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トに提供されている観光情報は，有名な建造

１．はじめに

物や人物等の概要説明といった断片的・表面

１
９
７
０年代の「ディスカバー・ジャ パ ン・

的なものにとどまり，歴史・文化の表象であ

キャンペーン」を契機として起こった小京都

る歴史的町並み及びその構成要素の本質を理

ブームによって，歴史的町並みを有する地方

解するには情報不足であると言わざるを得な

中小都市における観光活動は一般的な現象と

い。そのためにゲストは町並みの本質を理解

なり，各地で歴史的町並み観光によるまちお

できないまま観光地を通過してしまい，結果

こしの事例が報告されるようになった。

としてホストが期待するほど観光活動による

歴史的町並み観光は，次の点で地元住民（ホ

効果が得られていないと考えられる。

スト）と訪問者（ゲスト）の双方にとって有

そこで本研究では，岐阜県岩村町の重要伝

益なものとなる可能性をもっている。ホスト

統的建造物群保存地区を事例として，ホスト

は観光活動を通じて観光資源の歴史・文化的

がゲストに提供している歴史的町並み景観及

な価値を再認識し，アイデンティティの確立

びその構成要素に関する観光情報をその質に

や自地域への誇りを得ることが可能であり，

着目して調査・分析することで，歴史的町並

一方ゲストも非日常的な空間を体験しホスト

み観光地における観光情報提供の問題点と望

と交流するなかで，町並みを基盤に繰り広げ

ましい観光情報提供に向けた課題を明らかに

られてきた自分たちのものとは異なる生活景

することを目的とする。

を想像し，また教養を高めることができる。
ただし，ホストとゲストが互いに共感し，
双方にとって有益な観光活動の実現には，ホ

２．本研究における観光情報の概念定義と研
究の方法

ストが自地域の歴史・文化に精通し，またゲ
ストに対し生活景を想像させる情報が充分に

!

本研究における観光情報の概念定義

提供されることが前提となる。しかしながら

観光情報とは「観光者が観光旅行を計画・

ほとんどの歴史的町並み観光地においてゲス

準備し，実行するために必要なあらゆる情報」
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１）

を説明し理解を深めるための内面的・ソフト

がなされている。

的な情報である。歴史的経緯や変遷過程，
価値

であり，分類方法によって様々な捉えかた
ゲストの立場では，観光情報は観光対象に

や特徴の成立要因，町並みや建造物と生活と

固有の情報と旅行を計画・実行する上での手

の関係，今後のまちの展望等がこれにあたる。

段（交通宿泊等）や条件に関する情報とに分

直接的情報と背景的情報は密接に関係し，

けて考えることができる。情報の入手場所で

どちらが不足しても観光資源の本質を理解す

は，事前に入手することが可能な「発地情報」

ることは難しいものである。

と，旅行中から到着後に入手できる「着地情
報（現地情報）
」
に分類され，情報の内容で捉

"

研究の方法

えた場合は，変更が少ない「静態情報」と定

本研究は，以下の方法により進めた。

期・不定期に関わらず頻繁に更新される「動

まず，岐阜県岩村町の重要伝統的建造物群

態情報」がある。（表−１）

保存地区（東西延長約１．
３!，面積１
４．
６ha）
を対象地域として（図−１）
，当該地域内の

表―１ 観光情報の既住分類
分類キーワード

分類

観光対象に固有
の情報
情報内容による
計画・実行段階
分類
での手段・条件と
しての情報

発地情報
情報の入手場所
による分類
着地情報

情報の変更頻度
による分類

静態情報
動態情報

歴史的町並み景観及びその主たる構成要素で
情報内容

文化財，自然資源，社寺，名所，
旧跡等

ある建造物に関する観光情報を収集した（表
−２）
。なお，収集する観光情報は，ホスト

交通情報，宿泊条件等

からゲストへの情報伝達関係を明確にするた

メディア：テレビ，ビデオ，ガ
イドブック，新聞，雑誌，FAX，
インターネット等／内容：現地
の観光案内所にあるパンフレッ
ト，花の開花予測等
メディア：ゲスト持参のガイド
ブック，現地情報等／内容：現
地の観光案内所にあるパンフ
レット・地図等

