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Ⅰ．はじめに―これまでの研究状況と問題の限定
現在のツーリズム研究で、世界的に最も強い論議の的になっ

ているものは、サスティナブル・ツーリズム（sustainable tourism：

持続可能なツーリズム）をめぐる諸問題である。ところがサスティ
ナブル・ツーリズム論のこれまでの形成過程や実際的機能など
についての考え方をみると、見解は一様ではない。
一般的にはサスティナブル・ツーリズムは、1987 年の国連・

ブルントラント委員会報告書（文献W1）に始まる、国連提唱の
サスティナブル・ディベロップメント（sustainable development）もし
くはサスティナビリティ（sustainability；以下本稿では両用語は同義と

して適宜使用するが、この両用語の異同などについて詳しくはΩ6を参
照されたい）の考え方をツーリズムに適用したものと考えられる。
事実、ルーマニア・オラデヤ大学のバース（Bâc, P.D.）は、「サ
スティナブル・ツーリズムの発展にとって最も重要な制度（institu-

tion）となってきたのは、国際連合であった」と述べている（B1, 

p.134）。
この点を国連文書でみると、例えば 2002 年の国連・ヨハネ
スバーグ・サスティナブル・ディベロップメント世界首脳会議で
は、「経済的社会的発展のための自然資源基盤の保護・管理」
の一環としてサスティナブル・ツーリズムの発展促進が提議さ
れ、世界観光機関（UNWTO）で定めている『世界ツーリズム
倫理憲章（Global Code of Ethics for Tourism）』が守られるべき文
書の1つとして挙げられている（U2, p.34. 『世界ツーリズム倫理憲章』

についてはΩ 5参照）。
しかし他方、近年におけるサスティナブル・ツーリズムの研
究成果について大規模な総括的な検討結果（詳しくは後述）に
基づき自説を提示しているオーストラリア・グリフス大学のバック
レー（Buckley,R.）は、サスティナブル・ツーリズム研究の生成・
発展について、国連提唱のサスティナブル・ツーリズム論に特
に言及することなく、その始まりは1970 年代にあったとしてい
る（B3, p.528）。もっとも同様な記述は国連関係文書にもある（U1, 

p.iii）。従って国連関係文書としても、この問題のそもそもの始
原は1970 年代にあったという見解であるものとみられる。
1970 年代は、世界的に反公害運動が高揚し、それが反

体制運動にまで高まった時代である。こうした考え方からする
と、その後におけるサスティナブル・ツーリズム理論研究の進
展にとって大きなメルクマールになったものは、1993 年に世界
的専門誌“Journal of  Sustainable Tourism”が創刊されたこ
とであるが、当時におけるこの分野の研究進展の規模・あり
様は、1994 年にUNWTOが行った文献サーベイの規模によ
く示されている。このサーベイは、集められた著書・編書類
（books）が約 100 冊、論文は250 点に及ぶものであった（cited 

in C, p.1）。
その後における同様なデータとして、2009 年のモウフォース

（Mowforth,M.）／ムント（Munt,I.）の著『ツーリズムとサスティナ
ビリティ』（第 3版：文献M2）をみると、参照文献欄には約 770
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点の文献が挙げられている。もっともこれは、そのなかにマル
クスの『資本論』やヴェブレンの『有閑階級の理論』等も
含まれるものであった。また、パリの“ツーリズム研究・教育
国際センター（Internationale de Recherches et d’Etudes Touristiques：

CIRET）”が 2012 年に公表した文献サーベイでは、実に約
150,000 点の研究資料が対象とされている（cited in B3, p.529）。
しかし、こうした研究成果の量的進捗にもかかわらず、理
論の質的進歩、すなわち理論の内容やレベルにおける進展は、
必ずしも充分に進んでこなかった。例えば 2007 年、国連機
関から発行されたサーナト（Cernat,L.）／グールドン（Gourdon,J.）

の論考をみると、結論的に、「サスティナブル・ツーリズムの概
念（concept）は、今なお幼稚な段階にある」（C, p.21）と記述さ
れている。
2015 年にも、ポーランド・ヤーギーロリスキー大学のミカ

（Mika,M.）は、この問題については、そもそもサスティナビリティ
の概念において曖昧性（ambiguity）があることを改めて指摘し、
サスティナブル・ツーリズムの原理は、多くの場合、ツーリズム
による地元経済の活性化・発展に矛盾するものと考えられて
いるが故に、サスティナビリティ概念の根本的変革（innovative 

conceptualization）を行い、環境保護とツーリズム進展との調和
的な発展をとらえた新しいパラダイムが必要と論じている（文献
M1）。
ここで、サスティナブル・ディベロップメントに基づくサスティ
ナブル・ツーリズムには、どのような理論類型があるかを前書き
的に大観し、本稿で対象にするものを提示しておきたい。本
稿では、現在におけるサスティナブル・ツーリズム論の出発点
になったのは、ブルントラント委員会報告書におけるサスティナ
ブル・ディベロップメント論であると考えるものであるが、それに
は、詳しくは本稿で後述のように、いくつかの考え方が含まれ
ている。大きくはそれに由来し、サスティナブル・ツーリズム論
には種々なものがある。それを極めて広く、かつ大別的にとら
えると、本稿筆者のみるところ、少なくとも次の5種のものがあ
る。ただし以下における区分・特徴づけは、根本的な考え方
の原則的立場を基準とするものであって、それぞれの文書や
論考等では部分的に、あるいは例外的にそれぞれの特徴づ
けからは外れることがあるものである。
ⓐ主として、サスティナブル・ディベロップメントの中心は「環
境的、社会的、経済的の3次元」の考え方にあるとして、ツー
リズムもこの土台のもとに展開されるべきことを主張するもので
ある。一般的には単に「サスティナブル・ツーリズム論」とい
われる。本稿ではこれを「狭義のサスティナブル・ツーリズム
論」というが、これは、サスティナブル・ツーリズムの全分野を
カバーする原理論の形成に志向し、いわばサスティナブル・ツー
リズムの「基本原理」あるいは「原論」として位置づけられ
るものである。ただしこれは3次元説だけとは限らない。それ
以外の数の次元説（例えば 5次元説）もあるし、他の考え方に
立脚するものもある。

