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世界遺産登録後の屋久島の課題とエコツーリズムの現状

市川　聡
（㈲屋久島野外活動総合センター）

e-mail：ichi@ynac.com

摘　　要
屋久島が世界自然遺産に登録され、観光客が徐々に増加し、観光を巡る問題点も変

化してきた。世界遺産登録前には、施設整備の遅れや観光に関する情報不足が問題で
あったが、世界遺産登録後には、縄文杉への観光客の集中による登山道の荒廃、トイ
レ不足等が問題となった。これらの問題に対して施設整備は進展し、またエコツアー
の展開により新たな観光ポイントが増加し屋久島の魅力は広がったが、集中箇所への
入り込み客数の増加には歯止めがかからず、山岳部におけるトイレ不足は相変わらず
深刻な問題となっている。一方、新たな観光ポイントへの観光客の集中が新たな荒廃
地域を生み出すと共に、島民の生活エリアや静かな憩いの場に観光客が入ることによ
る島民の不快感が新たな問題として浮上してきた。屋久島では、関係機関が寄り合っ
て作られた各種協議会等が意志決定機関として問題対応にあたっているが、実際の管
理は縦割り行政の枠組みの中で行われているため、世界遺産の一元的な管理ができな
い状況にある。こうした問題点を解消するため、個別に行われている既存の縦割り的
な協力金制度を廃止し、入島者全員から広く浅く協力金を徴収し、それをもとに環境
省を中心とした一元的な管理体制の構築を提言している。また、屋久島観光のあるべ
き姿としてエコツーリズムの推進が図られており、その中でガイドの登録制度が発足
し、ガイド側から屋久島西部地域の入り込み客数制限といった画期的な提言がなされ
るなど、いくつか進展も見られる。しかし、行政主導のエコツーリズムの推進は自然
保護と地域の活性化ばかりを強調するため、受け手である観光客へ提供する情報の中
身を評価せず、エコツアーが魅力ある環境教育を提供するおもしろいツアーだといっ
た本来の意義が薄れてしまっている実状があり、これに対して IEツアーという新た
なキーワードの提唱を行っている。

キーワード： IEツアー、エコツーリズム、協力金、世界自然遺産、縦割り行政

1．はじめに

屋久島は、1993年 12月ユネスコの世界自然遺
産リストに登録され、10年以上の時が経過した。
世界遺産登録を契機に、マスメディアを通して
様々な形で屋久島が取り上げられるようになり、
観光客数も徐々に増加していった。しかし、こう
した屋久島に関する情報は一面的、画一的なもの
が多く、屋久島の観光が抱える課題を充分かつ正
確には伝えておらず、縄文杉への観光客の集中を
助長するなど問題をより大きくしている側面も見
られる。また、観光客数の増加に伴い、観光への
課題が変化しているため様々な形で対応が検討さ
れているが、縦割り行政の弊害もあり一元的な世
界遺産管理ができないでいるのも実態である。本
稿ではこうした屋久島の動きについて、島内に住
みエコツーリズムの一翼を担うガイドという立場
から、できうる限り正確に屋久島の観光およびエ

コツーリズムを巡る現状を伝えると共に、問題点
を整理しあるべき方向性を提言する。

2．世界遺産登録前後の入り込み客数の変化

世界遺産登録当初、観光客が急増し自然が荒れ
るという指摘も一部にはあったが、むしろ屋久島
の自然が世界的に評価されたということと、これ
を基に観光からの地域浮揚を期待することから、
地元でも概ね歓迎する声が多かった。
屋久島への入り込み客数の変化を、年度ごとに
まとめたのが図 1である。このグラフを見ると
わかるように、1989 年度から 1992 年度にかけ
て最も急激な増加が見られ、世界遺産登録後の
1993年度以降は徐々に増加していることが分か
る。実際に 1989～ 1992年度の 3年間で入り込
み客数は 1.93倍に増加しているが、世界遺産登
録前年の 1992年度から 2006年度にかけては、

2008 AIRIES

『地球環境』
13：61－70（2008）
Printed in Japan



市川：世界遺産登録後の屋久島の課題とエコツーリズムの現状

62

14年間で 1.38倍に増加したに過ぎない。1989年
度から 1992年度にかけては折しもバブル景気の
終末期にあり、1987年には総合保養地域整備法
（リゾート法）が制定されるなど、国民がリゾート
ブームに沸いていた時代である。屋久島でも鹿児
島県のサンオーシャンリゾート構想に基づき、マ
リーナ、ゴルフ場、ホテルなどが計画され、果て
は縄文杉までのロープウェイ計画などが取りざた
された時代でもあった。その後バブルがはじけて、
実際にこの構想の中で実現したのは、屋久島では
1995年に尾之間に開業した屋久島いわさきホテ
ルだけであった。しかしこの間、鹿児島～屋久島
間に高速船ジェットホイールが就航し、輸送力、
輸送速度が格段に向上したこともあり、観光客の
急激な増加が見られたと考えられる。
その後の増加は急激な変化ではなく、むしろゆ

