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1990年代に入り、沖縄県では新しい観光形態の一つであるエコツーリズム

が導入された。本稿では、まず先例研究の定義例から、エコツーリズムの目
的、対象地（目的地)、環境に対する責任の３点から考察した.次に、沖縄
県におけるエコツーリズムの導入と現状について、行政の取り組みとエコツー
リズム協会の設立を紹介した。2002年の段階では、離島市町村の行政レベル
でエコツーリズムの取り組みはあまり行われていないが、今後、沖縄振興策

の具体的政策としてエコツーリズムが県内各地に導入されることが予想され
た。最後に、エコツーリズムに基づく観光の先進地である竹富町西表島で、

住民にその評価を尋ねたところ、エコツーリズムは自然環境の保全や、観光
業の発展には弱い正の評価が認められた。しかし、雇用や所得の増加など、
経済的な効果にはあまり貢献をしていないと認識されていた。
１．はじめに

沖縄観光はリピーターマーケットの増加に伴い、従来からの周遊型観光に
加えて、保養・休養型や体験活動型のツアーが求められるなど、観光客のニー

ズが多様化している１．今後、沖縄県が観光地としての魅力を維持・発展し
ていくためには、観光形態の多様化に対応した受け入れ体制づくりが重要に
－８３－
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なるといえよう。そして、その選択肢の一つとして、近年「エコツーリズム」
という新たな観光形態が注目を集めている。
すでに沖縄県内では、エコツアーの現地ガイドを行う業者や、エコツアー

を商品として扱っている旅行代理店も存在している。西表島では1996年５月
に日本初のエコツーリズム協会が発足したことを始め、1999年５月には東村

エコツーリズム協会が、2000年１月には石垣島エコツアー連絡会が発足し、
エコツアー業者の組織化も始まっている。

観光業者のほかに、自然保護団体もエコツーリズムに着目している。例え
ば、泡瀬干潟を守る連絡会が開催したシンポジウムでは、泡瀬干潟にエコツー

リズムを導入することで、干潟を埋め立てることなく経済効果を産み出し、
自然保護と地域振興の両立をめざす、ということが話し合われている。この
ほか、村おこし、島おこしなど地域振興を考えるグループからもエコツーリ
ズムへの取り組みがみられ始めてきている。

行政もエコツーリズムの展開を政策的にサポートしている。沖縄県内に限っ
てみると、1997年２月には、沖縄総合事務局と沖縄県が日本観光協会と共同

で竹富町西表島をエコツーリズムのモデル地区に選定した。翌年,２月には、

環境庁と通産省が沖縄本島北部地区をモデル地区に指定し、調査研究や講演

会、モニターツアーなどを行った。さらに、2002年には、沖縄振興特別措置
法や第４次沖縄県観光振興基本計画で、エコツーリズムの推進が盛り込まれ、
今後、各種推進事業が進められようとしている。

このように、沖縄県は民間レベルでも、行政レベルでも、エコツーリズム

の取り組みが進んできており、本県は全国的にエコツーリズム先進県といえ
よう。

ところで、沖縄県におけるエコツーリズムの実態と、それを踏まえた政策
沖綱観光コンベンションビューロー（2001）の鯛査によると、1983年では観光客

の59.5％が「周遊型」であった。ところが、1997年になると、「周遊型」は39.3％

に減少し，それに代わって「保養・休養型」や、ダイビングなど「体験活動型」が

増加してきている。
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的提言については、様々な報告書が発行されている（琉球銀行調査部、1999、
沖縄地域問題研究会、2000、東村・沖縄地域研究所、2000、沖縄観光コンベ
ンションビューロー、2001)。このうち、沖縄地域問題研究会（2000）では、

国内はもとより、海外におけるエコツーリズム先進地の事例を踏まえ、本県
の実状にあった沖縄型エコツーリズムを模索している。エコツーリズムは豊
かな自然が残っているところだけではなく、県内どこでも展開が可能である
という認識にたっているのは、従来にない新たな視点である。

このほか、各分野の研究者が、沖縄県内のエコツーリズムについて調査し
た研究論文がある。いずれもここ数年の成果である。
渡久地（2000）は、エコツーリズムの観点から、サンゴ礁の自然に関わる
民俗知識・民俗技術の役割や意義について検討した。それによると、エコツー
リズムにおいては、民俗の知識・技能は「ソフトな観光資源」として捉える
ことができ、これらを具体的なエコツアーの中に導入するための二、三の課

題と考え方を紹介している2・海津・真板（2001）は、西表島住民の資源価
値に対する認識過程をたどりながら、地域社会にエコツーリズムが受け入れ
られていった要因、および地域社会に及ぼした諸効果の分析を行った3゜松

村（2001）は、八重山諸島の竹富島・西表島・小浜島を事例に、人々と自然

との関わりの変遷について考察している。特に、西表島ではエコツーリズム
の導入と、それが引き起こした問題点についてレポートしている4.福薗

(2002）は、伊平屋島で活動している「海の学校」をとりあげ、その展開過
２また、エコツーリズムそのものが自然保霞と環境破壊という両刃の剣であること、

環境容量の設定が必要であること、沖縄の自然およびそれらの自然との関わりの中
で培われてきた生活文化にふれる「もう一つの観光」の進展が期待できることなど
を指摘した。

３西表島では、エコツーリズムが導入されて現在まで７つの発展段階を経ているこ
と、観光客の入城者数の増加、若者のＵターン、資源管理への配慮が認識されるな
ど、エコツーリズムの展開による様々なプラスの効果を報告している。

４西表島のエコツーリズムは、島民の雇用を創出していない、カヌー業者にも「ビ
ジネス派」と「エコロジー派」がいる、エコツーリズムでは「かかわるための知織・
技能」より「眺めるための知織・技能」が優先されていることなどを指摘している。
－８５－
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程や地域に及ぼす影響をフィールドワークにより考察している5゜沖縄県以
外の地域でのエコツーリズムに関する研究として、敷田（1994)‘と菊地
(1999)７があげられる。

エコツーリズムという観光形態自体が日本に導入されて日が浅いために、
研究は緒についたばかりで、研究事例も少ない。先例研究の目的を整理する
と、エコツーリズムという概念自身を明らかにしようとする研究、エコツー

リズムが地域で展開されるプロセスや要因を解明しようとする研究、エコツー

リズムが自然環境や地域社会にどのような影響や変化を与えているのかを解
明しようとする研究に大別されよう。それぞれの論文ではこの３つの研究目
的の一つあるいは複数を解明したものである。
ところで、従来の各種報告書や論文では、県内で展開するエコツーリズム

の実態において、業者の立地や分布、エコツアー参加者の特性などについて

十分解明しているとはいえない。また、エコツーリズムによる観光化が進展
している地域では、地域住民がそれをどのように評価しているのか、に関す
る研究もなされていない。

そこで、本稿では今まで議論されてきたエコツーリズムの概念を整理した

うえで、沖縄県内で進展しているエコツーリズムに関して、行政や民間の取
り組み状況について概観してみる。さらに、エコツアーガイド業者、エコツ
アー参加者の分布および特性を明らかにする。最後に、エコツーリズムによ

る観光が行われている地域において、地域住民がエコツーリズムに対してど
のような評価をしているのかについて考察する。

ｓ伊平屋村における観光地形成の要因は、自然観光資源の相対的優位性、生業であ
る漁業の不振、鍵となる「人」の存在の３点があげられることを明らかにした。
‘観光の定義を整理した上で、観光の一形態としてのエコツーリズムの定義付けを
行った。また、古くから重要な観光資源であった沿岸域の自然に蒜目し、日本の沿
岸域でのエコツーリズムの発展の可能性と問題点について考察した。
，エコツーリズムを「地域づくり」の装圃として捉え、外部から持ち込まれたエコ
ツーリズムという枠組みを、地域住民が受け入れ、彼等が主体となって地域づくり

の装圃として用いることによって地域を再評価している高知県大方町砂浜美術館」
の事例を報告している。
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本稿の対象地域は沖縄県全域である。エコツーリズムに関する基礎的なデー
タの多くは、各種文献の記述を引用したが、必要に応じて電話などで聞き取
り調査を行った。エコツアー参加者の属性分析は、座間味村ホエールウオッ

チング協会資料を用いた。エコツーリズムの評価に関しては、エコツーリズ
ムの先進地である竹富町西表島を選び、住民にアンケート調査を行った。

２．エコツーリズムの定義について
真板（2001）によると、1972年にストックホルムで開かれた国連人間環境
会議における議論と問題提起が、エコツーリズムの議論の基盤になっている

という。その後、環境と開発に関する世界委員会（ＷCDE）が「持続可能

な開発（sustainabledevelopment）」という概念を提唱した。さらに、
1992年のリオデジャネイロで開催された地球環境サミットを受けて、1990年
代に入ると、「持続可能な観光（sustainabletourism）の創出が世界的課
題になった。その具体性を持った－つの流れとして、特に生物多様性の保全
に着目した姿がエコツーリズムであった、としている。

エコツーリズムという言葉が近年よく使用されるようになってきたが、そ
の概念は多様であり、不明確である．そこで、エコツーリズムの定義につい
て、これまでの先例研究を整理してみたい。

第１表は、エコツーリズムの定義を紹介した複数の先行研究の中から、２６
の定義を抜粋して作成したものである。これらは、様々な立場から定義づけ
がなされており、発言者は主に、自然環境保謹関係者、観光事業関係者、地
域振興企画者、研究者に大別される。
各定義の内容を、環境保全、環境教育、地域振興、資金還元、社会現象の
５つの視点に分類して整理した。全定義に共通することは、エコツーリズム

は環境に与える影響を最小限にした観光形態ということになろう。ただし、
環境に対する意識や責任に対する認識は、定義ごとに違いが見られる。それ
は、何故エコツーリズムを行うのか、という最終的な目的の違いになって現
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エコッーリズムとは、自然地域を対象（目的地） とした、環境保全と地域住民の利益の維持と
を両立させる責任を負う観光のことである。

