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Ⅰ．まえがき―プロプアーツーリズム論の生成

現在、世界的に論議が盛んなサスティナブルツーリズム論は、
一様ではない。それは何よりも、その基礎となっているサスティ
ナブル・ディベロップメント（sustainable development）あるいはサ
スティナビリティ（sustainability）（この2つの用語の異同についてはΩ

2参照。ただし以下本稿では両用語は同義とし、区別せず適宜使用する）
の概念が一義的でないことに由来する。
サスティナブル・ディベロップメントは、周知のように、定式
的には1987 年の国連・ブルントラント委員会（The World  Com-

mission on Environment and Development : WCED）の報告書（文献
U1）に始まるもので、そこ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形で、
現在世代の欲求充足のための発展（または開発）を行うもの」
と定義されているが、その際これには2つの重大な規定が付
加されている。
その1つは、サスティナブル・ディベロップメントで追求目標

とされるものは、「貧困の克服（貧困者救済）」と「環境悪化
の阻止」とされていることで、これに重点をおくものは、サスティ
ナブル・ディベロップメントの2要素説とよばれる。このなかでも
「貧困の克服」が優先するものとされており（U1, p.11）、この
点からいえば、サスティナブル・ディベロップメントとは「貧困
の克服」を追求目標とする1要素説というべきものである。

「貧困の克服（poverty eradication）」は、国連関係文書でも
その時 に々より使用用語が異なり、それにより意味も異なるとい
う見解もあるが（G, p.55; N1, p.251）、本稿では「貧困の克服」
で統一している。ただし意味的にはあくまでも「貧困者の救済」
であって、単なる「貧困の克服」一般ではない。ただし本稿
ではこの両用語を区別しないで適宜使用する。
今 1つは、サスティナブル・ディベロップメントには、「経済
的、社会的および環境的な3つの次元（ないしは側面もしくは局面）
がある」とされていることで（U1, p.13）、これに重点をおくものは
サスティナブル・ディベロップメントの3要素説といわれる。こ
れはその後トリプル・ボトムライン説として広く知られるものとなっ
ている（文献 D2）。
以上の2つの説については、2015 年の国連決議のいわゆ

る『2030アジェンダ』（文献 U4）において、前者でいう2要素
もしくは1要素はサスティナブル・ディベロップメントの目標（goal）、
後者の3要素はその次元（もしくは側面）として理論的に整理
されているが、こうしたサスティナブル・ディベロップメント概念
に立脚した本来的なサスティナブルツーリズム論には、大別す
ると、次の3種があるものとなっている。
1つは、サスティナブル・ディベロップメントとは「貧困の克服」

を追求するものという定義に立脚し、サスティナブルツーリズム
でも「貧困の克服」が第一義的追求目標になるとするもので、
これは多くの場合「プロプアーツーリズム（pro-poor tourism）」と
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よばれる。他は、サスティナブル・ディベロップメントには「経済的、
社会的および環境的な3つの次元」（側面）があるという定義
に主として依拠し、サスティナブルツーリズムもこうしたサスティ
ナブル・ディベロップメントの原理に照応するという点に重点を
おくもので、これは次の2種に分かれる。1つは、通常そのま
ま「サスティナブルツーリズム」とよばれるものである（ここでは「狭
義のサスティナブルツーリズム論」という）。今 1つは、サスティナブル・
ディベロップメントの基本原理にたちつつ、コミュニティを基盤と
してサスティナブルツーリズムの実行を図ることをモットーとする
もので、通常、「コミュニティ基盤ツーリズム（community based 

tourism）」とよばれる。
ただしこれら3種では、以上で述べた原理的立場はあくま

でも原則的なものであって、実際には少なくとも部分的ないし
例外的には異なるものの含まれることがあるものである。本稿
では、これら3者を併せたものを「広義のサスティナブルツー
リズム」というが、以下本稿で考察せんとするものは、サスティ
ナブルツーリズム論のなかでも、プロプアーツーリズムである。
プロプアー的観点からみると、以上の3種のなかで「コミュ
ニティ基盤ツーリズム」でも、「貧困克服」をモットーとするも
のがある。これは端的には、（多くは非都会的な）コミュニティの
人々が、ツーリスト宿泊用施設等をもってコミュニティとしてツー
リズム活動に関与するものをいうのであって（文献 A1による）、あ
くまでもコミュニティとしての活動に力点があり、コミュニティ志
向性はあるが、プロプアー性すなわち貧困者救済の志向性が
あるとは限らない。
この点について南アフリカのヒル（Hill,T.）らは、2006 年の
論考で、一般に「プロプアーツーリズム」と「コミュニティ基盤ツー
リズム（類似なものを含む）」との間では混同されることが多いが、
両者は原理的に区別されるべきものであることを力説している
（H1,p.165）。さらにこの点について、すでに2001 年の論考で、
ロエ（Roe,D.）／ウルクハルト（Urquhart,P.）は、サスティナブルツー
リズムでは今日までのところ、環境的サスティナビリティやコミュ
ニティ基盤ツーリズムの考え方が進捗してきたが、「サスティナ
ブルツーリズムのこれらの方向は、貧困を軸として環境と発展（も
しくは開発）との関連について解明すること、すなわち貧困との
闘い（attacking poverty）において、失敗のもの（fail）であった」
と評している（R, p.2）。
こうした諸点をふまえ本稿では最初に（次節で）、プロプアー

ツーリズム論生成期に先導的フレームワークを提示した、ベネッ
ト（Bennett,O.）らによる1999 年の論説『サスティナブルツーリ
ズムと貧困克服の研究』（文献 B）を取り上げる。これは、イギ
リス政府・国際的ディベロップメント部門（The Department for In-

ternational Development）の委託を受け、約 10 年間にわたる研
究の末、1999 年に報告、採択されたもので、「貧困克服の
ためのツーリズム」を「プロプアーツーリズム」と称することが
本格的に提示された時期を代表するものである（A3, p.1）。同
論説において「プロプアーツーリズム」と「（通常的な）サスティ

ナブルツーリズム論」とがどのように区別されているかを、さし
あたりここで、前書き的にみておきたい。
ベネットらの論説によると、「（通常的な、狭義の）サスティナブ

ルツーリズム論」はもともと環境問題に大きな関心をおくもので
あったが、今や社会的、経済的、文化的アプローチを主たる
特徴とするものである。「故に地域住民に対する便益（benefits）

