
JAPAN NOW Vol.120  / CONTENTS

　日本は、台風、地震などが頻発する「災害大国」だが、今
年は、西日本豪雨、大阪北部地震、関西地区を直撃した台風
21号、観光シーズンの北海道を襲った地震など、例年にな
く多くの災害に見舞われ、観光へ与えた影響も甚大であった。
　6月の大阪北部地震では、人気観光地京都と、宿泊施設が
集中する大阪を結ぶ鉄道が運休し、駅や街頭で外人観光客
が立ち往生した。9月に入ると強力な台風 21号の上陸で関
西空港が冠水し、国際線を中心にしばらく運行中止となり、観
光客や従業員が空港に閉じ込められた。引き続き発生した北
海道の地震では、停電などの影響もあり航空便が欠航となり、
外国人を含む観光客が札幌の中心地にあふれた。これらの災
害はいずれも観光地で発生したため、観光客、とりわけ外国
人観光客への影響が大きく、多くの問題点が指摘されている。
　まずは、災害関連の情報を外人観光客に素早く的確に、
多言語で伝える体制が不十分である。又、災害に巻き込ま
れた外国人観光客用の避難所の設置とその場所の告知方法
が徹底しておらず、地域間でばらつきがあり、駅や空港、地
下歩行空間などで夜を明かす観光客も多く出た。
　今回の災害では、幸い観光客の死亡事故はなかったが、
もしこれらの災害で多くの外人観光客が死亡する事態になっ
た場合には、自治体や公共交通機関は、在外公館との連携を
深め、身元確認や各国で文化が違う御遺体や葬儀の扱い方
など、必要な情報やその効果的な伝え方について意見を交
換し、今から備えて行く必要がある。

　いよいよ 2020年の東京オリンピックまであと 2年をきり、
オリンピックムードも高まってきました。日本で初めて行わ
れた東京オリンピックは今から 54年前の 1964 年。開会式
は 10月 10日と秋の開催でした。前日まで雨が降っていた
ものの、開会式当日は雲ひとつない秋晴れに。天気が味方を
してくれたような好天に恵まれました。近年（1981 年～
2010 年）の統計によると、東京における 10月 10日の天気
の出現率は晴れは 70％、曇りは 16.7％、雨は 13.3％。10月
10日は 10月の中でも晴れの出現率が最も高い日となって
います。一方、2020 年東京オリンピックの開会式は 7月 24

今回は夏の開催での猛暑が懸念されています。開会式は夜８
時からということで、もし晴れても日中の強い日差しからは
解放されますが、2020 年の開会式は、暑さがどうなるか、大
変気になるところです。

この日の晴れの出現率は
53.3％とこちらも高くなって
います。晴れる可能性が高く、
まず一安心といった所です。
　ただ、1964年10月10日、
当日の最高気温は 20.9 度
と快適な気温だったものの、

　ＪＮＴＯ（日本政府観光局）の発表によると、2018 年 8
月の訪日外客数は、前年同月比 4.1％増の 257 万 8千人
で昨年 8月を 10万人以上上回り、8月として過去最高を
記録した。
　又、8月 ま で の 累 計 は 2,130 万 9千 人、累 計 伸 率
12.6％となり、これまでで最も早いペースで2,000万人を
超えた。ただ、2月以降、2桁台で推移してきた伸び率は
7月の 5.6% に続いて一桁のとどまり、2013 年 1月
（1.9% 減）以来 5年 7か月ぶりの低水準となった。
　大阪北部地震や西日本豪雨の影響により、これまで訪
日外客数の伸びを牽引してきた東アジア市場の一部で、
訪日需要が抑えられたことの影響と考えられる。
　市場別では、韓国が前年同月比 4.3% 減と低調で、香港
も同 0.7 % 増と伸び悩んだ、中国は、前年同月比 4.9％増
の 860,000人、1~ 8 月の累計総数でも伸率 18.7% 増
5,795,600人で単月、累計共に1位である。他の市場では、
スペインが前年同月比 29.8% 増の 19,300 人、イタリア
が同 28.5% 増の 22,100 人で、いずれも 1か月あたりの
訪日客数で過去最高を記録した。
　尚、今年は例年になく災害が多く、9月に入っても関西
地区を直撃した台風21号や北海道胆振東部地震などシー
ズン真っ最中の観光地を巻き込む災害が発生しており、
今後の訪日旅行市場に与える影響が懸念される。

～災害時での外国人観光客への対応が急務～
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毎年 11月 2、3、4日に開催される唐津最大の唐津神社秋季例大祭。「くんち」は収穫の感謝の意を込めて「供日」とも書く。 昭和 55年、国の重要無形民俗
文化財に指定。くんち期間中の人出は 50万人を超える。曳山巡行時に奏でる曳山囃子は、環境省の 《 残したい "日本の音風景 100 選 ”》に選ばれている。

