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Abstract 

 Japanese government recommended The Modern Industrial Heritage Sites in Kyushu and Yamaguchi 
to UNESCO in 2014.This paper shows the economic effect of registration of world heritage in Nagasaki 
city,also shows conditions and hospitality management problem for successful customer attraction of 
world heritage,by analizing 4 precedent Japanese world heritage cases. 
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1.はじめに～「明治日本の産業革命遺産～九州・山

口と関連地域」の世界遺産推薦 

政府は平成 25年度の世界遺産推薦を「明治日本の

産業革命遺産～九州・山口と関連地域」に決定した。

政府は推薦の理由を「明治後期、日本が 20世紀初頭

に非西欧地域で最初の産業国家としての地位を確立

したこと、そこに至るまでの幕末から僅か半世紀余

での製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業における急速な産

業化を達成したことは、世界史的意義を有する出来

事である。技術、産業、社会経済に関わる世界の歴

史的発展段階において、極めて意義のある特筆すべ

き類稀な事象である。」と述べている。同世界遺産候

補は、8県にまたがる 28資産から構成され、現在も

稼働している八幡製鉄所（北九州市）、長崎造船所（長

崎市）も含まれる。このうち、長崎県内の構成資産

は、8資産である(1)。 

 

２．日本の世界遺産登録の集客効果 

世界遺産候補が実際に登録されることにより、一般

的には日本人・外国人を問わず、観光客の増加が期待

されている（集客効果）。しかし、地方自治体の観光統

計が入手できる日本の世界遺産 15遺産について、世

界遺産登録後の観光客数の推移を分析すると、A.登録

後増加パターン、B.一時的増加パターン、C.インパクト

なしパターンに分類され（表1）、必ずしも観光客が増加

するとは限らない。 

A.登録後増加パターン（登録を契機として、観光客

が順調に増加するケース）には、屋久島、白川郷・五箇

山の合掌造り集落、紀伊山地、平泉などがあげられる。

登録前は知名度が低い観光地が多いのが特徴である

が、琉球グスクのように、世界慰安に影響なく観光開発

やメディアの影響（NHK ドラマ等）の外的要因により観光

客が増加する遺産もある。 

B.一時的増加パターン（登録年及び初年度に一時

的な増加が見られたが、その後は減少に転じるケース）

には、広島の平和記念碑（原爆ドーム）、日光の社寺、

厳島神社、石見銀山遺跡とその文化的景観などがあげ

られる。登録前から有名な観光地の他、世界遺産のメ

ディア露出が増加した 2005年以降の遺産が多い。 

C.インパクトなしパターン（登録前からの減少に歯止

めがかからないケース）には、法隆寺地域の仏教建造

物、姫路城などがあげられる。登録前から有名な観光

地が多い。 

 

表１．観光客数推移パターンの分類 

（出所）長崎市の世界遺産実現による経済効果推計業

務調査報告書 P.38（2013年（公財）ながさき地

域政策研究所） 

 

  

 

分 類 該当事例 

登録後増加パターン 

登録を契機に観光客が順調に増加するケース。白川郷や

屋久島、紀伊山地など登録前は知名度が低い観光地が多

いのが特徴。一方、琉球グスクのように世界遺産に影響

なく観光開発やメディアの影響（ＮＨＫドラマ等）の外

的要因の影響により観光客が増加する遺産もある。 

白神山地、屋久島、白川郷・

五箇山の合掌造り集落、古都

京都の文化財、古都奈良の文

化財、琉球王国のグスク及び

関連遺跡群、紀伊山地、平泉 

一時的増加パターン 

登録年及び初年度に一時的な増加がみられたが、その後

は減少に転じるケース。原爆ドームや日光、厳島神社な

ど登録前から有名な観光地のほか、世界遺産のメディア

露出が増加した 2005 年以降の遺産が多い。 

広島の平和記念碑（原爆ドー

ム）、日光の社寺、厳島神社、

斜里町（知床）、石見銀山遺

跡とその文化的景観 

インパクトなしパターン 

登録前からの減少に歯止めがかからないケース。法隆寺

や姫路城など、登録前から有名な観光地が多い。 

法隆寺地域の仏教建造物、 

姫路城 

図表 1. 観光客数推移パターンの分類 

【出典】長崎市の世界遺産実現による経済効果推計業務調査報告書 P.38 

（2013 年（公財）ながさき地域政策研究所） 



 

