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　冬といえば静電気が起こりやすい季節。静電気とは、
物体にたまったまま動かない電気のことです。金属な
ど電気を通しやすいものに触れることで一気に放電し、
その際の衝撃が痛みとして感じます。冬になると、な
ぜ静電気が起こりやすいのでしょうか。静電気が起こ
りやすい理由の一つは空気の乾燥です。冬の晴れた日
は空気中に含まれる水分が少なく、静電気がたまりや
すくなります。さらに、冬は服をたくさん着こむため、
衣服同士の摩擦によって静電気が発生しやすくなるこ
とも理由の一つです。
　静電気を防ぐためには、部屋の湿度を高くするのが
効果的です。加湿器を使ったり、濡れた洗濯物を部屋
に干したりすることで、空気中の水分を補うと、静電

気を空気中に逃がしやすくなります。そのほかの対策
として、体にたまった静電気を逃がす方法もあります。
何か物に触れる前に濡れたハンカチなどで手を湿らせ
ると静電気が起きにくくなります。
　この先も太平洋側の地域は空気の乾燥する日が多く

　なります。不快な
　　　　　　　　　　　　　　　　　静電気を防いで、
　　　　　　　　　　　　　　　　　少しでも快適に
　　　　　　　　　　　　　　　　　過ごしましょう。

　　　　　　　　      　   世界が注目する中で、「米国第一主義」を掲げたトランプ氏が第 45代
アメリカ大統領に就任した。今年はその他にも、イギリスのEU離脱交渉開始、蘭、仏、独での選挙、
混迷の韓国での大統領交代選挙など世界中の政治、経済に影響を与える出来事が目白押しであ
る▼日本の観光業界も影響を受けざるをえない。特に為替の動向はインバウンドのみならず日本
人の海外旅行の行方を左右しかねない▼これまでマーケットはご祝儀相場で上がっておりドル高
に向かっているが先行きは不透明である。この傾向が続けばインバウンドには好材料だが、残念
ながら今のところ米国人の入国シェアは大きくない。もっと気になるのは、中国元の状況である。
足踏みする中国経済で外貨準備高が減少し、当局の買い支えにも関わらずドルに対して元安に動
いている。円に対しても元が安くなると日本への旅費や滞在費が高くなり、訪日客の4分の 1以
上を占める中国客の減速に繋がりかねない。韓国政治、経済の混乱によるウォンの動向も同様に
気になるところだ▼一方、円高は海外旅行市場にはプラスだ。しかし欧州でのテロや移民騒動、
中国や韓国での対日感情の緊張化でこれら方面への旅行は減速、伸び悩みで旅行業界は苦戦し
ている。国内旅行分野も、宿泊を伴う旅行が伸びない。原因の一つは、有名観光地や大都市の宿
泊施設がインバウンド増加の影響で予約し難くなった為だと言う▼観光産業は人の交流が自由闊
達に行われてこそ栄えることができる。今年の世界での出来事が人の交流を阻害する方向に向か
わないよう祈りたい。
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写真：文化庁 2009年「下伊那のかけ踊」調査報告書 より

静　電　気気象と
天気の話

　　　　　　　　　　酉年の文字の由来は果実が成熟
　　　　　　　　　した状態を表すとのことで、皆様
　　　　　　　　　にとって実りの多い年になること
　　　　　　　　　を期待しております。
　　　　　　　　　　今や日本中で、観光による地域
創生が試みられ、2020 年の東京五輪開催にむけて、訪
日観光客を4000万人にする目標がたてられています。
　観光客の誘致にはインターネットの口コミサイト
が威力を発揮します。 また、日本人の旅行スタイルも、
訪日外国人の嗜好も多様化し、従来型の観光施設では
なく個人のニーズに応える環境を求めるようになり
ました。
　一方、観光振興は、爆買いや一過性のサイト情報に左
右されずに、地域の文化を尊重し交流人口を増やし持
続的に地域に寄与する環境をつくることが本質です。
　本協会では、多様な視点で観光の情報を発信するた
めに、定期的に観光立国フォーラムを開催しています
が、本年は特に広域観光振興として街道観光や、歴史を
発掘する城郭観光を新たなテーマとしてとりあげ、海
外へも発信する予定です。
　同時に、駐日外国公館で大使や領事による観光の勉強
会も継続しますので、更なるご協力をお願いいたします。