は、サスティナビリティという目標達成の手段としては一般に第
二義的なもの（secondary）になっている。これに対して『プロプアー
ツーリズム』は、貧困者に対する便益提供を第一義的な目標
とするものであって、この目標達成のためには環境問題も手段
として役立つべきものとなる」（B, p.14）。
これからも推測されうるように、プロプアーツーリズム論では、
プロプアーツーリズムは単なるサスティナブルツーリズム一般と
同一視されてはならないという見解が強い。しかしその一方、
それが本質的にはとにかくサスティナブルツーリズムに属すもの
であることも決して否定されてはいない。例えば世界観光機
関（UNWTO）と（オランダの） ディベロップメント組織（Stichting 

Netherlandse Vrijwilligers：略称 SNV）との2010 年の共同文書『ツー
リズムと貧困克服についてのマニュアル：ディスティネーションの
ための実践的ステップ』（文献 U6）では、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）”とよんでいる（U6, Foreword by SNV）。
本稿筆者としては、プロプアーツーリズムは本来、貧困者救

済を第一義とする国連関係のサスティナブル・ディベロップメン
トを源流とするものであり、（広い意味での） サスティナブルツーリ
ズムの1分野と考えるものであるが、ヒルらと同様、「単なるサ
スティナブルツーリズム」や「コミュニティ基盤ツーリズム」とは
区別されるべきものと考える。なお、サスティナブル・ディベロッ
プメントおよびサスティナブルツーリズムについては、別拙稿（Ω
1, 2, 3）で論じているので、詳しくはそれらをみられたい。「コミュ
ニティ基盤ツーリズム」についても別稿で論じるよう予定してい
る。また本稿では、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．プロプアーツーリズムの提起（１）

ベネットらの論説によると、プロプアーツーリズムとは「ごく一
般的用語としては、貧困者（the poor）に純便益をもたらすよう
なツーリズム」と定義されるものであるが（B, p.6）、その際出発
点となっているのは、次の認識である（B, p.iff.）。すなわち、「ツー
リズムは、世界の貧しい多くの人々の生活に対し現に影響を
与えている産業である。ただしその影響にはポジティブなものも
あれば、ネガティブなものもある」。この場合ツーリズムは、次
の4点に基づきプロプアー的となりうる可能性が大きいものと位
置づけられる。
第 1にツーリズムは、顧客がツーリズム地に来訪するもので

あるが故に、当該地域所在の関連他部門企業と連携できる
可能性が大であり、これらの企業におけるプロプアー性を誘発
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することができる。第 2にツーリズムは、相対的に労働集約的
な産業で、しかも女性就業者の割合が高いことである。第 3
にツーリズムは、他に競争力のある産品のない所でも成立しう
ることである。第 4にツーリズムでは、貧困者が作る自然資源
的産品や文化的所産がツーリズム資源となりうることが多いこと
である。
しかし他方ツーリズムには、利益などが当該地域から流出

（leakage）する度合いが高いというデメリットもある。これは他部
門でも同様であるが、ツーリズム部門ではその割合が高いこと
が多い。そのため、政府や国際機関などが支援者（donors）

になっていることが多いが、ベネットらのみるところ、「国際的な
ツーリズムや外国為替の問題に焦点をおいたこれまでの（支援
の）方法は、ツーリズムの利益を貧困者のために確保する点や、
貧困者が被っている犠牲を少なくする点においては、失敗（fail）

であった」と総括されるものである（B, pp.ii, 35）。そこで改めて
プロプアーツーリズムが必要になっているというのである。
まず、対象となる貧困者とはどのような人たちをいうのか。
周知のように、1999 年当時の国連関係文書では、貧困者と
は原則として一日1ドル以下の収入しかない者をさしているが
（例えば U3, p.10；U5,p.16；B,p.6 ; D1,p.175）、ベネットらはこれにとらわ
れず、対象は“貧困な大衆（the poor majority）”と規定し、そ
れを多様な層から成るものとして、“貧困には多次元的な性格
（multidimensional nature）”があるものとするとともに、単に収入の
いかんではなく、生活手段（livelihood）のいかんを基準にすべ
きであるとする。
そのうえで、プロプアーツーリズムとは、ごく一般的には、こ

うした貧困大衆に純便益（net benefits）をもたらすツーリズム
と定義されるとし（B, p.6）、その場合純便益は、絶対額（量）
で測られるものであるから、貧困でない者が同等もしくはより多
くの便益を得ることを排除するものではないとする。
しかし他方、場合によると、貧困者の受け取る便益が、そ
うでない者の受け取るものよりも、相対的に多いことがありうる。
そうした場合は“プロプアー成長性がより強いもの（a stronger 

definition of pro-poor growth）”と位置づけられるものであるが、こ
うした場合では「通常、貧困克服に役立ちうるツーリズム提
唱（tourism initiatives）は低調になる傾向が大きい」と論じてい
る（B, p.6）。
ここで看過されてならないことは、ベネットらの論説では、プ
ロプアーツーリズムが目指すものは、（ツーリズムの総便益である）
ケーキ自体を大きくすることではなく、あくまでもその分配方法
を変えること（tilting , not expanding the cake）であると定式化され
るものであって、これがプロプアーツーリズム戦略の最も根本を
なすものと定義されていることである（B, pp. iii, 6,10, 25）。
これは、ツーリズム発展の果実について、少なくともその一
定割合を貧困者に配分すること、さらにはその配分割合をでき
る限り大きくしてゆくことが、プロプアーツーリズムの使命という
ことを意味するが、こうした認識には次の事情が反映されてい

る。それは、ツーリズムが進展すると、通常、ツーリズム用に
使用される、つまり、ツーリズム用として囲い込まれた地域資
源が多くなり、地域住民、なかでも当該土地に密着している
貧困者では、生活上使用できる資源が少なくなる恐れがあるこ
とである。それ故、ツーリズムの進展自体についてみると、そ
れによって貧困者の取り分が相対的にも小となるようなものは、
貧困者の立場からは是認されないものとなる。
それ故ベネットらの論説によると、プロプアーツーリズムはす
べての地域・国で等しく有用というものではなく、次の条件が
ある地域・国で特に有用ということになる（B, p.26）。
①ツーリズム生産物がすでにあり、かつ増加しつつある地域・
国、ただし現状が固定してしまっているような所は除く、
②プロプアー成長性、特にプロプアーツーリズムに対する政府
のコミットメントがある所、少なくともディスティネーション内に
おける他者の努力に対して貧困者において受け身的受容
性がある所、
③ツーリズム用資産がある地域で、かつ、多くの貧困者が生
活している所、
④プロプアーツーリズム政策による働きかけ（intervention）が、
他者の活動を補足することはあっても、それと二重化するよ
うなことはない所。
従ってプロプアーツーリズム方策は、通常のツーリズム活動

