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白川郷合掌造り集落は，再び，加速化した観

はじめに

光と言う近代化現象に押しつぶされようとし

観光が地域に与える影響は，地域のイメー

ている。

ジアップ，経済的波及効果など大きなものが
ある。しかし， 観光

という近代化現象は，

同じく観光化現象でありながら，１
９
７
０年代
の観光化現象と，今日の現象とは，どのよう

時に，地域の文化に対して，多大な影響を与

に異なるのであろうか。また，今日の観光化

えることになる。白川村では，合掌造り集落

現象は，再び，固有の文化の保存・伝承に寄

の様式を守るために，観光立村を目指し，国

与する仕組みとして転換できるのであろう

の文化財指定である「重要伝統的建造物群保

か。本稿で明らかにしてみたい。

存地区」として保存・伝承することにも成功
した。その意味で， 観光化

は，地域固有

１．白川村

の文化の保存や活用に対して，大きく貢献し
たのではないだろうか。

合掌造り集落

の概要

世界遺産に登録された合掌造り集落地区
は，岐阜県白川村荻町，富山県平村相倉，同

今日，それらの生活様式は，世界遺産とし

県上平村管沼の３集落である。この章では，

ての価値を有するものとして評価され，登録

事例対象である岐阜県白川村荻町合掌集落に

された。だが一方で，観光的価値が飛躍的に

ついての概要を述べる。

高まると同時に，広域的な交通整備などの近

１．１

地理的特徴と合掌造り

代化促進要因が加速化したことで，白川郷に

白川村荻町合掌造りは，『荘川沿いに広が

おける近代化も早まり，本来の世界遺産的価

る標高５
０
０メートル前後の平坦地で，主要部

値は，徐々に失われようとしている。

は南北長さ約１
５
０
０メートル，東西最大幅約３
５
０

こうして見ると，一旦は固有の文化の保存・
伝承を，観光により成功を収めたかに見えた

メートル，広さ約４
５．
６ヘクタールの区域（新
編

―３
７―

白川村史
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である。荻町集落の周

岐阜女子大学紀要

第３
６号

（２
００
７．
３．）

りは，白山を中心に山々に囲まれており，
１
９
５
０

えば，荻町を含む白川村の地場産業が養蚕で

年代までは同地区へのアプローチは多くの時

あったことは，広く知られている。養蚕は，

間を必要とし交通機関も発達していなかっ

江戸末期から明治・大正期に最盛期を迎えた

た。そして，日本有数の豪雪地帯としても有

が，それに伴い合掌造りの形式も変わってき

名な土地柄を持つ。こうした地理的な要因に

た。自給自足生活であった白川村は，民家で

より，近代化の進捗速度は低下し，人々が「秘

ある合掌造りで蚕を飼うようになった。その

境」と呼ぶに相応しい，独自の文化や伝統を

ため屋内環境を変える必要があり考えた末，

醸成してきたのである。

広い床面積と養蚕に適した屋根裏を作り出し

一方，白川郷は，日本でも有数の山間の豪
雪地であり，平地が少ないため，貴重な生産
手段である農地を削り，敷地を広く取り家を
建てることはできない。同時に，冬の積雪と