　JNTOの発表によると、2016 年の訪日外客数は前年比
21.8％増の2,403.9万人で、統計開始の1964年以降、最多
の訪日客数となった。しかし、伸び率は2014 年 29.4％
2015 年 47.1％から21.8％に縮小した。今後更に勢いが弱
まれば、政府が目標にする「2020 年までに訪日客 4,000 万
人」の達成が危うくなりそうだ。クルーズ船寄航数の増加や
航空路線の拡大、これまでの継続的な訪日旅行プロモーショ
ンに加え、ビザ発給の緩和、消費免税制度の拡充等が、主
な増加要因として考えられる。市場別では、主要 20市場の
うち、ロシアを除く19市場が年間での過去最高を記録した。
中でも訪日客の4分の１を上回る中国は前年比 27.6% 増
の 637万人に達し、昨年同様最大訪日旅行市場となった。加
えて韓国が初めて500 万人を、台湾が初めて400 万人を
超え、香港を加えた東アジア4市場は、前年比 23.1％増の
1,700 万人超となった。欧米豪９市場は前年比 17.7％増の
295万6千人と300万人に迫る規模となり、堅調に増加した。
　又、観光庁の発表によると、2016 年の訪日客の旅行消費
総額は前年比 7.8％増の 3兆 7476 億円。年間では過去最
高だが、伸び率は15年の 71.5％から大きく縮小した。
　2017 年は、米国のトランプ大統領誕生を始め、英国の
EU離脱、韓国の政情不安、欧州各国の政権交代の可能性
がある選挙など、政治的にも経済的にも影響を及ぼす可能
性のある出来事が続き、予断を許さない状況だが、世界の
観光に与える影響、とりわけ我が国の、インバウンドブーム
への影響はどうか、注目したい。
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人と都市・観光の地球時代を市民が支える！
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2016 年 訪日外客数 過去最高の 2,403.9 万人！
伸び率は 21.8％で前年 47％から鈍化。
爆買い消費総額は過去最高も伸びは失速。
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反対した。現職有利と見られていたが投票日直前に在米
イギリス公使が不用意に“イギリス政府はクリーブランド
の再選を希望する”旨の文書を出したため、大衆の愛国心
を刺激し、僅差で敗北した。しかしハリソンは、第23代大
統領として公約通り一般関税を引き上げたため、生活必
需品の価格が高騰し国民の不評を買った為、1892年の
大統領選ではクリーブランドが大勝した。
　この時代は、マーク・トウェインが「金ぴかの時代」
と名づけ、政財界の腐敗が激しかった。既存の共和・民
主の両党に対する不満が大きく、人民党という第三政党
が結成された。この年の大統領選では西部の農民を中心
に一般投票で百万票を集めて侮れない政党に成長しつつ
あった。クリーブランドが2度目に大統領に就任後は、
生憎、恐慌に見舞われ、財政破綻の危機を招いた。
　1894年に起こったプルマン寝台車会社の労働者のス
トライキで、会社側の要請を受け連邦軍を派遣してスト
鎮圧を企てた。このような反労働者性を露骨に示しこと
などが影響し、96年の大統領選では民主党の指名は得
られなかった。
　なお、クリーブ
ランドは歴代大
統領中、最も晩
婚で（49歳）、一
期目の途中で大
統領としてはた
だ一人、ホワイ
ト・ハウスで結
婚式をあげた。

JN協会特別顧問 (空港施設㈱代表取締役社長)    丸山　博

　あけましておめでとうございます。
　昨年の訪日外客数は、2400 万人を超えました。一昨年ま
での誘致目標が、2020年までに2000万人でしたから、4年
前倒しで目標を達成したことになります。これを受け、昨年
3月に決定された「明日の日本を支える観光ビジョン」では、
訪日外客の誘致目標が、2020 年に 4000 万人 2030 年に
6000万人とされました。
　国土交通省は、実質的に日本の空の表玄関となりつつある
羽田空港で、訪日客 4000 万人のための環境整備のため、
2020 年までに、３．９万回離発着枠を拡大するなどの機能
強化を図ることとしています。羽田空港で仕事をしておりま
すと、2020年オリンピックイヤーに向け、着々と訪日外客
数4000万人時代への準備が進んでいることが、手に取るよ
うにわかります。国際ターミナルの横では、すでにホテルが
開業しています。総客室数 1700 に及ぶホテル群も、空港隣
接地域に 2020 年までに開業予定です。国内線ターミナルで
も国際線にも対応できるよう機能強化が図られることに
なっています。空港で仕事をさせていただいている私どもも、
訪日外客数 4000 万人時代に向けての環境整備の一翼を担
いたいと願っております。

年頭にあたって

「観光立国」飛躍の年に

　新年おめでとうございます。年頭に当たり、皆様のご健勝
ご発展を祈念申し上げます。
　昨年は外国人訪日観光客が 2000万人の大台を超えた
（2403万人）節目の年となりました。今年は新しい 2020年
訪日外国人客 4000万人達成に向かって、また国内観光客
の 9 割を占める日本人観光客を低迷状況から脱却させる
べく日本の観光を飛躍させる年にしたいと思います。その
ためには、深刻化してきたホテル（特に都市）の需給緩和が
緊急の課題です。このため、ホテルの増強は勿論、稼働率の比
較的低い旅館の活用、民泊の拡大等の総合対策が必要です。
　これまでの各宿泊施設別の沿革的理由からの規制基準の
あり方（相違）を見直し適正化すること。民泊等には新しい
基準を設ける等して、全宿泊施設の規制・基準を統一して
競争基盤を整えて発展させる基盤づくりが今後の観光発展
の成否を握っていると考えられます。
　このため、今年を「宿泊施設新秩序」確立等による観光基盤
整備の年としなければなりません。宿泊施設は観光を質量に
わたり充実させる原動力となるものであり、その充実を実現し
今年を「観光立国」への飛躍の年としたいものと思います。