っくりとした増加であった。一方、2005年 7月
に世界遺産に登録された知床では、斜里町の観
光統計によると、日帰り観光客数が登録翌月の 
8月から 10月までの 3ヶ月間、対前年度比で平
均 23.6％もの増加をもたらし、屋久島とは対照的
な結果となった。
屋久島は日本で最初の自然遺産であり、当時は

まだ世界遺産そのものがあまり国内で認知されて
いなかった。また、屋久島は離島でありその入り
込み客数は、島への交通手段、つまり飛行機と船
の座席数により制限されていたため、輸送能力が
上がらない限りは増加はありえないため、急激な
変化は免れたようである。その後、マスメディア
を通じて世界遺産に関する情報が頻繁に取り上げ
られるようになり 1）、世界遺産への認知度が上昇
していったため、知床では登録直後、観光客の急
増へと繋がっているようだ。
屋久島については、世界遺産登録直後の

1994年のゴールデンウィークに、観光客が押し
寄せて大変なことになっているという報道がマス
メディアを通じて一斉になされた。しかし、これ

は全くの誤報であり、登録された翌月の 1994年
1月からゴールデンウィークが明ける 5月までの
入り込み客数は基本的に 1993年の同時期よりも
減少していた（図 2）。ゴールデンウィークが込み
合うのは事実であるが、それは世界遺産になった
からではなく、むしろ例年のことであり、先に述
べたように交通機関の輸送量により入り込み客数
は制限を受けており、既に数年前から頭打ち状態
にあったのである。
当時、筆者も様々なマスメディアから取材を受
けたが、観光客数は増えていないといくら説明し
ても理解されないことが多かった。既に観光客の
急増で屋久島は大変なことになっているというス
トーリーが中央主導でできあがっていて、現地で
充分な取材を行わず、ストーリーに合わせて必要
な映像だけを撮っていくというやり方が行われた
ためである。このように地方の情報を中央で流し
ている場合は、受け手はその情報を鵜呑みにする
ことなく慎重に読みとらねばならない。地方が中
央のいい加減な報道で右往左往させられるのは全
く迷惑な話だ。

3．観光にかかわる問題点の変化

3.1　世界遺産登録前の問題点とその後の経過
世界遺産登録後の観光客数の変化は、ゆるやか
な増加という点に特徴があった。このような徐々
な変化に伴い、観光にまつわる屋久島の課題も
徐々に変化していった。
世界遺産登録直前のバブル終末期、急激な観光
客の増加に伴う課題は、観光地としての受け入れ
態勢の整備であった。離島ということもあり、屋
久島まで来た観光客は平均 2.8泊宿泊している 2）。
ところが当時は、観光ポイントといっても知られ
ているのがヤクスギランド、千尋滝くらいなもの
で、1日半もあれば主要な観光ポイントをまわっ

図 1　�屋久島への入り込み客数の変化．
全ての入り込み客を含む人数で，観光客はこのうち約
58％と推計されている．（種子屋久観光連絡協議会資料） 図 2　�世界遺産登録直後の入り込み客数の前年度

との比較．
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て、あとは時間を持て余すというのが実態であっ
た。また地元の人に聞いても、「何もない島だか
らねえ。なんで 3泊もするの ?」と逆に聞かれる
のが落ちであった。観光ポイントを示す案内板も
少なく、レンタカーで回ってもなかなか目的地が
発見できないという有様で、ヤクスギランドへ登
る道路や西部林道も未舗装のため、山へ行くと車
が壊れるといわれたものだ。
受け入れ態勢の整備は遺産登録直前から急激に
進んでおり 3）、バブル崩壊後の景気対策で公共事
業がばらまかれた影響もあり、山岳アクセス道路
の舗装等主要な整備は 1990年代にほぼ完了し、
問題はなくなっている。
屋久島観光に新たな展開をもたらしたのが、エ
コツアーである。筆者らは 1993年 7月、㈲屋久
島野外活動総合センター（以下 Y