め，町内の行政機関及び住民（団体及び個人）

観光資源・施設の名称，所在地，
内容紹介，交通情報等
交通情報，空席，空室情報，観
光地の近況等

文献１）
，２）を基に作成

により提供されている観光情報に限定した。
次に，収集した観光情報を対象としている
観光資源の類型（町並み景観全体，社寺，文
化財指定町家，その他の町家の４類型）及び
提供メディア類型（表−２に示す大分類２類
型，小分類５類型）ごとに整理・分類し，表
−３に示す評価基準に基づいて，直接的情報

これらの観光情報に関する既往分類は，情
報を発信する側にとっては分かりやすい分類

と背景的情報がどの程度提供されているか評
価した。

であるが，受け手側であるゲストにとって，
観光対象の理解にどの程度価値のある情報で
あるかという点については考慮されていない。
そこで，本研究では「直接的情報」と「背
景的情報」という用語を用い，観光情報の質
的分類を試みた。
「直接的情報」とはまちや建造物がつくら
れた時期やその特徴を指し，現在の観光情報
に示されるような評価や価値，関係する人物
名などの表面的・ハード的な情報である。
一方，「背景的情報」は直接的情報の背景

図−１ 岐阜県岩村町の重要伝統的建造物群保存地区
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表−２ 提供メディアの類型

から展示品を眺めるため本論ではサインメ

能
メ
デ
ィ
ア

ディアとして扱っている。
ヒューマンメディアは

事 電子メディア 岩村町ホームページ
前
小冊子「いわむら」
入
手 ペーパーメ パンフレット「岐阜 いわむら」
パンフレット「いわむら散策絵図」
可
ディア
小冊子「女城主の里 いわむら」
現
歴史資料館（民俗史料館を含む）
地 施設メディア まちなみふれあいの館（案内所）
限
定 サインメディア 解説用看板
メ
まちかどギャラリー
デ
土佐屋
ィ ヒューマンメ
木村邸
ア
ディア
浅見邸

案内システムがある町家を調査対象とした。

表−３ 評価基準
資源理解に充分な
情報内容
町
形
成
の
歴
史

最後に評価結果をふまえ，研究対象地域に
おける観光情報提供の問題点を整理するとと
もに，望ましい観光情報提供に向けた課題を

形成時期
現在までの変
遷過程
社会情勢との
対応関係
景観の原型

提起した。
なお，観光情報提供メディア類型は，まず
入手場所によって事前入手可能メディアと現
地限定メディアに大別し，さらに伝達媒体に
よって５種類に分類している。事前入手可能

町
並
み
景
観
評
価
項
目

景
観
構
造

町
並
み
景
観
保
存
運
動

に代表される。ここでは岩村町の公式ホーム
ページを対象とした。観光パンフレット等の
ペーパーメディアは現地で入手するほか，
メールや電話による事前入手も可能であるた
内で配布する場合が多く，今回は入手しやす
い４種類を選択することにした。
アはペーパーメディアに加え，建物内で情報
を提供する施設メディア，路上や公園に設置
されているサインメディア，特定の場所に常
駐する現地住民によるヒューマンメディアに
分類する。施設メディアは城下町地区におけ
る観光情報の発信地である「ふれあいの館」
と，調査対象地域外ではあるが岩村町全体の

社
寺
・
文
化
財
指
定
町
家
・
そ
の
他
の
町
家
評
価
項
目

情報を提供する歴史資料館を選択し，サイン
メディアは路上・公園にある解説用看板を対
象とした。「まちかどギャラリー」は町家及
び店舗の一部または空き家を改造し民具や生
活道具等を展示した施設であるが，主に路上