 

３．長崎市の世界遺産候補構成資産の経済効果 

「明治日本の産業革命遺産～九州・山口と関連地域」

の構成資産のうち、長崎市内に存在する 8資産の経

済効果を、アンケート調査を基に推計した(2)。同推

計では、「明治日本の産業革命遺産～九州・山口と関

連地域」と、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」

の二つについて、低位のケース（「世界遺産に登録さ

れたら必ず行く」かつ「登録初年度に行く」と回答

した人数）と、高位のケース（「世界遺産に登録され

たら必ず行く＋条件が合えば行く」かつ「登録初年 

度に行く」と回答した人数）に分けて推計した（第

1図）。その結果、「明治日本の産業革命遺産～九州・

山口と関連地域」への初年度来訪観光客数について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低位推計では 6.5万人（県外客 4.5万人、県内客 2.0

万人）、高位推計では 26.1万人（県外客 19.6.万人、

県内客 6.5万人）となった。ここから導出される経

済効果は、低位推計では 24億円、高位推計では 101

億円となった。これに対し、国土交通省九州地方整

備局・福岡県が行った調査によれば、長崎地域の直

接効果は 172億円、生産波及効果は 267億円と推計

されており、長崎の世界遺産構成資産が、長崎県内

のみならず、九州地域に広く経済波及効果を生む可

能性を示唆している(3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.世界遺産の経済効果推計フローと結果概要 

（出所）長崎市の世界遺産実現による経済効果推計業務調査報告書 P.49 

（2013 年（公財）ながさき地域政策研究所） 



 

 