に統合される形でなされるものであることを原則とする。この
場合プロプアーツーリズム方策は、2国間プログラム（bilateral 

country programs）と、国際的レベルのものとに大別される。前
者は、ツーリズムでは2国間にまたがるものが比較的多いこと
に基づくのであるが、ここでは次の 3 原則が妥当する（B, p. 

iii）。
①ディスティネーションに焦点を絞ること（pursue a destination fo-

cus）。これによって当該地域の貧困者のための便益が最大に
なるようにする。その場合地域方策は政策レベルにおける
支援と統合されること、
②ただしその場合、プロプアーツーリズムと他産業とのバランス
をとること、
③ステークホルダーで関与するものがあることを認め、承知し
ておくこと。故に、例えばツーリズム関係官庁等とのみ連携
するようなことはしないこと。
このうえにたって、ディスティネーション・レベルと政策レベル
における活動では、次の5者が優先事項とされるべきであると
する（B, pp. iii, 28）。
①小規模ツーリズム事業を支援すること、
②ツーリズム産業と当該地域供給業者との連携を進展させるこ
と、
③貧困層からの雇用を改善すること、
④自然資源（保全）と生活手段確保とのトレードオフ的競合を
緩和すること、
⑤社会的文化的インパクトを改善すること。
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この場合、ベネットらのプロプアーツーリズム論では、次の3
点が基礎的前提的原理となっている。第 1に、ツーリズム業
務の決定過程・実行過程において貧困者の参加を図ること、
第 2に、政府のコミットメントとその力を前提にできること、第 3
に、プロプアーツーリズムに対する一般企業の関心・関与を高
めること、である。
このうち、一般企業の関心・関与、とりわけ中小企業との
協働体制について、ベネットらはプロプアーツーリズムの進展
上不可欠なものとし、これを「ビジネス・パートナーシップ（business 

partnership）」とよんで、その促進・強化を提唱し、プロプアーツー
リズムとして必要な方法として下記の4点を提示している（B, p. 

ii）。
①小企業と広範なるツーリズム産業全般とのパートナーシップ
促進の観点にたつこと、

②大規模金融機関からの支援が期待できない小企業に対し
て、ミクロ的な金融がなされるよう支援すること、
③ツーリズムと他産業部門との連携強化を支援すること、
④ツーリストの意識改革を促進すること。
次に、国際的レベルのものについて、ベネットらは、既述の

ように、これまでの方策は、プロプアーツーリズムの観点から、
大観的には失敗のものであったと総括しているが、そのうえに
たって次の方策が望ましいとしている（B, p. iii）。
①国際的なツーリズムに関する論議（agenda）で貧困問題が取
り上げられるよう促進すること、
②事業連合体等で作成している環境綱領に貧困問題が採り
入れられるよう、働きかけること、

③倫理的消費者主義（ethical consumerism）を促進すること、
④プロプアーアプローチに好意的な支援者・機関の間で調整
された活動がなされるよう図ること。
以上総括しベネットらの論説におけるプロプアーツーリズム論

は、一言でいえば、貧困克服を第一義とするオーソドックスな
サスティナブル・ディベロップメント概念に立脚し、貧困者の受
け取る便益が絶対額において増加することを目指すものであ
り、かつ、その受け取り分が全体的便益のなかで相対的割
合においても向上することが望ましいところの、ツーリズム事業
をいうものであるということができる。このうえにたって結論的に
ベネットらは、そのプロプアーツーリズム論の全体的な特徴は
次のようにまとめられるとしている（B, pp. 35-36）。
第 1に、貧困者が生活手段上において蒙るインパクトは、

どれか１つの次元のものではなくて、多くの次元があるもので
ある。例示的にいえば経済的、社会的、文化的、環境的要
因から成るものであるから、プロプアー的働きかけは、どれか
１つの要因のみに限定されたものであってはならない。
第 2にこの場合、当該地域における経済的連携を拡大さ

せるための働きかけは、実際にはなおざりにされていることが
多いが、しかし重要な意義をもつものである。貧困者に対す
る経済的便益は、単に雇用された場合の状況だけによって決

まるものではなく、事業可能性（enterprise opportunities）によって、
とりわけインフォーマルな領域におけるそれによって決まるもの
である。
第 3にプロプアーツーリズムでは、貧困者の受け取り分が何

よりも絶対額で増加することが課題であるから、その前提とし
てツーリズムそのものの拡大が必要という意味では、つまり、あ
くまでもそうした条件下では、プロプアーツーリズム観点からも
ツーリズム全体の拡大が望ましいものとなる。
第 4に、以上のような事情に基づき、プロプアー的観点は
通常主流のツーリズムの政策・活動と統合されたものであるこ
とが必要である。それ故いわゆる草の根運動（grassroots）だ
けに頼ったり、政策レベルだけに依拠するものは、これら両者
を統合したものや包括的なものよりも有効性が低い（less effec-

tive）。
第 5にこの場合、貧困者をツーリズム事業の意思決定に参

加させるよう促進することは、経済的、社会的、環境的な問
題等のすべての領域においてなされることが必要である。
第 6に、プロプアーのための働きかけは、いかなるツーリズ

ム分野でも可能なものである。この場合、次の両者の間で区
別をすることが肝要である。すなわち、現に最もプロプアー的
となっているものや、それを促進するために最善が尽くされて
いるものと、そうではないものとの間で区別をすることである。
第 7にそれ故、プロプアーのために働きかけは、有効性が

あるためには、その地域・国のツーリズム産業全体を発展させ
る方策とバランスがとれたものである必要がある。
ベネットらの論説における所論は以上とするが、ちなみにこ

の論説の全体的立場に関連し、この論説の共同執筆者の一
人、グッドウィン（Goodwin,H.）は、補足的別稿で（G, p.56）、こ
れは根本的立場においてネオリベラリズム的な考え方を容認し
たものであると論じている。
次に、この論説の補足版的意義がある、アシュレー（Ashley,C.）