ⓑサスティナブル・ディベロップメントでは「貧困の克服」が
第一義をなすという理解にたって（例えば文献 R1）、サスティナブ
ル・ツーリズムでも「貧困の克服」が最優先事項になるとする
ものである。この方向は、通常、「プロプアーツーリズム（pro-poor 

tourism）」論といわれる（例えば文献 B2）。
ⓒサスティナブル・ツーリズムは、もともとコミュニティ基盤性

を指導原理にするという考え方にたち、一般に「コミュニティ
基盤ツーリズム論（community based tourism：CBT）」といわれるも
のである（例えば文献 A4）。
ⓓサスティナブル・ツーリズムは、現代資本主義社会の代
表的なツーリズム形態であるマスツーリズムという形で実行され
てのみ、有意なものになるとする、ヴィーバー（Weaver,D.B.）に
より主張されている「サスティナブル・マス・ツーリズム（sustainable 

mass tourism）」の考え方である（文献W7；Ω8参照）。
ⓔ例えばシャープレーにより提起されている、ツーリズムでは

もともとサスティナビリティ行為はなじまないものであるから、“サ
スティナブル・ツーリズム”は無意味なもの、神話に過ぎないと
するものである（文献 S2）。
上記のうち、ⓓの「サスティナブル・マス・ツーリズム」とⓔの「サ

スティナブル・ツーリズム無意味論」とは、他の3者（ⓐ～ⓒ）
とはサスティナブル・ツーリズム論としての理論的意味合いが異
なる。ⓐ～ⓒの3者は、もともとの理論的根源であるサスティ
ナブル・ディベロップメントをツーリズム分野で展開した「本来の、
あるいは内在的なサスティナブル・ツーリズム論」というべきも
のであるが、ⓓⓔとは、そうとは言い難い。この2者は、い
わば外在的立場にたつもので、その意味では「本来のサスティ
ナブル・ツーリズム論」からすると枠外のものである。
ただし本稿では、以上 5者すべてを併わせたものを「広義
のサスティナブル・ツーリズム論」とよび、その基本原理が「狭
義のサスティナブル・ツーリズム論」で展開されているものとして、
この「狭義のサスティナブル・ツーリズム論」、すなわち「サスティ
ナブル・ツーリズム原理論」ともいうべきものを考察の対象にす
る。
本稿では、まず次節において、基礎となっている国連関係
機関（UNWTO等を含む）のサスティナブル・ツーリズム論の動き
について概観し、そのうえにたって一般論者による展開につい
て主要な所論を取り上げ、特徴点を論じる。なお、参照文献
は末尾に一括して記載し、典拠個所は文献記号により本文中
で示した。

Ⅱ．国連関係機関フレームワークの大要
まず、国連提唱のサスティナブル・ディベロップメントについ
てみると、それが本格的に提示されたのは、既述のように、
1987 年のブルントラント委員会報告書で、同報告書ではサス
ティナブル・ディベロップメントとは、「将来世代の欲求充足にとっ
て障害とならないような形で、現在世代の欲求充足のための
発展（もしくは開発）を行うこと」と定義されるものであるが（W1, 
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pp.16,42；以下本稿ではこれをサスティナブル・ディベロップメントの「基
本定義」という。またカッコ内は大橋のもの、以下同様））、サスティナ
ブル・ディベロップメントの考え方は、その後の経緯をみると、
これまでのところ、いわゆる2要素説と3要素説とに大別され
る。
2要素説は、サスティナブル・ディベロップメントの主要目標が

「貧困の克服（poverty alleviation）」 と「環境問題（environmental 

issues）の取り組み」とにあるとするものであり（「貧困の克服」は
国連文書・同関係文書等では文書のいかんにより異なる用語が使用され
ているが、本稿では「貧困の克服」で統一している）、3要素説はこ
の世の物事には経済的、社会的、環境的という要素（または
側面、次元）があるとするものである（この点について詳しくはΩ6参
照）。ただし前者では、2要素のなかでも「貧困の克服」が
優先するとされており、実質的には「貧困の克服」を第一義
とする1要素説といっていいものである。この点からみても、も
ともと2要素説と3要素説とでは、取組課題の領域に原理的
な違いがあり、本稿筆者としては、2要素説と3要素説とは、
実質上別の理論類型のものと位置づけるのが相当と考える。
ちなみにこの２つの理論類型について、イギリスの“環境

とディベロップメントのための国際研究所（International Institute 

for Environment and Development）”のベネット（Bennett,O.）らは、
1999 年の論考（文献 B2）で次のように論述している。すなわち
まず、「貧困の克服」のためのツーリズムは、端的には「プ
ロプアー・ツーリズム」と特徴づけられるもので、（これ以外の、
狭義の） サスティナブル・ツーリズムとは異なるものである。すな
わち（通常の , または広義の） サスティナブル・ツーリズムはこの２
つに分けられる、というのである。
そしてこのうち、（狭義の）サスティナブル・ツーリズムはもとも

と環境問題に関心をおくものであったが、今では社会的、経
済的、文化的な諸アプローチを包括するものとなっている。故
に「地域住民（local people）に対する便益提供（benefits）は、
サスティナビリティの目的達成の手段としては、通常、第二義
的なものとされている。これに対し“プロプアー・ツーリズム”は、
貧困な者への便益提供を（第一義的な）目標とするものであり、
環境問題等も、この目標に下属するものという位置づけになる」
と論じている（B2, p.14）。ここでいう“プロプアー・ツーリズム”を、
“プロプアー・サスティナブル・ツーリズム（pro-poor sustainable 

tourism）”とよぶ例もある（W5, Foreword by SNV）。
このうえにたって、この問題についての国連の動きをみると、
ブルントラント委員会以来一貫して、サスティナブル・ディベロッ
プメントの第一の追求目標は「貧困の克服」にあるとされ、
例えば 2016 年の第 71 回国連総会では、このことがサスティ
ナブル・ツーリズムにも求められることが改めて強調、議決され
ている（U5, G1、Ω7）。
しかし他方、ツーリズム関係でみると、すでに1999 年の世
界旅行産業会議（World Travel and Tourism Council：WTTC）と国
際ホテル・レストラン協会（International Hotel and Restaurant Asso-

ciation : WEFA）との共同文書『ツーリズムとサスティナブル・ディ
ベロップメント』（文献W6）では、サスティナブル・ツーリズムは「経
済的、生態学的（ecologically）、社会的にサスティナブルなもの」
（W6, 第 4文）とのみ定義されている。
さらに、国連提唱型サスティナブル・ディベロップメントをツー