JN協会特別顧問　　　観光庁参与　　　本保　芳明
国連世界観光機関駐日事務所代表　　　

JN協会副理事長（東海旅客鉄道（株） 相談役)  須田　寬 JN協会副理事長（元 日本航空 副社長）  　横山　善太
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スティーブン・グロバー・
クリーブランド

　バラク・オバマ大統領は建国以来、44代目のアメリ
カ大統領である。歴代の大統領でただ一人２度大統領を
務めた人物がいるので、43人目の大統領となる。その
唯一大統領にカムバックを果たした人物は、第22代の
大統領を一期務めた後、二期目の選挙で破れ、その次の
　　　　　　　　　　　大統領選に再挑戦して当選。第
　　　　　　　　　　24代大統領に返り咲いたグロー
　　　　　　　　　　バー・クリーブランドである。ク
　　　　　　　　　　リーブランドは貧しい牧師の第五
　　　　　　　　　　子に生まれた。
　　　　　　　　　　　大学には進学出来なかったが、
　　　　　　　　　　苦学の末、弁護士の資格をとり、
　　　　　　　　　　ニューヨーク州北部で活動してい
　　　　　　　　　　た。1881年に民主党から推薦さ
　　　　　　　　　　れ、バッファロー市の市長に当選
　　　　　　　　　　した。その後ニューヨーク州知事
　　　　　　　　　　にも選ばれ、行政改革や反ボス政
治の姿勢が評価されて、1884年の大統領選挙に民主党
の大統領候補として立候補し、当選した。リンカーン大
統領以来24年間続いた共和党政権が倒れ、久しぶりの
民主党政権の誕生である。在任中の最大の争点は関税問
題であった。
　クリーブランドは共和党の高関税政策は消費者に不利
をもたらすとし、関税の軽減を主張した。再選を目指して
1888年の大統領選に望んだ。一方、共和党のＢ・ハリソン
候補は、関税引き下げはイギリス製品を有利にするとして

シカゴの軍隊が出動したプルマンストライク

「大統領を 2度務めた男」

元 JTB 取締役　北村  嵩

アメリカこぼれ話
　　　　　　47

　海外へ出かけると暇を見つけては友人や家族に絵葉書
を書く。もう半世紀以上も昔の年の瀬に、パーレヴィ国王
治世下のイランから友人に宛てて絵葉書に「謹賀新年」と
書いて送ったところ、日本国内までハイ・スピードで配達さ
れた。年内に受け取った友人から、一番早い年賀状を受け
取ったとジョーク交じりに礼を言われたことがある。
　想定以上に速く郵便物が届けられる国がある一方で、
万事スピード化時代にあって随分のんびりと時間をかけ
て配達される国もあり、各国の郵便事情もさまざまである。
つい最近もあまりにもスローモーな航空便に流石に驚き、
どうにも現実感が伴わなかった。
　その悠長な航空便とは、カリブ海の小島キューバから
送った絵葉書である。出国の折ハバナ空港の郵便ポスト
に投函した３枚の絵葉書が、どこをどう彷徨ったのか、は
るばる日本へ届けられたのが、何と３か月以上も経った後
だった。正にギネスものである。８月31日に投函して、奇し
　
　

くも３通とも揃って12月５日に横浜、奈良、福岡各地で
受け取られた。日本とは直行便がない国とは言え、あま
りにも多くの時間を費やした。だが、不審に首を傾げて
いた知人も、受け取ってみると却って良い思い出になる
と喜んでくれたし、絵葉書を手に取る前にすでに帰国し
た差出人の私に会った友人の如きは、頻りに「まだもらっ
てないぞ」と急かせていたが、受け取った後は、むしろ話
のタネになるとはしゃいでいた。
　独自路線を歩む社会主義国キューバでは、社会イン
フラの整備が遅れて今でも郵便事情は決して良いとは
言えない。それにしても万事スピード化の現代社会に
あって、ほのかに旅情を伝えてくれる異国情緒たっぷり
の絵葉書が、色あせたころに届けられる郵便事情は何と
かならないだろうか。航空便にしてこれほど時間がかか
るなら、海路船便なら一体どれくらいの時間がかかるだ
ろうか。一度試してみたいものである。

エッセイスト　  近藤 節夫 

浮世離れの航空郵便COLUMN

　明けましておめでとうございます。
日明「 、りなと年の心中の題話がドンウバンイ、も年昨　

の日本を支える観光ビジョン」の 4千万人、6千万人の大
目標で始まり、2千 4百万人台達成で終わったように思わ
れます。
　個人的には、2020 年 4千万人は難しく、3千万人台前半
と思っていますが、インバウンドの着実な増大が暫く続く
ことは間違いなく、日本人とは異なる巨大な客層の存在が、
日本の観光産業を大きく変革させるものと見ています。
　その中で、期待し大きな関心を抱いているのは、外国人
需要に誘発された長期滞在型観光システムの確立、革新的
な新サービスの登場です。これらが実現すれば、特定の
ピーク時の需要に依存し、サービス変革に乏しく、停滞気
味の日本人の国内観光が大きく活性化し、真の観光立国へ
の道が拓けるのではないかと期待しています。