ワイナック

NAC）を設立し、
森歩き、カヤッキング、沢登り、ダイビングなど
の活動を通して、海・山・川、余すことなく屋久
島の自然を紹介するエコツアーを開始した。これ
が時間を持て余した個人客の受け皿となり、その
後の屋久島のエコツーリズムの発展の大きな契
機となった。日本エコツーリズム協会が行った
アンケート調査では 4）、エコツアーで想起できる
場所として、エコツアーを認知している人の実
に 46.1％もの人が屋久島をあげて、2位以下（北
海道 34.5％、沖縄 22.5％、尾瀬 22.2％、白神山地
14.8％、ちなみに知床は 9位で 7％）を大きく引き
離しトップに立っている。屋久島は日本のエコツ
アーマーケットのトップブランドとなったのであ
る。
3.2　世界遺産登録後の問題点とその後の経過
続いて問題として浮上してきたのは、縄文杉へ
の利用の集中である。世界遺産登録以降、屋久島
がマスメディアに取り上げられる回数が徐々に増
加したが、当初は屋久島の魅力は全て縄文杉に収
斂されており、縄文杉を見ずして屋久島を語るな
かれといった雰囲気が形成されていった。このた
め、観光客の増加がそのまま縄文杉への登山者数
の増加に結びつき、縄文杉周辺の踏みつけや駐車
場の混雑、トイレの問題、登山道の荒廃など様々
な問題が浮上してきた。
これらの問題に対して、ハード面では 1996年
に縄文杉前に展望デッキが完成、その後登山道も
木道化、木階段化が進み、縄文杉への根の踏みつ
けや登山道の荒廃は大幅に改善された。トイレは、
荒川登山口に水洗トイレが、また 2003年には大
株歩道入口に完全閉鎖型トイレが整備され、改善
されつつある。しかし登山口でトイレ待ちの長蛇
の列ができたり、閉鎖型トイレのキャパシティを

超え悪臭が立ちこめたりと、登山者数増加に必ず
しも対応しきれていない。トイレの問題は縄文杉
だけではなく屋久島の山岳部において、現在最重
要課題となっている。
一方、ソフト面では、エコツアーの浸透や屋久
島情報の増加に伴い、利用地域の多様化が進んだ
（図 3）5），6）。YNACでも、縄文杉への案内は行わ
ず、代わりに白

しらたに

谷雲
うんすいきょう

水峡や西部林道周辺などの
森歩き、安房川でのカヤッキング等を積極的に
招介し、これまであまり利用されてこなかった地
域への利用の分散を図った。特に白谷雲水峡は、
1997年に上映された『もののけ姫』のブームと
も重なり、エコツアーの中心フィールドとして利
用者が急増した。しかしこれが利用の分散に繋が
ったかというと必ずしもそうではなく、残念なが
ら縄文杉への登山者数はあいかわらず増加を続
け、むしろ利用者の選択肢が増え、屋久島の魅力
が上がり、ひいては全体的な観光客の増加へと繋
がっていったと見るべきであろう（図 4）7）。
3.3　近年生じた新たな問題点
全体的な観光客の増加は新たな問題を引き起こ
した。ひとつには、新たな利用地域への観光客の

図 3　�主要観光ポイントへの訪問割合の変化．
（引用文献 5），6）を改変）

図 4　�ヤクスギランド・白谷雲水峡の入林者数と
縄文杉登山者数の変化．
（ヤクスギランド・白谷雲水峡は，屋久島森林環境
保全センター調べ．縄文杉登山者は，引用文献 7）
および環境省調べ．）
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集中による自然の荒廃と雰囲気の悪化である。屋
久島ガイド連絡協議会が行ったガイドへのアンケ
ート調査では、近年荒廃が目立つ箇所の一番にあ
げられたのが白谷雲水峡であった。利用の分散を
と思い、白谷雲水峡を積極的に紹介してきた者と
して、これには内心忸怩たる思いがある。
またもうひとつ、非常に大きな問題として浮上

してきたのが観光客の増加による静かな島の暮ら
しに対する干渉である。2003年に行われた「循
環型社会システムの屋久島モデル構築」の社会的
な合意形成のための会議方法論に関する住民・
NPOグループによるグループ討議では、「観光客
の生活の場への侵入」や「観光客がひみつの場所
へ侵入」といったことが問題点としてあげられ
た。「ひみつの場所」とは、休みの日に地元の人
たちが遊びに行く、特に観光ポイントとはなって
いなかった浜であったり、川であったりするのだ
が、かつてはいつでも貸し切りでのんびりと遊べ
たのに、今はいつでも観光客がいて、おもしろく
ないといったことのようである。この一般生活者
にとっての観光客迷惑論は、入り込み客数が 30
万人を突破した 2003年あたりから顕著になって
きたようである。特に観光業と関わりのない人々
に顕著な傾向で、「世界遺産になっても全くお金
が落ちない。世界遺産にならない方が良かった」
といった意見も聞かれるようになった。また極端
な話では、「スーパーに買い物に行ったら、今ま
では知った顔ばかりだったのに、最近は知らない
人がいて気持ち悪い」という意見まで聞かれた。
このあたりが観光業者とその他の人々との間の軋
轢の原因となってきているのも事実である。特に
ガイドは島外からの移住者が多かったので、観光
への批判がそのままガイド批判へと繋がった感も
否めない。
ところで近年、一般的に「山が荒れた」という