リズムに適用した大綱的な文書として、何よりも2005 年の
UNEP（United Nations Environment Programme：国連環境計画）と
UNWTOとの共同文書『ツーリズムをよりサスティナブルにする
こと―政策立案者のためのガイド―』（文献 U1,W2,W3）があるが、
それは、結論を先にしていえば、サスティナブル・ツーリズムに
ついて、上記でいう3要素説、すなわち“狭義のサスティナブル・
ツーリズム”説に立脚するという考え方にたつものである。
故に以下本稿では、国連関係機関のサスティナブル・ツー

リズムとしては、この“狭義のサスティナブル・ツーリズム”説、
すなわち3要素説にたつもののみを取り上げるものである。こ
の2005 年のUNEP／ UNWTOの共同文書によると、サスティ
ナブル・ツーリズムの特徴的な基本的諸原理は次の通りである
（U1, p.2ff.）。
第 1に、この共同文書でも、サスティナブル・ツーリズムの
基本は、ブルントラント委員会報告書におけるサスティナブル・
ディベロップメントの定義、すなわち本稿でいう「基本定義」
にあるとされているが、何よりもそれには次の3つの次元もしく
は柱（pillars）があることが強調されるものとなっており、しかも
それは次のように表現されている。すなわち、経済的（economic）

サスティナビリティ、社会的（social）サスティナビリティ、環境
的（environmental）サスティナビリティである。つまりこの文書で
は、3要素説にたつとともに、それぞれのいわゆる要素がサス
ティナビリティとよばれており、3要素のウェートが高いものとなっ
ている。
第 2に、この共同文書では、サスティナブル・ツーリズムの

範囲について、「すべてのツーリズムはよりサスティナブルなも
のになるべきである」というテーゼを提示し、サスティナブル・ツー
リズムは、ツーリズムの特定形態をいうだけのものではなく、ツー
リズムのすべての形態をいうものである。少なくとも、そのよう
に努力すべきものであるとしている。サスティナブル・ツーリズ
ムがツーリズムの一定形態に限定されるというのは、誤りである
というのである。
関連し第 3に、「そもそもツーリズムは、当該ローカルコミュ

ニティに対して経済的および社会的な利益を生み出し、環境
保全に対する意識と行動を促進するという極めて特殊な位置
にあるものである」というテーゼを提起している。故に「ツーリ
ズム分野では、経済発展と環境保護とは矛盾すると考えられ
てはならない。…両者は相互に共存し、補強し合うものである」
と規定される。
第 4に、ただし（この共同文書が直接的には政策立案者向けのも

のであることもあって）「政府が指導的役割を担うものである」と
する。この場合同共同文書は、確かにサスティナビリティはツー
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リズムに関与するすべての者の責任であるが、サスティナブル
なツーリズムの実現のためには、次の3つの理由により、政府
が指導的役割を演じることが不可欠であるとする。ⓐツーリスト
を含むツーリズム関係者は圧倒的多くが個片的な（fragmented）

存在であるから、統合化された行動は期待し難い、ⓑツーリ
ズムに関連する資源、例えば水や文化財等は公共財的な性
質が強く、政府等により管理されるべきものである、ⓒこれらの
資源について規制できる力や手段を持つのは政府だけである。
第 5に、しかしこの場合、ツーリストの満足も充分に充たさ

れるようになされるべきであるとする。すなわち「サスティナブル・
ツーリズムは、他方では、高い水準のツーリスト満足を維持す
べきものである」。それは究極的には「ツーリストたちが、サスティ
ナビリティの事柄について知識を向上させ、サスティナブル・ツー
リズムの実践に加わることによって、ツーリストたちのツーリズム
経験が意味あるものとなることによって、可能になるからである」
と規定している。
故に第 6に、UNWTOとしてサスティナブル・ツーリズムの
定義は次のようになるとする。すなわちサスティナブル・ツーリ
ズムとは「現在および将来における経済的、社会的、環境的
なインパクトについて充分に注意を払ったツーリズムであり、か
つ、ツーリスト、当該産業、環境そして地域コミュニティの諸
要件に対処するツーリズムである」。
以上のうえにたって、さらにサスティナブル・ツーリズムの実

現のための主要課題（key challenges）には次の5点があるとす
る（U1, pp.12-14）。
① ダイナミックな成長のための管理（managing dynamic 

growth）、
②気候変化への対応（climate change）、
③貧困の克服（poverty alleviation）、
④保全のための支援（support  for  conservation）、
⑤健康・安心・安全の確保（health, safety and security）。
これでみると、「貧困の克服」がサスティナブル・ツーリズム
の課題の1つとして掲げられているが、しかしここでは、その
位置づけ・ウェートが低い。第 3位となっている。既述のよう
に本来のサスティナブル・ディベロップメント・フレームワークでは、
「貧困の克服」は第一の追求目標とされている。

UNEP／ UNWTOの共同文書に戻ると、以上のうえにたっ
て、同文書がアジェンダとして目的（aim）とするものは、次の
12 項目である（U1, pp.18-19）。
①（例えばツーリズム地の）経済的生存力（economic viability）、
②（当該）地方の繁栄（local prosperity）、
③雇用（仕事）の質（employment quality）、
④社会的公平性（social equity）、
⑤ツーリスト満足性（visitor fulfillment）、
⑥ （当該）地方の（治安確保など）コントロール（local con-

trol）、
⑦ （当該）コミュニティの（生活の質など）福祉（community 

wellbeing）、
⑧文化的豊かさ（cultural richness）、
⑨物的面での統合性（physical integrity）、
⑩生物多様性（biological diversity）、
⑪資源効率性（resource efficiency）、
⑫環境純粋性（environmental purity）。
この共同文書に加えて、近年の動きで注目されものには、
本稿冒頭で一言した2002年のヨハネスバーグ・サスティナブル・
ディベロップメント世界首脳会議において、「サスティナブルな
消費と生産（sustainable consumption and production：SCP）」の仕
方を確立・普及させるために今後 10 年間のプログラム（10-Year 

Framework Programme：10YFP）が発足することになったことがあ
る（文献 U3,U4,W3,W4）。
この実践化のための第 1回会合が、2003 年モロッコのマ

ラケシュで開催され、地名にちなんで「マラケシュ・プロセス
（Marrakech Process）」といわれるものが発足したが、ツーリズム
についてさしあたり課題遂行の中心的担い手として、「サスティ
ナブル・ツーリズム展開のための国際的タスクフォース（The In-

ternational Task Force  on Sustainable Tourism Development：ITF-STD）」
が組織された。これはフランスが主宰国で、ノルウェー、ドイツ、
インドなど14か国が正式メンバー、アメリカなど4か国がパー
トナーメンバーとなっているものである（文献 F, R2,A3）。
国連関係の動きについては以上とし（国連提唱型サスティナブ