　先が良く見えない、それだけに楽しみな新年となりました。
昨年、年始のご挨拶で混沌とした時代の到来に「哲学」が必
要だと思うのですが進展が見られないのはノーベル賞に「哲
学」がないからではないかと揶揄しました。
　今回ノーベル賞を受賞された大隅先生は受賞に当り先生の
哲学をお話になり、小生の呟きは一蹴されました。先生は「私
は気が弱いので競争する様な事は出来ないので、独自の分
野を研究することにした結果であります。」と、これは「研究者
は（必ずしも）競争心を煽られて、真理を深めるのでは無いの
です。」と。
　競争が人間の進化を深めるが如き社会事象に対する批判
を控え目に表現したものでした。先生は更にストックホルムで
の記念講演で「研究の成果が直ぐ産業や生活に具体的に役
立つわけでは有りません。我々研究者は原理を研究する仕事
をしておりますがその事を理解頂いていることに感謝しており
ます。」自然科学者の普遍的哲学が語られたわけであります。
　私は常々資本主義が危ういにも拘らず、競争原理と云う品
位を欠く発想、人間の尊厳を汚す考え方が気に入らないだけ
に、大隅先生の発言に喝采を送りたいと思いました。
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“ 観光列車 ” をみる　①

― その経緯 ―
　「鉄道」は「観光」と密接な関係をもって発展してきた。
へとくに日本では明治時代から「鉄道」（旧国鉄）が「観光」を
主導してきたといっても過言ではない。「観光」はその性
格上公的主体の施策に依存する面が強い。とくに国際観
光は国の外交政策、経済政策の一環としてすすめられる
ことが多かった。
　明治４５年最初の国際観光旅行あっせん機関－公設
旅行社－としてJTBを設立したのも当時の国（鉄道院）
であった。のちの鉄道省は省内に観光局を設け国内外の
観光振興に努めた経緯がある。
　「鉄道」と「観光」の関係については平成 24年に本会
報に２年間にわたってその経緯について連載させていた
だいた。近年「観光立国」の旗印のもとに国をあげて観
光推進に取り組むようになった。旧国鉄から脱皮した
JRをはじめ国内の各鉄道会社は観光推進に注力しその
中心的役割を果たしつつある。最近各地に新幹線の開
業があり、それに刺激されて主な観光路線に「観光列車」
が運行されるようになり、その数100をこえ、益々増加し
ている。なかには地域を代表する観光資源となったもの、
季節の風物詩として地域の観光シーズンを象徴するよう
になったものも登場している。そこで観光列車100件到
達を機に、各地の「観光列車」のうち特色あるもの、観
光資源としての評価の高いものを概観してみたいと思う。

（観光列車の歩み）
　鉄道は公共機関として国の観光施策の推進役としての
役割を担ってきたが、その商品としての「列車」は「観光」
と次のようなかかわりをもつ。

　①観光地への「アクセス（到達）手段」としての役割
　②観光の「付加価値」を高める役割

）るよに等内案のそや観景の線沿るみらか車列（   　
　③鉄道「利用（乗車）そのもの」が「観光」となる役割

　「観光列車」は、この三つの役割のうち主に②、③にあた
るものが多く、近年急速に発展してきたものである。①は
鉄道発足以来どの鉄道も、自然に果たしてきた基本的な
鉄道の機能であり、②も鉄道初期の頃から次第に観光効
果を高める働きをしてきた。とくに「観光」を意識した列
車として記録に残るのは①、②の役割の列車からである。  
　明治 30年前後から主な鉄道に季節による「観楓列車」、
「観桜列車」、「観梅列車」等が運行され始めたとされる。
　しかし本稿でとりあげる③の役割を中心とする本格的
「観光列車」は昭和 5年の名古屋―下呂間に運行された
ものが嚆矢ではなかろうか。

観光学博士  寺前秀一

　　　　　　　　　　　　　　   