　　　　　　　　災害の多い日本では、2年前の熊本地震など観光に大きな影響を与えた災害も多いが、
今年 9月に相次いで見舞われた関西直撃の台風 21号と北海道胆振東部地震は、想定外の事態発生で
観光客に混乱を引き起こした。関西空港の冠水と北海道新千歳空港での建物の損壊と施設からの水漏れ
による空港閉鎖の影響である ▼行楽シーズン最中の観光地にとって、空港の機能停止や機能マヒが与え
る影響は甚だ甚大である。某証券会社の発表によると、関西空港の国際線が飛べないと、訪日客が 1日
ごとに2万人減り、旅行消費額が 1日ごとに24億円減ると予想している。関西空港からの入国者は訪日
客の約 4分の 1を占めており、新千歳空港も東アジア各地からの LCCを中心に多くの国際便が発着し、
昨年北海道を訪れた外国人観光客は279 万人であった ▼関西空港が冠水した上、タンカーが連絡橋に
衝突し、橋を通行止めにするような事態は想定外だろう。同じような規模の台風が東京湾を直撃したら羽
田空港は大丈夫だろうか。羽田の近くには貨物の集積所や倉庫が集まっており、コンテナが高潮で空港に
流れ着いて空港の機能をマヒさせたら、関西空港での事態を大きく上回る混乱が起きるだろう ▼もう一つ
今後気を付けなければならないのは空港での停電である。今回の関西地区での停電や北海道での電力ブ
ラックアウトでの空港への影響は長引かなかったが、数日間続いたら予約管理や顧客への的確な情報伝
達が行えず、大混乱が起こったであろう ▼観光地での災害は宿泊、飲食店、土産物店などにも大きな影響
と経済損失をもたらすが、空港の機能が停止し航空便が欠航になる事態が続いたら多くの観光難民を輩
出する。多言語での迅速で的確な情報伝達や、避難所の設置、観光客への支援体制など、従来と異なる
対応が求められる。今回の災害を契機に早期の空港での事故対策が練られることを願う。
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気象と
お天気の話

相次ぐ災害で観光へ与える影響が少なくない！

単月過去最高の2,000万人突破も伸び率は鈍化

8月の訪日外客数、前年同月比で4.1％増の257万8千人！

日本気象協会  小 野  聡 子
https://tenki.jp/
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2020年東京オリンピック 天気はどうなる？

写真：一般社団法人 九州観光推進機構 Webサイトより
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　野平さんは、以前自治省にお務めで岡山、広島、茨城な
どの県に出向されたご経験があり、30年ほど前から、趣味
としてパロディ狂歌の創作を始められ , 百首を完成された。
　父方の家系は、平将門系の平氏かと言われ、父は「京大
俳句」の創立研究会員であり、母方は、住吉大社社家津守
家の最細末流で和歌の家系であった。狂歌の狂号は大魚で、
家族の皆さんも魚に縁のある狂号を付けている。
　狂歌を創るポイントは、元歌の音に近い言葉を使用し、
同期（シンクロナイズ）することが必要で、特に作者名も元
歌の詠み人の名前との同期することが大切である。英語の
詩は韻を踏むものが中心で、中国の詩も押韻が大切で、同
一または類似の韻を持った語を一定の箇所に用い、リズ
ムを作って響きの心地よさや美しさを作り出す。
 　最後に役人一首　自選秀歌 20首を、他の 4作家作品との
比較を披露された。ここに全てを紹介することはできないの
で小倉百人一首の元歌と作者の作品をいくつかご紹介します。

 

　　　　　　         
　九州の玄関口、JR博多駅の地下1階に広がるレストランゾーン『博
多1番街』。その一角に、常に行列の絶えな
い店「鉄板焼天神ホルモン 博多店」はある。
　全国的なホルモンブームを受け、福岡
のもう一つの繁華街・天神にある商業
施設ソラリアステージにあった「鉄板焼
天神ホルモン」が盛況との噂を聞きつけ、
2011年3月のJR博多シティの開業とともにオープンを予定していた
『博多1番街』への出店を打診。博多駅のレストランゾーンを新たに
彩る目玉店舗としてラインナップに加わって頂くことなった。
　オープンからしばらくは近隣のオフィスワーカーや出張客が客層
の中心で、売上高の伸びは穏やかなものであったが、2014年後半
頃からから売上が急伸。その一番の要因はインバウンド客の急増で、
特に福岡と空路・海路でのアクセスに優れる韓国からの観光客がこ
ぞって来店。韓国人の割合は最盛期には「天神ホルモン 博多駅店」
の1ヶ月の来店客の7割以上にも及び、インバウンド客の恩恵を受け、
オープン初年度は62万円だった坪効率は、2017年度は127万円へ
と倍増。全国に誇る超繁盛店へと変貌を遂げた。
※福岡市の外国人入国者数（福岡空港及び博多港からの外国人入
国者数）は2012年の81.7万人から2017年は298.3万人と、その推
移は5年間で3.7倍と急伸。特に韓国からの入国は2017年で153.4
万人と、51.4%を占めている（出典：平成28年福岡市観光統計）。
　店舗を運営する株式会社56フーズ・コーポレーションの現場統括
管理部長 上熊須 浩氏に話を伺うと、インバウンド客に対するPR活
動はほとんど行っておらず、来店客の情報源はそのほとんどが個人
のブログやSNSとのこと。確かに、館内を巡回していると外国人観光
客に店舗の場所を尋ねられることも多いが、ガイドブックよりもス
マートフォンの画面を見せられることがほとんどだ。
　なぜそこまで「鉄板焼天神ホルモン」がインバウンド客に圧倒的