ル・ディベロップメントの動向について詳しくはΩ7を参照）、次に一般
研究論者の見解について考察する。最初にフィンランドのサー
リネン（Saarinen,J.）の2006 年の論考（文献 S1）を取り上げる。サー
リネンは、サスティナブル・ツーリズム論は理論史的系譜によれ
ば、少なくとも直接的には、これまで種 な々形で論じられてきた
ツーリズムの収容力（carrying capacity）の理論を引き継ぐもので
あるから、ツーリズム収容力の理論がどのようなもので、サスティ
ナブル・ツーリズム論はそれをどのように継承しているかを論究
することが出発点になる、という見解にたつものである。

Ⅲ．ツーリズム収容力理論からサスティナブル・ツーリズム
論へ

サーリネンによると、要するに問題は、成長の限界（limits of 

growth）について理論的に解明することであり、それには、良
きにつけ悪しきにつけ、いくつかの伝統的な考え方があるから、
それらの特徴的な諸点を明らかにしておくことが必要というの
である。この場合サスティナビリティ論に対しサーリネンがどのよ
うな問題意識を持つものであるかは、その論述の当初におい
て、1999 年にバトラー（Butler,R.M.）が、サスティナブル・ツー
リズムの論議には何か新しいものがあるのかという問題提起を
していることを紹介しているところにはっきり示されている（B5, 

cited in S1, p.1122）。なお、サスティナブル・ディベロップメントがと
にかく限界（limits）を意味するものであることは、ブルントラント
委員会報告書にも明記されている（W1, p.16）。
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では、サーリネンは、そもそもサスティナビリティについて、
それをどのようなものとして理解しているのか。この点について
かれは、1987 年ブルントラント委員会報告書を取り上げ、それ
を3要素、すなわち環境的要素、社会的要素、経済的要素
から成るものと解するとともに、「ツーリズムにおけるサスティナビ
リティ論が新しいパラダイムとして勃興しつつあるもの」と認め
ている。
ところがかれは、同時に他方では、サスティナブル・ツーリ
ズムの規定としては、ブルントラント委員会報告書はじめ多くの
ものでは、論述が「明らかに曖昧、複雑であり（complex）、
規範的なものであって（normative）、正確さに欠け（imprecise）、
操作性のないもの（not operational）である」と論評している（S1, 

p. 1123）。ちなみに拙別稿（Ω 6）で指摘しているように、ブル
ントラント委員会報告書については、すでに1991 年ギブソン
（Gibson,R.）によりサスティナブル・ディベロップメントの概念に
は、次の3点で難点があることが指摘されている（文献 G2.）。
すなわち、曖昧さ、偽善性（hypocrisy：偽りのグリーン化（fake 

greenery））、欺瞞性（delusions：（例えば持続性と発展性との矛盾論法

（oxymoron）））である。
さらにサーリネンによると、通常のサスティナブル・ツーリズム
論で最も問題になることは、ツーリズム現象が今やグローバル
なものとなっているにもかかわらず、サスティナブル・ツーリズム
論では「主として地方的なツーリズム地に限定的なレベルに留
まるものとなっている」ところにある。それはサスティナブル・ツー
リズム論が、結局、旧来における収容力理論の中心的な伝
統にとらわれているためである。そこで、サスティナブル・ツー
リズム論のいわば前身である旧来の伝統的な収容力理論につ
いて論究し、どこに問題点があったかを明らかにしておく必要
があるというのである。
では、収容力理論はどのようなものをいうのか。サーリネンに

よると、まず収容力とは「ある場所の物的環境について容認
しがたい変更はなしに、かつ、ツーリストが得る経験の質につ
いて容認しがたい低下はなしで、当該場所を使用できる人間
の最大数」と定義されるが、その理論は「通常のサスティナ
ブル・ツーリズム論のように単なる言葉のうえで（rhetorically）グ
ローバルな解決や世代内もしくは世代間の解決をするものでは
なく、時間的・空間的にはっきり限定されたローカル・レベルに
おける回答を目指すものであり」（S1, p.1125）、次の 3者がある
とする。ただしこれらは、サスティナブル・ツーリズム論との関
連を念頭において3者に大別されているものである。
（1）資源ベース伝統説（the resource-based tradition）

ツーリズム地の収容力は、当該ツーリズム地の使用できる資
源の量により決まるという考え方にたち、資源量は自然科学的
認識と実証主義的根拠に立脚すると考えるものである。ただ
しそのなかには、資源を過度に所与のものと考えるのではなく、
開発・発展・変化により収容力に変化があるという考え方のも
のもある。サスティナブル・ツーリズム論からみれば、ツーリズ

ム地のあり様は資源量により決まるという考え方の根源をなす。
（2）活動ベース伝統説（the activity-based tradition）

ツーリズム地の収容力は、ツーリズム事業者や開発事業者
の当該ツーリズム地に対する開発・発展の活動によってかなり
の程度決まると考えるものである。これまでのツーリズム理論で
みると、例えばバトラーが提示したツーリズム地ライフサイクル
論は典型的なものとされる。それによるとツーリズム地は、ツー
リズム地として知られる初期段階から発展・成長を遂げ、成
熟段階に達し、その後回生（脱成熟化）もしくは衰退の過程を
とるものとされているが、この変遷は、基本的にはツーリズム
地についてなされる開発活動のいかんに依存すると考えられ
ている。
すなわちこの考え方によると、発展・成長の限界は、ツー

リズム地の自然的キャパシティにあるのではなく、本来的には、
開発関連事業体の能力と活動に依存するものであって、発展・
開発による新規ツーリズム誘引物の導入などによる多様化や誘
引性の向上、その販売すなわちマーケティングによる浸透化に
よって変化・向上がはかられるものと規定される。つまり「ツー
リズム地の成長性と成長限界は、（資源量により決まる一定不変な
ものではなく）可変的なものであり、新しいより高いレベルに移行
しうるもの」（S1, p.1128）と考えられる。
ここでサーリネンは、さらにバトラーが、1992 年のオルタナチ
ブ・ツーリズムをテーマにした別論考（文献 B4）で、物事には、
それに携わる事業活動のいかんにより、当初はごく小さなもの
であったものが大きな結果のものになることがあるとし、例えば
オルタナチブ・ツーリズム地にしても、大量なマスツーリズムが
必要となるところの、環境的に非サスティナブルなツーリズム地
に転化することがありうることを指摘していることを紹介している
（cited in S1, p.1129）。
このうえにたってサーリネンは、「活動ベース伝統説には相
対主義的（relativist）アプローチがある」と特徴づけている（S1, 

p.1129）。これはここでは、例えば、ツーリズム事業者や開発事
業者ではそれぞれが措定している成長もしくは開発の限界が
業者間や関係者間において同一ではなく、しかもその限界が、
さらなる開発・発展のために変更されることがあることを指して
いる。
故に、活動ベース的な考え方にたつと、「サスティナビリティ