らの 2001 年の論考（文献 A2）を考察する。アシュレーらは、
基本的にはベネットらと同じ研究グループに属すもので、その
論考は根本的にはベネットらの論述に立脚し、それに基づい
て南アフリカ、ナミビア、ウガンダ、セントルシア、エクアドル、
ネパールの6か国で2000 年 9月～ 12月に行ったケーススタ
ディの成果報告を主たる内容とするものである。本稿ではアシュ
レーらの分析の基礎となっている理論の特徴的諸点を中心に
レビューする。

Ⅲ. プロプアーツーリズムの提起（２）

アシュレーらの論考は、理論的側面についてみると、冒頭
において簡潔にプロプアーツーリズムとは「貧困者においてツー
リズムからの純便益が増加するもの、および、ツーリズム成長
が貧困減少（reduction：以下本稿では「貧困克服」という）をもた
らすことを目的とするもの」と定義しているが（A2, p.1）、しかし
その際、まずプロプアーツーリズムには、サスティナブルツーリ
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ズム一般とは区別されないところもあるが、区別されるところも
あるとする。すなわちその違いは、次の4点にあるとし、プロ
プアーツーリズムの独自性を比較的強調するものとなっている。
第 1に、サスティナブルツーリズム一般が、基本的には、通

常のツーリズム産業と同一の基盤のうえにたつものであるとする
のに対し、プロプアーツーリズムは貧困克服を中心的指導原理
とする（A2, p.50）。第 2に、サスティナブルツーリズム一般では
実際的基盤が地球の北側諸国、つまりノースにあるのに対し、
プロプアーツーリズムではそれが南側諸国、つまりサウスにあ
る（A2, p.3）。第 3に、プロプアーツーリズムでは基本的視点
（core focus）が、サスティナビリティのうちの1つの要素（element）、
すなわち貧困におかれるのであって、環境的要素におかれる
のではない（A2, p.iii）。第 4に従って、サスティナブルツーリズ
ム一般では社会的事項の実践ガイドにおいて弱いところが多
いが、プロプアーツーリズムではサスティナブルツーリズム一般
にはない実践上の命題（lessons）を明らかにすることができるも
のとなっている（この点はA4. p.1）。
ここで強く注目されることは、アシュレーらの論考ではプロプ
アーツーリズムとは特定の種類のツーリズム（分野）をいうもの
ではなく、（すべて種類の）ツーリズムについて1つのアプローチ
をとるものと規定されていることである（A2, p.2 ; A3,p.1）。ここで1
つのアプローチとは、アシュレーらの論考によると、次の6つの
考え方にたつものであることをいう（A2, p.53）。
①参加（participation）：貧困者の生活手段のあり方にかかわる
ツーリズムの意思決定に、貧困者を参加させることをいう、
②単一の全体的な生活手段アプローチ（a holistic livelihood ap-

proach）：貧困者の短期的かつ長期的な生活全体を一体的に
とらえるアプローチをとることをいう。例えば単に経済的要因
のみに志向した考え方はとらない、
③配分（distribution）：ツーリズムに由来する便益とコストの両者
について配分がなされるべきことをいう、
④流動性（flexibility）：膠着的な考え方をとらないで、弾力的
流動的な考え方をとり、進歩・変化のペースや規模を充分
に考慮した考え方をとることをいう、
⑤商業的現実主義（commercial realism）：現実の商業的ベース
を充分に考慮することをいう。
⑥学習（learning）：経験から学ぶことを基本にすることをいう。
これらは、“基本的プロプアー観点”とよんでいいものである
が、アシュレーらの論考はこのうえにたって、プロプアーツーリ
ズムはあくまでもツーリズムを次のようなものとして、すなわち貧
困者の生活、当該地域・国民経済、その環境にかかわる1
つの構成要素（component）として、とらえるものであることを強
調する。これに対していえば、単なるサスティナブルツーリズム
は、既述のように、ツーリズム産業一般におけると同様の視点
にたつものである。
この点に関連してさらに注目されることは、アシュレーらの論
考では「（アシュレーらによる）ケーススタディの実施上プロプアー

ツーリズムの対象地域について、これを“ニッチツーリズム”な
どとよばないことが極めて肝要であった」とされ、プロプアーツー
リズムについてある特定の原則を必要とするようなものがあると
いうことは、考えられなかったと述べられていることである（A2, 

p.5）。
この点についてアシュレーは、プロプアーツーリズムとは何か
について、2002 年の単独論考で「それは、ツーリズムのうち
の特定種別をいうものではなく、ツーリズム全般に対するアプ
ローチの1つである」ことを改めて強調している（A4, p.1）。こ
こに、かれらの所説の最大の重点はあると解される。
アシュレーらの論考に戻ると、この点に関連して強く注目され

ることは、かれらのこの論考では、ベネットらの前記の論説で
強調されていたところの、プロプアーツーリズムでは貧困者の
受け取るものの相対的な割合がキーポイントとなるという見解
が、強調度の低いもの、というよりは賛否両論的な折衷的な
論述となっていることである。
すなわちこの論考ではアシュレーらは、一方では「プロプアー

ツーリズムの（アシュレーらの前記の）定義では、ツーリズム便益
の配分割合のいかんは関係のないものとなっている」ことを強
調し、それに照応して「貧困者たちが純便益を得ている限り、
それはプロプアーツーリズムといいうる。たとえその場合富裕者
たちが貧困者たちより多くの便益を得るものであっても、構わな
いのである」と述べている（A2, p.2）。
ところが他方、この論考のケーススタディ実施に関連する「プ
ロプアーツーリズム方策の実行」の章では、「貧困者に対す
るツーリズムの相対的便益配分における進展と障害（progress 

and obstacles in tilting tourism to the poor）」という見出しの項があり、
そこでは論述は二様なものとなっている。すなわち「ケースス
タディでは、プロプアーツーリズム（による便益配分変更）にはか
なり障害と問題点とがあることが明らかになっている。・・・しか
し反対に、ケーススタディの多くでは、ツーリズムの便益配分
方法の変更により、貧困者が有利となる機会が多くなることも
明らかになっている」と述べられている（A2, p.17）。
つまりアシュレーらは、この論考では、貧困者側取り分の相
対的増加は、プロプアーツーリズムの定義的事項ではないが、
実践上生まれることが期待されうるものという見解とみられる。
最後にアシュレーらは、プロプアーツーリズムの「ベストな実践
策はまだ確立されてはいない。しかし良き（good）実践策のた
めの萌芽は生まれつつある」として、現状および今後の課題
やあり方について次のように提議している（A2, p.42）。
第 1にプロプアーツーリズムは、比較的にいえば、すでに試

