民が外部から内部をみる観光客よ

り，内部の事情を熟知していると思われる。「観

光開発による破壊」と回答した村民が27%，観光

客が23%であることから，村民も観光客も感想、は

似通っていることが考えられる。「四合院のメン

テナンス資金の不足」と回答した村民が63%，観

光客が51%で，どちらも半数を超えているため，

村民の生活や立場の現状を表している。最後に

「四合院のメンテナンス技術の不足」と回答Lた

村民が26%，観光客が53%となっており，観光客

の回答が村民の回答を超えた。これは村民にとっ

て技術よりも資金の方が重要であり，実際の生活

と密に関わっていることが理由であると考えられ

る。それに対して，観光客が心配しているのは資

金も重要であるが，古民居の修理技術も大事と考

え，技術がなければ，いくらお金があっても修繕

できない。つまり修繕できなければ保護も語れな

いという意見であると推察される。

設問 4)は設問 3)と同じで，複数回答可であ

る。まず「行政による立法」と回答した村民が40

人 (93%)，観光客が165人 (83%)で，どちらも

一番高い回答率となっている。これは人々が法に

よる規制を何よりも強く望んで、いることと推察さ

れる。次に「インフラ整備」と回答した村民が37

人 (86%)，観光客が129人 (65%)である。村民

は生活環境の改善は観光業の促進へとつながり，

観光客は訪れる便利さと滞在心地のよさを求めて

いることが示されている。続いて「民俗観光によ
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る保護Jと回答した村民が31人 (72%)，観光客