４．世界遺産登録を集客につなげるためのホスピタ

リテイ・マネジメント～行政・観光産業・住民の役

割 

（１）世界遺産事例研究 

 このように、世界遺産登録により、大きな経済効果を

生む可能性がある。ただ、そのためには、世界遺産登

録を集客につなげるための計画策定や観光客（来訪

者）受入に向けた準備が必要です。そこで、「明治日本

の産業革命遺産～九州・山口と関連地域」など、世界

遺産登録に向けて参考とすべき先進事例調査を、①紀

伊山地の霊場と参詣道、②琉球王国のグスク及び関連

遺産群、③石見銀山遺跡とその文化的景観、④白川

郷・五箇山の合掌造り集落、の 4 ヶ所について行った

(4)。 

①紀伊山地の霊場と参詣道 

 この世界遺産は、霊場「吉野・大峯」、霊場「熊野三

山」、霊場「高野山」、参詣道（大峯奥駈道・熊野参詣

道・高野山石道）の資産から構成され、「紀伊山脈の文

化的な景色を構成する様々な拠点や一体的空間は、

東アジアにおける宗教的な文化の交流と発達を物語る

神道と仏教の間のユニークな融合である」こと他を評価

基準として、平成 16年 7月、世界遺産に登録された。 

世界遺産に登録されたプラス効果としては、「観光客の

増加」・「地域住民の一体感の高まり」・「市民参加でガ

イドを行うなど、市民全体のまちづくり活動の活発化」な

ど多かったが、「観光関連事業者の活発化」・「UIターン

者など人口増加」は効果が現れなかった。プラス効果を

生みだすプロセスとしては、平成 6 年に東紀州地域活

性化事業推進協議会が設立され、熊野古道「伊勢路」

の発掘・保存・活用による地域作り活動がスタートし、熊

野古道の魅力を地域内外に発信するための様々な取

組を実施すると同時に人材育成活動を実施してきたこ

とがあげられる。 

一方、マイナス効果としては、尾鷲市の林業者が、世

界遺産登録により森林を自由に伐採できなくなるなどと

主張し、自ら所有の森林の木竹に世界遺産登録に反

対するとの文言を書くなど、妨害行為を行ったことがあ

げられる。こうしたマイナス効果の抑制策としては、地域

遺産である「熊野参詣道伊勢路」と貴重な資産周辺の

文化的景観や自然環境を保全することが必要な地帯の

指定及びその優れた条件を活かした景観作りに必要な

事項を定めることにより、住民の生活を豊かにするととも

に良好な文化的景観を将来の世代に継承することを目

的として制定された条例で、緩衝地帯（バッファーゾー

ン）全体が区域として定められている。 

②琉球王国のグスク及び関連遺産群 

 この世界遺産は、首里城跡（那覇市）・園比屋武御嶽

石門（那覇市）・玉陵・識名園・今帰仁城跡・座喜味城

跡・勝連城跡・中城城跡・斎場御嶽の資産から構成され、

「数世紀もの間、琉球諸島は東南アジア、中国、韓国、

そして日本との経済的・文化的交流の中心地として貢

献してきた。」こと他を評価基準として、平成 12年 12月、

世界遺産に登録された。 

 世界遺産に登録されたプラス効果としては、「観光客

の増加」・「各市町村での文化財ガイド養成講座実施」

があげられる。プラス効果を生みだすプロセスとしては、

各市町村がガイド育成に取組むことで、リピーターの確

保を可能にしたこと、県と各構成資産の 7 市町村で世

界遺産関係市町村担当者連絡会議を組織し、保護・活

用について情報交換を行っていることが有効に機能し

ている。 

 一方、マイナス効果としては、南城市では来園者数が

登録前の 17 倍強に増加しており、オーバーユース（過

剰利用）となり資産の劣化が進んでいる。このような事

態を避けるために、各資産が所在する市町村で、ルー

ルやマナー等を記載したチラシの配布、看板の設置を

行っているが、共通したものがないため、保存管理計

画の策定やルール等を作成した。 

③石見銀山遺跡とその文化的景観 

 この世界遺産は、銀鉱山跡と鉱山町・街道・港と港町

の資産から構成され、「16世紀から 17世紀初頭の大航

海時代において、石見銀山の銀生産量は東アジア及

び欧州の貿易国と日本との間における重要な商業的・

文化的交流を産み出した」こと他を評価基準として、平

成 19年 7月に世界遺産に登録された。 

 世界遺産に登録されたプラス効果としては、「観光客

の増加」・「知名度の向上」があげられる。プラス効果を

生みだすプロセスとしては、ヒアリング対象の全ての団

体が、「市民の理解と気運を高める取組を行った」こと



 

 