行済みのものともテスト済みのものともいえない。つまりこれまで
に分かっているものは、全く一時的なもの（very preliminary）に
過ぎない。故にプロプアーツーリズムには、出来上がった青写
真というものはないし、それを期待するのは誤りである。方針
や方策は、状況に応じて決められなくてはならない。従ってこ
のための活動には、レベルに囚われない多様性が必要である。
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プロプアーツーリズムは、単なるコミュニティ基盤的ツーリズムを
遥かに超えるものである。それはいくつかのフロントにおいてミ
クロレベル的、中間レベル的、マクロレベル的な活動を必要と
するものであるが、それには製品開発（product development）、マー
ケティング、政治的政策、投資などが含まれる。
第 2に、故にステークホルダーの間で協働を必要とするもの

である。効果的なコミュニケーションが必須であるし、意欲涵
養なども有用である。さらにプロプアーツーリズム部門以外の
関係者にも、プロプアーツーリズムは好影響を与えるものである
ことが必要である。それ故、ツーリズムに直接関係しない地域
の一般的政策、例えば教育の進展等も活動の一環として重
視されるべきである。
第 3に、立地問題のうち、ディスティネーションに関連してい

えば、そのとらえ方がキーポイントの1つになる。プロプアーツー
リズムではディスティネーションは広く考え、かつ、それが充分
に展開されることが必要である。種々な不安定要因がある所
では、それをなくすようにすることが肝要である。立地が広い
区域に及ぶ場合には、ツーリズムの規模自体は小さいもので
あっても、貧困者に対するインパクトは遠方地域にまで及ぶと
いう見地が必要である。この場合、ネガティブなインパクトが、
ポジティブなそれを超えないことが不可欠である。
第 4に、故にプロプアーツーリズム方策は、広範なるツーリ

ズム全般の発展のなかに位置づけられることを必要とする。こ
うした場合、必要なプロプアーツーリズム的な言及（pro-poor 

language）は、特段になされないことがあることを知っておくべき
である。故に、プロプアーツーリズムとして新しい製品の開発
がなされたような場合、その市場確保のため、通常のツーリズ
ム製品と統合したものとなされるべき場合がある。つまり、商
業上の有効性（commercial viability）を確保することが優先され
なくてはならないのである。
このことは製品の品質、マーケティング、ビジネススキルのた
めの投資が不可欠であることを示すものであって、私的事業
部門を包括して考えることの重要性を意味するものである。す
なわちプロプアーツーリズムでも高い経済的経営的有効性が
必要である。それに貧困者も関与し、参加することが必要で
あるが、逆にこのためには、政策やマーケティングの方法で変
更が必要になる場合もある。こうした場合、貧困者の便益とし
ては、例えば正規就業者であることも重要であるが、人により
臨時的収入稼得の可能性があることが肝要であることもある。
第 5に、生活上でみると、非金銭的な生活手段について

の有効性が重要性をもつ。特に貧困者の資産が改善されるよ
うにすることが肝要であり、そのためには、長期的な便益確
保の観点が重要性をもつから、意思決定への参加が有意義
なものとなる。ただしその結果は徐々に現われることが銘記さ
れるべきである。故に地域的所有を促進し、短期的便益と長
期的便益との調和的確保が必要である。この場合事業の開
始・立ち上がりの資金として外部資金が必要となることがある。

アシュレーらの論考の所論は以上とし、次に、冒頭で一言
した世界観光機関（UNWTO）とオランダ・ ディベロップメント組
織（SNV）との2010 年の共同文書『ツーリズムと貧困克服に
ついてのマニュアル：ディスティネーションのための実践的ステッ
プ』（文献 U6）を考察する。これは、プロプアーツーリズムに関
する国連関係機関の公的見解として注目されるものである。
ちなみに世界観光機関では、2002 年にプロプアーツーリズ
ム的立場にたった『ツーリズムと貧困克服』という文書（文献
U5）を独自に発表している。そこにおいてプロプアーツーリズム
の定義に関連し「プロプアーツーリズムは、ツーリズム部門全
体規模の単なる拡大をいうものではなく、同部門内における貧
困者のための機会の拡張（unlocking opportunities）に志向した
ものである」と提議している（U5,p.12）。また同機関代表者、フ
ランギアリ（Frangiali,F.）は2006 年に「・・・ツーリズムは、貧
困との闘いで先導的産業（a leading industry）となりうるものであ
る」と言明している（cited in H2, p.2）。しかし同機関では2010
年に前記共同文書が発行されているので、2002 年の文書は、
本稿では割愛する。

Ⅳ．プロプアーツーリズムの総括的フレームワーク

1 ．プロプアーツーリズムの原理

この UNWTO／ SNVの共同文書は、全体としては、「プ
ロプアーツーリズムの方法論（methodology）を提示した」と位
置づけられるものであって（U6, p.vii）、理論的には、ツーリズム
がプロプアー的となりうる根拠を提示することを出発点としてい
る。同共同文書によると、これには積極的な促進的な側面と、
消極的な否定的な側面とがある（U6, pp.xiv-xv）。
前者は、例えばツーリズムが相対的に労働集約的な部門