入省。運輸政策局観光部旅行振興課長などを経て11年
鉄道局次長、12年9月航空局長。15年9月に現職。60歳。

　米国の大統領に共和党のトランプ氏が就任しました。
　日本の観光行政にどう響きますか？
　予想外の結果でしたね。当面は円高などになって外国
人旅行客に影響が出るかもしれませんが、長い目で見れ
ばそれほどの影響はないのではありませんか。私たちは
与えられた状況の中で淡々と仕事を進めてゆきます。
　日本への外国人旅行客が予想以上に早く10月末で  　
　2000万人を突破しました。この数字をどう見ますか？
　10年ほど前の小泉内閣の時に観光立国宣言をした時
には400万人でした。それが５倍になったということは
うれしいですね。リーマンショックの11年３月には600
万人に落ち込んでおりその後の変化は大変なものです。
２千万人などはとてもいかないだろうと思っていた人が
多かった中での快挙です。しかし、フランスは８千万人
で米国やスペインでも７千万人の旅行客でにぎわってま
す。世界から見るとまだまだと思います。
　この数字が出た要因は何でしょうか？
　いくつかの要因があると思います。この数年でアジア
新興国が素晴らしい経済成長を遂げました。生活水準も
上がりました。旅行をしようという需要が生まれてきま
した。そこに格安旅客会社（ＬＣＣ）が増えてきて日本
へ来やすくなった。東南アジアからの旅行客の６割がＬ
ＣＣで来ています。旅行需要の拡大と交通手段がマッチ
したことが大きいですね。さらに言えば第二次安倍内閣
で３本の矢の一つとして観光が注目されて政府が力を入
れてくれました。観光ビザの緩和や買い物での免税品の
拡大などがありました。金融政策により円安になったこ
ともプラスでした。さらに海外からの観光客を招くため
に政府観光局（ＪＮＴＯ）が各国に観光客の誘致運動を
してくれたことの効果も出てきました。
　2020年に４千万人、2030年に6千万人の目標を「明  
　日の日本を支える観光ビジョン」で打ち出していま
　すが、実現しますか？
　観光客の数字も大切ですが、私は観光客が落とす消費
額も大切だと思っています。３年前は１兆円、２年前が
２兆円、昨年は３.５兆円になりました。この数字は電
子部品、鉄鋼部品、自動車部品の輸出額に並ぶものです。
これだけの数字を稼いでいることは人口が減っている中

霞  が  関  通  信

観光立国を支える人たち
2000万人は4000万人への道筋
これからが本番

田村  明比古 氏     観光庁長官 

ユーバー

　米大統領選挙時にカリブ海諸国を空路で回った。航空
券、宿はネットで手配し、現地ではスマホを活用した。利用
者の９割を占める米国人にとってカリブ海クルーズは国
内旅行の延長感覚である。横浜からの沖縄、台湾航路と距
離的には同程度のものだから、巨大な需要を生み出す中
国人利用者が増加すれば、極東の大産業に発展する。米
人出国はニューヨーク、マイアミ等上位10都市で76%を占
める。邦人出国率も東京26%、神奈川20%等都市部に集中
する（ボトムの青森は2.8%、秋田3.1%等）。なお、泊食分離
が検討されているが、クルーズは典型的なオールインワン
であり、クルーズ客は宿泊を伴わないので国際旅行統計
では大半除外されていることを日本の観光地は認識して
おいた方がいいだろう。
　カリブ海島嶼部で人
口百万人を超える地域
はキューバ、ドミニカ共
和国、プエルトリコ、ジャ
マイカ、トリニダートド
バコである。1人当たり
のGDPが2万ドルを超
える地区はプエリトルコ、バハマであり多くは1万ドル以下
である。クルーズ客到着数百万人以上の地域は、バハマ諸
島、コズメル（メキシコ）、米領ヴァージン諸島、セント・マー
チン、ケイマン諸島、ジャマイカ、プエルトリコの順である。
航空機到着客数（Stop-over）百万人以上の地域は、ドミニ
カ共和国、キューバ、ジャマイカ、プエルトリコ、アルバの順
である。国際観光収入の上位国がドミニカ共和国、バハマ、
キューバ、ジャマイカ、アルバの順であるから、航空旅客の
数が影響する。例えばバハマでは航空旅客は1500米ドル
消費するのに対して、クルーズ旅客は80米ドルである。　
　キューバを除くクルーズの延べ訪問客は2千4百万人、こ
れに延べ450万人のクルーズ船従業員が加えられる。一港
の1人当たりの平均滞在時間が4～5時間であり、乗客1人
当たり支出額では104米ドルと予想外に小さいのである。
内訳は時計・宝石が3割と免税品のようであり、タクシーは
4ドル未満であるから概して遠出はしていないのである。

でアベノミクスの大きな柱になっていると自負してい
ます。こうしたことからも官邸が力を入れてきてお
り、全省庁が協力するようになってきました。内閣府
は外国人の観光客のために迎賓館をオープンし、国立
公園なども入れるように環境省が協力してくれます。
総理自らが観光に力を入れてくれることは４千万人へ
の実現も可能です。

）１（ 記行旅足け駆海ブリカ
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経済ジャーナリスト　阿部  和義
東京都出身。東大法学部卒。
1980年運輸省（現国土交通省）