の観点においても、ツーリズム用スペースは動的で可変的なも
のという考え方となり、成長の限界は、ツーリズム資源を事業と
して使用する関与者たちのニーズと能力のいかん、その活動
のいかんに依存するものとなる」とサーリネンは論じている（S1, 

p.1129）。
（3）コミュニティ・ベース伝統説（the community-based tradition）

上記の活動ベース説によると、今日のような資本主義的社
会では、ツーリズム業者や開発業者の活動によりツーリズム地
の開発・発展が、当該ツーリズム地本来の自然環境的限界を
超えて進められることがある。このことは、これまでのツーリズ
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ム論でも充分認識されており、そうした場合にはチェック機能
を果たすものが現れる。というよりは、そうしたものが現れるこ
とを理論化したフレームワークが生まれている。すなわち、そう
したチェック機能を果たすものは、一般的にいえば、要するに
当該ツーリズム地関連のコミュニティであり、それを理論的に代
表するものが、マーフイ（Murphy,P.）らのコミュニティ・アプローチ、
あるいは参加（participatory）アプローチと位置づけられる（M3,cited 

in S1,p.1129；マーフイらのコミュニティ・アプローチについてはΩ1~3 参照）。
コミュニティ・アプローチで問題であるところは、大観すると
2点ある。1つは、コミュニティ成員には、圧倒的に多くの場合、
利害が必ずしも一致しない複数のものがあり、その時々の力
関係で特定グループの利害が代表されるものとなることである。
今 1つはその際、たとえ当該コミュニティ全体を代表している
ものがコミュニティ代表として選ばれたとしても、それは当該地
域の特定の利害を代表するものであって、例えば全地球的観
点から必要とされるものを反映していない場合がありうることで
ある。
故にサーリネンによれば、このように「コミュニティの力を強く

すること（empowering the community）によって、ツーリズムにおけ
る成長の限界は、ますます同一方向で、すなわち当該地域
住民の利益（のみ）を増大する方向で決められることになる」（S1, 

p.1130）。
つまり、コミュニティ・ベース伝統説によると、「サスティナブル・

ツーリズムの概念は、（本来の）真理である知識に関して、（そ
れに即した）客観的なもの（objective） ではなく、力（power）の
いかんにより決められるものとなり、……成長の限界について
の決定も力関係に即してなされるものとなる。……故に極めて
多くの場合、この問題についての答えは、（環境に対する）イン
パクトそのものから導き出されるのではなく、インパクトに関連し
た力関係についての、社会的、経済的、政治的な実際から
引き出される」ということになるというのである（S1, pp.1130-1131）。
（4）本来のサスティナブル・ツーリズムのあり方

以上のように、これまでの伝統的な考え方には難点がある
から、そのままの形では、真のサスティナブル・ツーリズム論の
土台とすることは不適当である、というのがサーリネンの結論で
あり、そのうえにたって真のサスティナブル・ツーリズム論のた
めに必要な要件を提示している。
第 1に、サスティナビリティとして何よりも次の2者、すなわ

ち人間のサスティナビリティと自然的文化的資源のサスティナビ
リティとに志向したものを考えるべきであるとする。つまり、ブ
ルントラント委員会報告書以来提起されているサスティナブル・
ディベロップメントの基本は2要素か 3要素かの問題について
いえば、2要素説がとられるべきであるとする。なかでも経済
的要素については、前述のツーリズム業・開発業の活動ベー
ス説にみられる難点からいっても、これを、人間サスティナビリ
ティと自然的文化的資源サスティナビリティと並ぶサスティナビリ
ティ要素とすることはできないと主張する。

さらにサーリネンは、「サスティナビリティおよびその根本的
目標と原則（basic goals and principles）との関連でいえば、サス
ティナビリティという用語は、それを、経済の１つの特殊分野
であるツーリズムと堅く結び付けて考えるようなことは誤導的な
（misleading）ものである」と主張し、そのうえにたって「ツーリ
ズム産業は、他の産業と同様なもの、すなわち環境とコミュニ
ティに対し肯定的な貢献はするが、しかし否定的な要因ともな
りうる他の産業と同様なものであることが、銘記されるべきであ
る」と書いている（S1, p.1132）。
第 2に、サスティイナビリティは、少なくとも今日では、全地

球的なもの、すなわちグローバルなものという視点にたつもので
あることが不可欠であるとする。このことは、上記のこれまで
の理論諸類型でいえば、なかんずくコミュニティ・ベース伝統
説に対する批判を意味するものであるが、サーリネンは、「ロー
カルコミュニティは、ツーリズムの（全地球的環境保持というような）
倫理的もしくは持続可能性にかかわる側面について優先決定
権（privilege）を自動的に持つものではないし、環境に対するイ
ンパクトとその規模について本質的な知識を必ず有するという
ものでもない。コミュニティ・ベース・アプローチは、他の旧来
の理論諸類型と同様に、現在ではグローバル化と、それにとも
なうグローバル的な環境に関する倫理という点で妥当性を失っ
ている」と論じている（S1, p.1133）。
ただし、少なくともこうした地球環境の問題は、全地球規模

においてではあるが、直接的にはローカル的な事象として発
現するものである。その意味では、あくまでもローカル的に対
処されなくてはならない。つまりそれは、“下からのグローバリゼー
ション（globalization from below）”が必要なものであり、“ローカ
ル―グローバル関係（local―global nexus）”として考えられるべ
きであることが看過されてはならない、とサーリネンは力説して
いる。
このうえにたってサーリネンは、「サスティナビリティの観点か

らすると、成長の限界は単にローカル的な観点だけで、ある
いはグローバル的な観点だけで論じられるものではない。それ
はローカルとグローバルの双方において責任が果たされるべき
問題である」ことを強調し、結論としている（S1, p.1134）。ここ
には、サスティナビリティは、究極的には環境保持と人間保持
の2者を課題とするものであるという、ノルウェーのヘォイヤー
（Høyer,K.G.:文献 H2, 詳しくはΩ4）などにより主張されてきた2要素
説の1つの展開版をみることができる。
サーリネンの所論は以上とする。収容力理論に対しては、