話がよく聞かれるようになった。確かに白谷雲水
峡のように実際に荒れた場所もあるが、屋久島の

山岳全体に荒廃が広がっているとはいえないと思
う。「山が荒れた」といっている人にはそもそも山
へ行ったこともないような人が多く、皆がそうい
うから荒れていると思いこんでいる人が多い。つ
まり観光客が増え、登山する人が増えたから、当
然山は荒れているだろうと思いこんでいるのだ。
実際にゴミの問題を考えても、筆者が環境庁
の国立公園管理官として屋久島に勤務していた
1989年から 1991年頃は、山へ行くと 1日で大き
なレジ袋 1杯くらいは必ずゴミを拾ってきたもの
である。しかし現在は、せいぜい飴の袋を数個拾
う程度で、格段にきれいになっている。世界遺産
になったということもあり、利用者マナーが格段
に向上したことは間違いない。
また、登山道の整備も格段に進んでいる。世界
遺産登録直前から飛躍的に登山道整備にかかる事
業費が増大している。特に屋久島登山の主要ルー
トである宮之浦岳縄文杉線において目覚ましいも
のがあり（図 5）、それ以前に比べれば格段に良く
なっている。少なくとも 1989年当時から比較し
て、このルートについて登山道が荒れたというの
は全く当たらない。むしろ良くなった部分の方が
圧倒的に多いのである。
更に登山道の維持管理に関しては、2001年か
ら環境省のグリーンワーカー事業が開始され、地
元ガイドが中心となって登山道の刈り払いや道標
整備等が行われるようなった。現場を熟知したガ
イドがきめ細かくメンテナンスを行うことから、
大きな成果が上がっており、2001年以降、道迷
いによる遭難者は激減している（図 6）。ここでそ
の他の遭難者は増加しているが、これは疲労やけ
がで救助を必要とした人たちで、この増加の原因
の大部分は、縄文杉や宮之浦岳への登山は肉体的
にかなりハードな登山であるにもかかわらず、そ
こへ行かなければ屋久島へ来た価値がないと思い
こんでいる観光客が体力不足にもかかわらず安易
に登山を試みることによるものである。こうした

図 5　宮之浦岳縄文杉線における登山道整備費．（環境省調べ）
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遭難を防ぐために、屋久島ではこれらのルートの
ハードさを様々な場面で強調しているが、一方で
「高齢な人も行っていますから大丈夫ですよ」と
無責任に勧める観光業者もおり、安易な登山が後
を絶たないのは残念である。
以上のような状況を考えると、実際には「山が
荒れた」というよりも、人が多くてかつての静か
な山の雰囲気が失われたという方が実感に近いの
ではないかと思う。その上ハード面の整備におい
ても、残念ながら利用者からの視点に欠けるとこ
ろがあり、縄文杉の鑑賞デッキに真っ黄色のペン
キで区画線を描くなど（図 7）、その場の雰囲気を
全く考慮せず、管理さえすれば良いという姿勢が

見られるのは残念である。こうしたことが雰囲気
の悪化を招き、山が荒れた印象を助長しているの
は否めない。

4．問題解決のための管理体制と問題点

以上のような問題点の推移の中で、屋久島の世
界遺産地域は多くの関係行政機関が寄り合い、い
くつかの協議会等により、管理されている（表 1）。
4.1　�世界遺産地域連絡会議（1995 年 9 月設置）と

縦割り管理
屋久島における全般的な保全管理のための関係
行政機関の連絡調整のために世界遺産地域連絡会
議が設置され、年に一度それぞれの行政機関が世
界遺産管理にどのような事業を行ってきたかを発
表し、お互いに確認をしている。しかし、世界遺
産管理の全体的な戦略プランを話し合うというこ
とではなく、それぞれが縦割り行政の範囲ででき
ることをやっているという状況である。つまり、
世界遺産管理全般を統括する責任者が存在せず、
各行政機関がそれぞれの立場で好きなことをやる
ために、有機的かつ効率的な事業運営ができない
ことが大きな問題となっている。例えば、現在最
重要課題とされている山岳部のトイレ問題では、
特に緊急を要する山小屋の屎尿の搬出をヘリコプ
ターで行う場合、年間約 500万円程度の予算が必
要と試算されている。一方、後述する林野庁の収
入となるヤクスギランドと白谷雲水峡の協力金収
入が既に年間 5,000万円近くにのぼっている。緊
急対応ということで、林野庁がその中から 10分
の 1ほどの予算を融通するだけで山小屋の屎尿問
題を当面解決することができる。しかし、協力金
収入は約 7割が徴収等のための人件費とリーフレ
ット、チケットの印刷代などに使われ、残りも全
てヤクスギランドと白谷雲水峡で消費されるた
め、山小屋の屎尿処理にはまわされないのである。