たのであり，生産様式と建築様式は表裏一体
の関係にあると言えるのだ２）。
２．集落の相互扶助制度
次に，集落における相互関係を見てみよう。

その除雪作業に多くの労働力が要ることを考
えると，建物の棟数は少ない方がいい。その

白川郷の生活様式，生産様式には，目に見え

ような考え方からこの地区に合掌造りが生ま

ない地域の了解（約束事）がある。その代表

れたのである。

的な仕組みが「結」の制度であろう。前近代

１．２

的な相互扶助システムとして，機能していた

歴史的経緯と合掌造り

結 の制度は，特に，屋根の葺き替えなど，

岐阜県白川村荻町合掌集落における合掌造
りはどのようにして誕生したのであろうか。

お互いに支えあいながら生活する制度的枠組

合掌造りは江戸時代中期，西暦１
７
０
０年前後か

みとして機能してきたのである。

ら明治・大正・昭和３
０年にわたり，およそ２
５
０

しかしながら，近代化の流れとともに，共

年の間に建てられた。元々，
合掌造りとは，
「庶

同体としての暮らしの約束事は，徐々に崩壊

民の民家」であり，庶民の住む場所・働く場

していく。現在では，その代表的営為である，

所・生活する場所である。民家には，地域色

屋根の葺き替えに至っても，業者やボラン

が強くまた時代性も現れやすい建物であると

ティアが中心となっている３）。
こうして緩やかな流れではあるが，確実に，

考えられる。そのことは，以下の二点で生活
様式，生産様式に既定された構造的特徴を

近代化が進む中で，前近代的な生活様式は崩

持っている。

れ，また生産様式としての養蚕も，近代化と
ともにその姿を変えることとなる。集落の間

①

真宗を厚く信仰する人々の生活様式であ
１）

ること
②

にあった主体的な相互扶助システムである
「結」のような制度は，信頼の基盤の上に醸

地場産業であった養蚕を屋根裏で飼う家
屋であること

成されていると言える。
３．主体的な観光地形成過程―村民による保
存運動期

これらのことから，白川村の合掌造りの建
築構造上の特徴は，生活様式や生産様式など

白川村の保存運動が盛んになった時期は，

の文化に規定されたものであり，建築様式だ

大正時代に約３
０
０棟あった合掌造り家 屋 は

けが単体として評価されるものではない。例

１
９
６
１年には１
９
１棟に減少している。こうした
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危機感から，地域の有志が自発的に保存活動

るのではないだろうか。

に動き出したのである。１
９
６
０年代は，観光と
して訪れる人も少なく（１
９
６
６年度で１
２
１千人

（１）まちづくり運動の主体として，地域の

に過ぎない）
，外部との交流のないまま維持

内部に母体的組織が形成されたこと

・保存することが困難な状況にあった。

で，主体的な意識（当事者意識）の元
で，観光化が推進された。

そこで，荻町住民有志（かつての青年部リー
ダー）が「白川郷荻町集落の自然環境を守る

（２）観光地形成を運動論として捉え，ホス

会」を結成した。主体的・自発的・内発的な

ト側の一体感が強化される中で，地域

母体形成が起きたのである。その後の活動を

の文化的資源を再評価し，現代的意味

見ると，昭和４
６年（１
９
７
１年）に，合掌造り家

の結の精神を強化していった。

屋の保存のため市民憲章「荻町集落の自然環

（３）運動論は，住民憲章という制度に発展
し，運動論と制度論が一体化する中で，

境を守る住民憲章」を採択することとなる。
そこでのスローガンは，地区内の資源（合掌
家屋，屋敷，山林，農耕地，立木等）を「売
らない，貸さない，壊さない」ことであり，
売り渡す予定であった資産は，村の共有財産
としての理解を求めたのである。
換言すれば，これらの活動を通じて，集落
の共有財産としての意識を醸成したとも言
え，結果的に社会関係資本の再構築が行なわ
れたと評価できるであろう。
こうした意識の醸成の元に，１
９
７
６年に，
「重
要伝統的建造物群保存地区（以下，重伝建）
」
に指定される。言うまでもなく，重伝建指定
には，地域の所有者の合意が必要である。制
度は，運動に支えられているのである。

（参考）図１ 昭和４
０年代以降の観光客数の推
移（千人）
（出典）
「遺産の所有と利用に関する観光文明学的研
究」第２回研究会資料より抜粋

このようなまちづくり運動が，長野県南木
曽町（妻籠・馬籠宿）の保存運動から始まり，
全国的に地域の内部から運動体として内発的
に展開し，それが契機となって制度化した流
れを汲んだ動きであると評価できる。
さらに，白川村では，合掌造りの保存だけ
に留まらず，廃屋になった合掌造り家屋を移
築保存し「白川郷合掌村」
（昭和４
７年）として
開園するなど，地域資源の活用運動が生まれ

（参考）図２ 白川村における観光客数の推移

るようになる。

（千人）

では，この時期の白川村の活動の考察をし
てみよう。そこでは，次のような評価ができ

（出典）
「遺産の所有と利用に関する観光文明学的研
究」第２回研究会資料より抜粋
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内発的に制御しながら，観光地形成が