重伝建指定
町並み保存に
対する住民・
行政の取り組
み
将来的な景観
保存のビジョ
ン
建築時期
当時の社会情
勢

め両項目にあてはめた。岩村町では観光施設

一方，着地情報を伝達する現地限定メディ

周辺地域を含
めた景観構造
景観構造を理
解できる眺望
点

メディアは主として発地情報を扱い，特に
ホームページやメールといった電子メディア

現在の景観構
造（原型との
対比）

時
代
背
景

当時の町の様
子

具体的な年代等
過去の出来事と町
の変遷との関係
まち形成・変化の
理由と社会情勢と
の関係
景観構成要素の具
体例
現在の町並み景観
構成要素と原型と
の対比，現在そう
なっている理由
周辺地域との位置
関係と地形的・社会
経済的なつながり
眺望点（場所）の
明記，そこからの
景観の特徴
指定の基準，内容，
変化（保存の対象，
規制等）
過去・現在の取り
組みによる町並み
景観や日常生活の
変化
保存計画の概要，
その計画による町
並みの理想像
具体的な年代等
社会情勢とその建
造物が造られた理
由の関係
当時の生活と建造
物の関係（必要性）

人物紹介及び生き
ていた時代の様子
人物の特徴または
建造物（デザイン
当主の人物像
や使い方）に及ぼ
した影響
フ ァ サ ー ド 建造物に固有の特
（または内観） 徴（個々の要素の
の特徴
レベルまで）
外
特徴と生活・事業
観 特徴と生活・ との関係（特徴の
・ 事業との関係
形成理由）
内
観 ファザード
変遷過程での住み
（内観）の変遷
方や事業の方法の
と生活・事業
変化が与えた影響
変化との関係
宗教的位置づ 特徴，普及した時
け（社寺）
代
生 ゆかりの人物 具体的なエピソード
活
・ 住民の生活と 生活行事や精神性
管 社寺との関係 等との関係
理
管理者及び管理方
現在の維持管
法，維持・保存上
理の方法
の問題点や苦労等
歴代当主

記述はあるが資源理
解には不足した情報
内容
おおまかな時代区分
変遷の事実
社会情勢の内容
景観構成要素のおお
まかな表記，地区ご
との分布
現在の町並み景観構
成要素（おおまかに）
周辺地域との地理的
な位置関係
眺望点の存在（その
景観的特徴まではわ
からない）
重伝建という用語及
びその指定範囲
住民・行政が町並み
保存に取り組んでい
る事実
将来にわたる保存計
画の存在
おおまかな時代区分
社会情勢の内容（建
造物との関連はわか
りづらい）
当時の町の説明（建
造物との関係はわか
りづらい）
人物名等

経歴・業績
町家（社寺）として
は一般的な特徴（お
おまかに）
特徴または生活・事
業の様子（両者の関
連はわかりづらい）
変遷の事実

宗派名等
人物名及び概要説明
祭等の歳時記
管理者（団体）名

注）表中の網掛け部分は背景的情報に該当する項目で
あり，その他は直接的情報に該当する項目である。
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報量は予想以上に多く，伝達方法も文章・図

３．研究対象地域の概要

版・模型等広範囲にわたっている。しかし情

本研究の対象地域である伝統的建造物群保

報の質に関しては，内容が一部の資源・項目

存地区が立地する岩村町は，岐阜県恵那郡の

に集中している。さらに各メディアにおける

南部に位置し，東は中津川市，西は山岡町，

情報提供内容の類似から，伝達される総情報

南は上矢作町，北は恵那市に接する山間の情

量に対してゲストが得られる実際の情報量は

緒あふれる史跡観光の町である。主な観光資

あまり多くない。

源は，日本三大山城と言われる岩村城の城址，

また，直接的情報と背景的情報の比較では

重要伝統的建造物群保存地区選定の町並み，

やはり後者の割合が少なく，背景的情報の圧

日本一の農村景観として PR されている富田

倒的不足を問題として指摘できる。

地区とそれらに関連したイベント等だが，岩
"