は130人 (66%)である。この結果は，村民は民

俗観光を通じて生活を改善するとともに，景観の

保護を図ると考えているのに対して，観光客は外

部の立場から見て，村の文化景観を保護するため

には，民俗観光による保護はもっともよい方法で

あると考えていると推測される。また「国家基金J
と回答した村民は33人 (77%)，観光客は82人

(41%)であり， I村民の自助努力jと回答した村

民が35人 (81%)，観光客が45人 (23%)である。

ここで考察できたのは，村民は政府からの援助を

強く望んでいる一方，独自の努力に対する意識も

強い。これに対して観光客でこの 2つの回答は半

数を超えていない。そして「資料作成・宣伝」と

回答した村民が22人 (51%)，観光客が90人

(45%)で，ほほ同じ考えであるように思われる。

最後に「マスコミによる規制」と回答した村民が

7人(16%)，観光客が34人(17%)で，両方と

も少数意見である。

4.分析の総括と

農村民俗観光の改善の方向性

本研究において，限られた範囲からではあるが，

農村民俗観光の現状と課題に対する地域住民と観

光客の意識をまとめた。今回の研究から得た知見

は下記のとおりである。

(1) 分析の総括

農村民俗観光資源への評価は，地域住民も観光

客も共通して「四合院の保護jと「伝統文化であ

る」がとくに高く，古民居の文化的な内容が評価

されており，観光資源構成内容への保護を主張し

ている。相違点に関しては，村民にとってはより

収入を増やすために，行政からの政策援助や資金

援助によるインフラ整備，税金の減少および観光

客の増加が期待されており，観光客にとっては，

民俗観光資源内容の充実およびサービス品質の向

上などが望まれている。

(2) 農村民俗観光の改善の方向性

嚢底下村の民俗観光を持続的に発展させるため

に，外部の要因から見れば，行政による立法や，

インフラ整備および農村援助政策の充実が不可欠

である。現在，国から，嚢底下村は「歴史文化保

護区」に指定されたものの，いかに村の文化財を

保護し，考えられる様々な破壊活動から守ってい

くかに関する法律はまだ作られていない。村民の

話によると，インフラ整備では， 2001年から2006

年まで国が120万元を投入して109国道へ通じる道

路を建設し，交通の問題を解決した。また， 2005 

年には市政府が200万元を出資して村に井戸を掘

り，村民と観光客の生活用水を解決したが，観光

のピークシーズンあるいは今後の観光業の発展に

備えて，交通，生活用水，生活用電などのインフ

ラ整備に一層力を入れておかなくてはならないと

のことである。

内部の要因から見れば，村民の自己資金の投入，

民俗観光の内容の充実，接客サービスの向上をさ

らに努力すべきである。村民の話では， 2004年に

は村民が13万元の資金を出し合い，村で3700平米

の駐車場を作ったが，この費用はしばらくの間，

村民の負担になったとのことで，外部からの援助

がやはり必要である。観光内容の充実では，村の

自然風光と村の文化財および民俗文化とうまく結

びつけて，独特な嚢底下村の特色を持つ観光ブラ

ンドを作り出し，さらに観光客をひきつける必要

がある。サービスで、は，接待側のスタッフの服装，

マナー，接客用語などを規範化し，飲食，宿泊，

お風日，記念品開発，娯楽項目の充実などに努め

なければならないと考えられる。

古式家屋である四合院およびその付属飾り品で

ある目隠しゃ，木彫，玄関装飾，屋根の瑠璃瓦な

どの文化財は，村民にとって生計を立て，民俗観

光を発展させる根本的資源であり，観光客にとっ

て四合院暮らしあるいは田舎暮らしを味わう魅力

的な存在であるため，常に修復あるいは手入れを

しなければならない。しかし，表8の設問 3)の

村民と観光客の回答から分かるように，村民はメ

ンテナンス資金や技術が欠けており，行政からの

基金援助計画はまだ作られていないため，民俗観

光の発展を妨げる課題の一つになっているように

思われる。

そのうえ，民俗観光の発展を支える観光客の確

保が重要であるo 表7の観光客の自由コメントに

nu 
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示されたように，観光客を得るために，諸サ}ビ

スの品質の向上が重要である。一回だけ来てもら

うのではなく，二回，三回と繰り返し来てもらえ

るために，サービスの品質と内容を工夫する必要

がある。そして，宣伝も重要で、ある O 新聞，雑誌

による宣伝は，国や行政が援助し，インターネッ

トによる宣伝は村民が行うことが重要であると考

えられる。民俗観光の内容が豊かで、，サーピスが

よければ，口コミによる宣伝も大きな力になると

思われる。

このように，嚢底下村の民俗観光に直面する課

題は，まさに嚢底下村の民俗観光資源構成要素の

保護と持続的な発展に直結する課題でもある。本

研究により，地域住民および観光客の農村民俗観

光資源構成要素に対する保護意識が充分に汲み取

れた。今後はこれらの意識評価を踏まえた幅広い

討議が必要とされている。

注

1)本稿に言う古村落とは，中華民国 (1911年)時代以

前に形成され，今でも固有の村落構造を有し，明-

j青時代の古民居が比較的よく保存されており，豊富

な有形文化財および無形文化財を持っている村落を

指すことである。(門頭溝古村落研究班「門頭溝古

村落歴史文化資源調査Jr門頭溝古村落研究j2008 

年6月， p.l) 