サーリネン論文と同年の2006 年、オーストラリアのノースコー
テ（Northcote,J.K.）／マクベス（Macbeth,J.）により、それは、収
容力というインプットのみを取り上げるものであるが、しかしサス
ティナブル・ツーリズムは1つのシステムとしてとらえる必要があ
るから、アウトプットも取り入れること、しかもそれに重点をおく
分析方法が肝要でないかという見解が提示されている（文献
N）。
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この点は別の機会に論述することとし、本稿では次に、冒
頭で一言したバックレーの2012 年の論考を取り上げる。これ
は、内容を端的にいうと、既述で紹介したパリの“ツーリズム
研究・教育国際センター（CIRET）”の文献サーベイ（2012 年
結果公表）で対象となった文献資料約 150,000 点のうち、約
250 点の文献資料について特徴点により分類し、サスティナブ
ル・ツーリズムとして論究されているものの実体を明らかにし、
それを集約したテーゼ、すなわち“サスティナブル・ツーリズム・
テーゼ”というべきものを提示しようとしたものである（対象となっ
た文献資料の筆者やタイトル等はこのバックレー論文の末尾にすべて集録
されている）。
これは、理論史的観点からみれば、シャープレーの、少なく

とも国連提唱型サスティナブル・ディベロップメントを中心にした
サスティナブル・ツーリズム論は原理的に成立しないという主張
に対して、とにかくなんらかの形におけるサスティナブル・ツー
リズム論が理論的に可能、という主張を提起したものと位置づ
けられうる。

Ⅳ．サスティナブル・ツーリズムの再概念化の試み
バックレー説の出発点になっている基本命題（basic premise）

は、「サスティナブル・ツーリズムの根本をなすものは、サスティ
ナビリティの基本原理であるが、それはツーリズム研究にとって
は外部的なものである（the fundamentals of sustainability, external to 

the literature of tourism research）」というテーゼである（B3, p.529）。
すなわちサスティナビリティは、ツーリズムにとって本来、外部
的なものであるというのである。
そこでバックレーは、一方では（サスティナブル・ツーリズムをテー

マとする）「この研究は、サスティナブル・ツーリズムに典型的
な文献上のパターンであるもの（bibliometric patterns in sustainable 

tourism publications）を分析し、そしてその内部から生まれてき
た研究テーマを取り出そうというものではない」と断るとともに、
他方では「サスティナビリティの基本的要素（components）がツー
リズムに適用されることによって生成したテーマについて、これ
を構築してきたものであって、それをサスティナブル・ツーリズ
ムの文献研究において用いる」という方法をとるものであると
宣している（B3, p.529）。
では、サスティナブル・ツーリズムにおいてサスティナブル性
の根本原理をなすものは何か。それはまず一言で示すと、「人
間行為の総体的インパクト（aggregate human impacts）が人間（自
体）およびエコシステム（ecosystem）の生き残り（survival）を脅
かすものとなっている」という認識であり、サスティナビリティとは
「こうした総体的インパクトを減らすように、人間社会を誘導す
ること（modification）をいうものである」と規定している（B3, p.529）。
その際このインパクトのいかんは、さしあたり次の3者に依
存するものとされている。すなわちⓐ地球人口の規模と生存
地分布、ⓑ経済・政府（政治）・市民社会を含む社会的諸組
織のあり方、ⓒ（これらの人間活動から生じる）自然の消費や公害、

自然保護の諸活動である。故にサスティナブル・ツーリズム論
の基本的なキーワード、つまり柱となるものは、具体的には次
の5者であるとする。
① 人口（population）：サスティナビリティの中核的要因で、人間
が地球に与えるインパクトの最も根源をなすものと位置づけら
れる。
② 平和（peace）：地球規模における社会的諸組織のガバナン
スについての社会的成功度を示すものとされている。
③ 繁栄（prosperity）：経済的活動の成功度を示すもので、端
的には、一人あたりの資源消費量で示されるとされている。
④ 公害（pollution）：自然環境に対するインパクトを示すものとさ
れている。
⑤ 保護（protection）：人間の保護活動を示すものとされている。
つまり、サスティナブル・ツーリズム論は、バックレーによれば、

これらの5分野を軸に理論展開がなされるべきものであるが、
これまでの研究状況はどのようなものであったか。極めて概括
的にいえば、バックレーのみるところ、次のような状況にあった
（B3, p.530ff.）。 
まず人口については、もともと人口は経済的要因に関連する

といわれてきたが、ツーリズムとの関係では、ほとんど論じられ
ることがなかった。しかし、地球全体のサスティナビリティの観
点からも、大いに論究されるべき事柄であると、バックレーはし
ている。
ツーリズムと平和についても、これまでサスティナブル・ツーリ
ズムの観点から論じられることが少なかった。精々戦争やテロ
活動により当該地域へのツーリズムが減少することや、そうし
た意味でツーリズムは平和維持に貢献することが指摘されてき
ただけである。
ツーリズムと当該地域の繁栄については、これまでかなり自
明なこととして論議されてきた。しかしバックレーは、繁栄には
自然環境破壊という反面のある場合が多いことが看過されて
はならないことを強調している。この点でかれは、一部の論者
において「経済成長とともに（実質的もしくは総体的にみれば）環
境保護も進む」と主張されているが、これは誤りであるとし、
両者の間には必然的な結び付きはないと力説している。
公害および環境保護の問題については、バックレーもこれま