２ 7

な人気を誇るのか？その秘訣は“鉄板パフォーマー”が目の前で調理
する臨場感であろう。上熊須
氏によれば、鉄板パフォーマー
の育成にはかなり手をかけてお
り、研修施設でしっかりと鍛え
抜いたうえでなければ店舗の 
焼き場”には立たせないそうだ。
　現在、  56フーズ・コーポレー
ションでは、  博多駅店と同ス
タイルの「鉄板焼天神ホルモン」や「シカゴステーキ オーロラ」「モ
ツビストロ 天神ホルモン」など合わせて 8店舗、関連会社（株式
会社ピーオーピー）を含めたグループ全体で計 19店舗（※2018
年 9月現在）を運営しているが、国内外問わず出店の依頼は後を
絶たず、さらに今後は台湾など海外にも積極的に出店を計画して
いるとのこと。
　なお、JR博多駅『博多 1番街』の店舗は、今夏に従来の16坪か
ら21.7 坪に拡張・移転しリニューアルオープンとなったが、店舗面
積拡張に伴い、天神ホルモンの人気の秘訣ともいえる鉄板の“焼き
場”を 1面増やし、より多くのお客さまに目の前での調理を楽しんで
頂くとともに、商品提供のスピードアップによる回転率のアップを図り、
また、業務改善にも積極的に取り組み、店舗従業員の作業効率化や
働きやすい環境整備、ならびにお客さまに対する更なるサービス向
上によって、まだまだ売上は伸ばせると見込んでいる。
　今後、2019 年のラグビーワールドカップ、2020 年の東京オリン
ピック、2021 年の世界水泳福岡大会など、韓国からだけではなく、
さらに多くのインバウンド客が九州・福岡に訪問されると予想される。
また、福岡・博多エリアも2022 年度の福岡市営地下鉄七隈線の延
伸（天神南駅から博多駅間）や天神ビッグバンなどが計画されており、
ますますの発展を遂げていくことであろう。
　そんな中、時代の流れとともにオープンから7年で急成長を遂げ
た「鉄板焼天神ホルモン」が、どこまで、そして次に成長を遂げてく
れるのか。管理するデベロッパーとしてだけでなく、「天神ホルモン」
のいちファンとして期待を膨らませている。

  真和総合法律事務所 弁護士 当協会会員   野平  匡邦 氏

株式会社博多ステーションビル  販売促進部   村瀬  正悟 氏

春過ぎて  夏来にけらし  白妙の  衣干すてふ  天の香久山
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持統天皇
　「前書」銚子市長崎海岸の白魚の天日干場を読める
春過ぎて  夏岸に寄る  白魚の  今日も干してる 浜の香の山
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じっと干してる

田子の浦に うち出でて見れば 白砂の 
　　　　　　富士の高嶺に 雪は降りつつ  　　　山部赤人
　「前書」ガサ入れするも証拠を得ざりしマルサの詠める
店（たな）の裏に うち出でて見れば うろたえり
　　　　　不意を襲いし   テキに振られて　　山場の赤恥