で、しかも通例的には女性就業者が多く、非熟練労働者でも
就業可能な部門である場合が多いことや、産業部門別にみる
と農業、手工業、その他サービス部門などと関連するところ
が多いこと、さらにはツーリズム資源となるものが、例えば自然
景観などで、非都会的な地域にあるものが多いことなどをいう
ものである。これはツーリズムでは、基本的には顧客・消費者
であるツーリストが、ツーリズム地まで足を運ぶものであることに
基づくが、このことは、旧来からの居住地から動くことが困難
な当該地方の貧困者も、ツーリズムの仕事には容易に参加で
きるものであることを意味する。
しかし他方、これには反作用するネガティブな側面もある。
それは、例えばツーリズム需要が、全体的にみるとツーリスト
側の意向に依存し、ツーリストの好みや時々の風潮、経済的
状況、あるいは政治的情勢などに左右される度合いが極めて
高いこと、つまり需要が変動的で安定性に欠け、しかもその
予測が困難であることに由来する。しかもツーリズムでは、需
要が無計画的に大量化すると、供給側で対応できないことが
おきるばかりか、そうしたものを無理に受け容れると、ツーリズ
ム地の用水など生活必需品的な資源がツーリストによって大量
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に消費され、住民、特に貧困者では生活上で大きな打撃とな
ることがある。この点は、ツーリズムによる金銭的便益がツーリ
ズム地から流出することによって、さらに加重されたものとなる。
そこでこの共同文書は、ツーリズムのプロプアー性について、
総括的に次のように述べ、これをプロプアーツーリズムの基本
原理としている（U6, p.xv）。すなわちツーリズムは、それ自身だ
けで、貧困克服のための答えをなしうると考えられるべきもの
ではないが、貧困克服に大きく貢献しうるものではある。つまり
「ツーリズムの部門として規模は一定という場合でも、それに
接近する仕方（approach）、つまり相対的配分の仕方を少し変
えるだけで、それぞれの者が入手するものはかなり変わるので
ある」。
ただしこの場合、この共同文書でプロプアーツーリズムの主
たる指導原理となっているものは、貧困者への配分率を大きく
すること（配分割合の拡大）だけではなく、ツーリズム自体すなわ
ちツーリズムの便益自体を大きくすること（ケーキそのものを拡大）
も含むものとされている。すなわちプロプアーツーリズムは、す
べてのツーリズムにおけるアプローチの変更であるから、ツーリ
ズム自体の拡大と貧困者への配分率の増加との両者を含むと
規定されるべきものとされているのである。この点ではベネット
らによる論説とは見解が異なるところがあるが、本稿冒頭で一
言したロエ／ウルクハルトも、プロプアーツーリズムでは「当該
ツーリズム部門の全体的規模の拡大よりも、むしろ貧困者に対
する機会を大にすること」を戦略的目標にすべきであると主張
している（R, p.2）。
この共同文書に戻ると、この文書では、その所論のうえに
たった「ツーリズムを通じた貧困克服のための 10 原則（10 
principles for pursuing poverty alleviation through tourism）」が、表 1
のように提示されている。

表 1：ツーリズムを通じた貧困克服のための 10 原則

①ツーリズムのすべての局面と形態は、貧困克服に関連づ
けられることができるし、関連づけられるべきものである。
②すべての政府は、貧困克服をツーリズム発展の主要目標（a 

key aim）とすべきであり、ツーリズムを貧困克服のための可
能的な用具の1つと考えるべきである。

③ツーリズムビジネスとディスティネーションの競争力維持と経
済的成功とは、貧困克服にとって決定的重要性をもつ。
これなくしては、貧困者のうける便益はありえない。
④すべてのツーリズムビジネスでは、その活動がローカルコミュ
ニティに及ぼすインパクトについて関心を持つべきであり、
その活動を通じて貧困者に便益をもたらすよう努めるべき
である。
⑤ディスティネーションの運営は、貧困克服を中心目標として
なされるべきであり、その際この中心目標は戦略（strategy）

と活動計画として確立されるものである。

⑥ディスティネーションにおけるツーリズムの機能について充
分理解されておくことが必要である。それにはツーリズム所
得が、どのように配分され、これで便益を得るのは誰であ
るかが明らかにされていることが含まれる。
⑦ディスティネーションにおけるツーリズムの計画とディベロップ
メントには、広範な利害関係者が含まれるべきであるが、
それには貧困コミュニティの参加と代表が含まれなくてはな
らない。
⑧ローカルコミュニティにおける生活手段の状況に対してツー
リズムから生まれるであろうすべてのインパクトについては、
ローカル的なものとグローバルなものを含め、自然資源およ
び文化資源に対する現在および将来のすべてのインパクト
が斟酌されるべきである。
⑨すべての貧困者に関連するプロジェクトのなかで、マーケッ
トへの接近を可能にするもの、および、既存企業との便
益の連携機会を最大化するものについて、その有用性に
ついて注意が払われなくてはならない。
⑩ツーリズムが貧困克服に及ぼすインパクトについては、有
効なモニターがなされるべきである。

出所：U6, p.xvii.

このうえにたって、この共同文書は中心的問題であるディス
ティネーションのプロプアー的運営について、次の7つのステッ
プがあるとしている（U6, p.3ff.）。

  第 1に、プロプアーツーリズムにおいて便益を受けるべき者、
すなわちニーズが充足さるべき者、つまりプロプアーツーリズム
で“プアー”といわれる人たちは、どのような人たちであるか
を確定することである。このためには通常“貧困ライン（poverty 

line）”が設定されるが、当然これは時と所のいかんにより異な
る。金銭的観点だけで考えると、同共同文書によると、例え
ば 2005 年時点で、ごく一般的には、一日1.25USドルというも
のがある。しかし同共同文書は直ちに、貧困は経済的要因
だけで決まると考えるのではなく、それ以外の、例えば健康保
持上の条件や教育条件などの社会的要因や、環境的要因等
も斟酌されなくてはならないと付け加えている。この点ではさら
に、便益の配分の仕方も考慮が必要であるとする。例えば配
分の仕方が広く浅いものか、あるいは狭く深いものかという点
や、女性や年少者について特別の配慮があるものかどうかと
いう点である。
第 2に、当該ツーリズムが現に行われている姿、そこで便
益を得ている者は誰かを知ることである。ここで同共同文書は、
“ツーリズム価値連鎖（tourism value chain for destination）”の分
析方法を展開することを推奨している。ただしこの共同文書で
例示されているのは、ディスティネーションを基準にしたもので、
ツーリストの行動が“（当該ツーリズムに必要な）計画樹立・資料
研究→旅行・ディスティネーション到着→宿泊→飲食→買い
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物→ツーリズム資源訪問等のツーリズム行動→（ディスティネーショ
ンからの）出発・旅行”を経過することを基準にした価値連鎖
をいうものであるが、これにより当該ディスティネーションにおけ
るツーリズム価値連鎖が明らかになり、貧困者が受け取るもの
の場所と価値量は明らかにできるとしている。
第3に、政府の支援策を確保することである。このことは、ツー

リズムに関連した多くの政策分野に妥当する。例えば労働法
などである。
第 4に、種々なステークホルダーと効果的な協働関係を持

つことである。このためにはさしあたりそれぞれのステークホル
ダーとの間で双方向的な意思疎通関係をもつことが必要であ
る。
第 5に、当該ディスティネーションが、貧困者に便益をもた