でにサスティナブル・ツーリズム論において多くの研究があるこ
とを認め、「サスティナブル・ツーリズム研究で最も活発な分野
である」と評価している（B3, p.532）。しかしかれによると、それ
らの研究の内実をみると、次のような状況にある。まず私企業
などによる自発的な取り組みは、量的に少ないだけではなく、
実践上有効性のあるものが少ない。故になんらかの公的行政
的機関によるものが期待されるところであるが、これらにしても
これまでのところ実践的有効性に欠けるものが多かった。
さらにサスティナブル・ツーリズムに関する指標の試みについ
ても、これまでの試みでは生態学的（ecological）データを盛り
込むことにおいて不充分なものが多かったとし、単にツーリスト、
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ツーリズム業界、地元住民のことのみを取り上げたようなものは、
有効性がないと批判している。
最後にバックレーは、「サスティナビリティは人間と地球の将
来にとって喫緊の問題である。・・・・ところがサスティナビリティ
についてのツーリズム研究者の関心は、低い。ツーリズム産業
の関係者や企業関係者やツーリスト自体と同様に低いものであ
る。この現状は、ツーリズムがなされている世界に社会的もし
くは環境的に大規模な変動でも起きることがなければ、変わる
ことがないであろう、と言わざるをえないものである」が、しか
し（バックレーの見るところでは、そうした場合でもツーリズム研究者のサ
スティナブル・ツーリズムに対する関心の低さを考えると）「そうした大
規模な変動に取り組むことを試みるようなツーリズム研究者は少
ないであろう」と慨嘆し、結論としている（B3, p.537）。
バックレーの所論は以上とし、次に、サスティナブル・ツーリ

ズムをテーマにした最近の所説について動向を知ることも兼ね
て、ノルウェーのアール（Aall,C.）の 2014 年の論考（文献 A1）

を考察する。前書き的に一言すると、アールの所論は、サスティ
ナブル・ツーリズムをツーリズム形態のなかの1つとするもので
あるが、これは、本稿前述の UNEP／ UNWTOの2005 年
の共同文書、『ツーリズムを一層サスティナブルにすること―政
策立案者のためのガイド―』（文献 U1）とは主張が異なる。こ
の2005 年の共同文書では、既述のようにすべてのツーリズム
が、形態のいかんを問わず、サスティナブル・ツーリズムになる（べ
き）ものと主張されている。

Ⅴ．サスティナブル・ツーリズムの位置づけ
アールの言わんとするところは、結論を先に言うと、国連や

UNWTOなどで提唱されているサスティナブル・ツーリズムの
考え方は、一般にはそれほど広く、あるいは深く浸透している
ものではないが、それらは実際には、“ツーリズムをよりサスティ
ナブルなものにする（make tourism more sustainable）”というよりは、
“ツーリズム（それ自体）を持続させる（sustaining tourism）ため
にはどのようにすべきか”という論議のものとなっている、という
ところにある。
そこでアールは、まず、2009 年ホールデン（Holden,A.）が、
国連や UNWTOなどのサスティナビリティに関する各種の文書
に関連して、「サスティナビリティをどのように概念化し測定す
るものとしても、所詮、それらは論争のあるもの、異論のある
ものである」と書いているところを引用している（H1, cited in A1, 

p.2562）。
さらにアールは、既述で一言したヘォイヤーが次のように主
張しているところを、すなわち、エコツーリズムやグリーンツーリ
ズムなどがサスティナビリティ上望ましいとされているが、それ
らにおいてもツーリストたちはマイカーや航空機で長距離旅行
することがあり、大気汚染に大きくかかわっている場合がある。
真のサスティナビリティのためには、少なくともこうしたものによる
ツーリズム移動は、これを徹底的に縮減することが肝要である

と主張しているところを紹介し（H2, cited in A1, p.2563）、出発点と
している。
最初にアールは、この問題はじめツーリズムには多くの用語、

すなわち概念があるからそれらを整理して理解しておくことが
不可欠であるとし、環境とツーリズムの関係を軸として次のよう
なフレームワークを提示している。
それによると、ツーリズムはまず次の 2つの方向に分かれ

る。すなわち「環境をツーリズム誘因として利用しているも
の（environment-dependency tourism：utilizing the environment as a 

resource basis for tourism）」と、反対に「環境保護に志向したも
の（environment-sensitive tourism：reducing environmental impacts of 

tourism）」とである。そしてこの2方向は、環境に関与する度
合いにおいて「狭いもの（narrow）」、「広いもの（broad）」、「深
いもの（deep）」の3者に区分される（表 1参照）。

表 1：環境とツーリズムとの関係

環境関与のレベル 環境保護的ツーリズム 環境を利用したツーリズム

狭い グリーンツーリズム

環境にやさしいツーリズム 自然をベースにしたツーリズム

深い エコツーリズム

サスティナブルツーリズム スローツーリズム

広い ジオツーリズム

オルタナチブツーリズム ルーラルツーリズム

　（出所：A1, p.2565）

ただしこの表は、関連するすべての用語・概念を網羅した
ものではなく、代表的なものを掲げただけのものであることを、
アールは断っているが、アールにおいては、既述のように、そ
もそもサスティナブル・ツーリズムの概念・とらえ方において国
連関係文書等とは見解が異なる。では、サスティナブル・ツー
リズムについてアールはどのように考えているのか。この点に
絞って次に考察する。
アールによると、まず、サスティナビリティ論の出発点となった
1987 年ブルントラント委員会報告書は、「ツーリズム産業に関
連した形で環境問題に言及されているところが全くない」（A1, 

p.2569）ものであるだけではなく、同報告書は、サスティナビリティ
において維持されるべきものが具体的にどのようなものをいうの
かについて、一義的とはなっていないものである。
この後者の問題は、サスティナビリティの基本要素が 2つ（2

要素説）か 3つ（3要素説）かにかかわるものであるが、アール
は「この報告書ではサスティナビリティについて別々の見解が
提示されている。しかもそれらは、必ずしも論理一貫し相互に
補い合う（complementary）というものにはなっていない」（A1, p.2571）

と論評している。
そのうえでアールは、同報告書におけるサスティナビリティの
本質的テーゼは、「人間の維持」と「環境の維持」の2者
（2要素）であることが、ヘォイヤーだけではなく、ラファーティ
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（Lafferety,W.M.）／ラングヘレ（Langhelle,O.）によっても主張され
ていることを紹介している（文献 L, cited in A1, p.2572）。その一方、
これに対抗する3要素説が、トリプル・ボトムライン説としてビ
ジネスや政治の世界で広く知られるものとなり、サスティナビリ
ティでもこの3要素に立脚するという見解が広く普及するもの
になっている、としている（A1, p.2571）。
「人間の維持」と「環境の維持」の2要素の関係につい
てみると、ブルントラント委員会報告書では「人間の維持」が
優先するものとされている。このことはアールによると、サスティ
ナビリティの本質にかかわる論争、すなわちサスティナビリティ
において重点は「持続性」にあるのか、（持続可能性を前提と
するが）「発展」にあるのかの論争にかかわるものであり、「そ
れは『発展』の側に含まれるべきものの限界の延長」（A1, p.2571）