自然保護地域の発展のために資金を創出する、地域社会の住民に雇用機会を創出する、ビジター
に環境教育機会を提供することにより、自然保纏や自然保襲区づくりを進める自然志向型の観光。

世界にも希なほどに多様な自然を有する我が国の各地域固有の自然と、その中で生活する地域
住民と自然との関わりから生まれた文化資源について、それらとの捜し方を含めてガイドを提供
し、旅行者が地域の自然・文化への深い理解を得るとともに、自然保護意識の高揚や人間形成を
図ることができるような旅行。さらに、その活勤による環境に対する影響を最小限にとどめ、か
つその収益が地域の環境保全のために貢献する仕組みをもつ旅行。

エコツーリズムは、自然地域の中で、観察し、研究し、楽しむ観光である。環境へのプラス面
の効果が時として観光によってもたらされることもある。土地の有効利用や自然植生の保存、観
光からの収入をめざした政府の役人や一般の人に対する自然の重要性の説得とそれによる保全活
動の促進、保護地域のインフラストラクチャーへの投資や効果的な管理などである。
エコツーリズムとは、１．保痩地域のための資金を作り出し、２．地域社会の扇用を創出し、
3．環境教育を提供することにより、自然保甑に貢献する自然志向型の「観光」である。

国際エコツーリズム協会
(1991）

横山（1991）

国立公園協会・自然環境研
究センター（1992）

国際自然保鍵連合（1992）

Leon（1992）

BＯＯ（1992）

エコツーリズムとはnaturetourismの一種であり、より－国進んだ形のもの。NaturetouriBm
より目的性が高く、自然を守り、維持する観光である。

Farrell＆Ｒｕ ｎｙａｍ (1991）

自然地域や人的開発によって荒らされていない場所を訪ね、その場所の景観や野生動植物に感

蕊し、楽しみ、学び、知的興味を充足させること。

解すること。

比較的人為的変化を受けていない自然が残っている場所で、風景や生物・植物を観察するとい
う特別な目的を持った観光。これまでの観光との違いは自然の中へ入っていき、自然を観察・理

ラスクライン（1991）

ていない地域を旅行すること。

エコツーリズムはnaturetourismの同義語であり、践観や野性の動植物そして文化的存在を
高く評価し、研究し、そして享受するという特定の目的を持って、比較的人的破壊や汚染を受け

に自然や文化を楽しむことである。

その地域の文化および環境を作り上げてきたナチュラルヒストリーに対する理解を生み、生態
系を損なわないことへの配慮を強鯛するという明磯な目的を持った、自然地域への旅であり、そ
の経済効果によってその原生的な環境の保全に貢献するものである。
エコツーリズムは、環境との調和を重視した旅行、即ち野生の自然そのものや環境を破壊せず

内容

第１表エコツーリズムの定義

valentine（1990）

米国旅行業協会（1990）

RyeI（1989）
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･地域振興
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･環境保全
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・地域復興
･地域振興

観光の目的地となる自然および社会的環境の保全と尊箪を第一の課題とし、その土地に住む人々

旅行者が、生態系や地域文化に悪影響を及ぼすことなく、自然地域を理解し、楽しむことがで

池田（1993）

日本自然保襲協会（1994）
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ンター（1998)、７：菊地（1999）

出典１：真板（2001)、２：敷田・森重（2001)、３：渡久地（2000)、４：フンク・浅野（2002)、５：敷田（1994)、６：京都府中小企業総合セ

を学習する旅行形態。

エコツーリズムは、これまでの単に見るという観光とはちがって、自然のなかに深く分け入っ

て行き、自然の糞っ只中で植物にふれ、岩石をさわり、動物を間近に観察し、自然生態の仕組み

エコツーリズムとは、環境問題が重要な社会問題と認識される現代社会において、自然環境を
中心とした環境を対象とする観光が生み出した諸々の社会現熟

菊地（1999）

渡久地（2000）

･環境保全
･環境教育

一定の地域の生態系に影轡を及ぼすことなく、自然の動植物を鑑賞し、理解を深めることを目
的にした観光のあり方。小規模少人数で環境や文化の学習が目的であり、環境への配慮と費源管
理機能を備え、貴重な自然や文化を対象とした場所で行われる。

エコツーリズム推進協議会
(1999）

・社会現象
･社会現象

・環境保全
･環境保全
・環境教育
･環境教育

観光地の自然環境、地域文化、産業を理解し、これらを守り育てる理念のもとに行われる観光。

京f灘f中。 企勇創苦合~ｾンター
（1998）

・環境保全
･環境保全

･環境保全

自然環境の保全を強く主蕊する観光。「環境に優しい観光」であるが、単に自然環境を観光対

象としているだけではない。

環境に与える影響を最小限にしながら、手つかずに近い自然を楽しむこと。

きるよう、環境に配感した施設及び環卿教育が提供され、地域の自然と文化の保護・地域経済に
貢献することを目的とした旅行形態。

長谷（1997）

ホーキンス（1995）

敷田（1994）

･環境保全

エコツーリズムはsustainabledevelopmentの理想的な形と考えられる。

Ｍｎler（1993）

･環境保全
･環境教育
･地域振興

･環境保全

エコツーリズムとは、地域の自然および人的文化資源を破壊しないようにする旅である。

ウィリアム

の持続可能な開発をも図ってゆこうという（観光)。

･環境教育

･環境保全

自然とのふれあいを大切にする旅、または、自然を傷つけることなく楽しむ旅。

生態学的旅行、自然観察旅行、環境旅行。定藩した訳鰭や定義はまだない。

日下部（1992）

・環境保全
･環境保全
・環境教育
･環境教育

伊麗（1992）

環境に与えるダメージを最小限に抑えながら、自然に触れ自然環境を研究・探勝する旅行。

日本自然保獲協会（1992）

エコツーリズムとは、観光客を引きつけるのに十分な生物学的・文化的・地理的に魅力のある
自然の坦所で実施される最小限の密度での低インパクトの鰭活動である。

視点
出

・環境保全
･環境保全
・地域掘興
･地域擾興

全興全育全育全全全興全育輿全
点保掘保教保敵保保保損保教損保
境域境境境境境境境域塊境域境
視現地環環輿環現輿環地冤現地頃

内容
広く定義すれば自然の生態系に魅力を感じることが基本となっている観光。狭く定義すれば責
任ある旅行で自然保麺と地元住民の福祉の璽要性を強調する観光。
典

Cater（1992）

暮謹癩丙齢辱がＨｕ廷１－」ｘ腸商圏勢が願露雪軍調
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れている。各定義は目的別に大きく４つに分類できる。

第一は、環境保全に貢献するための仕組みとしてエコツーリズムを行うと
いう考えである。ＢＯＯの定義によると、エコツーリズムの目的は「自然保護

に貢献する」ことであり、それを達成する手段として、資金還元、地域振興、
環境教育をあげている。このように、環境保全に貢献するためにエコツーリ

ズムを行うという考えを表明しているものに、Ryel，Farrell＆Runyam、
横山、池田、日本自然保護協会、京都府中小企業総合センターがあげられる。
第二は、自然の仕組みを深く理解し、ひいては自然保護意識を向上させる、
いわゆる環境教育のためにエコツーリズムを行う、という考えである。例え

ば国立公園協会・自然環境研究センターによると「自然保護意識の高揚や人
間形成を図ることができるような旅行」であり、渡久地では「観察し、自然
生態の仕組みを学習する」ことを目的としている。このほか、環境教育を目
的にした定義は、ラクスライン、Leon、日本自然保護協会、エコツーリズ
ム推進協議会の定義に読みとれる。
第三は、自然環境に配慮しながら自然を楽しむという立場である.例えば、
米国旅行業協会では「自然や文化を楽しむこと」が目的とされている。これ
以外にも、日下部では「自然を傷つけることなく楽しむ旅行｣、敷田では

｢手つかずに近い自然を楽しむこと」と定義づけている。このグループは、
観光の本来の目的である旅行者自身の享楽の面を重視していると考えられる。
第四は、地域の開発や地域の振興をエコツーリズムの目的としている定義

である。池田は「その土地に住む人々の持続可能な開発をも図ってゆこうと
いう（観光)｣、日本自然保護協会は「地域経済に貢献することを目的とした

旅行形態」と述べている。勿論、後者の場合では同時に「地域の自然と文化
の保護」も目的としている。

以上のように、エコツーリズムの定義からは、大きく４つの目的があり、

その目的の違いから、エコツーリズムに対する認識も異なっていくと考えら

れる。特に、第一の環境保全や、第二の環境教育を目的とする立場からする
－９０－
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と、第四の地域振興だけを目的としたエコツーリズムは受け入れられないも
のとなろう。すなわち、第一や第二の立場からすると、エコツーリズムによ
る地域の雇用力の増加や、経済効果などは、環境保全や環境教育を行うため
の、あくまでも手段に過ぎない。経済効果を期待すると、当然無意識のうち

に自然に過剰な負荷をかけることになる。第四の定義は極めて少数派であり、
かつ、その中でも経済効果や雇用効果を強く期待しているものは皆無である。
第一や第二の定義が多いことからも、エコツーリズムの本来の目的は、環境

保全や環境教育を中心に据えたものと考えられる。筆者も、エコツーリズム

は環境保全や環境教育を主目的とする観光形態だと考えている。経済波及効
果や雇用効果は、あくまでも二次的なもの、あるいは環境保全や環境教育を
より円滑に行うための潤滑油なのであり、それらを主たる目的にすべきでは
ないと考える。

次に、各定義からエコツーリズムの対象地（目的地）についてみてみたい。
第１表からは、エコツーリズムの対象地には大きく二つの考え方があること

がわかる。まず、自然環境のみを対象地とする定義である。例えば、ラスク
ラインは「比較的人為的変化を受けていない自然が残っている場所」を、国
際エコツーリズム協会は「自然地域を対象（目的地）とした｣、Ｌｅｏｎは
｢自然地域や人的開発によって荒らされていない場所」をエコツーリズムの