天の原　ふりさけ見れば　春日なる　
　　　　　　三笠の山に　出でし月かも　　　　安倍仲麿

　「前書」時差ぼけのニューヨークにて初対面の
　美女とランチに臨みて詠める

我の腹　振り下げ見れば　微か鳴る　
　　　　　　　味覚の邪魔に　聴きし虫かも
　　　　　　　　　　　　　　　案配（あんべい）悪かろ

第145回 観光立国セミナー ９月14日

『「週刊朝日流」パロディ狂歌“役人一首”創作の台所』

メニュー（元祖ホルモン定食）

　世界一長い鉄道として知られるシベリア鉄道のモスクワ・ウラ

ジオストック間総延長距離 9,297 ㎞は、赤道から南・北極点まで

の距離にほぼ匹敵する。かつては生活物資輸送路線としての性

格が強かったが、近年は農産物や工業製品の運送路線として重

要視され、観光路線としても桁外れに広いシベリア大陸の広大

な大自然を１週間に亘ってたっぷり実感させてくれる鉄道として、

外国人観光客の間でも人気が高い。

　そもそも鉄道建設計画が具体化されたのが、江戸時代の末期

というから鉄道王国日本も真っ青である。あまりにも長い距離だ

けに全線電化されたのは、今世紀に入って間もない2002年だっ

た。これを機に暖房は当然電化されたと思いきや、相も変わら

ず石炭を使用している。その言いぐさが奮っている。もし停電に

なったら一晩で全乗客が凍死してしまうというから恐ろしい。 　

　冬のシベリアは寒いからと敬遠し、旅行者は短い夏の間に集

中しがちである。実際雪のシベリアには何もないように思える。だ

が、意外にも夏より極寒の季節にこそ知られざるシベリア鉄道の

魅力と醍醐味が隠されている。目の前に移り変わるファンタジック

な銀世界を１週間ものんびり満喫できるような正夢は、地球広し

と言えども他では見られない。夏に飛び回る蚊や虫が飛び込ん

で来る心配もない。すべてのゴミや塵は雪に埋もれ、あらゆる汚

物も地表から姿を消す。途中駅の雪中散歩もロマンチックである。

白樺林の雪原に沈む夕陽は喩えようもないほど神秘的で、車窓

から眺める風景はどこまでも神々しい。

　予めトルストイの「復活」を読んでおけば、一層センチメンタルな気

分に浸れる。降りしきる雪の中を若きネフリュードフ公爵が、殺人の

罪に問われてシベリア流刑に処された、かつての恋人カチューシャ

に贖罪意識を抱きつつ雪原をどこまでも追いかけて行ったシーン

が瞼に浮かび、切ない気分に捉われる。同時に、想像でしか描け

なかったストーリーをリアルにイメージすることができる。冬のシベ

リア鉄道は思いのほかディープである。

冬こそ魅力いっぱい！シベリア鉄道

特急、急行などの現行種別の
ほか以下の要件を備えるものは
“観光列車”として区分公示する。
・特別仕様の車両によること
・車内で供食、喫茶等の特別な
  サービスを伴なったり、展示
  イベント等を行なう等の趣向
　のあるもの
・途中駅での長時間停車、景勝
  地での駅間徐行、臨時停車な
  どダイヤ面でも特別な取扱いをするもの。
②普通運賃のほか観光列車料金（仮称）制を設ける。料金
は列車毎に設定できることとし、運行のつど公示する。
③座席指定制を原則とし、座席定員内乗車とする。
④申込販売方法は極力統一する。即ち JR の駅みどりの窓
口、主要旅行会社窓口での発売を原則とし 1か月前から
の前売を可能とする。
⑤ツアー方式とする場合は旅行会社等に上記方式による
観光列車券を一括卸売し、それに様々な特性を活かした
関連サービスを付加した商品として造成させる。この場
合は旅行会社（商品造成の）窓口が発売個所となる。
このように列車種別、販売方法等を極力統一したうえで
専用車両でツアー客の利用に供する場合も極力一般客用
の車両を併設し気軽に同じルールで利用できる利用しや
すい列車にすることが望ましいと思う。時刻表には観光
列車専用ページを設けたり鉄道各社、旅行会社が協力し
つつ観光列車の全国的共通サイトをつくる等情報発信も
システム化する必要があろう。
　鉄道各社共通制度を念頭におきつつ、各社それぞれの
地域の特性を活かした弾力的な販売方法を工夫し、観光
列車を利用しやすい列車として育てあげることがこれか
らの方向ではなかろうか。

　最近ではほとんど毎月のように何本かの新しい観光列
車が各地に誕生して総数約 200 本を数えるようになった。
最近の傾向として超豪華な設備をもち寝台食堂等車内で
の諸サービスも充実、沿線各地の受入体制とも連携して２
~５日にわたり各地をまわる豪華船によるクルーズ船の鉄
道版ともいうべき「クルーズ列車」まで相次いで登場、地
域の話題となり鉄道会社のイメージアップに一役買って
いる。JR 九州の「ななつ星」、JR 東日本の「四季島」、JR 西
日本の「瑞風」等がそれである。
　本稿ではこれら豪華列車は新聞、雑誌等でたびたび詳し
く報道されているのであえて取り上げなかったが日本の鉄道
史にひとつのエポックを画するものといっても過言ではない。
　このような観光列車は各社がそれぞれ地域の特性を反映
し様々な乗客のニーズに応えるため工夫をこらしたことも
あって各列車ごとに個性のあるデザイン、又独特のサービス
内容をもっている。問題はそれらの列車は現在の旅客運送
約款などの運賃制度や利用諸制度の制約のなかで営業せざ
るを得ないことから（約款は JR 各社共通のものであるためそ
の変更には一定の時間と手続が必要）列車によって販売方
法（申込、発売に至る）ひとつとっても色々であり、又列車種
別も特急、急行、快速、普通という現在の列車種別に無理に
当嵌めようとするため不自然なもの（途中停車駅で10~15
分停車する特急がある等）も少なくない。今後の方向として
私見を交えてそのあり方を考え本稿の結びとしたい。
①「観光列車」という列車種別を新設すること