図 6　登山道メインルートでの遭難事故発生件数．（環境省調べ）
（淀川登山口～宮之浦岳（黒味岳・永田岳）～荒川登山口＋白谷雲水峡）

図 7　�縄文杉の展望デッキにひかれた黄色い
ライン．
周囲の雰囲気と全くマッチしていない．
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4.2　�屋久島山岳部利用対策協議会（1994 年 7 月
設置）と入山協力金問題

屋久島山岳部利用対策協議会は、屋久島の山岳
部への利用者の集中に対応するため、縄文杉での
登山者指導やゴールデンウィークのマイカー規制
などを計画し実施している。この山岳部利用対策
協議会では、利用者の増加に伴う山岳部での屎尿
処理、歩道、避難小屋等の問題を解決するため、
利用者に費用負担を求める協力金制度について、
2004年 1月にワーキンググループを設けて実行
に向けた具体案を検討した。
しかし、利用者の協力金負担の是非という根本

問題について広い議論もなしに、いきなり実行に
向けたワーキンググループを設けたところに問題
があり、この問題は混乱し未だに決着を見ない。
この入山協力金問題に先立つ 1993年、屋久島

ではヤクスギランドで環境整備協力金の徴収がス
タートしている。この協力金は林野庁の国庫に入

るもので、林野庁は森林生態系保護地域保全利用
地区の整備予算で先行的にヤクスギランド内の歩
道整備を行い、入口に協力金徴収所を建設した。
これに対して当時の環境庁は、ヤクスギランド
を通る登山道の整備を補助事業として（事業主体
は鹿児島県）行っており、林野庁が、自分たちが
整備したところだけ協力金を取って維持管理する
というのはおかしいといってクレームを付けた。
この結果、太

たちゅうだけ

忠岳や花
はな

之
の

江
え

河
ごう

歩道の登山を目的と
する入園者には協力金を求めないということで、
環境庁と林野庁との間で妥協がなされ、ヤクスギ
ランドの協力金徴収がはじまった経緯がある。
また、屋久町（現 屋久島町）はヤクスギランド
入口に建てたトイレ（休憩所に併設）の使用に対し
て、別途チップを徴収している。ヤクスギランド
と一体的な施設であるにもかかわらず（ヤクスギ
ランドの中にはトイレがない！）、それぞれの管
理者が個別に協力金を徴収するという、縦割り的

表１　屋久島における世界遺産管理等のための各種会議．（環境省まとめ） 

組織 目的・趣旨 構成団体 検討事項等　　
世界遺産地
域連絡会議

屋久島の適正な保全管
理の推進を図るため，
関係機関相互の連絡調
整を行うことを目的と
する．

（1995年 9月設置）

九州地方環境事務所
九州森林管理局
鹿児島県
鹿児島県教育委員会
屋久島町

【協議・調整事項】
・ 関係機関の保全管理施策の実施に係る必要な協力の
推進等所用の事項

・管理計画に関する事項
・ その他，保全管理の円滑な実施に係る内容で会議に
おいて必要と認められた事項

【具体的な検討事項】
・ 屋久島世界遺産地域の管理の課題と対策の方向性に
ついて

屋久島山岳
部利用対策
協議会

屋久島の山岳部への入
り込み者の増加に伴
い，自然環境への影響
が懸念されたことから
自然環境の保全対策を
検討するため設置．

（1994年 7月設置）

環境省屋久島自然保護
官事務所
屋久島森林管理署
屋久島森林環境保全
センター
鹿児島県環境保護課
鹿児島県観光課
熊毛支庁屋久島事務所
屋久島警察署
屋久島町
屋久島環境文化財団
屋久島観光協会

【協議・調整事項】
・各年度ごとの当会の事業内容の調整
・ ゴールデンウィーク期間，夏休み期間の車両乗り 
入れ規制，指導員の配置等の調整

【具体的な検討事項と実施主体】
・ 屋久島山岳部における環境保全推進協力金の導入に
ついて

・ 登山者に対する自然保護及び登山時の安全確保につ
いての啓発として，マナーガイドの作成，縄文杉で
の登山者指導，ゴールデンウィークのマイカー規制
などを実施

屋久島地区
エコツーリ
ズム推進協
議会

屋久島における固有の
自然や文化とふれあう
機会の提供，地域資源
の保全と適正な管理，
地域振興への貢献を同
時に実現するというエ
コツーリズムを確立す
ることを目的とし，幅
広い関係者が連携して
これを推進する．