対象地として述べている。この他、valentine，国際自然保護連合、Cater、
伊藤、敷田、渡久地がこの立場である。一方、「観光の目的地となる自然お
よび社会環境」（池田）や、「地域の自然および人的文化資源」（ウィリア
ム）のように、自然環境のみならず、人間が作り出した文化など、人文・社
会環境まで広く対象地に含める立場もある。対象地を自然環境だけに限定し

ない定義として、国立公園協会・自然環境研究センター、日本自然保護協会、

京都府中小企業総合センター、エコツーリズム推進協議会、菊地があげられ
る。

最後に、各定義を環境への責任という視点からみてみる。小方（2000）は、
－９１－
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環境への責任に関して、MillerandKaaeの「エコツーリズム・パラダイ
ムの連続体」という理論を紹介している。そこでは、エコツーリズムの定義
例が一つの連続体で考えることができるとする8．

定義中に責任を明記したものは、国際エコツーリズム協会、Caterがあげ

られる。このほか、Ryel、横山、ＢＯＯも環境保護への積極的貢献を掲げて
いる。これに対して、米国旅行業協会、日本自然保護協会、日下部、ウィリ

アム、敷田、ホーキンス、エコツーリズム推進協議会は、消極的なレベルと
いえよう。

以上のように、先例の定義例から、エコツーリズムの目的、対象地、環境
に対する責任の３点から考察してみたが、様々な立場と様々な内容があり、

エコツーリズムは随分広範囲な概念の集合体であるといえる。今回の事例は

研究者やエコツーリズム推進団体の定義である。実際にエコツアーガイド業
者や地方自治体、シンクタンクなどのエコツーリズムに対する考え方はそれ
ぞれ異なるものと考えられる。各人がそれぞれの定義や認識を持っているの
で、これらの定義の違いが、実際にエコツーリズムによる観光形態を地域に

導入した後、それがエコツーリズムであるとか、ないとかの真贋論争に発展
する下地となっているのである。

３．エコツーリズムの導入と現状について
(1)日本におけるエコツーリズムの展開
わが国におけるエコツーリズムの取り組みが、いつごろから始まったのか

を明らかにすることは難しい。なぜなら、エコツーリズムという概念が一般
化される1990年代以前から、自然環境に負荷をかけず、環境教育を目的とし
Ｂ連続体の左端では、環境に対する人の責任を軽視するため、全ての観光がエコツー
リズムの範畷に属する。例えば、カヌーツアーに参加しさえすれば、それはエコツー
リズムである、という考え方である。その対局の右端のポイントでは、人間の環境
への責任を極限まで考えると、どの観光もエコツーリズムとして存在できない、と
いうものである。

－９２－
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たツアー形態を実施していた業者が、全国各地に存在していたと考えられる
からである。

エコツーリズムの理念やあり方を問うた国内初の動きは、1990年に環境庁
が国立公園の新たな利用方策としてエコツーリズムに着目したことに始まる
(翁長、2000)。第２表は真板（2001）をもとに国内のエコツーリズムに関連

する動きを一覧にしたものである。わずか10年程のエコツーリズムの歴史で

第２表わが国におけるエコツーリズムの展開
内容

年

･自然ガイド団体「屋久島野外活動総合センター」設立。
･JATA、「地球にやさしい旅人宣言」を発表。

３４５

１１１

・日本環境教育フォーラム澗里ミーティング'92でエコツーリズムの概念に
ついて議論される。
・日本が世界遺産条約に批准。屋久島、白神山地を指定候補に。翌1993年
に指定される。

９９９
９９９

１

２
９
９

１１

９０
８９
９９

．「小笠原ホエール・ウォッチング協会」発足。
･環境庁が「熱帯地域生態系保全に関する取組について」の報告書でエコツー
リズムを提唱。
･環境庁が「国内エコツーリズム推進方策検討調査」を国内５ヶ所（知床、
立山、奥日光、屋久島、西表島）で開始。

・日本自然保鍍協会「エコツーリズム・ガイドライン」を発表。
･世界観光大臣会議にて「OSAKA観光宣言」（大阪)。
･ＪＡＴＡ、エコツーリズムセミナー開催（東京)。

･運輸省、国内観光促進協議会エコツーリズムワーキング・グループを設圃
（飛騨、四国４県)。

・日本環境教育フォーラム「エコツーリズム研究会レポート集」発行。
.IUCN、アジアの生物と文化の多様性フォーラム開催（東京)。

６

９

１

９
９

･IUCN、第２回東アジア国立公園保護地域会議開催。各国でガイドライン
を作ることを提唱（釧路)。
.「西表島エコツーリズム協会」発足。

７

１

９

１

８９
９９
９９

１

.「ＪＡＴＡエコツーリズムハンドブック」出版。
・日本エコツーリズム推進協錨会設立（宜野湾)。
．「北海道エコツーリズム推進協議会準備会」発足。

･エコツーリズム推進協織会、「エコツーリズムの世紀」を出版。

JATA：（社）日本旅行業協会ＩＵＣＮ：国際自然保魍連合
（真板（2001）を一部修正して作成。〕

－９３－
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あるが、その推進には環境庁、運輸省などの行政をはじめ、日本旅行業協会
などの旅行業界、日本自然保讃協会のような環境保護団体など、官民そろっ
て積極的に取り組んできたことが伺える。

沖縄県との関わりでは、環境庁が1990年に国内エコツーリズム推進方策検
討調査において知床、立山、奥日光、屋久島とともに西表島を対象に選んだ
ことをはじめ、1996年にはわが国初のエコツーリズム協会が西表島で発足、

1998年には宜野湾市で日本エコツーリズム推進協議会が設立とあり、３事項
が関連している。ここからも、わが国エコツーリズムの導入、展開の流れの
中で沖縄県はその先進地と位置づけられ、牽引役を果たしてきたといえる。
沖縄県以外では、北海道、鹿児島、小笠原諸島など特異な自然環境を有する
北と南の地域でエコツーリズムが盛んに取り組まれている（福薗、2002)。

(2)沖縄県におけるエコツーリズムの展開
前節でも明らかになったとおり、わが国におけるエコツーリズムの展開の
中で、沖縄県が果たしてきた役割は大きいが、さらに細かく県内での動きを
確認してみたい。

第１図は1996年１月から2002年12月までの沖縄タイムス紙面において、エ

コツーリズムというキーワードが掲載されている新聞記事を検索し、その数

を半年ごとに集計したものである。また、その記事を中心にエコツーリズム
の推進に重要だと思われる出来事を抜き出し、一覧にした（第３表)。新聞
はその時代の情勢を映し出すと考えられるので、エコツーリズムの記事数の
多少は、県内におけるエコツーリズムの取組活動量を、その経年変化は、エ
コツーリズムの発展段階を示唆していると考えられる。

まず、エコツーリズムに関する新聞記事数は、集計をした７年間で503件
であった。そのうち、1996年から1997年にかけては、各期５件前後であった
のが、2002年前半期は98件に達しており、明らかに県内におけるエコツーリ

ズムの取組活動量が増加していることがわかる。特に、1998年前期と2002年
－９４－
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各年．前は１～６月，後は7～12月の集肝である。

第１図「エコツーリズム」が含まれている新聞記事数の推移
（沖縄タイムスホームページより作成。）

前期が極大である。1998年に関しては、３月に宜野湾市で日本エコツーリズ
ム推進協議会の設立大会およびシンポジウムが開かれたため、それに関する

記事が多かったことが要因である。また、2002年は、行政が沖縄振興特別措
置法や第４次県観光振興基本計画にエコツーリズムの推進を盛り込んだこと、

民間では「やんばるの歩き方」の刊行や「村ツーリズム協会」発足（国頭村）
など、官民ともに動きが活発であったことによる。

次に新聞記事数の経年変化を見てみると、この７年間は大きく、1997年後

期以前、1998年前期～2001年後期、2002年前期以降に３区分できる。すなわ
ち、1997年後期以前は各期５件前後で、エコツーリズムが新聞に取り上げら
れることは少なかった。ところが、先述したとおり、1998年に日本エコツー

リズム推進協議会の設立大会をエポックメイキングとして、県内のエコツー
リズムの動きは活発化したため、新聞に取り上げられるようになる。さらに、

2002年に入り、官民の取組蟹が増加したのに対応して、記事数も激増してい
－９５－
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第３表沖縄県におけるエコツーリズムの展開
年

月

1990

1994
1”5
1996
1997

l”８

1999

2000

2001

2002

３３４５２２３４６，皿咀１３５５ｕｕ１１３４８３４８９ｍ１１１２３３３４４ｍⅡ

1991

内容
環境庁、国内エコツーリズム推進方策検討imi査において西表島が対象地候補となる。
「座間味村ホエール・ウォッチング協会」発足。
八重山漁業協同組合宵壮年部「ウミンチュ体験コース」を企画．
「西表島エコツーリズム・ガイドブック」発刊。
｢伊平屋海の学校」開校。
｢西表島エコツーリズム協会」発足。
沖縄総合事務局が、県と日本観光協会と共同で西表島をエコツーリズムのモデル地
区に選定一

｢エコツーリズム講演会」（環境庁主催>が開催（西表島)。
日本エコツーリズム推進鰹鐘会設立（宜野湾)。
県観光振興基本計画後期行動計画に「エコツーリズムの推進」事業力粒置づけられる。
｢エコネット・美（ちゅら）」発足（名護)。