写真所蔵：
名鉄資料館

押切町 -鵜沼 - 下呂の位置

ケイマン諸島　クルーズ船が見える

う ぬ まおしきりちょう

　昭和５ 年、国鉄高山線が岐阜―下呂間に開通した。
その時期運行された、当時の名岐鉄道（現名鉄）犬山
線と国鉄高山線にわたる国社直通の臨時列車がそれであ
る。即ち名古屋市押切町から犬山線（新）鵜沼まで貸切
臨時電車として運行、鵜沼か
ら貨車授受線を通って国鉄高
山線に入り下呂まで S L けん
引（パンタグラフをおろし客車
として運行）の国社直通列車と
いう異例のものであった。
　車内は畳敷きとし天井から
提灯を下げ車内も座布団敷
き、和風の内装としたなかで
食事を楽しみつつ（芸妓も入っ
たといわれる）下呂まで運行
し、「走る宴会列車」といわれ
た。当時の写真も今に残る（貸　
切の臨時列車だった由だが、
当時の地元と鉄道会社の強い要望で実現したという）。
　その後戦時体制となり、「観光列車」の発展はみられ
なかったが、昭和 25 年国鉄盛岡管理局で戦時中座席車
に改造した３軸ボギーのもと寝台車を畳敷きのお座敷客
車に改造・車内で観光イベント等を開く等して運行した
記録がある。その後 40 年代に入ると国鉄は地方の主な
鉄道管理局にお座敷列車を編成単位で常備し、貸切観
　

　

光列車として連結するようにした。これがのち洋風のサロ
ンカーにも発展し国鉄からJR 各社に引継がれ、さらに
様々な趣向のものが開発され民鉄にも波及する。
　東北、山陽、九州に新幹線が開業すると観光客のウエ
イトの高い路線となったこともあって、観光地への連絡列
車の強化が求められた。このため新幹線連絡の「観光列
車」が「アクセスの過程を楽しい列車で」から一歩進ん
で「乗ったときから観光地」をめざして新幹線関連の北陸、
東北、九州等を中心に急増するようなった。
　その主なものを順次ながめていきたいと思う。
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マツダスタジアム

54

　　2016 年、プロ野球の広島東洋カープが 25年ぶりの
リーグ優勝と日本シリーズ進出を成し遂げ、地元広島県は大
いに活気づいた。25年といえば四半世紀で、20代以下の
ファンや県民の多くが生まれて初めてカープの優勝を目にし
たことになる。ファンや広島県民にとっては、それくらい待ち
に待った優勝であった。
　最後にカープがリーグ優勝したのは1991 年で、このとき
の優勝経験をもつ現役のカープ選手は、もはや一人も残っ
ていない。5年後の 1996 年にはペナントレース中盤まで首
位を独走しリーグ優勝の一歩手前まで来たが、長嶋茂雄監
督（当時）が率いる読売ジャイアンツに大逆転優勝を許して
しまった。その後のカープは、15年連続のＢクラス（4位以
下）を記録するなど、停滞期が続いた。
　2009 年にいまの本拠地球場、マツダスタジアムがオープ
ンしたことがカープにとって一つの転機となった。老朽化し
ていた旧広島市民球場に替わって、米国のボールパークを
参考にしてつくられた総天然芝の開放的なオープン型球場
で、その快適な観戦環境などから観客数は急増。旧広島市
民球場時代には平均 110万人程度だった年間観客動員数
が、オープン初年（2009年）には187万人に急増。その後も、
年間 150万人を上回る観客が球場に足を運んでいる。
　2015年には、大リーグから黒田投手、阪神タイガースか
ら新井選手といったベテランの復帰もあってファンの期待が
高まり、年間観客数は初めて200万人を突破した（211万人）。

　2016年のカープは、6月に11連勝するなど破竹の勢い
で勝ち星を積み上げ、7月以降はほぼ独走状態で優勝を成
し遂げた。レギュラーシーズンの主催試合の観客動員数は
約 216万人とカープ歴代最高を更新。加えて、クライマック
スシリーズ 4試合と日本シリーズ 3試合が初めてマツダス
タジアム（広島市）で開催されたことから、この観客数を加え
ると年間約 237万人に上る観客が球場に詰めかけた。広島
県の人口が 280万人程度であることを考えると、大変な数
の観客がスタジアムを訪れたことになる。
　盛り上がったのはスタジアムばかりではない。リーグ優勝
後の2016 年 9月から11月にかけて県内各地の商業施設
等で優勝セールが催され多くの買い物客で賑わった。 とりわ
　

け９月10日のリーグ優勝決定直後のセールは盛況で、広島
市内の百貨店・ショッピングセンターなどでは元日初売りの2
倍に達する売上高を記録する店や、開業以来の最高の「1日
当たり売上高」を記録する店舗もあらわれるなど、近年まれ
にみる盛り上がりとなった。
　また、11月5日には広島市内中心部の平和大通りで41
年ぶりの優勝パレードが催され、沿道には約 31万人のファ
ンが押し寄せカープ選手に声援を送った。パレード後にマツ
ダスタジアムで開催された「優勝報告会」にも別途 3万人余
の観客が詰めかけ、球場はチームカラーの赤で染めあげら
れた。
　こうした盛り上がりのなか、中国電力（株）エネルギア総合
研究所では日本シリーズ終了後に、広島県における2016
年の広島東洋カープの経済効果を試算した。具体的にはカー
プの広島県内での試合開催に伴う観客の消費と、優勝セー
ルやパレードなど優勝関連イベントに伴う消費支出を推計し、
それに起因する経済効果を、「広島県産業連関表」という経
済統計を利用して算定した。試算結果によると、広島県での
経済効果は年間約 340 億円（前年比約 92億円増）となり、
これに伴う雇用効果は年間約3,250人（前年比約870人増）
に上ることが分かった。この数字は、黒田投手の復帰で観客
動員数が大幅に増えた前年（2015 年）を大幅に上回る試算
結果で、経済効果、雇用効果ともに過去最高となる。大幅増
加の主な要因としては、