や、太田市では公募により「市民プランナー」を約 200

名募集し、市民と行政が対等な立場で参加する「石見

銀山協働会議」を発足し、「石見銀山行動計画」を策定

したことなどがあげられる。 

一方、マイナス効果としては、観光客の増加によるゴ

ミ問題・交通問題・マナー問題があげられる。マイナス

効果の抑制策としては、県は「新たな規制・ルールを策

定した」、「関係機関の取組を強化した」こと、市は「住

民との対話の機会を増加した」、「事業者との対話の機

会を増加した」、「地域住民などによるボランティア活動

などの取組を強化した」との回答をしている。また、太田

市では、行動計画の策定を行ったが、予想を超えた観

光客の増加によるトイレの不足など、想定していなかっ

た問題も発生している。 

④白川郷・五箇山の合掌造り集落 

 この世界遺産は、荻町集落・相倉集落・菅沼集落の資

産から構成され、「自然環境に完璧に順応し、社会的・

経済的な存在理由を失うことなく存在し続けている伝統

的な集落の顕著な事例である。」こと他を評価基準とし

て、平成 7年 12月に世界遺産に登録された。 

世界遺産に登録されたプラス効果としては、「観光客

の増加」・「観光関連事業の活発化」・「知名度の高ま

り」・「地元を誇りに思う住民意識の高まり」などがあげら

れる。プラス効果を生みだすプロセスとしては、合掌造

り屋根の葺き替え事業における市民参加（結い体験な

ど）の場づくりなど、市民の理解と気運を高める取り組

みを行ったこと、観光客の増加に対応したゴミの持ち帰

りなど、関係事業者（観光事業者等）の意識啓発に取組

んだことなどがあげられる。 

一方、マイナス効果としては、観光客の増加によるゴ

ミ問題・交通問題・マナー問題が発生したこと、観光客

数の急増に伴うガイドの不足などがあげられる。マイナ

ス効果の抑制策としては、登録後には、「事業者との対

話の機会を増加した」・「観光客への意識啓発・モラル

徹底を強化した」こと、ガイド育成の実施などがあげら

れる。 

（２）事例研究から導かれるホスピタリテイ・マネジメント

上の成功要因と懸念要因 

①世界遺産登録とホスピタリテイ・マネジメント 

一般に、観光資源は、自然観光資源（自然景観・保

養、気象条件、動植物）、人文観光資源（歴史・文化、

伝統・芸能）、人的観光資源（故人、現代人）に分類され

る(5)。世界遺産は、これらの観光資源のうち、顕著な

普遍的価値を評価する世界遺産登録基準（文化遺産

基準、自然遺産基準）を満たす資源で、各国政府の推

薦に基づき、ユネスコ世界遺産センターが国際記念物

遺跡会議または国際自然保護連合の調査と専門的な

評価を経て、決定する。そして、各締約国は、「危機に

さらされている世界遺産」を始め、修復が必要な遺産に

対し、ユネスコから保護と援助を求めることができる。 

世界遺産に関し、日本では世界遺産登録が観光振

興策の一貫として推進されている場合が多いが、目先

の利益よりも、むしろ世界遺産の原点は危機的な遺産

の保護・保全にある(6)。 

しかし、世界遺産に登録された後は、登録前に比較

して、より多くの国内外の注目を浴び、観光客（来訪者）

が訪れる傾向にある。この観点から、適切な保護・保全

をしながらも、より多くの観光客を受け入れることが必要

になる。その際に、単に観光事業者として観光客対応

をするのではなく、地域と観光産業全体の両方で、ホス

ピタリテイ・マネジメントを実行することが、世界遺産の

価値を活用した、観光客の満足度を向上させることに

つながる可能性が大きい。 

②成功要因 

日本の世界遺産の 4事例の成功要因を整理すると、

共通した要因が幾つか存在することが分かる。 

（ア）観光振興・街作り・産業振興などの分野の事業を

総合的に展開する団体の設立 

 「紀伊山地の霊場と参詣道」に見られる、観光振興・

街づくり・産業振興などの分野の事業を総合的に展開

する団体「東紀州観光街作り公社」の設立（世界遺産登

録以前から）(7)、「石見銀山遺跡とその文化的景観」に

見る石見銀山協働会議の設置(8)があげられる。 

（イ）関係団体・住民による「行動計画」等の策定 

「紀伊山地の霊場と参詣道」に見られる「熊野古道ア

クションプログラム」、「琉球王国のグスク及び関連遺産

群」に見られる「世界遺産の保存・整備・活用に関する

基本指針」（国・県・市町村・住民の役割分担を含む）、



 

 