という意味をもつと理解されるものとされている。
それ故自然環境の維持という点についてみると、これには、
人間が正当な欲求充足のために自然を使用する側面と、人間
の自然乱用から自然を保護する側面との2側面があり、この
両側面を正しく実践できるためには、自然環境について然るべ
き順序をつけておくこと（hierarchical structure）が必要になるが、
そうした場合でも、例えばどの点で自然の使用を中止すべきか
について普遍妥当的な決定をすることは実際上不可能である
から、サスティナビリティという「この用語は、機能不全（dilution）

のまま終わることがありうる」（A1, p.2573）と論じている。
このうえにたってアールは、ツーリズムでは結局、ツーリズム
に基づく経済的発展と、自然・社会の持続的発展との調和
（reconcile）が課題ということになるが、ヨーロッパの現実を考え
た場合、「ツーリズムの進展により自然環境へのインパクトがよ
り増加することを知りながら、ツーリズムについて伝統的な成
長戦略を可とするようなことは、研究上では支持できない」と
述べ、最終的結論としている（A1, p.2577）。
アールの言わんとするところは、本稿本節冒頭で述べたか
れの問題意識をふまえてみると、結局、国連や世界観光機関
等の諸文書を含めて、サスティナビリティという命題に基づき提
唱されているサスティナブル・ツーリズムは、実際にはツーリズ
ム業の維持・発展を目指すものであって、“サスティナブル・ツー
リズム論”はその隠れ蓑として使われているだけのものではな
いか、というところにあるように思われる。真のサスティナブル・
ツーリズムの実行・推進を本気で考えるならば、ヘォイヤーの
ように（Ω4参照）、私的ツーリズムのためのマイカ―や航空機の
使用は徹底的に削減すべきことを主張するぐらいの心構えが
必要というのであろう。

Ⅵ．おわりに―サスティナブル・ツーリズムの可能性について
サスティナブル・ツーリズムについては、少なくとも現在の日
本をみると、実際には結局、シャープレーのいうように、単なる
神話に留まり、ジャーナリズムなどでもこれを真剣に取り上げ、
論じることは、ほとんどないように思われる。ツーリズム振興によ

る経済隆盛志向に飲み込まれてしまっているといっていい。し
かし、このつけはいずれ必ず来るのではないか。かつての高
度経済成長が破綻したのと同様である。
サスティナブル・ツーリズム論は、本稿で対象にしたものに
限っても、決して一様なものではない。指導原理についてみて
も、「貧困の克服」を第 1義とするものは別としても、「自然的、
社会的、環境的な面での持続的発展を目指したツーリズムの
発展」というものもあるし、それは結局ツーリズムの持続的な
存続・発展を目標にするものであって、要するに「ツーリズム（自
体）の持続的発展を目指す」というものもある。全く逆に、シャー
プレーのように、サスティナブル・ツーリズムは実際には神話で、
単なるお題目・建て前であるというものもある。こうした状況に
あるのは何故であろうか。
こうした点からみて理論的に最も肝要なことは、バックレーが
指摘しているところの、サスティナビリティの考えはもともとツーリ
ズムにとって外部のものであるという点である。以下ではこの
点についての本稿筆者の考えを述べ、終りの言葉としておき
たい。
まず、このサスティナビリティはツーリズムにとって外部的要因

というテーゼについては、本稿筆者としては、理論的根源か
らすると、これは是とせざるを得ないと考える。しかしそれは、
今日の自然的な、かつ社会的な状況からすれば、必須な要
請であり、ツーリズムにおいて内部化されることが必要である。
この点からみると、例えばシャープレーの主張は、少なくとも
国連提唱型サスティナブル・ディベロップメント論を中心にした
もののツーリズム内部化は、所詮不可能という主張と位置づけ
られるが、本稿筆者としては、これはそれほど困難ではないと
考えるものである。
何故ならば、ツーリズムはもともと自宅以外で一時的になされ

る生活であって、その意味では、よく言われるように、ツーリズ
ムは日常生活の延長であるから、日常生活がサスティナブルな
ものであるならば、ツーリズムにおいても、日常生活の延長とし
て、サスティナビリティに対しそれ相応の対応がなされることは
それほど困難ではないはずであるからである。
ただし日常生活とツーリズム生活とは質的レベルにおいて同
一とはいえない場合がある。というのは、ツーリストは、ツーリ
ズム活動に対しなんらかの特別の料金を払い、それに見合っ
た特別の生活、すなわち日常生活とは質的に異なった高いレ
ベルの生活、つまり非日常的な生活、いわゆる贅沢な生活を
求める場合があるからである。
しかしこれは理論的には、サスティナブル・ツーリズムに直接
かかわる問題というよりは、何よりもツーリズムそのものの本質に
かかわる問題と位置づけられるべきものである。すなわちそれ
は、ツーリズムの内部には本来そうした性向、すなわちツーリ
ズムは日常生活の単なる延長ではなく、少なくともここで問題の
サスティナビリティに関してもいわゆる贅沢なレベルのものを求
める本質的な性向があるかどうかとして、論じられるべきもの
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である。
この点について本稿筆者としては、サスティナビリティのあり
方に関しては、日常生活とツーリズム生活との間には本質的な
違いはない。違いはあっても量的なものであって、バックレー
のいう外部的なものを内部化することについて大きな障害はな
いと考える。これは要するに、関係者における取り組みのいか
んにかかわるものである。
最後に、シャープレーがサスティナブル・ツーリズムは神話と
言っている点についていえば、ツーリズムのサスティナブルなあ
り方が一般に広がり、それが常識的なものとなれば、特段に
サスティナブル・ツーリズムが必要というようなことは叫ばれる必
要がなくなるから、サスティナブル・ツーリズムは、シャープレー
とは本質的に別な意味において、すなわち真の意味において
神話となる。つまり、論義すら不要な、全く当然なものになると
考えられる。
なお、（広義の）サスティナブル・ツーリズムには、既述のよう
にいくつかの考え方がある。なかにはサスティナブル・ディベロッ
プメントの追求目標は「貧困の克服」にあるとする考え方があ
り、今日のツーリズム理論ではこれについて考察する使命があ
る。国連の動向からも、今日ではこの方向についての論究が
とりわけ必須であり（国連の動向についてはΩ7参照）、世界的にもこ
の方向の研究は進んでいる（例えば文献 A2, B2）。この視点を欠
くようなツーリズム研究は、現在では世界的意味がないように
思われる。本稿筆者ではこの点についての考察を、続く別稿
で行うよう予定している。
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