雑誌「魚（いゆ）まち」で「エコツーリズムの時代」が特集。
｢エコツーリズムデザイン研究所」が修学旅行生に対し、県内初の赤土学習とイノー
学習を行った。

環境庁と通産省がエコツーリズムのモデル地区に沖縄本島北部地区を指定。

沖縄開発庁、環境庁、運輸省の共同事業で「エコツーリズムを通じた地域活性化椎
進調査」のモニターツアー実施（国頭・東・大宜味)。
エコツーリズムを通した地域活性化のあり方を考えるシンポジウム（沖縄開発庁、
環境庁、運輸省主催）が開催（名護)。
琉銀調査部が報告書「エコツーリズムの現状と課題」を刊行。
｢東村エコツーリズム協会」が発足。
地域活性化推進調査検討委員会がエコツーリズムのモニターツアー実施（宮古島)。
県自然体験活動指導者養成事業による第一回ガイド育成鱒習会が開講（名鐵)．

西表エコツーリズム協会が、「地域づくり自治大臣表彰」を受ける。
｢石垣島エコツアー連絡会」発足。
｢東村プルーツーリズム協会」発足。

国頭村在住の久高将和氏と西表島エコツーリズム協会が「自然環境功労者環境庁長
宮表彰」を受けた。
｢沖縄経済振興２１世紀プラン」最終報告で「エコツーリズムの推進」が盛り込まれる。

沖縄コンベンションビューローが「エコツーリズム推進のためのフィールド飼査事

業報告番」を刊行。
国際ツーリズム専門学校に「エコツーリズム・トラベルコース」設歴。

シンポジウム「地域密着型新たな観光形態を探る」鰹商工会連合会主催）が開催。
沖縄政策協議会で、福地ダム周辺地域活性化推進調査事業費（900万円）を採択。
２年度概算要求は、沖縄特BI｣振興対策調整費でエコツーリズム推進事業1,600万円
が採択。

沖縄振興特別措歴法でエコツーリズムの推進規定が条文に盛り込まれる。
シンポジウム「渚のエコツーリズムと地域振興」（泡瀬干潟を守る連絡会主催）が開催。
人材育成プログラムの修了生が「県自然体験指導者協会」を発足。
エコツーリズム推進事業が県の新規事業として採択。予算規模2.010万円。
北部三村活性化対策協議会がエコツーリズムガイドブック「やんばるの歩き方」を刊行。
第４次県観光振興基本計画にエコツーリズムの推進が盛り込まれる。
｢村ツーリズム協会」発足（国頭)。

｢やんぱるの自然体験活動ガイドライン」を策定。

西表島エコツーリズムセンターが１１N識.

日本島襖学会全国大会でエコツーリズムに関するシンポジウムを開催（伊平屋)。
｢エコツーリズム国際大会・沖縄」が開催（宜野湾)。

(沖縄タイムスttlTからの検索、および渡久地（2000)、沖縄地域問題研究会（2000）を参考にして筆者作成｡）
－９６－
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る。これらの３つの区間を沖縄県におけるエコツーリズムの展開過程と関連
させると、1997年以前はエコツーリズムの導入期、1998年から2001年までは
エコツーリズムの展開期、2002年以降を拡充期と位腫づけることができよう。

(3)沖縄県における行政や民間団体の取り組み
ａ、行政の取り組み

沖縄県では従来からダイビングや秘境探検など自然を体験する観光が行わ
れてきたが、エコツーリズムという概念を意識した取り組みは、前述のとお

り1990年に環境庁が西表島をエコツーリズム推進方策検討調査の候補地に取

り上げ、1992年に調査を行ったことが始まりと考えられる。これは国立公園
の保全と利用の新たな方策を環境庁が着目したものである。それ以来、行政、

特に環境庁がエコツーリズム推進に大きな役割を果たしてきたことが、沖縄
県のエコツーリズムの特徴である。第３表には37の事項が掲載されているが、
このうち、行政が直接関わっているものは約半数の18にのぼる。

国や県のエコツーリズムへの関わり方は、1990年代と2000年以降では変化
が見られる。1990年代は、新しい観光のあり方を模索するという、当時の世

界的な流れを受けて、環境庁や運輸省などエコツーリズム関係省庁が、沖縄
県をわが国におけるエコツーリズム普及のモデルケースとみなして、様々な
取り組みを行ってきた。例えば、環境調査やモニターツアーの実施、地域住
民へのシンポジウムの開催、ガイド育成講習会などである。

ところが、2000年の「沖縄経済振興２１世紀プラン」の最終報告や、2002年
に施行された沖縄振興特別措髄法の条文に、エコツーリズムの推進が盛り込
まれた。それに伴い、沖縄特別振興対策調整費でエコツーリズムの推進事業

が採択され、沖縄政策協議会でも予算がついた。国の動きに合わせて、沖縄
県も観光振興基本計画にエコツーリズム推進を位掴づけ、その推進事業が県
の新規事業に採択された。すなわち、2000年代に入り、沖縄の地域振興の視
点からエコツーリズムの推進が図られているのである。ここ数年で明らかに

－９７－
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国や県の力の入れ方は質、量ともに変化している。

次に、各市町村の取り組み状況についてみてみる。今回はエコツーリズム
の導入が期待される県内離島市町村の観光関係担当者に聞き取りを行った。

その結果を第４表にあらわす。

まず、各市町村の中で、エコツーリズムに基づく観光やツアーが行われて
いるのか、それに関連する業者が存在するのかを確認した。その結果、石垣

市でカヌーツアーと自然体験エコツアー、伊是名村でカヤック体験学習、渡
嘉敷村でホエールウオッチング、座間味村でホエールウオッチングと自然体
験エコツアー、竹富町でカヌーッアーと自然探索エコッアーという回答を得

た。県内の離島では、エコツーリズムはまだ一部で行われているにすぎない。
次に、各市町村の振興計画などにエコツーリズムが位置づけられているの
かを確認した。その結果、平良市、久米島町、竹富町、座間味村で総合計画
や観光振興基本計画などにエコツーリズムの推進が盛り込まれていた。これ

らはいずれも観光業が盛んな自治体である。この他、近年の国や県の方針を
受けて、石垣市、伊良部町、与那国町では施政方針の中で、エコツーリズム

の推進を盛り込んでいた。伊是名村では平成14年度からエコツーリズム推進
事業が計画されている。しかし、半数以上の11町村では、エコツーリズムが
政策の中に取り上げられていなかった。

このほか、行政としてのエコツーリズム推進に対する取り組みや将来構想
について尋ねてみた。最も取り組みが活発であるのは、座間味村である。座

間味村は2001年度から2010年度を目標年次とした第三次総合計画・基本構想

を策定し、その中でダイビング産業やホエールウオッチングなどによる観光
リゾートの振興を掲げている。

座間味村以外は、離島市町村のエコツーリズムの取り組みは、総じて弱い。
エコツーリズム先進地といわれる西表島を有する竹富町でも、行政が直接エ
コツーリズムに関わることはなく、西表島エコツーリズム協会にいくつかの

支援を行っている程度である。観光振興基本計画や施政方針にエコツーリズ
－９８－
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第４表県内離島市町村のエコツーリズムに対する取り組み状況
市町村名

担当部署

エコツアー

樋輿叶固など
の位田づけ

行政の取り組みや将来桷想など

平良市

商工観光課
観光擾輿係

なし

観光援輿基
本lif画に盛

これから取り組みを考えていく
が、具体的な予定はない．

石垣市

観光課復興

ｶﾇｰツアー
自然体験エ

施政方針に

特になし．これから考えること
観光推進は考えるが、エコッー
リズムを行う予定はない．

グリーンツーリズム（』&粟
体験）を民間企藁が行って

グリーンツーリズムはあるが、

プルーツーリズム（梅の学

係

の現状

り込む

コツアー

盛り込む

伊江村

商工水産 媒
円l光係

なし

なし

伊平屋村

経済観光1,1
商工観光係

なし

なし

企画財政課

カヤック体
験学習

伊是名型エ
コツーリズ

商工観光課
商工観光係

なし

久米島lUU光
擾興ビジョ

渡海数村

経済課商工
観光係

座間味村

むらおこし

伊是名村

ム推巡事業

その他

はあるかもしれない．

いる．

エコツーリズムは考えていない．

I女）を漁檀が行っている．

合宿・体験学習のむら推池事業
でエコしま遊学を行っている．

グリーンツーリズム（俎粟
体駒を農協力t行っている．

予定

久米島町

エコツーリズムかどうかはわか

ン行動叶面

らないが、体験滞在型の交流を
促進していく．

島の学校育成事業を､l光協
会と合同で行っている．

ホエールウ
オッチング

なし

補助金を商工会に出している．

商工会がガイド育成を行っ

ホエールウ
オッチング
自然体験ェ

エコツーリズムを通した村づく
りをおこなっている．ホエール
ウオッチングフェスティパルな
どの行事を行っている．ホエー
ルウオッチング協会に補助金を

村のホームページでエコツー

コツアー

第三次総合
叶幽・基本
桝想に盛り
込む

策定

謀観光

出している．

粟田村

経済課観光
担当

なし

なし

行政としては取り組んでいない．
今のところ考えてもいない．

渡名喜村

経済課商工
観光担当

なし

なし

南大東村

行政としては取り組んでいない．
今後も取り組む予定はない．

産業餌観光
担当

なし

なし

行政としては取り組んでいない．
今のところ考えてもいない．

北大東村

経済媒商 エ
観光扣当

なし

なし

行政としては取り組んでいない．
今のところ考えてもいない．

城辺町

企画榎輿課
擬輿係

なし

なし

検対中．ただし、グリーンツー

リズムの方がふさわしいと考え

ている．

下地町

企画腺観光

なし

なし

エコツーリズムの可能性を検対
したが、離しいと判断している．
グリーンツーリズムについては
囲光基本Hf画に盛り込んでいる．

上野村

企画調整課
地域擾輿係

なし

なし

グリーンツーリズムについては
検肘することもあるかもしれな
いが、エコツーリズムは考えら

伊良部町

商工観光課
観光係

なし

施政方針に
盛り込む

検討中。

多良間村

経済課観光

なし

なし

行政としては取り組んでいない．
今のところ考えてもいない．

竹宮町

商工観光媒

観光摂興基
本計面に盛
り込む

西表エコツーリズム協会に補助
金を出している．行政が直接エ
コツーリズムに関わることはな
<、今後も協会が中心となって
推進していく。

施政方針に

自然ふれあい広場を拠点にエコ
ツーリズムを行う．

担当

ている．

リズムに関する恂報を提健

環境救育インストラクター
Iil度を検肘中．第３セクター
の２１・ざまみによるエコツ
アーの開発

島まるごとミュージアム事
粟を行っている．

グリーンツーリズム（農業
体験）を民間企業が行って
いる

●

れない．

与那国町

担当

商工観光課

なし

盛り込む

(聞き取り鋼査から作成｡）

－９９－

宿泊業協会が農．t､業体験
プログラムを行っている．
海の学校が平成14年にINI校

エコツーリズムセンターの

施設の運営を協会に委託．
1年間は施設の維持・管理
賛を町が出す。
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ム推進を盛り込んだ市町村でも、観光担当者の段階では具体的構想を持って
いる自治体は少ない。ましてや、振興計画にエコツーリズム推進を位置づけ
ていない残りの町村では、現状でのエコツーリズムへの取り組みは皆無で、