「石見銀山遺跡とその文化的景観」に見る「石見銀山行

動計画」があげられる。 

（ウ）世界遺産ガイド・地域人材の育成 

「紀伊山地の霊場と参詣道」に見られる「トレイン・ザ・

トレイナー」活動(9)、「琉球王国のグスク及び関連遺産

群」に見られる「那覇市史跡巡り案内講師」（「通称：案

内親方」）や「識名園ボランティアガイド」があげられるほ

か、「石見銀山遺跡とその文化的景観」・「白川郷・五箇

山の合掌造り集落」についてもガイド育成・ガイド体制を

整備してきている。 

（エ）観光関連事業者の意識啓発 

「琉球王国のグスク及び関連遺産群」・「石見銀山遺

跡とその文化的景観」・「白川郷・五箇山の合掌造り集

落」について、観光関連事業者の意識啓発が行われて

きた。 

③懸念要因 

一方、世界遺産登録に伴い、次の懸念要因が発生し

たが、いずれも対応策がとられた。 

（ア）観光客の増加による資産の景観・雰囲気・趣等の

悪化、ゴミ問題・交通問題・マナー問題 

（イ）高速道路等交通利便性の向上による環境の悪化 

（ウ）「行動計画」で想定していない問題（トイレ不足な

ど） 

（エ）観光客増加に対応できるガイドの数が不足 

 