① 鉄道は観光地へのアクセス手段
② 鉄道は観光への付加価値を高める
③ 鉄道への乗車それ自体が観光対象（資源）

鉄道と観光とのかかわり鉄道と観光とのかかわり

“ 観光列車 ” をみる  ⑪

ななつ星

瑞    鳳

JR博多駅『博多1番街』の超人気店
「鉄板焼天神ホルモン」

JR博多駅『博多1番街』の超人気店
「鉄板焼天神ホルモン」

四季島

写真提供：交通新聞社

天神ホルモン博多店外観



社会

　　　　　　　　　　　　　  1492 年のクリストファー・コ 
　　　　　　　　　　　　　ロンブスによるアメリカ大陸到着
　　　　　　　　　　　　　は、ただ単にアメリカ大陸の存
　　　　　　　　　　　　　在をヨーロッパに紹介しただけ
　　　　　　　　　　　　　でなく、その後の人類全体の文
　　　　　　　　　　　　　明を変え、多大な影響を与えた。
　　　　　　　　　　　　　ヨーロッパと新大陸の人の往来
　　　　　　　　　　　　　が盛んになるにつれ、新大陸原
　　　　　　　　　　　　　産の植物が次々とヨーロッパに
紹介され広がって行くのと共に、新大陸にはいなかった家畜や植
物が逆に持ち込まれるようになった。  これらの品々が人類の飢
えを救い、食材の多様性を提供した。そして、それが人口増加に
貢献をし、現代社会の文明の基礎を形作ったのである。
　エネルギー豊富なジャガイモ、サツマイモ、トウモロコシ。食生
活に栄養と変化を与えるトマト、かぼちゃ、インゲン、唐辛子、ピー
ナッツ、パイナップルなど。チョコレートの主原料であるカカオ、
チューインガムに使うチクル、そしてタバコなどの嗜好品。これら
新大陸原産の植物は、次第にヨーロッパ社会に受け入れられると
共に、アジア、アフリカにも伝わっていった。人類を飢餓の恐怖か
ら救ったジャガイモやトウモロコシは、又、豚や牛など家畜の飼料
としても使用され始めた。それにより飼育できる家畜の数が飛躍
的に増え、いつでも新鮮な肉が食べられるようになったのである。
　食品としての植物の他にも、種から油を
絞る事が出来るヒマワリ、マラリアの治療薬
キニーネの材料となるキナ。そして何より
もこれなしでは現代会の生活水準を維持す
るのは難しいと思われる、  ゴム（自動車や
飛行機のタイヤや電気の絶縁に使われてい
る）も新大陸原産の植物である。
　一方、500 年前のアメリカ大陸先住民が、その存在すら知
らなかった植物もある。小麦、大豆、サトウキビ、オレンジな
どである。今ではアメリカ大陸は、これら食品の主要産地であ
るが、マヤ文明時やインカ帝国、アステカ帝国の時代の主要食
料はトウモロコシ、インゲン豆とかぼちゃであった。移住者た
ちによってヨーロッパから持ち込まれた小麦、大豆、サトウキ
ビなどの農産物は、新大陸の気候風土に恵まれて、短期間のう
ちに広がって行った。新大陸はこれら農産物をふんだんに産
出する豊かな地域に変貌したのである。現在、主要な農産物の
うち、小麦は約 45％、大豆は 97％、トウモロコシの 75％は
新大陸から輸出されており、世界の食料需要に対する新大陸
の貢献度はきわめて大きい。スパゲッティー料理、サラダに
活躍するトマト。キムチに欠かせない唐辛子。ジャーマンポテ
トやフレンチフライ、ポテトチップスのポテト。チョコレート
菓子など、現代の食生活を豊かし、様々な変化を与えてくれる
これら新大陸原産の植物がなかったならば、現代の食生活は
味気ないものになっていたであろう。

３６

観光作りのタネ / 観光写真を解放する

JN観光講師   今井  智康

観光学博士　寺前  秀一

旅マニアにとっての国・地域の考え方

　政治性の薄い観光関係の論文を記述していても、意識
的に「国」を注意して使用しないと誤解を招くことがあ
る。特に観光市場における中国の存在が米国に次いで大
きくなると、統計比較において注意しないと認識を狂わ
せることになる。その典型が香港・マカオの取扱であり、
台湾の扱いである。国・地域と表現して香港等を国扱い
させないようになっていることが通例であるが、その点
日本の発表資料は厳密性が欠けているものが多く、逆に
ドイツの公式統計では香港は完全に中国扱いである。
　バックパッカーではないが訪問国・地域数がどれくら
いになったかというもの、気になる数である。この場合
は数が問題であるから可能な限り拡大解釈される傾向が
ある。政治的独立運動を起こした経験のある、スコット
ランドやカタルーニャ、バスク、あえて言えばチベット、
カシミールなどは、別の地域数として取り扱うことは旅
マニアにとっては許されるのであろう。自治区や植民地
的扱いのカリブ海諸島やグアム等も別勘定になる。英国
系の地域は、通貨発行権がイングランド銀行に独占され
ていないから、エジンバラやマン島、ジャージー島、海
外県のジブラルタル等では独自の通貨が発行されている。
日本も地方創生というのであれば、強制通用力のない地