今後取り組む予定もないのが実状である。近年の国や県のエコツーリズム推
進の掛け声とは裏腹に、市町村レベルではほとんどその取り組みはなされて
いないといえよう。

離島市町村でエコツーリズムの取り組みが弱いのは、何故であろうか。担
当者への聞き取り調査から、大きく二つの理由が浮かび上がる。第一は、観
光産業をあてにしておらず、観光産業以外で村の振興を図ろうという考えで
ある。第二は、エコツーリズム導入を検討してみたが、自分たちの町村には

西表島のような観光客に見せるべき誇れる自然がない、と考えていることで
ある。

エコツーリズムは県内全市町村が必ず取り組むべきものではない。まして
や、国や県から推進をするように言われて無理に取り組むべきものでもない。

各市町村の住民や行政が、自分たちの地域にエコツーリズムの導入が必要で
あると自主的な判断をした時に、国や県が様々な支援の手を差し伸べれば良
いのである。ただし、西表島のような「特別な自然」がないとエコツーリズ

ムは出来ない、と考えているのなら、それは早計である。沖縄県の自然環境

や歴史、文化そのものが、本土都道府県の人々からみると「特別なもの」と
認識されている。一定の地域の生態系に影響を及ぼすことなく、自然の動植
物を鑑賞し、理解を深めることを目的とした観光のあり方（エコツーリズム

推進協議会、1999）というエコツーリズムの考え方からすると、「沖縄今十
がエコツーリズムの対象になる。」（山門、1999）といえよう。

ところで、エコツーリズムの推進は、それ自身は歓迎すべきことであるが、

地域振興の視点に力点を置きすぎると、期待はずれに終わると思われる。何
故なら、敷田ほか（2001）も指摘しているように、エコツーリズムは資源管
理のコストがかかる上に、即効性のある収入源や雇用対策にはならないから
－１００－
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である。それどころか、エコツーリズムは自然環境に影響を与える可能性の
ある観光の－形態であるということを認識しなければ、エコツーリズムの本

来の意義が失われ、自然環境や社会環境に大きなインパクトを与えることに
もなりかねない（敷田・森重、2001)。沖縄観光の選択肢の多様性を持たせ
るために、自然環境を保全しながら、県内各地でエコツーリズムを適度で慎
重に導入することは望ましいが、それを地域振興の手段としてだけ位置づけ
るのは、間違った導入といえる。エコツーリズムとは何かという基本的な問
いを常に問い続ける必要があろう。

ｂ、エコツーリズム協会や民間団体の設立

第３表からは、エコツーリズム業者が組織した団体が県内各地で設立され
ていったことが読みとれる。設立順に紹介する。

まず、1991年３月には座間味村ホエールウオッチング協会が発足した。こ

の協会は、「ザトウクジラの保護とホエールウオッチングの振興を図ること

を目的に愛好者及び業者で組織された団体です」（座間味村ホエールウオッ
チング協会、2002）というように、クジラの保護という点でエコツーリズム
を実践しているといえる。

1996年５月には西表島エコツーリズム協会が発足した。これは、日本初の
エコツーリズム協会であり、その設立経緯については、海津・真板（2001）
に詳しい。西表島エコツーリズム協会の会員は、2002年10月末現在で43名で

ある。設立当初から会員制度を設け、島在住者のみが正会員になる資格を有
する。正会員は、島内在住観光関連業者、島おこしグループ、交通機関の３
つに大別される。また、会員ではないが、協会の活動をサポートする人々と

して、研究者、行政、財団．基金、観光業者があげられる。2000年５月には
観光客向けのガイドラインを制定した。2002年４月に完成した西表島エコツー

リズムセンターは、西表島エコツーリズム協会に運営が委託されているので、
そこを拠点に今後様々な取り組みがなされるものと思われる。

－１０１－
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沖縄本島初の協会である「東村エコツーリズム協会」が発足したのは1999
年５月である。この協会の設立までの経緯は沖縄観光コンベンションビュー
ロー（2001）が詳しい。それによると、東村では1996年に策定された「第３

次東村総合計画基本構想」の策定過程において、行政担当者が地域住民を巻
き込んだ議論の場をつくり、「エコツーリズムの推進」を基本構想に盛り込
んだことがきっかけとなっている。そのため、村行政が東村エコツーリズム

協会をバックアップ、官民一体となった推進体制を組んでいる。

石垣島では2000年１月に、自然観察員やダイビングインストラクターなど
自然環境にかかわる職業に携わっている人たち10名が集まって「石垣島エコ
ツアー連絡会」を設立した。石垣市内の「アンパル湿原」がラムサール条約
に登録される可能性が高まったことが、会設立の直接のきっかけである。さ
らに、島外の大手業者が進出する動きもあることから、地域の自然保護を優

先してキャパシティー（容量）を守るとともに、修学旅行のような団体を分
散して受け入れることも含め、営業面でも協力し合っていくことを会の目的
としている。行政が関与していない業者だけのエコツーリズム団体というの

は、沖縄県ではここだけである。また、会員向けのガイドラインを制定して
おり、自然保護と環境教育を重視する姿勢が伺える。

最も新しく設立されたエコツーリズム団体は、国頭村の「村ツーリズム協

会」である。村商工会や森林組合が1997年から森林ツアーや渓流登りなどの

事業を開催してきたが、自然破壊が目立つようになり、人気コースの見直し
や、自然への負荷を考慮して一度に入る人数を制限した。これを契機に、ガ
イドラインの作成と、主体となる組織が求められた。1999年１月には協会設
立のための研究会が発足し、月一回会合を開いて地域主体のツーリズムのあ

り方を模索してきた。協会設立は2002年３月である。
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４．沖縄県におけるエコツーリズムの現状
(1)エコツアーガイド業者の数と分布

本章では、沖縄県で行われているエコツーリズムに基づく観光の実態を把

握するために、エコツアーガイド業者とエコツアーの参加者について、空間
的特徴や特性に関する考察を行なう。エコツアーには幅広い活動があるが、
ここではシーカヤックやカヌーに乗って自然を探索する「カヤックツアー｣、
徒歩でトレッキングや集落探索などを行う「自然散策ツアー｣、特定の生物

や自然を観察する「自然観察ツアー｣、農業や漁業などを体験する「農漁業
体験ツアー」に限定した。

まず、エコツアーガイド業者をリストアップする作業を行った。本研究で
は、エコツーリズムの目的のうち、環境保全と環境教育を重視する立場から、

筆者が確認できた県内の自然体験型ツアー業者，のうち、環境に配慮し、環
境教育を何らかの形でツアー中に行っていると自己認識している業者をエコ
ツアーガイド業者とした'0。その結果、沖縄県内にはエコツアーガイド業者

が70業者確認できた。第５表には業者の一覧を、第２図にその分布を地図上
に示した。

エコツアーガイド業者数を市町村別にみてみる。座間味村が22業者と最も
多く、第２位の竹富町（20業者）を合わせると、全体の６割を越える。以下、
石垣市（６業者)、名護市（５業者)、東村と渡嘉敷村（４業者）と続く。竹
富町と石垣市は八重山、名讃市と東村はヤンバルに位置する。いずれも自然
環境に恵まれた地域である。

これらの業者のツアー内容には様々なメニューが用意されているが、各業
，インターネットや各種旅行案内書などから、自然体験型ツアーを行っている91業
者を選び出した。

!ｏここで取り上げたエコツアーガイド業者は、筆者の知り得た範囲内であるため、
県内にはまだエコツアーガイド業者が存在する可能性はある。また、環境への配慮
や環境教育の程度については客観的基準がなく、聞き取り時における自己申告であ
るため、この中には環境への配慮や環境教育がエコツーリズムの名にふさわしくな
い業者が含まれている可能性があることは留意する必要がある。
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第５表沖縄県におけるエコツアーガイド事業者