村城址関係のものが最も多い。
対象地区は岩村城址の西方を流れる岩村川

メディア別評価（表−４）

①ペーパーメディア

の左岸に位置し，川をはさんで旧武家屋敷群

情報の範囲は広く，直接的情報が多い。し

や農村地区（富田地区）と接している。東西

かし紙面の都合上多くの情報を掲載すること

に延びる本町通りを中心に，かつては８
０
０有

は不可能であり，評価基準に示した項目内容

余年の歴史をもつ３万石の城下町として東濃

が掲載されていても，必ずしも充分な理解を

地方の政治・経済・文化の中心として栄えて

助ける情報が提供されていない。また，町並

きた。町並みの保存状態は良好で，平成１
０年

み景観の構造や建造物の特徴等を補足説明す

に商家の町並みとして重要伝統的建造物群保

る図版・写真のなかにはその意図が不明確な

存地区の選定を受けている。

ものもあり，資源理解に適切な図版の利用方

岩村町における町並み保存運動は町並み観
光と並行して起こり，昭和６
０年に行われた岩

法については検討が必要である。
②電子メディア

村城創築八百年祭に伴って旧家及び社寺を一

直接的情報・背景的情報ともにペーパーメ

般公開したことに始まる。その年のゲストが

ディアよりも多く，伝達量の制限が少ないた

前年（７万人）の約３倍の２
０万５千人に増加

め文章や図版・写真が豊富に提供されてい

したことをきっかけにその後も旧家の開放，

る。また必要に応じて動画等も使用でき，今

岩村城楽市まつりなどの町並み関連イベント

後の利用が期待される。難点は，ひとつの観

を中心に観光事業を進めてきた。平成３年に

光資源を理解するために複数のページを開か

木村邸，平成８年には復元された土佐屋がそ

なければ個別情報間の関連を把握しづらいこ

れぞれ町文化財に指定され，また交流事業や

とと，アクセスする側の環境が整わないと情

商工会・まちづくり実行委員会の活動によ

報を入手できないことである。

り，まちづくりや町並み保存に対する関心が

③施設メディア

高まっている。

場所が明確であることからゲストに認知さ
れやすく，展示スペースも多い。しかし現状

４．岩村町における観光情報提供の実態
!

では町並み景観やその構成要素に関する情報

全体的評価

を扱うことは少ない。

今回の調査から岩村町で提供されている情

ふれあいの館では企画展示によって大量の

―１
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情報を伝達できる利点があるが，展示テーマ

表−４ メディア別評価

以外の情報が伝達されず，展示期間を過ぎる

扱う情報の
範囲

全体的な
情報量

広い

少ない

非常に広い

非常に多い

多い

多い

多い

特定の対象
に関する内
容は多い

特定の対象
に関する内
容は多い

多い

少ない

多い

非常に多い

と情報を入手できないといった欠点が挙げら
れる。逆に歴史資料館は常設展示が主で常に
同じ情報を入手できる反面で変化に乏しく，

事
メ前
デ入
ィ手
ア可
能

施
設

そのため情報の偏りが改善されにくいという
問題がある。
④サインメディア
看板は設置場所に関する制約性が小さく，

ペ
ー
パ
ー
電
子

現
地
限
定
メ
デ
ィ
ア

場所によっては情報と実物との対比が可能で

サ
イ
ン
ヒ
ュ
ー
マ
ン

施設による

単体では狭 単体では少
く，総合す なく，総合
るとやや広 すると多い
い
やや狭い
（質 問 す る
多い
ことでやや
広い）

情報の割合
直接的情報 背景的情報
多いが情報
としては不
少ない
足ぎみ

ある。単独での情報は少ないが，設置箇所が
多いため全体での情報量は多く，その範囲も

!