域振興券ではなく、日銀
法を改正して沖縄円紙幣
などを認めれば面白い。
マン島やジャージー島も
独立国であるから、もちろ
ん独自のCIQが存在する。
　

小田急電鉄株式会社 特別社友  利光  國夫
57
「アメリカ大陸に
  あったもの、なかったもの」①   植物編

※１

クチ

※１ ： 写真クレジットの添付、使用範囲、権利等の一定条件をクリアすれば、使用許可
　　　申請をしなくても自由な使用を許す。

　そんな写真を必要とする人たちがいる。雑誌や新聞、サ
イト、SNS 等の媒体で情報を発信する人たちだ。彼らは日
本各地の観光情報を発信する。そして、できるなら写真も
添えたいと思っている。良い写真があれば尚更である。
　インターネットには全国の観光地を紹介する素晴らしい
写真が溢れていて、媒体の人たちは「その写真を使えば読
者に強くアピールできる」ことを知っている。しかし、その
写真を使うことはできない。サイト運営者が著作権を盾に、
サイトにアップしている写真の転載や利用を拒んでいるか
　らだ。《 許可無く転載・再利用を禁じます》《利用申請を
　　　 提出して～》・・・。権利はわかるが、これでは誰も
　　　　その写真を使えない。申請を出せばいいじゃな
　　　　 いかと思う人もいるが、制作に時間が無いのは
　　　　 つきもの。許可を待てるのならば困りはしない。
 　  　   ところが最近、条件を付して「写真を自由に利
　　用して」と謳っている観光サイトが増えている。宣伝能
力の高い写真を著作権で縛りつけるよりも、 口コミツール
（SNS 等）に写真をどんどん転載してもらい、地域を宣伝す
る機会が増えることを目論んでいる。利用された写真は、
何万、何百万の人目に触れることとなり、地域の情報が世
界に拡がる。やがてその情報（写真）は仕事をする。その
仕事とは写真を発信した地域にお客様を連れて来ること。
それが「1,000 の言葉に匹敵する」 写真の働きなのだ。

　「A picture is worth a thousand words（1枚の絵には
1,000の言葉の価値がある）」。1921 年に米国で作られ
た広告のコピーだ（諺ではない）。中国には「達萬言書意
能（ひとつの絵は一万語文の意味がある）」という言葉も
ある。共に、視覚から入るビジュアル情報（1枚の写真）
は私たちに多くのことを語り伝えるという意味である。
　観光振興や地域振興ではポスターやパンフレット     
Web サイト（以下：サイト）等の情報発信に多くの
写真が使われている。目的は「私のまちにいらっ
しゃい」とメッセージを伝え、受け手の心を動か
すことにある。要するに、受け手に「いいなぁ」と
思わせることだ。人の心は情報を基に動くもので
あるから「情報が無い＝知らない」モノに心を動かす
ことができない。その場所の存在を知っているから人は
「行きたい」という感情が生じる。
　冒頭にもあるように、写真は情報を伝える実に有効な
ツールで、短時間に多くの情報を受け手に届けることが
できる。色、形、密度、空気感、賑わい、はたまた感情といっ
たものまで。観光ポスターを見て「このまちに行きたい」と
いう思いがもし湧いてきたとしたら、写真の伝えるメッ
セージが受け手の心に届いたのかも知れない。　

　　　　　　　　　　　　　　サンマリノ、モナコ、リ
ヒテンシュタイン等は独立国ではあるが、外形的CIQは
喪失している。アンドラがかろうじて路線バス運転手が
出入国手続きをしていた。近年では携帯電話の連絡も気
になるところである。ロンドンからマン島に入ると、ド
コモから別の「国」に行きましたよという連絡が来る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　旅券は国の威信
　　　　　　　　　　　　　　　　　がかかるから慎重
　　　　　　　　　　　　　　　　　である。紛争が解
　　　　　　　　　　　　　　　　　決した北キプロス
　　　　　　　　　　　　　　　　　はCIQ的なものは
　　　　　　　　　　　　　　　　　存在するが押印せ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ず目立たないシリ
　　　　　　　　　アル番号をはる。逆にリヒテンシュ
タインは、旅券に有料で記念押印する。紛争が完全には
解決していないコソボ、沿ドニエステル等も旅行者に
とっては実質CIQが存在する。あれやこれやで私もその
数が129になってしまった。

写真を
解放する

　先頃俳優津川雅彦氏の訃報
が報じられた。津川氏は私よ
り数歳年下だがまあほぼ同世
代に近いといえるだろう。氏
は兄の長門裕之氏と共に兄弟
で俳優として若くから活躍し
ていたが、なんといってもそ
の美貌が際立っている点に
おいて有名だった。私は洋画
ファンで日本映画にはあまり
関心がなく、あの石原裕次郎
の映画すら一本も見ていなかったが、氏の美男ぶりは雑誌
の写真などで承知していた。
　ある時自宅のすぐ近くでロケーションがあり、その主演
者の一人が津川氏だったので本人をすぐ傍で見たことがあ
るが、まさに滅多にみられない美男で、さぞかしもてるだ
ろうといささか羨ましく思ったものだ。その後は別段関心
もなく歳月が過ぎていったが、私が小田急百貨店社長をし
ていた時津川氏と図らずも会談する機会が生じた。当時
津川氏の経営する玩具店がテナントで入っていたのだが売
上が芳しくなく、もっと店内の良い場所に店を移して欲し
いとの要請がきたという。芸能人にはよくあることだが氏
も裏社会の筋と繋がっているとの噂があり、店長や担当役
員の腰が引けている有様で、ならば私が直接談判に応じよ
うということにした。
　店内の料理屋で会談することになったが、席上私は百貨
店経営の実情とテナント配置の方針等をこんこんと説明し、
最後には津川氏も納得した。
この会談の直前に津川氏は東条英機を主役にした作品「プ
ライド」に主演したばかりで、私は東条英機についての見
解と「東京裁判」への私の評価を会談の後半じっくりと話
した。私の話が終わると津川氏は「あの作品は私の代表作
と考えていますが、利光さんの話をもし出演前に聞いてい
たら役作りにもっと深味ができたと思います」と言ってく
れた。数日後まだ最終編集前のビデオですが是非ご覧いた
だきたいとの付言と一緒に「プライド」のビデオが送られ
てきた。
　津川氏の訃報に次いで
メディアは氏の業績を大
きく報じたが、なぜか「プ
ライド」に触れたのは産
経新聞のコラムだけだっ
た。いまあの世にある津
川氏はこのメディアの姿
勢をなんと評価されてい
るだろうか。