３

東村慶佐次

ロ

Ｃ

丁

０

４

東村塵佐次

□

５

名護市世冨度

△

６

名頓市中山

Ｆ

Ｔ

Ｃ

ＶＮ

０
０

名護市富里

□

Ｔ

名護市瀬嵩

△

Ｎ

９

名護市安部

△

Ｔ

1０

今帰仁村仲宗根

△

1１

石川市嘉手ﾒリ

△

1２

宜野座村漢那
鏡谷村商志保

△

Ｃ

Ｔ

△

Ｃ

Ｎ

1４

読谷村波平

△

1５

那覇市首里赤田町

□

1６

座間味村座間味

□

Ｗ

1３

Ｃ

０

Ｋ

Ｖ

Ｎ

０

○

Ｎ

Ａ

1７

座間味村座間味

△

Ｗ

1８

座間味村座間味

□

Ｗ

1９

座間味村座間味

□

Ｗ

2０

座間味村座間味

□

Ｗ

2１

座間味村座間味

□

Ｗ

2２

座間味村座間味

□

Ｗ

△

Ｗ

座間味村慶留間

□

Ｗ

3８

ロ

Ｗ

3９

渡嘉敷村阿波連
渡嘉敷村阿波連

□

Ｗ

4０

渡嘉敷村阿波連

□

Ｗ

4１

渡嘉敷村渡嘉敷

△

Ｗ

4２

下地町与那覇前原

△

4３

伊良部町長浜

□

Ｃ

4４

伊良部町長浜

□

Ｃ

石垣市新栄町

△

Ｃ

石垣市新川

△

石垣市石垣

ロ

石垣市野底

△

石垣市桴海

△

Ｃ

Ｔ

石垣市宮良

□

Ｃ

Ｎ

竹富町南風見

△

Ｃ

竹富町南風見

△

Ｃ

竹富町南風見

□

竹富町南風見仲

□

竹窩町南風見仲

□

4５

4６
4７

4８

4９

5０
１

７

８

座間味村阿嘉

3７

房。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
△

3６

5２
5３
5４
5５
5６
5７

2３

座間味村座間味

□

Ｗ

2４

座間味村座間味

△

Ｗ

2５

△

Ｗ

2６

座間味村座間味
座間味村座間味

□

Ｗ

2７

座間味村座間味

△

Ｗ

2８

座間味村座間味

△

Ｗ

2９

座間味村阿真

△

Ｗ

3０

座間味村阿佐

△

Ｗ

6５

5８

5９

6０
6１

6２
6３

6４

3１

座間味村阿嘉

□

Ｗ

6６

3２

座間味村阿嘉

△

Ｗ

6７

3３

座間味村阿嘉

△

Ｗ

6８

3４

座間味村阿嘉

□

Ｗ

6９

3５

座間味村阿嘉

□

Ｗ

7０

□は沖縄県出身業者、△は県外出身業者を表す。

lihulif

ＴＮ

Ｃ

農漁業体験

０

自然観察

Ｔ

自然散策

Ｔ

Ｃ

カヤック

Ｃ

□

代表者

□

束村慶佐次

住所

囿囿囿囮ⅢⅢ囮回囮囿囿囮囮回回団囹囹囿囿囿囿回一Ⅲ囮圃一回

自然散策

東村慶佐次

農漁業体験

カヤック

自然観察

代表者

■議鱸鑿鶉鶏騨騨騨騨騨

■■■■■回回四回回回四回Ⅲ田圃回囮回囮囮囮回圃回國團回国圃國回回回
１

２

住所

Ｈ
ＡＦ

Ｎ

０

Ｎ

０

Ｎ

０
Ｆ

０

０
Ｃ

竹富町上原

□

Ｃ

Ｎ

竹富町上原

△

Ｃ

Ｎ

竹富町上原

△

Ｃ

Ｎ

竹富町上原

△

Ｃ

竹富町上原

△

Ｃ

０

ＯＨ

竹富町上原

□

竹富町上原

△

Ｃ

竹富町上原

△

Ｃ

Ｎ

０

竹富町上原

△

Ｃ

Ｖ

０

竹富町上原

□

Ｃ

Ｎ

竹富町上原

△

Ｃ

竹富町上原

△

Ｃ

竹富町上原

△

竹寓町西表
竹富町西表

□

Ｃ

□

Ｃ

Ｎ

０
Ｈ
Ｔ

Ｈ

Ｃはカヤックツアー、Ｔはトレッキング、Ｖは集落散策、Ｎは自然散策、Ｏは動植物観察、
Ｈはホタル観察、Ｗはホエールウオッチング、Ａは農業体験、Ｆは漁業体験、Ｋは工芸体験を表す。

（林檎プロダクション（2002)、南山合（2001）およびインターネットでの検索結果をもとに、聞き取り圃査によ
り作成｡）
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第２図沖綱県内におけるエコツアーガイド業者の立地
（第５表から作成。）
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者のツアー内容を集計した結果、「カヤックツアー」は29業者が、「自然散
策ツアー」は27業者が、「自然観察ツアー」は46業者、「農漁業体験ツアー」

は５業者が扱っていた。業者の所在地とツアー内容から、大きく二つの形態
に分けられる。すなわち、座間味村と渡嘉敷村のツアー業者がホエールウオッ

チングを行う形態と、それ以外の市町村のツアー業者がカヤック、自然散策、
自然観察、農漁業体験を行う形態である。

前者の場合は、業者は全てスキューバダイビングガイドが本職である。彼
らは１月から３月にかけてホエールウオッチングツアーを行い、冬場に少な

くなるダイビング収入を補填しているのである。ホエールウオッチングは季
節型のエコツアーであり、これだけで経営が成り立つ業者はいない。これに
対して、後者の形態では、エコツアー専門業者が様々なツアーを通年で企画・
実施している。このうち、カヤックツアーは東村、読谷村、伊良部町、石垣
市、竹富町で多くの業者が活動を提供している。業者への聞き取りによると、

近年、カヤック体験が沖縄県でのエコツアーと同義語であるかのように錯覚
している観光客が多いという。

各業者の代表者を出身地別に分けてみた。ここでは、沖縄県出身者と県外

出身者に二分した。その結果、沖縄県出身者は33名、県外出身者は37名であ
り、若干県外出身者が多かった。地域別に見てみると、沖縄県出身業者の比
率が高いのは東村と渡嘉敷村である。逆に、県外出身業者率が高いのは沖縄
本島、石垣市、竹富町である。座間味村と宮古郡では両者の比率は拮抗して
いる。

東村は先述のとおり、村の地域振興としてエコツーリズムに取り組んでい

るため、村民がエコツアーガイド業者になっている。また、渡嘉敷村では村

民経営の民宿がダイビングサービスを経営する場合が多く、ホエールウオッ
チングガイドも沖縄県出身者の比率が高くなったと考えられる。これに対し
て、沖縄本島や八重山郡では、豊かな自然環境に惹かれて県外出身者が移り

住み、各自の理念に基づいてエコツアーガイドを行っている者が多いと考え
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られる゜県内のエコツアーガイド業者は、ほとんどが代表者も含めて数名の
ガイドで運営される零細経営である。

(2)エコツアーに参加する観光客の特性

沖縄県内でエコツアーに参加する観光客は年々増加していると考えられ
る'1゜このようなエコツアーの参加者はどのような特性を有しているのだろ
うか。各エコサイトでは参加者の参加形態は異なる。例えば、東村のエコツ

アー参加者は、半数以上が本土都道府県からの修学旅行生である。一方、座
間味村のホエールウオッチングや西表島のエコツアー参加者は、個人客を中
心に、－部団体客も参加していると考えられる。

このうち、本節では座間味村ホエールウオッチング協会の資料を用いて、
ホエールウオッチングに参加する観光客の特性を分析してみる。2002年シー

ズンの座間味村近海では、協会加盟の22業者の他に、沖縄本島などに拠点を
持つ業者がホエールウオッチングツアーを行っていた。ツアー参加者の数は
2002年シーズンで、協会取扱分が1,757人である'2.

ホエールウオッチング参加者の特性および参加形態を、ツアー終了後に行っ
たアンケート調査のフェイス項目を集計することで明らかにしたい。ここか

ら、性別、年齢、住所、参加回数、参加のきっかけ、などの情報を得ること
ができる。アンケートは、2001年度（172人）と2002年度（239人）の２シー

ズン分'3のもので、合計411人分のデータを得ることが出来た。
'1例えば、東村エコツーリズム協会での聞き取りでは1998年にはほとんどゼロに等
しかったものが、2000年では修学旅行関係で約5,100人、個人向けエコツアーで約
4,000人と急増している。2001年度はアメリカの同時多発テロ事件の影響を受けた
が、約8,000人の観光客がプログラムに参加している。西表島でも、沖縄コンベン
ションビューローの調査（2001）によると、エコツアー客の実数や経済効果につい
ては具体的に把握していないが、個々の業者の実繍から推測するとツアー客は急速
に増加しているとされる。

ｌ２琉球銀行調査部（1999）では、村全体のウオッチング参加者は、協会で把握して
いる利用者数の約３倍と推計している。

'３各年度１～３月が座間味村ホエールウオッチング協会の活動期間である。
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まず、参加者を性別、年齢階級別に集計し、第６表に表した。男性は115
人（28.2％)、女性は293人（71.8％）で、参加者は女性が男性より約2.5倍
多い。参加者の平均年齢は全体で28.9歳（男性317歳、女性が27.7歳）であった。
第６表ホエールウオッチング参加者の年齢階級別人数

単位：人（％）

年齢 階級

50歳以上
合計

鋤⑩Ｄ、切り砂剖

45～49歳以下

くＩＩく

40～44歳以下

巳●巴●●■の●

35～39歳以下

８３４４２７２８
く１２２１くくく

30～34歳以下

１２２１

20～24歳以下
25～29歳以下

９４６６３８３９

19歳以下

男性

108（100 0）

女性

総数

２４（９３）

３３（9.0）

6３（24.5）

7７（21.1）

9１（35.4）

117（32.1）

4４（17.1）

7０（19.2）

１２（4.7）

２５（6.8）

７（2.7）

１５（4.1）

１（０．４）

４（Ｌ１）

１５（5.8）

２４（6.7）

257（100.0）

365（100 O）

(座間味村ホエールウオッチング協会資料より作成。）

これを年齢階級別にみると、２０歳代後半が117人と最も多く、年齢判明者
に占める割合は、３２．１％とほぼl/3に達している。次いで、２０歳代前半（７７

人)、３０歳代前半（70人)、２０歳未満（33人）が続き、３５歳未満の４階級で全

参加者の約８割を占めている。３５歳後半になると参加者は激減し、あとは年

齢が高くなるほど参加者は減少していく傾向にある。これを性別に見てみる
と、男女とも傾向は同じであるが、女性が20歳代後半をピークにその前後の

階級に参加者が集中しているのに対して、男性は参加者の集中の程度は弱く、
全年齢階級に比較的分散している傾向がみられた。これは宮内（1998）が指
摘したスキューバダイビングのＣカード取得者の年齢構成と類似しているM･
ホエールウオッチングとスキューバダイビングは同じマリンレジャーである