広い。だがゲストが全ての看板を発見し，ま

①町並み景観

観光資源別評価（表−５）

たそれに目を通すとは限らずかなり一方的な

直接的情報は事前入手可能メディア，背景

情報提供方法とも言わざるを得ない。さらに

的情報は現地限定メディアで入手することが

他のメディアと内容が重複することも多く，

多い。主な情報提供内容はペーパーメディア，

現時点での看板の存在意義はあまり高くな

電子メディアによる景観構造に関する記述

い。

と，電子メディア，施設メディアでふれる町

まちかどギャラリーは道具の展示にとどま
り，文章による解説はわずか１〜２箇所で行

形成の歴史であるが，それ以外の情報は直接
的情報・背景的情報ともに極端に少ない。

われる程度であった。ホスト・ゲストを問わ

逆にあまり情報が提供されなかった項目と

ず路上で気軽に覗くことができるメディアで

しては眺望点の案内と将来的な景観保存のビ

あるだけに，今後の活用方法が課題である。

ジョンが挙げられる。眺望点は写真のコメン

⑤ヒューマンメディア

トや絵地図から存在は確認できるものの具体

背景的情報の伝達とその質においては他の

的な位置や景観の特徴がわからず，将来の景

メディアより優れている。岩村町のヒューマ

観保存に関しては，土佐屋内部の展示パネル

ンメディアは特定の町家に限定されるため文

で少しふれる程度であった。

化財指定町家の内部構成に情報が集中してい

②社寺

るが，それ以外の項目もゲストからの質問に

社寺に関する情報は一部のパンフレットに
限定されており，そのパンフレットも建立時

よって情報の入手が可能である。
しかし人間が発する情報であるため同一資

期以外に目立った記述はない。また，電子メ

源の案内でもその情報は微妙に異なり，一度

ディアでは歴史探訪やイベント情報など複数

に全ての情報が伝達されることはまずないと

のコンテンツに情報が分散し，メディア別評

考えられる。また，年号や人物の正式名，制

価で述べたように全情報を閲覧することは困

度名等の暗記項目は伝達されにくく，生活の

難である。

流れを把握するにはよいが正確な情報を必要

③文化財指定町家

とする場合はインタープリター（１）の訓練や技
術の程度に左右される。

他の観光資源に比べて情報量が多く，ホス
トの関心の高さが伺える。特に歴代当主やゆ
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かりの人物等の情報は直接的情報・背景的情

る情報に限定した場合は文化財指定町家に関

報を問わず大量に伝達されている。しかしそ

する情報が圧倒的に多く，その他町並み景観

の内容は人物と業績の関係にとどまり，建造

に関する情報がややあったものの，社寺や一

物やそこでの生活とは無関係に記されている

般の町家に関する情報はほとんど提供されて

場合が多い。

いなかった。特に，歴史的町並み景観を主た

④その他の町家

る観光資源としながら，全体の景観構造等に

ホストが日常使用している町家の情報はほ
とんど公開されていない。一般の町家の説明

関する情報の不足は重大な問題として指摘で
きる。

は伝建地区の情報に混じってわずかに提供さ

一方メディア別に見ると，事前入手可能メ

れるものと，特色ある土産品を製造・販売し

ディアは直接的情報を伝達し，現地限定メ

ている町家や外観に特徴をもった町家など文

ディアは背景的情報の伝達を行うといったメ

化財ではないが何らかの特徴をもった特別な

ディアの使い分けの傾向が見られるが，各メ

建物に限られている。

ディアが提供する内容には個性がみられず，
メディアの特性を活かしきれていないように

表−５ 観光資源別評価
分類ごとの特徴
直接的情報
背景的情報
景観構造に関
する項目が目 町形成に関す
ペーパーメディ 他の資源と比較
立つ
（眺 望 点 る項目が目立
ア，
電子メディア
して多い
の案内は除
つ
く）
代表的なメ
ディア

町
並
み
景
観

社 ペーパーメディ
寺
ア

全体的な情報量

少ない

特徴，ゆかり 社会情勢と外
の人物名，宗 観の変遷に関
教についてふ する内容がみ
れている
られる程度

文 ペーパーメディ
化 ア，電子メディ 他の資源と比較 人物と特徴に 内観に関する
関する項目が 項目はかなり
財
して多い
町 ア，特にヒュー
特に多い
充実している
家 マンメディア
そ
の
他
町
家