2 )民俗観光とは，ある歴史性，文化性を持つ地域ある

いは村において，その地方の特色を持つ伝統的な建

築様式，祝日，行事，地方名物特別販売などの資源

をフルに活かし，観光グッズ市場の開発や建設を企

画する一連の職業のことである。

3) 巴兆祥『中国民俗観光』福建人民出版社， 2001年，

p.79 

4)四合院とは北京を中心とした，中国北方の建築様式

である。簡単に言えば，真ん中に庭を囲んで，東西

南北に建物を持つ，そういう住宅である。母屋は，

勿論，北の建物になる。陽当たりがよい，一香居心

地のよい部屋であるからである。主人の居間として

使われる。東西の建物は主人の書斎や子女の部屋と

なり，南の建物は客間や下僕の部屋である。この四

方を建物に固まれた中庭を 11克子」という。大きな

四合院は，母屋の北に，また， 1院子」を抱え，そ

の後ろにもうひとつ建物を持つこともある。とにか

く，四合院とは，なかに「院子」を抱えた住宅であ

ると定義できる。そして，四合院のなかのすべての

部屋は， 1院子」に向かつてあることになる。「院子」

は日本語では「庭」と訳す。しかし，日本の庭とは

違う。大きく言えば，世界観が違う。日本の庭先に

は，例えば，生け垣があり，生け垣の向こうには

「家」とは別な世界が広がっている。「院子」の先は

ない。敢えて言えば，下院子」の向こう側は，やは

り自分たちの家である。自!分の家ではない。自分た

ちの家なのだ。

5) 2009年3月に開かれた「全国政治協商会議」におけ

る「文化遺産の産業的開発と専門家の審議に関する

提案」の内容の一部である。

6 )三農問題とは，中国農業の低生産性，農村の荒廃，

農民の貧困など3つの問題を指す(通商産業省通商

白書， 2005年版，第 2章(2)の 11Jより引用)。

7)新農村という言葉は，毛沢東時代から使われてきた

が， 2005年10月に開催された中国共産党第16期中央

委員会第五回全イ本会議(五中全会)では，胡錦涛総

書記の談話の中で新しい目標概念として使われて以

来，中国の農村政策を考える上で注目すべき概念と

なった。胡総書記は「社会主義新農村の建設」とは，

都市と農村の経済・社会発展を協調させることを堅

持したうえで， 1生産を発展させ，生活を豊かにし，

気風を改善させ，村を美しくし，民主的管理を行う」

というわずか20文字の中国語に要約して表現してい

る (2005年10月128の人民日報より。中国語では，

生産発展，生活寛裕，郷風文明，村容清潔，管理民

主)

8) 白暁亭 (2008)r古村落保護と新農村建設』門頭溝

古村落研究課題組， p.l 

9 )諌懐孟 (2008)r古村務観光開発の経験と教訓J門

頭i馨古村落研究課題組， p.2 

10) 1中国歴史文化名村」とは中国建設部と国家文物局

が共同で選出し，文化財が多く保存され，重要な歴

史的価値と紀念すべき意義を有し，ある歴史時期の

伝統風格および地方民俗の特色が反映できる村を指

す。現在，全国では72の村が「歴史文化名村」に選

出された。(孫進軍 (2008)r新農村建設における古

村落保護』門頭溝古村落研究課題組， p.l)。

11)退耕還林(草)とは生態環境の保護と改善を出発点

とし，表土流失が深刻な傾斜度25度以上の急傾斜地，

沙漠化・アルカリ化・石漠化が深刻な地域におい

て，耕地を森に戻し(退耕還林)，あるいは草地に

戻す(還草)という政策のことを指すものである。

1998年の中国の長江で起きた大洪水による被害が予

想以上に拡大した主要な原因として，土壌の保水力、

の低下も一因である考えられた。 1999年，当時の朱

鍔基総理は「長江，黄河の中・上流域における植生

の回復，荒れた山の緑化i土壌流失の防止，生態環

境の保護を行い 5年間で効果が現れ始めるように

し， 10年間で大きな成果をあげなければならない」

と指摘し，同プロジ、エクトが始動した。プロジェク

トでは「第11次 5カ年計画期J(2006~201O年)に

133万ヘクタールの退耕還林が計画されている。

1999年，四川，甘粛，陳西の三省がテスト地区とな

り， 2000年に長江上流および黄河中・上流域の13省

174県にまで拡大された。 2007年までに実施された
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地域は25省，農家は3200万世帯，農民は l億2400万

人にのぼった。国家林業局の統計 (2008)によると，

1999年から2007年までの 8年間で「退耕還林」によ

る森林被覆率は平均で 2ポイント上昇したとのこと

である。(出典:人民網日本語版2007年 9月13日

http・//j.peopledaily.com.cn/2007 /09/13/jp20070913_ 

76783.htm/) 

12) 2005年中国都市住民の年間平均収入は10，493元(1

元約13円)で，農村住民年間平均収入は3，255元であ

る。(中国国家統計局 HP:http://wwwl. 

neweb.ne.jp/wb/cno/enter/index chinaststs.htmlよ

り引用)。

13)中国のロ」ン，担保lに関する法規と中国人民銀行

「自動車消費ローン管理方法」の規定によって，基

本的に年間収入10万元にならないと，ローンを組む

ことはできない。
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