（2004年 9月設置）

環境省屋久島自然保護
官事務所
屋久島森林管理署
屋久島森林環境保全
センター
鹿児島県環境保護課
鹿児島県観光課
熊毛支庁屋久島事務所
屋久島町
屋久島環境文化財団
屋久島観光協会
屋久島農業協同組合
屋久島漁業協同組合
屋久島町商工会
屋久島森林組合

【主な事業】
・ガイド認定・登録制度の検討・決定及びその運営
・ ガイド業者による自然環境の保全活動への参画に関
する調整

・ ツアープログラムの開発，産業間の連携等に関する
調整

・屋久島地区内外への情報発信，普及啓発
・ その他，屋久島地区エコツーリズムの推進に必要な
事項

その他，山岳部における遭難を防止するための活動を行う「屋久島山岳遭難防止対策協議会」および調査研究に関する
連絡調整を行う「屋久島世界遺産等調査研究推進地域連絡協議会」等がある．
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な協力金制度がはじまってしまったのである。
協力金にはこれを規制する法律が存在しない。
つまり、屋久島という世界遺産ブランドの保護を
訴えれば、どこでも誰でも協力金を集めることが
できる。その結果、屋久島ではこれらの他にも白
谷雲水峡や永田の田舎浜などあちこちで協力金の
徴収がはじまったのである。
しかし、こうした縦割り的な協力金の徴収は、
個別に徴収経費がかかり、かつ余裕ができても他
の管理にお金を回せないなど非常に効率が悪く、
結果的に利用者に余計な負担を強いるものであ
る。また中には使途が不明瞭で、実際に自然保護
に役立っているのかすら分からないものまで存在
している。こうした協力金は、徴収者を置いて半
ば強制的に取られるものも多く、乱立すると世界
遺産の名を騙ったゆすりたかりとの印象をまねき
かねず、屋久島の世界遺産としての品位を著しく
低下させる恐れがある。このような中で新たに入
山料的な協力金を設けることは、既存の縦割り的
な協力金制度を固定化させるだけであり、非常に
問題が大きい。
入山協力金の微収を中心となって推進してきた
鹿児島県環境保護課は、当初、この入山協力金を
広く山岳部の保護管理に活用しようと考えていた
が、林野庁と環境省が使途を広めすぎることにク
レームを付けた。環境省の真意は定かではないが、
林野庁としてはこのような山岳部全体を対象とし
た総合的な協力金を認めてしまえば、個別にヤク
スギランドと白谷雲水峡で徴収している縦割り的
な協力金との整合性が取れなくなることを恐れた
のではないかと思う。
そこで鹿児島県は、山岳部のトイレの屎尿処理
に限定して、協力金を徴収するという方向転換を
行い、なんとか協力金徴収を実現しようと試みた
が、もたもたしているうちに、地元屋久島観光協
会から入島者全員から広く浅く協力金を徴収し
て、一元的な管理を行うのが筋であるという正論
が浮上し、動きが止まってしまったようである。
本来、鹿児島県は屋久島環境文化村構想のマス
タープランで、入島者から広く浅く徴収する環境
キップ制度の導入を唱っていた。ここは本筋に立
ち返り、利用者負担のあり方を根本的に見直し、
全ての個別の協力金をいったん廃止して入島者全
員から広く浅く協力金を徴収し、一元的に世界遺
産を管理する体制を構築すべきであると考える。
4.3　�エコツーリズム推進協議会（2004 年 9 月�

設置）
エコツーリズム推進協議会は、屋久島観光のあ
るべき姿としてのエコツーリズム推進のために、

幅広い関係者を集めて議論を行っている。主な論
点は 3つである。それぞれについて検討を進めた
い。
4.3.1　ガイドの登録認定制度

1つはエコツーリズムの中核を担うガイドの登
録・認定制度で、2006年から登録制度が動き始め
ており、現在認定制度の検討作業中である。先に
述べたように、観光業への不満をガイドに向ける
むきがあり、誰でも何の資格もなしに自然で金を
稼いでいるという批判となって現れていた。登録
制度はそうした批判に対して、ガイドの社会的な
地位を安定させたという点において意義があった
と思われる。しかし認定制度については、ガイド
の差別化に繋がることを警戒し根強く反対するガ
イドもおり、認定制度の検討は混迷を極めている。
ガイドについては、観光客による環境破壊を未
然に防止したり、登山道の細かなメンテナンス、
清掃に資するなど環境保全面で有効な場合が多
い。ガイドの質に問題はあるものの、本来悪質な
業者は競争原理の中で排除されるべきものであ
り、世界遺産管理上、ガイドの存在はプラス面が
大きいと思われる。
4.3.2　里のエコツアー
もう 1つは「里のエコツアー」である。エコツ
アーが主に山岳部など屋久島の自然地域で行われ
ていたために、地域の暮らしや産業を舞台とした
エコツアーを実施して、地域にお金が落ちる仕組
みを作りだそうというのがその主旨である。また
結果的に利用の分散が図られ、山岳部への負荷が
少なくなることも企図されている。しかし、モデ
ルケースとして実際に行われたのは地域住民のボ
ランティアを支えとするイベント的な内容であ
り、定常的にツアーとして実施できるものではな
かった。
また先に述べたように、現在の問題点としてあ
げられている島の静かな暮らしの中に観光客が入
り込む不快感、地域住民が憩いの場としてきた静
かな場所に観光客が来ることにより、憩いの場が
憩いの場でなくなるといった不満に対する逆行で
あり、行政が主体であるエコツーリズム推進協議
会が「里のエコツアー」を推進することについて
は強い違和感を感じる。むしろ、直接観光に携わ
らない人々が住む集落部分にツアーとして人を送
り込むことは避けるべきであり、生活の場と観光
の場はきちんと区別すべきではないかと考える。
実際には、ことさらにツアーを作らなくても屋久
島の人々は親切であり、通りがかった観光客に声
をかけたり、畑で取れた果物をプレゼントしたり
と様々な形で交流は図られており、そうした自然
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な島民との触れ合いが、観光客に仕組まれざる喜
び・感動を提供しているのも事実である。それで
はお金が落ちないといわれるかもしれないが、本
来、お金はその道のプロが営業し、訓練もしては
じめて得られるものであり、お金が落ちるために
はそれを生業として真剣な努力をなさなければな
らないのは当然である。里のエコツアーはそうし
たプロフェッショナルが産まれてこそ成立するも
のであり、行政が考えるべきは、そうしたツアー
が実施され始めたときにいかに静かな生活を守る
かという点にあると考える。
利用の分散についても、先に述べたように、新

たな利用地域の拡大は、むしろ相乗効果として全
体の利用者増を招くこととなり、結果として決し
て既存の強力な魅力のある地域の利用者の減少に
は繋がらないことは、これまでの経験上明らかで
ある。
4.3.3　西部地域の保全・利用
もう 1つ検討されているのが屋久島西部地域の

保全・利用のルールである。屋久島の西部地域は
地形が急峻なこともあり、県道が横切っている他
は利用施設がなく、釣師が入る以外は一般的な観
光利用はあまりなされてこなかった地域である
（図 8）。現在は人が住んでいないという事もあり、
屋久島で最もサルやシカの密度が高く、野生動物
の観察に適したフィールドである。また、森の中
には巨大なガジュマルやアコウといった熱帯系の
植物が茂り、屋久島でも最も亜熱帯的な自然を観
ることができるフィールドでもある。一方、古く
から京都大学の霊長類研究所をはじめとした研究
者が利用してきた研究フィールドとしても重要な
ところである。
現在、一部のエコツアー業者がこの中でツアー

を実施しているが、無秩序な利用は環境破壊を起
こしかねないとの批判もあり、保全・利用のルー
ル作りが話し合われた。この中で現状の利用では
特に環境破壊は起きておらず全く問題はない事が
確認され、今後の適正な利用のルール作りが検討
された。これに対して西部地域を利用しているガ
イド業者が集まり、自主規制ルール案を作成し、
エコツーリズム推進協議会の西部地域の保全・利
用に関する作業部会に次のように提案を行った。
県道より下の地域は現在は人が住んでいないも

のの、昭和 30年代までは人の住む地域であった。
1983年に公園計画が変更され第 1種特別地域に
されるまでは、様々な形で林業的、農業的に利用
されてきた二次林であり（図 9）、人が利用するこ
とで簡単に破壊されるような脆弱な自然ではな
く、エコツアーフィールドとして利用するのに適

した地域である。しかし同時に、野生動物の研究
フィールドとして非常に重要な地域であり、野生
動物の暮らしにディスターブを与えるような利用
は避けるべきである。
現状では特に問題が起きていないということか
ら、現在の利用者数を基に 1日あたりの利用者数
の上限を半

はんやま

山地区、川
かわ ら

原地区それぞれに 25名ま
でとし、1グループあたりの最大数は各 7名まで
とする自主的な利用者数制限を提言した。また利
用ルール、モニタリングの実施などが合わせて提
言されている。
環境省は、2002年に国立公園内に利用調整地
域を設けることができるように自然公園法の改正