電子メディア

非常に少ない

特定の資源に 特定の資源に
限定される
限定される

感じられた。しかし，ヒューマンメディアに
よる解説は，内容が文化財指定町家に限定さ
れるものの背景的情報をよく伝達しており，
資源を理解する上での情報提供方法として今
後の可能性が期待できる。
"

望ましい観光情報提供に向けた課題
今後の情報提供の課題としては，まず全体

的な背景的情報量の増加，町並み景観及びそ
の構成要素，特に社寺や文化財指定のない町
家に関する新たな情報の掘り起こし，各メ
ディアの特性を活かした情報提供方法の提
案，メディア間の連携による情報の相互補完，

５．結論
!

住民の伝達技術の向上とインタープリターの

観光情報提供の問題点

養成・普及等が考えられる。以下に課題を個

今回の調査によって，岩村町が提供する観
光情報は表面的な特徴やゆかりの人物等の直

別に詳述する。
①組織的な情報収集・蓄積・整理

接的情報を主として扱っており，一方で時代

観光情報提供の課題として，まず背景的情

背景や建造物の特徴と生活との関係等の背景

報の収集と蓄積による情報提供の量と質の充

的情報が不足していることが明らかになっ

実が挙げられる。そのために，収集した背景

た。

的情報を必要に応じて提供できるようデータ

また，パンフレットや施設内の情報は町並

ベース化をすすめ，蓄積・整理作業を行うこ

みよりも岩村城址や農村景観に関する記述が

とが重要である。その際には背景的情報と直

目立ち，町並み景観及びその構成要素に関す

接的情報との関連に留意し，ゲストの理解を
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歴史的町並み観光地における観光情報提供
システムの実態と課題