ため、若い世代に共通して人気があり、両者の参加者の年齢構成も似てきた
Ｍただし、Ｃカード取得者の年齢構成ほど男女とも20歳代に集中しておらず、中高
齢者階級でも参加者がみられる。たとえば、５０歳以上のＣカード取得者の比率は
２．０％であるが、ホエールウオッチング参加者のそれは6.7％であった。
－１０８－
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と考えられる。さらに、座間味村は年間を通じてスキューバダイビングを楽
しむ観光客が多いので、スキューバダイビングに来た観光客が同時にホエー
ルウオッチングにも参加しているとも考えられる。

参加者の住所を第３図に示した。最多は東京都の88人（22.9％）であり、

第二位の沖縄県（43人）を大きく引き離している。以下、神奈川県（42人)、

大阪府（33人)、千葉県（25人)、埼玉県（23人）と続く。ホエールウオッチ
ング参加者の住所は、大都市圏に集中しており、これもスキューバダイビン

グと同じ傾向にある。これは、大都市圏の若年層に自然志向の旅行者が多い
こと、大都市圏は地方圏と比較して沖縄県への航空路線が充実し、かつ、低
価格で来県できることが要因と考えられる。

ホエールウオッチングに参加した回数については、初めてという回答が
344人（86.4％）で圧倒的に多く、２回目が26人（6.5％）と極端に少なくな

る。以下、３回目が10人（2.5％)、４回目が6人（1.5％）と減少し、最高回

数は９回（１人）であった。平均参加回数は1.31回であり、ほとんどが初め
てのホエールウオッチング体験であったことがわかる。座間味村でのホエー
ルウオッチングツアーが始まって、まだ日が浅いことを考慮に入れても、こ

の平均値からは、ホエールウオッチングのリピーターは少ないといえる。そ
の点、座間味村のスキューバダイビングの観光客はリピーターが多いと言わ
れていることとは対照的である。ホエールウオッチングはリピーターをいか
に増やすかが、今後の課題となろう。

最後に、参加者がどのような情報媒体から座間味村のホエールウオッチン
グを知るようになったのかを集計した。その結果、旅行ガイドブックなどの
雑誌からが190人と最も多かった。これは全体の46.3％である。次いでイン
ターネットのホームページが77人（１８．８％)、テレビが24人（5.9％)、新聞

が５人（1.2％)、ラジオは０人であった。残り114人（27.8％）がその他と
回答している。約半数が旅行ガイドブックから情報を得ていること、ホーム
ページからが２割弱も存在することが注目される。若い世代の参加者は、新
－１０９－
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（座間味村ホエールウオッチング協会資料により作成。）
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間やテレビ、ラジオのようなマスコミからの受動的な情報より、ホームペー

ジにアクセスしたり、旅行雑誌を聯入したりというような自らが能動的に求
めた情報から行動を起こしている。今後も魅力あるホームページ作りを心が
けることが大切である。

その他を選択した114人のうち、具体的な情報源を記入したものを再集計

した。その結果、友人や家族などいわゆる口コミが43人、旅行会社のパンフ
レットが30人、座間味村に来てから知ったが19人であった。特に、座間味村

に来てから知った人のうち、８人までが民宿の人から勧められて、という回

答している。そのほか、ダイビングサービス、観光案内所などで知ったとい
う回答もあった。このことから、観光客が立ち寄りそうな施設では、ポスター
の掲示、パンフレットの配圃、声かけなど、積極的にホエールウオッチング

をPRする姿勢が求められよう。

本稿では、ホエールウオッチング参加者の特性考察を行ったが、これ以外
の県内各地で行われているカヤックツアーや自然探索ツアーの個人参加者も、

ほぼ同様な傾向にあると考えられる。

５．エコツーリズムに関する地域住民の評価
本章では、エコツーリズムに基づく観光形態を導入した地域で、エコツー
リズムがどのように住民に評価されているのかを検討する。エコツーリズム

推進協議会（1999）によると、エコツーリズムの運営主体は、少なくとも、
地元住民、研究者、行政、観光業者（地元．発地)、観光客の５つがある、

としている。そうであるならば、エコツーリズムの評価を考える場合、各主
体からの評価が必要となろう。
ここでは、エコツーリズム推進の主体者の一つである地域住民を取り上げ、

彼らがエコツーリズムに関して、どのような評価をしているのかを、アンケー
ト調査の結果から考察する。調査対象地は、沖縄県内はもとより、全国的に

もエコツーリズムの先進地として考えられている竹富町西表島とし、全住宅

－１１１－
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地域の主体性

地域の振興
環境の保全

観光の発展
第４図エコツーリズムの檎造モデル
（敷田ほか〔2001）より引用）

を対象にアンケートを実施した。評価の観点については、敷田ほか（2001）
のエコツーリズムの構造モデル（第４図）を参考にする。敷田らのエコツー

リズムの構造モデルは、環境の保全、観光の発展、地域の振興、地域の主体
性の４要素を踏まえた三角錐型モデルである。そのため、エコツーリズムの
評価は、それぞれの要素が達成されているのかが観点になる。そこで、アン
ケートでは４要素それぞれに対して一つずつ質問項目を設定した。ただし、

地域の振興に関しては、雇用や所得の増加という経済的な視点と、島の活性
化という社会的な視点に分けて設問した。

アンケート票は2002年３月19,20日の両日に、西表島の全住宅に２枚ずつ

配布し、記入後郵送返却してもらう方法をとった。配布住宅数652のうち、
158軒、のべ241枚の回答を得た（回収率24.2％)。
アンケート回答者の特性が、西表島全住民の特性と構成比が一致している

かをみるため、カイ２乗検定を行った。その結果、2000年国勢調査からデー
タが得られる全ての特性（地区別、性別、年齢層別、産業別）において５％

水準の適合性が認められた'5。これにより、アンケート回答者は母集団であ
１５出身地別、居住年数別および観光収入の有無別については、西表島全住民のデー
タが無いので検定はできなかった。

－１１２－
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る西表島住民を代表していると判断でき、このアンケート結果は有効である
と認められる。

各質問項目は５段階のリッカード尺度で尋ねた。集計は質問項目ごとに単

純集計をした後、評価得点を算出した１６．評価得点が３を越えると、その質
問項目は肯定的に、３未満だと否定的に評価されていることになる。アンケー
トの単純集計は第７表に、回答者の特性別評価得点は第８表に掲載した。回
答者の特性が違うとエコツーリズムに対する評価にも違いがみられるかを、
クラスカル・ウォリス検定で確認した】､

アンケートでは最初に、「エコツーリズム」という用語を知っているかを

尋ねた。その結果、ある程度知っていると答えた人が53.7％、今までに聞い
たことがあるが36.7％であった'8．この質問で、西表島住民がエコツーリズ

ムについてかなり認識をしていることが確認できたので、島で進展したエコ

ツーリズムについて、評価を求めることは妥当性があると認められた。以下、
４つの視点に基づいた質問項目の結果を順にみていく。

「エコツーリズムの展開は、島の環境保全に貢献していると思う。」とい
う質問に対しては、どの選択肢も約30人以上が回答しており、住民の間でも
評価が別れている。最多はややそうだと思う（28.1％）であるが、なんとも

いえない（26.8％）も多かった。評価得点は3.14なので、全体的には非常に

弱い肯定評価である。全くそうだと思うと、全くちがうと思うがほぼ同数で
あり、エコツーリズムの環境保全への貢献をめぐっては厳しい評価が下され
ている、といえよう。

特性別に検定してみると、出身地別、居住年数別、観光収入の有無別の３
つで有意差が確認できた。すなわち、この質問に肯定的な回答を寄せている
'６評価得点とは、「全くそうだと思う」という回答を５、「ややそうだと思う」を
４，「なんとも言えない」を３，「ややちがうと思う」を２、「全くちがうと思う」
を１と換算し、この重み付けした得点の平均を求めたものである。

１７第８表中、特性の右横のアスタリスクは、＊が５％水率で、＊＊では１％水準で仮
説が棄却され、特性間に有意な差があることを示している。

'８同じ質問を粟国島でも行った結果、それぞれ19.6％と23.5％であった。
－１１３－
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第７表エコツーリズムに関する呼価
質問項目

回答選択肢

全くちがうと思う

不明・無記入

(評価得点）合計

全くちがうと思う
不明・無記入
(評価得点）合計

ややちがうと思う
全くちがうと思う

不明・無記入
(評価得点）合計

不明・無記入

(評価得点）合計

全くちがうと思う

(アンケート調査より作成｡）
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(2.87）２２４

飼出四

不明・無記入
(評価得点）合計

〔Ⅱ〕［Ｊ■●Ⅱ几ＥＬ

ややちがうと思う

２２２１

なんとも言えない

９

ややそうだと思う

100 ０
８１７０６８

閲してきたと思う。

全くそうだと思う

２５２７５３
２４６４３１

5．島のエコツーリズムは、
地域が主体性を持って展

(3.10）２２４

２３１１

全くちがうと思う

●●●●①●

なんとも言えない
ややちがうと思う

８０８３３８

ややそうだと思う

していると思う。

100 0
９５４４０５

島の振興や活性化に貢献

(2.95）２２４
２６８２３３
２５７３２１

4．エコツーリズムの展開は、

全くそうだと思う

●●◆■■●

なんとも言えない

７２４８２５
２３１１

ややそうだと思う

貢献していると思う。

100 0
６３４３１４

全くそうだと思う

島の所得や雇用の増加に

７０７１７２
１５７４２１

３．エコツーリズムの展開は、

(3.45）２２４

●■●●●●

なんとも言えない
ややちがうと思う

１３９８６４

ていると思う。

６５５９７５

ややそうだと思う

100.0
１３２

島の観光の発展に貢献し

(3.14）２２４
６９８２７２
３７５２１１

2．エコツーリズムの展開は、

全くそうだと思う

３８０２４４

なんとも言えない
ややちがうと思う

１２２１１

いると思う。

４１８９３５

ややそうだと思う

３６６２３１

全くそうだと思う

島の環境保全に貢献して

０３０９２０

1．エコツーリズムの展開は、

％

人

100 ０
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第８表住民特性別評価得点

の

師一釦鯛一

●

３．４７

●●の

巳●凸Ｃ

３２３３３

０９２０２

＊９５１

３３２

■●の

０４２０５

■●●●●■

朗砺》林而閃訓》＃肥型囲一鉢犯印聞犯一脈陀皿妬脆一鯛週的

２２函２２３》３３２》２２２３》２２３２２》２３２

５８９８
２８６３

●●●●■

８７２９１

３２３

Ｓ■Ｂ●●

３３３

４０３

３２２

１９７

４９７
２２８

３２２３

２２３２３

７３４７６
●■●

◆●●●

１４９９
９８６１

＊

３３３

９５３
１１０

２２２３

＃

００８

●●①

３３２

２０９

３４７８９

クラスカル・ウォリス検定＊は５％水遡で有意、＊＊は１％水N1lで有意。

２－２２－

3．４２
３．０７

６７７
１８３

９８１

●●●

６５２

○年齢階級別

島のエコッーリズム
は、地域が主体性を
持って展開してきた
と思う。

エコッーリズムの展

3．２６

西部

７５３

２２３

■●●ｏの

３２６４５

３３３３３
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開は、島の振興や活
性化に貢献している
と思う。