らすツーリズムにとってどのような将来的可能性を持つかにつ
いて判断をすることである。ここで同共同文書が、まず将来
的指針の分析用具として提示しているのは、アメリカの有名な
経営戦略理論家アンゾフにより示されている「製品・市場戦
略方式（product-market strategy）」である（U6, p.25）。これは、ツー
リズム企業の場合、経営戦略としてはツーリズム製品とツーリズ
ム市場について、旧来からのものと、新規に進出するものとに
分けて戦略的有利性を分析するものであるが、ディスティネー
ション戦略としては、同共同文書によると、“ツーリズム種類の
新・旧”の別と、“ツーリズム出立地の新・旧”の別とについ
て分析をするものである。このうえにたって、ディスティネーショ
ンのとるべき実際の戦略的行動の決定にあたっては、SWOT
分析が有用とし、プロプアーツーリズムに適当なものの例として、
表 2を提示している。

表 2：プロプアーツーリズムの展開のための SWOT 分析

種別 ポジティブな要因
（目標達成に有用なもの）

ネガティブな要因
（目標達成に不利なもの）

内部的なもの、現
時点のもの、主と
してコントロール可
能、影響可能なも
の

〔強さ〕
・キーとなる資産
・利用可能な資産
・ 他の競合地域に対
する比較的優位性

〔弱さ〕
・ 資産上または品質
上の欠陥部分
・資源上の制約
・ プロセス上または資
金上の問題点
・比較的不利性

外部的なもの、将
来時点のもの、主
としてコントロール
不能、影響不可
能なもの

〔機会〕
・ キーとなる市場・市
場動向
・技術進歩
・ 当該ディスティネー
ションへの進出希望
パートナー

〔脅威〕
・ 政治的経済的不安
定性
・ 気候変動（機会要
因となることもある）
・競争相手の強化

出所：U6, p.32.

第 6に、以上に基づき設定されたプロプアーツーリズムのた
めの戦略と活動プランについて関係者の理解を得て広めること
である。ここでは活動プランとは1年単位のものをいい、5年

間にわたるものが戦略とよばれている。戦略は単数のものと考
えられ、それは定義上、サスティナブルツーリズムの諸原則に
立脚するものとされているが、それらは要約的には次の3者、
すなわち①経済的な能力と競争力、②社会的平等性と文化
的感受性、③環境上の責任性、とされており、いわゆるサス
ティナブル・ディベロップメントの3要素説にたつものとなってい
る。しかしプロプアーツーリズムとしては当然、さらなる原理を
必要とする（U6, pp.34-35）。それは、この共同文書では、プロ
プアーツーリズムの既述の根本原則、すなわち貧困者への配
分が絶対量でも相対的割合でも増加することをいうものである
（U6, pp.37）。
第 7に、以上の経過においてステークホルダーの責任とキャ

パシティを強化することである。

2 ．プロプアーツーリズムの実践諸方策

この共同文書は、以上のうえにたって、実践（taking action）

の手引きを提示している。その主要部分は以下の7点で示さ
れるものである。ただしこれら7点は、相互に補足し合うもの
であり、かつ、このうちのどれが特に重要性をもつかは状況の
いかんにより決まるものであって、こうした意味でも各項目は独
立的意義が低いものである。つまり、状況のいかんにより組み
合わせや選択がなされるものである（U6, p.49ff.）。
第 1は、貧困者がツーリズム企業において雇用されることで

ある。この方策には、例えば、貧困者がツーリズムに直接結
び付けられ、定期的に所得を得ることができるなどの経済的
利点があるほか、被雇用者においてツーリズム技能を身につ
けることができるなどの利点もある。
第 2は、貧困者がツーリズム企業に対し物品やサービスの

供給者となることである。これは貧困者が自営的に事業を営
み、その産物をツーリズム企業に提供するものであり、貧困者
は旧来からの自営的職務を続けるところに大きなメリットがある。
またこれでは、貧困者の自営的業務が直接ツーリズム業に関
係ないものであっても、その産品やサービス行為がツーリズム
業において利用されるものである限り、ツーリズム企業と関係を
持つことができるというメリットもある。
第 3は、貧困者がなんらかの自らの店舗で、その産品など

をツーリストに直接販売したりすることである。例えばいわゆる
露店などで販売行為をしたり、ツーリストガイドとして直接ツーリ
ストから謝礼を得たりするものである。この場合には貧困者と
ツーリストとが直接接することが多く、ツーリスト側でもローカル
的なものに直接接する機会となって、歓迎されることが多いも
のである。
第 4は、貧困者を含めて、小規模なツーリズム企業、ある

いはコミュニティ基盤ツーリズム企業、あるいはジョイントベン
チャー企業を設立したりすることである。これはプロプアー的
観点にたったなんらかの企業や組織体を設立することである
が、プロプアーツーリズムが組織的に遂行されるものとなる。自
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営的業務が組織的なものとなり、組織的な協働性が生まれると
ともに、組織的安定性も可能になる。
第 5は、貧困者の便益となるよう指定された税金や料金を、

ツーリストや企業などに課すことである。ただしここで対象にし
ているものは、徴集が強制的なもので、自発的なものではない。
こうした課税や料金は、徴集が強制的で、徴集対象が多数
のものとなり、徴集された金額も多額になることがとにかく特徴
である。というよりは、そうした結果を予定してなされるものとい
える。ただし徴集後の配分方法は簡単に決まらない場合があ
る。
第 6は、貧困者の便益となるような資金（それに代わるものを

含む）がツーリストやツーリスト企業などから自発的に提供される
ような場合である。種々な形における自発的な募金や支援金
などである。これでは、援助対象となる者が指定される場合も
ある。
第 7は、ツーリズムに関する投資と活動から貧困者に生じ

る付帯的な便益（collateral benefits）といわれるもので、例えば
ツーリストが貧困者の居住地に来訪する場合などに、以上の
方法以外で、いわば臨時的に生じる便益などをいうが、これは、
以上の方法のうちの第4や第6と重複することがありうる。また、
数量的な把握は困難なことがありうるものである。
以上の7つの実践諸方策は、今日では広く一般的にも“（7

つの）プロプアー戦略（pro-poor strategy）”として知られているも
のであるが（D1, p.176）、総括的にみると、2種のもの（基本形
態）に集約されうる。1つは、貧困者が自らの労力や産品など
を提供したり販売したりして、それ相応の便益を得るもの、つ
まりなんらかの自助的行為に基づくものである。今 1つは税金
や支援金などを援助的に受け取る形のものである。プロプアー
ツーリズムとしてこのいずれが採られるべきか、あるいはいずれ
に重点がおかれるべきかは、要するに状況のいかんにより決ま
るものである。UNWTO／ SNVの共同文書は、実践的には、
プロプアーツーリズムとはこれら2つの基本形態が、状況のい
かんに応じて、相互補完的に推進されるものと規定されるとし
ている（U6, p.51）。