深める効果的な提供方法を検討する必要があ
る。

（黒見敏丈，坂元さや香）

岩村町における施設メディアでは，情報が
岩村城址関係に集中し，または歴史的なエピ

情報の収集方法としては，住民同士が自地
域についての知識・意見交換を行う住民参画

ソードが現在の町並み景観やその構成要素に
対応していない等の問題点がある。

型イベントなど，情報収集段階において住民

まず改善すべき点は，歴史資料館とふれあ

が自地域への認識を再確認し，理解を深めら

いの館の役割を明確にすることである。歴史

れる内容であることが望ましい。何故ならば

資料館は岩村町の文化財など価値があるもの

そのような活動は単なる情報収集にとどまら

を所蔵・保管する役割があるため大規模な内

ず，ひいては観光地の演出設計の基盤を構築

容の改変は難しいが，展示品や歴史的な情報

することにも繋がるからである。

を公開しつつ可能な範囲で現在の町並み景観

岩村町ではまちづくり実行委員会によって

やその構成要素との対応関係を示すことが望

既に情報の収集・整理が進められている。現

まれる。一方，ふれあいの館は住民間の観光

在は実行委員による活動にとどまっている

情報収集ネットワークの中心として新たに収

が，今後はさらに住民間のネットワークを形

集した情報の公開を目的とするほか，歴史資

成し情報収集を展開することで，より詳細な

料館と連携して特定の観光資源の特集を組

情報収集・整理が可能になると思われる。

む，観光パンフレットなどの情報を補完する

②モデル観光ルートの設定とそれに合わせた

といった機能も提案したい。また，後述のイ

情報提供システムの構築

ンタープリターの派遣所としても今後の利用

観光情報を提供するにあたり，あらかじめ

が期待される。

ゲストを誘導するシステムが確立されていれ

④まちかどギャラリーの活用

ばゲストの行動に沿ったより的確な情報提供

まちかどギャラリーは路上から気軽に情報

が可能となる。そのため，ゲストが観光地と

を入手できるメディアであり，歴史的町並み

いう空間を体験するために望ましい行程を想

をひとつの博物館と捉えた場合，まちかど

定した観光ルートを設定し，そのルートへゲ

ギャラリーはゲストにとって最もわかりやす

ストを誘導するための情報提供方法について

い形の情報提供手法である。そう考えるとま

情報の内容，質，使用するメディアなどの観

ちかどギャラリーの活用はゲストが岩村町や

点から検討することが必要である。

伝建地区の町並みを体験する上で重要な位置

また，４!において各メディアによる情報

を占めるものと考えられる。

提供内容の類似を指摘したが，今後は情報の

活用法としては，現在のまちかどギャラ

種類や内容にふさわしいメディアによる観光

リーがそうであるように住民が所有する昔の

情報の提供及びメディア間の相互補完を可能

道具を展示するほか，その展示品に限らず町

にするシステムの構築が必要である。

並み景観や付近の観光資源に関する情報，モ

現在，岩村町にはモデル観光ルートが複数設

デル観光ルートに対応した情報をも提供する

定されており，その観光ルートを活用しなが

サインメディアとしての役割も持たせること

ら，観光情報を効果的に提供することにより，

が考えられる。

町並み景観を全体から部分まで理解すること

⑤インタープリターの養成

が可能になる。
③施設メディアの充実・改善

背景的情報をゲストに伝えるメディアとし
てヒューマンメディアに勝るメディアはない
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ことが今回の調査を通して実感された。しか

てはゲストへのアンケート調査が考えられ，

し一方で，これほど安定性に欠けるメディア

それにより情報提供の実態を常に把握し，修

も他には存在しない。岩村町におけるイン

正するように努める。また，何度も岩村町を

タープリテーションの現状をみると，対象と

訪れているゲストには特別にモニターとして

なる観光資源は文化財指定町家に限定され，

長期にわたってシステムの修正・改善点を指

またインタープリターは教育委員会から派遣

摘してもらうよう依頼することもひとつの手

された職員か，対象となる町家の住人が担当

段である。

しており，インタープリターとしての特別の
訓練などは行われていない。

６．おわりに

ヒューマンメディアは，欠点である安定性

本研究で明らかになった観光情報提供上の

の問題が解消されれば，つまり伝達内容があ

問題点及び課題は一つの事例研究から導かれ

る水準以上であれば，背景的情報を伝達する

たものであるが，これらは多くの歴史的町並

メディアとして今後大いに期待ができる。そ

み観光地においても当てはまるものと考え

のため，充分な情報知識と情報伝達技術を持

ら，これだけ全国的に歴史的町並みを主要な

つインタープリターを養成するシステムの構

観光資源とした地域活性化の取り組みが行わ

築が当面の課題と考えられる。

れている現状において，ホストとゲストの双

また，先述の住民参画型の情報収集方法な

方にとって有益な観光活動が展開される上で

どもインタープリター養成の重要なプロセス

も見逃すことのできない結果が得られたので

になり得るため，住民による情報収集を兼ね

はないかと考えられる。

た訓練の方法なども有効だと思われる。

今後の研究においては，実際に観光活動の

インタープリテーションは背景的情報の伝

主役となっているホストとゲストの双方によ

達に最も有用な方法であると思われるため，

る観光情報に対する現状評価を加味すること

今後は以上の点を改善しつつ，文化財指定町

で，より具体的な課題を抽出していく必要が

家以外の観光資源や町並み景観に関する情報

あろう。

提供に対しても積極的に活用していくことが
期待される。

補注
!

⑥モニタリングシステムの構築

インタープリターとはもともとは自然公

新たなシステムを構築する場合に留意すべ

園等における「自然解説員」のことを指して

きことは，観光情報はホスト・ゲスト間で受

いたが，最近では観光地において自然資源に

け止めかたに差異が生ずるものだということ

限らずに観光資源全般のことをゲストに対し

である。そこで，ゲストの反応をみるモニタ

て分かりやすく解説する人のことを指して使

リングシステムを考案しホスト側の一方的な

うようになっている。

システムにならぬようシステムの監視を行わ
ねばならない。それと同時に，モニタリング
の結果をすぐにフィードバックし，観光情報
システムの柔軟性を高めるような体制づくり
も進めていくべきである。
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