東部

●●

凸●ロ■

３３２９
５３２５

３３２

２５９

００１

（アンケート調査より作成｡）

８９

●■の

９９７
４５３
３３３

無職・その他

８９

５３６

主婦

２２

０●●

５２６

観光産業

エコッーリズムの展
開は、島の所得や雇
用の増加に貢献して
いると思う。

３３３

○観光収入の有無別

３３３３

●●

２８
４４

第三次産業

＃

３３

○産業別
第一・第二次産業

Ｂ●●●●

観光から収入なし

８５２４６

観光から間接収入あり

９０２ｌ３

観光から直接収入あり

２３３３３

30年以上

３２２３

５－１９年

＊７５３１
４１９６５

20-29年

３３２

５年未満

林““鋼

県外都道府県

●●●

○居住年数別

６１７

西表島内

０８６

県内他市町村

３．２２

3．１０
3．１４

西表島合計

３２３

60歳以上
○出身地別

3．００
3.19

2.90
3.10

女性

3.00

男性

2．９５

エコッーリズムの展
開は、島の環境保全
に貢献していると思

20-30歳代
40-50歳代

３．０９

3．４５

やつ。

Ｏ性別

3．１２

エコッーリズムの展
開は、島の観光の発
展に貢献していると
思う。

○地区別
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のは、西表島や竹富町を出身とする人、居住年数が30年以上の人、観光から
間接収入がある人である。もともと西表島に生まれ育った旧住民たちに肯定
感が強いのは、彼らからすると、エコツーリズムの動きは自然保謹運動と同

一にみえるからではなかろうか。観光化が進展する本土復帰以前は、島は長

い開拓の歴史を有している。戦前の西表島はマラリアの椙簸、土壊の貧困な
ど悪条件が揃っていて、廃村に追い込まれた村もあった。貧しい時代を経験

している１日住民の中には、西表島に農地の開拓や、公共工事を導入すること

で経済的に豊かになろうと考える、いわゆる開発派の立場の人は多い。その
ような立場の人からみると、エコツーリズムの理念は、まさに自然保護運動
と映るのではなかろうか。

一方、県外出身者、居住年数が29年以下の人、観光収入のない人からは、
エコツーリズムの環境保全への貢献には、懐疑的な評価が下されている。西

表島の豊かな自然環境に惹かれて定住している県外出身者の中には、島で行
われているエコツアーが、理念とはかけ離れて自然に悪影響を与えていると

危倶している人が多いのではなかろうか。つまり、実際に島で展開されてい
るエコツアーの実態を知った上で評価していると思われる。

「エコツーリズムの展開は、島の観光の発展に貢献していると思う。」と
いう質問については、ややそうだと思うが最多の35.3％で、全くそうだと思

うを合わせると、エコツーリズムの観光への貢献を肯定する人は、過半数を
超える。評価得点は全質問の中でもっとも高い3.45であったが、これでも弱

い肯定評価しか得ていない。特性による差はいずれも認められなかった。石
垣島からの団体旅行客の周遊型日帰り観光が多い西表島にとって、エコツー

リズムは、観光の多様性を持たせる「もう一つの観光」であるが、観光とし
ての評価は、あまり高いとはいえないのが現状である。

地域への経済効果に関する質問「エコツーリズムの展開は、島の雇用や所

得の増加に貢献していると思う。」についてみてみる。第７表によると、何
ともいえないが最多で34.4％である。全くそうだと思うと、ややそうだと思
－１１６－
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うを合わせた肯定派の数と、ややちがうと思う、まったく違うと思うの否定

派の数はほぼ同数である。評価得点は2.95なので、極めて弱い否定評価とい
える。住民にとっては、エコツーリズムによる経済効果は実感として認めら
れていないことを表す。特性による差は、観光収入の有無別に認められた。

これは、エコツアーガイド業者がいずれも零細経営であり、少人数の観光客
を相手にした形態であるので、島の住民にとって経済的波及効果が感じられ
にくいのは予想通りの結果といえる。

地域への社会効果に関する質問「エコツーリズムの展開は、島の振興や活
性化に貢献していると思う。」についてみてみる。この質問に対しては、評
価得点は3.10であり、なんともいえない（34.8％）が最も多かった。西表島
は若年層および沖縄県外からの転入が相次ぎ、近年は人口増加傾向にある。

島内では新しいイベントや行事が開催されるようになり、他の県内離島と比
較しても活性化している島の一つだと考えられるが、それをエコツーリズム

と結びつけて評価するまでにはなっていないのであろう。特性による差異は、
年齢階級別、居住年数別に５％水準で認められた。
最後に、「島のエコツーリズムは、地域が主体性を持って展開してきたと
思う。」を問うた。この質問も、なんとも言えないが、２７．７％と最も多かっ
た。ややちがうと思うと、まったく違うと思うを合わせた否定派が、肯定派

よりも多かった。この質問に対する評価得点2.87は全質問項目の中では最低
の評価であった.検定の結果、年齢階級別、出身地別、居住年数別に差が認
められた。特に、若い世代や居住年数の短い人に、否定感が強いようである。
ただし、エコツーリズムに直接関わっている観光産業就業者や、観光から収
入を得ている人々は、全体の平均より若干、肯定派が多くみられた。
以上のようなアンケート結果から、次のことが確認できる。エコツーリズ

ムという言葉はほとんどの島の住民が認識している。西表島でのエコツーリ
ズムに関する地域住民の評価は、環境の保全と観光の発展については弱い肯
定、地域の振興についてはわからない、地域の主体性については弱い否定と
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いう結果になった。いずれの質問に対しても、なんとも言えないと態度を留
保する回答が多く、評価を下すこと自体が難しかったことが伺えた。その理
由として、西表島はエコツーリズムの先進地であり、その知名度は高いが、

事業者は県外出身者が多いこと、マスツーリズムと比較するとエコツーリズ
ムの影響が見えにくいこと、などが考えられる。

６．おわりに
これまで、様々な角度から沖縄県内のエコツーリズムの動きをみてきた。

今後、国や県がエコツーリズムによる観光を頼極的に推進していくというこ
とで、これから沖縄県内の多くの地域でエコツーリズムが導入され、展開し

ていくと予想される。エコツーリズムの先進地域である西表島で実施した地

域住民に対するアンケート結果からもわかるとおり、エコツーリズムは自然
環境の保全や、観光業の発展には若干の効果が認められている。しかし、雇
用や所得の増加など、経済的な効果にはあまり貢献をしていないと認識され
ている．エコツーリズムは元来、環境を保全することや環境教育を目的とす

る側面が強いこと、自然に負荷をなるべくかけないという前提があるため、
大規模な運営は難しいことなどから、経済効果は余り期待できない。エコツー
リズムを導入すると、自然が守られ、観光業が発展し、経済効果が出てくる
だろうと、一石二鳥も三鳥も期待をすると、期待をする分だけ落胆も大きい
だろう。エコツーリズムは何でも効く地域振興の万能薬ではないのである。

むしろ怖いのは、エコツーリズムによる経済効果を追求する余り、地域の自
然環境や地域社会に悪影響を与える危険性が高いことである。エコツーリズ
ムを導入するときは、徹底した管理のもとで慎重に行う必要がある。その際

には、渡久地（2000）が指摘しているように、環境容量を設定し、容量設定
の後でも、環境に負の影響の兆しが認められた場合には、当初設定した容量
を直ちに縮小変更（下方修正）できるようにすべきであろう。

沖縄県はどんな場所でもエコツアーの対象地になりうる。各エコサイトの
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環境評価と環境容量の設定、地域住民がエコツーリズムの導入を決めたら、

行政や研究者がサポートできるような体制作りなどが早急に望まれる。
今回の研究では沖縄県内のエコツーリズムの展開と現状を概観してみた。
今後の研究課題としては、エコツーリズムの地域への影響評価をより詳細に

分析することである。例えば、エコツーリズムによる雇用や所得、人口変動
への関連を数量的に把握すること、地域コミュニティへの影響を明らかにす
ることなどである。別の機会に検討してみたい。

本稿の作成にあたっては、沖縄県内のエコツアー業者の皆様には聞き取り
調査で、西表島住民の皆様にはアンケート調査でご協力いただきました。こ
こに深く感謝の意を表します。なお、本研究には平成13年度琉球大学教育研

究重点化経費（研究課題「島襖地域におけるエコツーリズムの研究」）の一
部を使用しました。本稿の骨子については、2002年度沖縄地理学会大会（於
琉球大学）で発表しました。
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