①レギュラーシーズンの観客増加で消費が伸びたこと（いわ
ゆるカープグッズの販売も含む）、②リーグ優勝および日本シ
リーズ進出に伴い、クライマックスシリーズと日本シリーズの
計７試合がマツダスタジアムで開催されたこと、③カープの
優勝で消費マインドが刺激されるなか、県内各地の商業施
設等でいわゆる優勝セールが催され大いに賑わったこと、④
41年ぶりの優勝パレード・優勝報告会が催され多くの人出
があったこと、などが挙げられる。
　カープの2016 年の経済効果、雇用効果はともに広島県
経済の0.2％を占めるに過ぎないが、カープの活躍がファン
の消費を大いに促し、地域経済を活気づかせた貢献は小さ
くない。また、「カープ女子」といった言葉が流行しているよう
に、いま関東地方をはじめとして広島県以外の地域でもカー
プファンが増えているようだが、今回のカープ優勝でこれま
で以上に多くのファンが広島県外から広島を訪れ、ホーム
ゲームでの応援を楽しむことになれば、地元での経済効果は
一層大きくなろう。遠来のファンには、野球観戦のほかにも、
広島の食や歴史・文化をじっくり楽しんで帰っていただきた
いものである。そのための PR や環境整備もまた重要である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森岡隆司）

25年ぶりのリーグ優勝で盛り上がった
広島東洋カープの経済効果
～広島県で年間３４０億円～

資料：新聞情報ほか
広島東洋カープの観客動員数の推移

広島県におけ
る   2016 年の
広島東洋カー
プの経済効果

年

2016 年
（再掲）レギュラーシーズン　 　  278                  2,640                  　　 216（3.0）
（再掲）CS+日本シリーズ　　　    21                     200                　　     22（3.1）
（再掲）優勝セール・パレード等　　　   41                    410                  　　　　-

（参考）　２０１５年　　　　　　　　  248                  2,380                 　　   211(3.0)                      4 位

340 3,250 237(3.0)

経済効果
（億円）

雇用効果
（人）

観客動員数（万人）
（）内は１試案当たり〈実績〉

カープの
リーグ順位

優 勝

　「カラオケ」なるものが何時誰によって発明されたのかは知らない
が、今や海外でも日本文化を代表する娯楽の一つになっているよう
だ。私は現役の頃付き合いで仕方なくやったことはあるが、自ら進ん
でカラオケを歌ったことはほとんど無かった。本欄で以前言及した
「寅年会」の仲間にはカラオケ大好きという者が何人か居て、幾度か
誘われたものだが「俺はあまり好きじゃないから」と断るのが常だっ
た。それが今は彼らのカラオケ会の常連になっている始末で、その
きっかけは胃カメラの検査である。 私は 75 歳を過ぎてから認知症
検査以外人間ドックの類は一切止めて、特別辛い症状でも無ければ
医者にも行かず好きなように生きて、もっぱら天命を待つことにして
いるのだが、以前は年２回欠かさず検診をうけていた。　

　ある時胃カメラの検査で慢性胃炎があるといわれた際、 医者が
てくなま飲どな薬はれこ「 はにう言 もカラオケでも怒鳴っているほう

。たれくを本ういと」法康健ケオラカ「 でとこのと」よすでいいが
それでカラオケ大好き仲間に参加する次第となったが、  確かにカ
ラオケを歌っている最中は何か悩み事があっても考える余裕がな
い。大きな声をだす機会も普段は無いので肺活量にプラス、毎回
同じ歌という訳にいかないから新たに歌詞やメロディを覚えるのは
脳を使うという訳でなかなかの効用がある。家で練習していると声
楽をやっている家内が「あなた音程が変だわ」とケチをつけるの
でトイレにこもって歌っていたが、人間やはり努力が大切で最近は
家内がたまに褒めるようになった。そして何よりの効用は大声を発
してストレス発散した後、仲間と酌み交わすお酒の味である。
　カラオケなどバカにしている方、一度お試し下さい。

in Japan 60

「カラオケ」の効用

小田急電鉄㈱　特別社友　利光　國夫

中国電力株式会社 エネルギア総合研究所

ジが浮かぶが、祭
りの屋台は奉納踊
りなどのための移
動式の簡単な屋根
付き舞台だった。
   交差点などで複

合って囃子を激し
く競う｢ぶっつけ｣が見ものだ。 笛や太鼓の調子を狂わせず競
演し、周りは提灯や歓声ではやし立てる。毎年 10月鹿沼秋ま
つり行事で催され16年は30万ほどの人出でにぎわった。
　市は登録記念式典を開いて盛り上げ、同市文化活動交流館
で2月上旬まで祭礼の歴史や保存継承資料を展示する。
　ユネスコの無形文化遺産は06年に創設し、芸能や祭り、
伝統工芸技術など250件以上が登録されている。日本は08
年登録の能楽、人形浄瑠璃文楽、歌舞伎をはじめ、雅楽、小千
谷縮・越後上布、結城紬、アイヌ古式舞踊、和食、和紙など
22件が登録済みだ。今後、書道、和服、木造技術、将棋、俳句、
海女など登録を目指す動きがある。