Ⅴ . あとがき―プロプアーツーリズムの取り組みの意義につい

て

以上で論述した2010 年の UNWTO／ SNVの共同文書
における枠組みは、今日では世界的に実践上有用なマニュア
ルとして受けとめられているが、このための実際活動が両機
関で正式な協定として始まったのは、2004 年にまで遡るもの
であって、この段階ですでに、前記の7つの実践諸方策は、
枠組みとしてはできあがっていた。それらは正規には「サスティ
ナブルツーリズム―貧困の消滅（sustainable tourism̶eliminating 

poverty： ST-EP）」とよばれた。これがさらに拡大され、21 種の「よ
り拡大された（larger）ST-EP」として発足したのは2007 年の
ことで、UNWTO／ SNVとしては第 2の段階とされている。

しかしその場合土台となったのは、前記の7つの実践諸方策
であった（U6, p.vii）。

  プロプアーツーリズムの世界的広がりについてみると、その
間 2005 年から2009 年の間には、韓国はじめ 31 か国で約
90のプロジェクトが始められている。ところが 2007 年にアシュ
レー／グッドウィンが述べているところによると、少なくともこの
時点では、プロプアーツーリズムが実際においてどのような意
味をもつものであるかについて意見の一致はなかったし、プロ
プアーツーリズムによりもたらされるはずの貧困者の真の便益に
ついて、広くキャンペーンするようなデモンストレーション的な例
もほとんどなかった（A5, p.1）。このように プロプアーツーリズム
が一般に広がりをもつことがなかったのは、アシュレー／グッド
ウィンによると、要するに次の3つの事由に起因する（A5, pp.1-

2）。
第 1にプロプアーツーリズムは、エコツーリズムのようなニッチ

ツーリズムとは異なって、多くのツーリズム種別で可能であるに
もかかわらず、実際にはキャンプ場ツーリズムやトレッキングツー
リズムなどに限定されたものと考えられ、大規模な展開がなさ
れなかったことである。
第 2に一般的にみて、プロプアーツーリズム関係者では市
場連携に対する志向性が弱く、他方、ツーリズム一般の関係
者ではプロプアーツーリズム意識に欠けた者が実に多いことで
ある。そのため一般的にみると、ツーリズム部門の拡大とプロ
プアーツーリズム的実行とは別々の事柄と考えられ、政府など
の行政部門でもプロプアーツーリズムが本気で取り上げられる
ことはほとんどなかった。ちなみにわが国でも、本稿筆者のみ
るところ、行政などでプロプアーツーリズムが本格的に取り上げ
られた例は少ないのではないか。
第 3に、プロプアーツーリズムについてモニターしたり、アセ

スメントしたりすることがほとんどなされてこなかったことである。
アシュレー／グッドウィンは、「ディスティネーションについて、当
該ツーリズムの発展が貧困者に対してどのようなインパクトを与
えるかについてアセスメントがなされた例はほとんど聞いたこと
がない」と述べ、こうしたものとしては、2001~2002 年ガンビア
で行われた市場アクセス性に関する調査研究があるだけでは
ないかと論じている。
このうえにたってしかしアシュレー／グッドウィンは、プロプアー

ツーリズム進展にとって望ましい萌芽的方向が現れつつあると
している。その1つは、プロプアー的行動にとって萌芽となる
方向性が明らかになりつつあることである。例えば中小企業、
特に小企業の種 な々場面や場所、就業者が熟練習得訓練を
受け易い所などでは、今後のプロプアーツーリズム展開上有
用な個所になるとみられるものが現れつつある。今 1つは、プ
ロプアーツーリズムに本格的に取り組む国や地域が現れつつあ
ることである。例えばベトナムなどでは、このための法的制度
の整備がなされている。世界銀行等でも近年ツーリズムのプロ
プアー性について関心が高いものとなっている（文献W）。
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本稿筆者としては、貧困克服のための取り組みは、今日の
社会では優先してなされるべきものであり、プロプアーツーリズ
ムのための努力は大いに推奨されるべきものと考える。このこ
とは全く当然のことである。しかしこれに対しては、貧困が生
まれる根源についての分析がなんらかの形で前提とされなくて
はならないのではないかという批判的見解がありうる。貧困は
いうまでもなく、何よりも社会経済的事象であって、その分析
はこれまで主として経済学により進められてきたものである。
こうした観点からみると、プロプアーツーリズム論は、貧困
の生成・存続の根源と機構や過程について論究することを避
け、その結末、つまり貧困という現象のあることだけを取り上げ、
その克服あるいは解消の方法のみを論究していると性格づけ
られるものである。すなわち旧来の経済学的見解によれば、
現在社会における貧困は、何よりも社会経済的体制の問題で
あり、この体制問題に触れることなしに貧困の克服や消滅を論
じることは、相当性がない。本来は、貧困が生まれる機構の
社会経済的特色こそが、まず、究明されるべきはずのもので
ある。
このことはもとより否定できない。しかしこのことによって、プ
ロプアーツーリズム論が無用とされてはならない。なぜならば、
今日の貧困問題は、そうした体制問題に触れる以前に、実在
の現象としてこれを受け止め、現体制のなかにおいてこれを
克服し、消滅させること、少なくともその方途を模索することが、
喫緊に必要なものとなっているからである。例えば今日でも通
常的にトイレなしの家庭的日常状態にあるものが、全世界で約
9億 6400 万人もあるといわれている（文献 Yによる）。
こうした点を考えると、ツーリズムを含め、なんらかのプロプ
アー的行動のなされることが、さしあたり世界的な課題である。
これを体制問題として指摘するだけで済まそうとするものや、
それは他国の問題などとして回避するもの、さらにはサスティナ
ブル・ディベロップメントは気候問題を含め資源保護の問題に
尽きるとして貧困問題を取り上げることがないようなものなどは、
この現実の問題からの回避を企図するものといわれてもやむを
得ないであろう。ちなみに、プロプアーツーリズムの推進のた
めには、理論的には、前記で一言した“ツーリズム価値連鎖”
を土台におくことが有用とされている（A6, p.1）。この点の論究
は別の機会とする。
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