５．世界遺産登録に向けたホスピタリテイ・マネジ

メント上の課題 

 「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録に向

けた準備が進む過程で、構成資産について国内外か

らの関心が高まり、遺産の保護・保全と併せて、増

加する観光客（来訪者）の満足度を高めるためのホ

スピタリテイ・マネジメントが、国内観光客・外国

人観光客それぞれに必要になる。 

 ここで、「ホスピタリテイ」の最広義の規定は、「人

類が創造的進化（creative evolution）を遂げるた

めの、個々の共同体もしくは国家の枠を越えた広い

社会における共生関係を成立させる相互容認、相互

理解、相互信頼、相互扶助、相互依存、相互発展の

6 つの相互関係を基盤とした基本的社会倫理であ

る」(10)とされる。そして、ホスピタリテイという

対面的相互作用を構成する要素は、A.物的要素群、

B.人的要素群、C.創造的要素群、D.機能的要素群の

4 つに分類できる(11)。世界遺産での観光客（来訪

者）を受け入れるに際し、これらの機能を発揮でき

ることが望ましい。 

A.物的要素群：「豊かな充実した雰囲気の中で楽し

く、美的・知的感動のひと時を過ごせる環境・快適

さを提供」する例としては、世界遺産自体の魅力の

他、世界遺産に対する理解を深めるために役立つ世

界遺産センターなどがあげられる。 

B.人的要素群：「客に示す人的に提供される態度的、

儀礼的、人格的な感じの良さによって与える精神的

満足感」の例としては、マナー、エチケット、観光

客（来訪者）に対する配慮などがあげられる。世界

遺産の周辺環境の保全（ゴミ問題・駐車場問題等）

に役立つマナー、エチケットや、構成資産の案内な

どが、世界遺産の場合の例となる。 

C.創造的要素群：「 hospitality culture と

hospitality spiritを基礎として等価価値を生むた

めに人的要素群と物的要素群をバランス良く調和さ

せることによって付加価値を加えること」の例とし

ては、世界遺産の独自ガイドや、地元との交流等旅

行満足度を高めるための「ホスピタリテイ溢れるも

てなし」があげられる。 

D.機能的要素群：「hospitality を提供する際に、

一定の契約条件のもとに行う労働行為で、経済価値

を生じさせ、消費の対象として成立し、客のニーズ

に見合う等価価値を生むもの」の例としては、観光

産業によるホスピタリテイ溢れるサービス提供があ

げられる（この機能は、「サービス」の性格をあわせ

持つ）。 

 そして、これらのホスピタリテイの機能を十分に

発揮するために、単発的なホスピタリテイ行動では

なく、地域・観光産業などによる「ホスピタリテイ

戦略」と、「計画→実施→評価→次期計画」という、

「マネジメント・サイクル」による経営管理が必要

となる。世界遺産については、次の項目がホスピタ

リテイ・マネジメントの内容としてあげられる。 

（１）地域をあげた世界遺産への取組 

①行政・住民・民間企業等から成る総合的な推進団

体の設立 

②関係団体・住民等による「行動計画」の策定 

③世界遺産ガイド・地域人材の育成 

④世界遺産の国内外への情報発信 

⑤地域の食・他の観光施設等を組み合わせた観光の

提案 

（２）観光産業（旅行、ホテル・旅館、交通等）の

ホスピタリテイ向上への取組 

①世界遺産を見て体験する旅行商品の開発 

②世界遺産の独自ガイド・地元との交流等旅行満足

度を高めるホスピタリテイの発揮 

③他地域の関連資産等と組み合わせた広域観光の提

案 



 

 

（３）外国人観光客向けの取組 

①世界遺産の海外向け情報提供（多言語対応） 

②外国語による世界遺産ガイド・地元との交流等旅

行満足度を高めるホスピタリテイの発揮 

③外国人観光客受入に向けた施設料金割引制度（石

見銀山の例）、エリアパスの企画販売（熊野古道の

例）など、国際観光客の利便性・満足度を高める

制度設計 

 

６．終わりに～今後の研究に向けた課題 

日本の主要な世界遺産登録の事例研究（文献・アン

ケート・現地ヒアリング）を基礎として、世界遺産

の集客効果・経済効果と、共通した成功要因や懸念

要因を分析し、世界遺産の登録後、構成資産の保護・

保全を最優先しながらも、構成資産の活用による地

域振興（観光・物産・雇用創出）と、構成資産の維

持管理費用の捻出が必要であることを検証してきた。 

 この研究を更に進め、①集客効果・経済効果を更

に高める「リピーター」の増加方法と、「明治日本の

産業革命遺産」に特徴的に見られる、②「稼働資産」

の保護・保全と活用の調和の図り方、③各構成資産

を巡る広域観光による地域振興の方法を取り上げて

いきたい。 

 

 

注 

(1)長崎県内の構成資産は、小菅修船場跡、長崎造船

所第三船渠、長崎造船所旧木型場、長崎造船所ジャ

イアント・カンチレバークレーン、長崎造船所占勝

閣、高島炭坑、端島炭坑、旧グラバー住宅の 8資産

である。 

(2)財団法人ながさき地域政策研究所(2013)「長崎市

の世界遺産実現による経済効果推計調査報告書」 

(3)国土交通省九州地方整備局・福岡県(2010)「産業

遺産を活用した広域連携及び多様な主体の連携によ

る地域活性化方策に関する調査」 

(4)財団法人ながさき地域政策研究所(2012)「世界遺

産官民協働事例調査報告書」 

(5)山上徹(2010)「観光立国へのアプローチ」,成山

堂書店,pp22-23 

(6)同書,p31 

(7)東紀州観光まちづくり公社は、三重県南部に位置

する東紀州地域の観光と産業の振興、街作りの推進

を目的として平成 19年 4月に設立された任意団体。

構成団体は、尾鷲市・熊野市・紀北町・御浜町・紀

宝町・三重県。 

(8)石見銀山協働会議は、地域住民を中心とするメン

バーが、「石見銀山のめざすべき姿」について話し合

いをするための会議として、世界遺産登録を目前に

した石見銀山の将来像を見据え、石見銀山の保全と

観光振興、人々の生活との理想的な共生を実現する

ために、平成 17年 6月に設立された。 

(9)トレイン・ザ・トレイナー（Train the trainer）

活動は、訓練する人（トレイナー）を養成（トレイ

ン）すること。現場の情況などを熟知した、より現

場に近い人を対象に養成することが望ましいという

学習方法（ユネスコも推奨）。 

(10)服部勝人(1994)「新概念としてのホスピタリテ

イ・マネジメント」学術選書,p.81 

(11)同書,p.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