　全国 18 府県伝統の山車祭り33 件が｢山･鉾･屋台行事｣
として2016 年 12月、ユネスコ無形文化遺産に一括登録さ
れた。八戸 ( 青森 ) 新庄 ( 山形 ) 川越 ( 埼玉 ) 佐原 ( 千葉 )
の山車行事、秩父 ( 埼玉 ) 高山 ( 岐阜 ) 花輪 ( 秋田 ) の屋台、
博多祇園 ( 福岡 ) の山笠や長浜 ( 滋賀 ) 唐津くんち ( 佐賀 )
日田祇園 ( 大分 ) の曳山行事などで、いずれも国の重要無
形民俗文化財だ。祭りの呼び名は山車、屋台、曳山、山あげ、
車山、ダンジリ、山笠などいろいろだがどれも山車の一種で
本来｢出しもの｣の意味という。京都祇園の山鉾行事と日立風
流物はすでに登録済みだが今回の一括登録に組み込まれた。
　登録の一つ、栃木県鹿沼市の｢鹿沼今宮神社祭の屋台行事｣
はこれまで全国的に地味な存在だったが、聴衆の目の前を
勢いよく通る屋台の魅力が若者らの関心を呼び、人気は上り
調子だ。江戸時代から200年以上受け継ぐ屋台も多く、繊細
かつ豪壮で迫力ある彫刻で飾る27台(16年は24台)が町中を
練り歩く。｢屋台｣というと仕事帰りの一杯やラーメンのイメー
　

NEW  SPOT

鹿沼屋台遺産
だ   し

や    ま

ふう

りゅうもの

ほ こ

（文・ 写真  林  莊祐）

JN協会観光立国セミナー（ 於：海事センター）
第 128 回（12/9）「観光資源としての不可能立体錯視」

明治大学研究・知財戦略機構 特任教授 東京大学名誉教授     杉原　厚吉 氏
                 　

　不可能立体とはありえない立体の印象、だまし絵など不可能図形のことで
あり、不連続のトリック、曲面のトリック、非直角のトリックなどがある。何故
なら画像には奥行きの情報がなく、人間は直角が好きで錯覚しやすく、あり
えない動きがみえるのである。錯覚を利用した観光資源としては無限階段や
ゆがんだ家などがあるが、有名なものとしては四国屋島のお化け坂ドライブ
ウェーや韓国済州島のミステリー道路など上り坂を下り坂と錯覚する場所が
観光スポットになっている。済州島では多くの観光客が写真を撮るため駐停
車するため渋滞が生じ、普通車用の迂回バイパスが出来ている。他に観光
資源としての可能性があるのは、撮影スポットによって図形が変わるモニュ
メント、大型遊具、だまし絵立体建物、だまし絵迷路、ミステリー道路がある。
不可能立体には第 1世代のだまし絵から2不可能モニュメント３変身立体
４透身立体５トポロジー攪乱立体まで段階があり、いずれも「数理的性質」
や「心理的性質」を利用している。

第 129 回（1/20）「利用者・観光客から見た築地市場」

元朝日新聞記者、日本旅行作家協会会員、JN協会会員　　 　林　荘祐 氏

　最初に市場の位置や建物の配置、場内と場外の違い、使用している独特
の車など概要の説明があり、次に豊洲移転を打ち出した2009 年東京都中
央卸売市場発行の「築地市場の移転整備」の内容紹介とそれに対する疑問
点の話があった。築地市場の元祖は日本橋と京橋であり、大阪の佃から始
まったエピソードと歴史、その史跡が紹介された。市場が現在の築地に移転
したのは関東大震災がきっかけである。場外市場 460 店舗は豊洲に移動せ
ず昨年 11月に場外築地魚河岸がプレオープンした。なぜ移転に待ったが
かかったのか、小池都知事の記者会見での発言、盛土の問題や土壌汚染の
調査結果などが考えられるが、背景には流通チャンネル多元化と市場外流
通増大がある。場内市場のみの移転で誰が得をし、損をするのか、じっくり
考える必要がある。築地市場の跡地は、大駐車場にして、後に商業施設やマ
ンションなど大規模開発する、カジノをつくる、食文化伝承施設、テーマパー
クなど様々な案が検討されている。築地か、豊洲か、その他か、なぜこのよ
うな事態になったのか、どう解決するか、安全、安心、公平、納得の立場で

鹿沼今宮神社祭で同市府所町の屋台＝2016年10月9日