津川雅彦氏の訃報に接して

写真引用：https://this.kiji.is/
©一般社団法人共同通信社

クリストファー・コロンブス

写真：バックパッカーイメージ
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曲線状の重厚な石積みの城壁に囲まれた世界遺産、座喜味城跡

5

　沖縄本島中部の読谷村に｢世界遺産座喜味城跡ユンタン
ザミュージアム｣が 6月23日、第二次大戦の犠牲者を悼み
恒久平和を願う｢慰霊の日｣に開館した。村立の歴史民俗資
料館・美術館を拡張改装し、この地を古来読谷山と呼んで
琉球王国統一の拠点にもなった歴史を伝える館名を付けた。
15世紀から明治の初めまで450年間続いた王国の栄華を
誇る繊細な布模様の読谷山花織や古窯の喜名焼など伝統
美術を並べ、アーチ形の曲線をいくつも組み合わせた石積
みの美しい城壁の構造を模型で解説する。沖縄戦で住民が
強制集団死した洞窟チビチリガマの悲劇などもジオラマで
再現した。
　沖縄の世界遺産はいずれも本島にあり5つの城跡と4
つの遺跡の史跡群を2000( 平成 12) 年 12月に日本で11
番目の世界遺産｢琉球王国のグスク及び関連遺産群｣として
文化遺産に登録された。聖なる場所や集落の中で大きな石
垣に囲まれたグスクを城という。座喜味のほか琉球政治･外
交･文化の中心だった本島南部･那覇市の首里城跡、北部
の要衝･今帰仁城跡、太平洋を一望する中部の中城、勝連
の各城跡が登録遺産だ。関連遺産は回遊式庭園で外国使
節をもてなす王国最大の別邸･識名園と、国王が城外に出

よみたんそん ざ き み じ ょ う あ と

ユ  ン  タ  ン  ザ

はなうい

な き じ ん なかぐすく かつれん

そのひゃんうたきいしもん

たまうどぅん なんじょう

せーふぁうたき

し き な え ん

き   な

に道中無事を祈る拝殿･園比屋武御嶽石門、歴代国王を葬
る玉陵の3カ所が首里城一帯にある。南部･南城市の遺産･
斎場御嶽は神を祀る御嶽の中で最高の聖地とされる。どの
遺産も沖縄戦で甚大な被害を受けたが史実に基づく復元が
着実に進み、かつての姿がよみがえっている。
　沖縄県は鹿児島県とともに｢奄美大島、徳之島、沖縄島
北部及び西表島｣で世界遺産の自然遺産登録を目指す。ヤ
ンバルクイナやイリオモテヤマネコなど島々独自の生き物
の貴重な生息地域だが、環境保全対策を懸念するユネスコ
の諮問機関から登録延期の勧告を受けたため18年 6月に
推薦をいったん取り下げ、早期登録へ向け改善策に取り組
み中だ。
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沖縄世界遺産

　公益財団法人日本海事センター（小幡政人会長）は、10
月16日14時より、九州長崎のザ・ホテル長崎 BWプレミ
アコレクション「プレミアホール」にて「海事立国フォーラム
in 長崎 2018」を開催します。

     
「未来廻廊を邁進する新たな九州・長崎を目指して」
国交省海事局長 水嶋智氏、長崎都市経営戦略推進会議
基幹製造業振興対策ワーキングチーム
座長 橋本州史氏、長崎県立大学 地域創
造学部教授 烏丸聡氏が講演。終了後懇
親パーティーを開きます。
事前登録制・無料
【参加お問合せ】日本海事センター企画研究部　
電話  03 （3263） 9421

海事立国フォーラム
in 長崎２０１８

徳之島町地域営業課 主幹  遠藤　智  氏

観光の取組み　　 徳之島・徳之島町
「銀座NAGANO」～しあわせ信州シェアスペース～

白い砂浜が広がる畦プリンスビーチ

店頭に並ぶリンゴ

バルカウンター

瑞々しい信州産の野菜

長野県出身力士 御嶽海の星取表

勇壮な枝ぶりの西郷松

徳之島

沖縄

奄美

　　　　　　　　　　　鹿児島の南方へ約 490km沖合、
　　　　　　　　　　奄美群島のほぼ中央に位置するひょ
　　　　　　　　　　うたん型の島が徳之島です。島の周
　　　　　　　　　　囲は約84km、面積が248.43平方　
　　　　　　　　　　　東側に太平洋、西側に東シナ海を
望　　　　　　　　　　むことができます。
　　　　　　　　　　　徳之島には徳之島・天城・伊仙の
　　　　　　　　　　３町があり、本町は島の東側を占め
　　　　　　　　　　ることから、太平洋に面した大海原
　　　　　　　　　　が広がり、サンゴが砕けた白い砂浜
　　　　　　　　　　が点在するのが特徴です。中でも有
名な海水浴場が、畦プリンスビーチです。
　昭和 47年に現在の天皇陛下が皇太子時代に美智子妃殿
下と一緒に散策されたことから命名されたもので、周囲を
発達したサンゴ礁が取り囲み、展望台に上るとエメラルド
グリーンの海、青い空と白い雲の大パノラマが眼前に広が
り、自然の雄大さに圧倒されます。
　多目的広場とキャンプ場も整備されており、毎年５月５
日に「黒砂糖まつり」を開催し、ステージでは歌や踊りな
どが披露され、大勢の家族連れでにぎわいます。
　また、今年はNHKの大河ドラマ「西郷どん」が放映され
ていることから、鹿児島県本土はもちろん、西郷隆盛が遠