北
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図 8　屋久島西部地域の地図．

図 9　�屋久島西部半山地域の林内の様子．
林業的，農業的利用が行われてきた二次林
ではあるが，サルやシカが間近で観察で
きる優れたエコツアーフィールドである．
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を行ったが、未だに実際に人数規制がなされてい
る国立公園はなく、こうした具体的な厳しい利用
者数制限が利用ガイド業者から提案されたのは画
期的なことである。実現に向けて具体的な事務手
続き等を早急に詰めていただきたいものである。
一方、このような貴重地域における少数限定の
ツアーにおいては、質の高いガイドが期待される
のは当然のことである。人数制限と同時にガイド
側も優れた良質なガイドを展開できる業者に制限
することが利用者利益に繋がり、かつ業者保護に
も繋がると考えられる。西部地域の研究者等でつ
くる業者認可制度を設け、適正な業者のみを指定
業者として利用可能にする仕組みも含めて検討を
進めることが必要であろう。

5．まとめ

現在起きている屋久島での観光にまつわる問題
点を考えるにつけ、管理上の大きな弊害は縦割り
行政であり、中心的な役割を果たす機関の不在で
あることは明白である。鹿児島県は屋久島環境文
化村構想に基づき、屋久島環境文化財団を設立し、
構想の実現へ向けての実働部隊とした。本来なら
ば本財団が、中核となって世界遺産のプランニン
グ、調整をはかることが期待されたが、未だにプ
ロパーの職員すらおらず、県、町からの一時的な
出向者と臨時職員で運営しているのが実態であり
る。従って、残念ながら将来に渡って屋久島に責
任を持つ気概も実力もない。

2007年 10月には地元の上屋久町と屋久町が合
併し、屋久島町が誕生した。これを機会に、縦割
り的な管理体制の見直しを行っていただきたい。
ここはやはり世界遺産地域の自然保護を法的に担
う自然公園法、原生自然環境保全法を所管する環
境省がイニシアティブを取って一元的な管理を進
めることが最も合理的かつ有効であると考える。
そのためには、世界遺産地域の国有林を環境省に
所管替えすることなども検討する必要があるであ
ろう。
最後にエコツーリズムについて一言述べたい。
エコツーリズム推進協議会に見られるように、行
政主導でエコツーリズムの推進が行われる場合、
自然環境の保全とともに、地域の活性化・経済的
なメリットが強調される場合が多い。つまり自然
を壊さない形でお金が落ちる仕組みが、エコツー
リズムであると考えているフシがある。こうした
流れの中で、このようなエコツーリズムの考え方
はかなり浸透しており、屋久島の観光においても
自然を壊さないのは当然のことだという考えが定

着してきている。自然を壊さない形で観光を進め
ようという意味では、既に屋久島の観光はすべか
らくエコツーリズムにのっとったものとなってい
るとも考えられるわけである。その結果、マスツ
アーでもなんでもかんでもエコツアーを名乗れる
ようになってしまった。柴崎が指摘しているよう
に、屋久島のエコツーリズムはマスツーリズムの
一部として実施されているのが実態である 3）。
この時、エコツーリズムのもう一方の主役であ
る観光客が置き去りにされてしまっているのであ
る。本来、エコツーリズムのもう 1つの重要な役
割は環境教育であり、観光客がエコツアーを通し
て自然・文化を学び、そうしたものを大切にする
心を育てるという大きな役割がある。しかし、現
状は受け手である観光客に何を伝えるかという肝
心の中身の評価はほとんどされずに、自然に少し
でも配慮したツアーはなんでもかんでもエコツア
ーと呼ぶようになってしまっている。このことが
観光客側のエコツアーのイメージにも繋がってお
り、自然を壊さないで地域経済に貢献するのがエ
コツアーだと思っている観光客も多い。既に「エ
コツアー」というキーワードでは、おもしろいも
の、ためになるものといったツアーへの参加を動
機づける積極的なイメージが想起されてこなくな
っているのである。そこで YNACではこのよう
な状況を踏まえ、「エコツアー」に変わる利用者
にとっておもしろい自然体験を提供するツアーの
キーワードとして「インタープリテーティブ・エ
ンターテイメントツアー（IEツアー）」という言
葉を提唱している。
現在、日本エコツーリズム協会では、全国的な
ガイドの認定制度や、エコツーリズム検定につい
ての検討を進めているようである。しかしこうし
た枠組みの中では、やはり参加者にとってのエコ
ツアーの楽しさや意義が評価されないような気が
する。むしろミシュランの星のように、利用者側
に意義のある、受け手にとっての面白さ、教育的
価値などから格付けしていく、エコツアーの格付
け制度の創設を提案したい。
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