よる資源の消費行動には，相反する面もあろ

行なわれていった。

う。それは，今日の白川郷のように，観光化

（４）地域の中で運動を展開する中で，社会

を無制限に受け入れ， 観光公害

を生むよ

関係資本の蓄積が進み，ホスト側の一

うな事態にまで陥るようになり，集落の静寂

体性が醸成された。

な環境までもが喪失するようになると，世界
遺産としての文化的価値や自然景観などを保

４．世界遺産登録とその効果の受け止め方

存する側の価値観と対立は深刻化し，ミシャ

観光地として成長・成熟してきた白川郷の
観光客数は，１
９
８
０年代も年々，漸増傾向あっ

ンの指摘するように，観光の負の部分がク
ローズアップされるようになる。

た。そして，１
９
９
５年に，ユネスコ世界遺産に

これは，本稿で考察したように，観光地と

登録（１
９
９
５年１
２月）され，１
９
７
７年に保存財団

しての成長過程を検証する中で見ると，１
９
７
０

が発足する。勿論，「世界遺産」とは，決し

年代の内発的成長期との比較の上で，現在の

て観光による地域の活性化のために登録され

状況は明らかに飽和状態にあることに起因し

るのではなく，国際的に協力し合いその価値

ていると言える。

ある遺産を後世に伝えることに意義がある。

一方，本研究では，観光そのものが地域文

そのことは，ホスト側である地域住民にも一

化にとって「害悪」になる危険性を孕むもの

定程度は理解されていると言えるだろう４）。

ではあるが，観光地としての成長過程を地域

しかし，世界遺産ブランドとして地域の認知

（ホスト側）が適切に管理していくことで，

度が高まることで，結果的に観光客は急増す

文化の保護・活用・伝承に寄与することも示

ることとなる。また，観光により直接的・間

してきた。

接的な収入が得られ，観光による経済的波及

１
９
７
０年代の観光地形成のキーワードは，地

効果が目に見えてくるようになると，地域と

域内（ホスト間の）相互関係の強化の上に成

しては，地域経済発展の切り札としての役割

り立っていた観光化の過程であり，「まちづ

に強く目が向くようになる。

くり運動」として，共同体の運動体的一体感
の中で，観光地形成を行なってきたことの評

５．観光地の発展過程と観光の役割

価の上に成り立っている。そして，運動体と

これまで考察してきたように，観光化する

しての機運の盛り上がりは，制度化へと進み，

ことは，近代化の進展と深い関係にあると言

まちづくり型（内発的）の観光地形成が進む。

５）

える 。

このような，まちづくり型の観光地形成に対

勿論，上記の「観光化すること」に対して

して，１
９
９
５年（世界遺産登録）以降の観光地

は否定的な見方もある。例えば，Ｅ．
Ｊ．
ミッ

形成を見ると，外部からの観光客を無条件に

シャンは，観光客の過密と混雑により膨大な

受け入れ，観光客を受け入れることと集落の

コストが発生し，自然美保護に注意を向ける

紐帯が強まる仕組みが一体化してこなかっ

人々との利害対立を生むことなどを指摘し，

た。すなわち，世界遺産登録後の観光現象は，

拡大する現代観光に限界点があると述べてい

世界遺産登録の趣旨と離れ，観光客が急増す

る〔mishan. E（１
９
６
９）The Cost of Economic

る中で，地域における内発的な制御機能を

Growth, p１
４
０〕
。

失っているのだ。それは，膨大な観光客の増

自然や文化の貴重な資源の保全と，観光に

加により，主体的に制御する力量を超えた現
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象が起きているとも言える。

いる。

そのため，現在では，外部の力も借りなが

３）岐阜大学（合田教授）の調査によれば

ら，社会実験として交通システムの検討が行

「１
９
４
０年におけるＸ家の屋根葺き替えの

なわれているが，こうした量的管理が重要で

結は，６
６名の手伝いがあったが，今日で

ある。あるいはゴミ対策，景観保全等適切な

は，業者が少数の手伝いとともに行なわ

観光地の成長管理を行い，世界遺産としての

れている」ことが確認されている。

価値をホスト・ゲスト双方が共有化する仕組

４）当然ながら，地元でも，世界遺産の文化

み等も検討していかなければならない。世界

伝承が第一義的に既定されている。例え

遺産登録による急速な観光化は，地域が体験

ば，『世界遺産条約の目的は，「世界のす

したことのない状況を生み出し，その中で，

べての人に関係するような，きわだって

固有の文化的価値を喪失し，コミュニティの

普遍的な価値を持つ遺産を保護するため

紐帯は弱まり，自らの地域の価値自体を見失

に，その重要性を世界に呼びかけるとと

うこととなる。その制御は，地域の内発的な

もに，国際協力を促進すること」にある』

力にのみ期待するだけでは，困難であろう。

（新版白川村史

外部の力も借りながら，今日的なまちづくり
活動が生まれ，観光との良好な関係を構築し

下巻）として，住民へ

の啓発を行なっている。
５）例えば，前田によれば，観光は，『自由

ていくことが求められるであろう。

裁量所得，余暇時間，情報などの増大，
さらに，交通機関の発達・宿泊施設の整

注

備などを条件として成立したきわめて近

１）およそ２
５
０年の間にいくつもの合掌造り

代的な社会現象』であるとしている（
『観

が白川村・五箇山地方で建てられたが，

光概論』引用）
。

初期の合掌造りは，真宗の道場としての
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