徳之島位置
イメージ

km、

　　「銀座NAGANO」は銀座４丁目の交差点からすぐ近く
の鈴らん通りに面したところに位置し、平成 26年 10月
に開館して、もうすぐ 4年目を迎える。繁華街東京銀座の
中心地に近い便利な場所である。施設のコンセプトは、
１）「フェア」ではなく「シェア」＝単なるアンテナショップでは  
　　なく 信州のしあわせをシェアする場に、
２）「伝える」だけでなく「つながる」＝信州と首都圏、信州と
　　世界がつながっていくきっかけを生み出す場に、
３）「観光地」ではなく「関係地」＝「コト」「ヒト」「モノ」を通
　　じて何度でも訪れたくなる目的地に、の３つである。
　１階の入口正面には都
内ではなかなか手に入ら
ない長野県ならではの生
鮮野菜や、リンゴ、ブド
ウ、プルーンなど果物の
販売コーナーがあり、一
般客のみならず、近隣飲
食店関係者などが固定客
となっており、これらが
売れ筋NO1商品だそうだ。
中央には信州産の日本酒
やワインが飲めるバルカ
ウンターがあり、試飲で
味を確かめた上、購入に
つながる。又、信州産の
果物のシロップをたっぷ
りかけたカキ氷を楽しん
でいるお客さんもいた。
２階には信州への旅の相談が出来る観光インフォメー
ションコーナーがあり、自然志向の高まりで、星空のき
れいに見える場所、高山植物、トレッキングなど詳しい
情報を求めるリピーターが多いという。又,この階には、
料理教室、試食・試飲会、セミナー、展覧会・演奏会、
物産販売などが常時開催されているイベントスペースが

あり、当日は料理教室が行われるので準備に忙しそうで
あった。同じ階に、軽井沢「丸山珈琲」の味が楽しめるカ
フェもある。
　4階には商談や情報交換が出来るコワーキングスペース
があり、移住交流・就職相談コーナーも設置されている。
所長の小山浩一さんによると、長野県は移住先として人気
が高く、2017 年移住希望地ランキング、「移住したい都道
　　　　　　　　府県」ランキング共に 1位であり、相談
　　　　　　　　件数も増えているそうだ。
　　　　　　　　　尚、サブタイトルにある「しあわせ信
　　　　　　　　州」は、男女とも長寿を誇る長野県の　
　　　　　　　　キャッチフレーズであり、ロゴマークは
ユニークなデザインの「信州ハート」だそうである。
　開設以来、来館者数は順調に伸びており、本年 4月には
開設約 3年半で累計来館者数が 300 万人に達した。長野
県に縁のある人の他、首都圏在住で長野に関心のある方、
観光客などの来館者が多いが、銀座という土地柄欧米系や
アジア系の外国人客も少なくなく、バルカウンターでワイ
ンや日本酒を試飲した後に購入したり、信州産のワインや
日本酒の蘊蓄を情報交換する姿もみられるそうだ。
　尚、このビルには１階、２階、４階の「銀座NAGANO」の
他に、３階には信州そばなどを提供する和食レストラン
「銀座　真田」、５階には「綿半ギャラリー」など長野県に
関連する企業が入居しており、ビルの外壁には木が使用さ
れている。
　取材当日は大相撲の最中で、
１階店舗の前には、長野出身
で大関を目指している御嶽海
の星取表が掲示されており、
通りすがりの人が珍しそうに
眺めていた。

銀座NAGANO
銀座四丁目交差点

銀座三越

イメージ：ハートマークの印刷物

10月16日長崎で開催

テーマ

島時に暮らした奄
美群島の島々でも
 “ 西郷どん”に関連
した場所や施設を
訪れる観光客が増
えています。
　徳之島は、２回目
の遠島時に天城町
岡前で71日間を過
ごした後、再度の遠島が命じられ沖永良部島へ出港する
までの 17日間を本町の井之川集落で過ごしました。その
間逗留した間切横目（役人）の奥山家には、西郷が腰かけ
村人に農業の大切さなどを説いたと伝わる松の木が残っ
ており、番組でもこの松が紹介されました。
　町では松の保存作業に取り組む一方、空き家になって
いる奥山家の改修と周辺の整備を計画しています。井之
川集落は、浜下りや夏目踊りの伝統行事が継承され、史跡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　や文化財も残るこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　とから、島を訪れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　る皆様が歴史や
　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化を感じられる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　拠点となるよう事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　業を進めています。

観光の縮図アンテナショップめぐり②


