
Ⅰ．はじめに
1．研究の背景
　今日の日本における観光には，京都や奈良などの古
都を巡る観光，桜並木や紅葉，雪景色など美しい風景
を眺める観光，東京や大阪のテーマパークを巡る観光
など，様々な形態がある。近年これら旧来からの観光
形態と一線を画す新しい観光形態として「ニューツー
リズム」と呼ばれるものが登場している。このニュー
ツーリズムは，エコツーリズムやグリーン・ツーリズ
ムなどの観光形態を指し，1990 年代より活発化して
いる。そして，ニューツーリズムの 1 つとして，文化
観光という観光形態も登場している。本稿の事例地で
ある和歌山県新宮市は，西村伊作や佐藤春夫などの文
化人に関連する豊富な観光資源を武器に，文化観光を

官民が連携して実践している都市である。これらの観
光資源を求めて，2017 年には，年間約 130 万人の観
光客が訪れている 1）。人口約 3 万人の地方都市で，決
して交通至便とは言えない新宮市へ長い時間をかけて
訪れるほどの魅力を持っているのである。その魅力と
はどういったものなのであろうか。
　まずここで，本稿で扱うニューツーリズムと文化観
光という用語の概念を確認しておきたい。
　観光庁は，観光地域づくりに関する施策の 1 つとし
てニューツーリズムの振興を掲げ，ニューツーリズム
を「従来の物見遊山的な観光旅行に対して，これまで
観光資源としては気付かれていなかったような地域固
有の資源を新たに活用し，体験型・交流型の要素を取
り入れた旅行の形態 2）」と定義し，地域活性化に繋が
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要　旨
　本稿の目的は，和歌山県新宮市を事例に，地域の歴史文化にまつわる観光資源の特徴とその活用方法，及び課題などを，観光に
関わる人々への聞き取り調査と，観光施設・観光客へのアンケート調査等によって明らかにし，新しい観光の可能性について考察
することにある。
　日本のマスツーリズムは高度経済成長期に拡大したが，その後，マスツーリズムへの反省からニューツーリズムが生まれ，1990
年代以降徐々に拡大している。このニューツーリズムの中に，本稿で取り上げる文化観光がある。文化観光とは，日本の歴史，伝
統といった文化的な要素に対する知的欲求を満たすことを目的とする観光形態をさし，本稿の事例地である和歌山県新宮市はこの
文化観光を官民により実践している都市である。新宮市には，文化観光の振興に資する歴史文化的な観光資源が豊富である。しかし，
これらの観光資源の中には，大逆事件など地域の暗い歴史に関するものもあり，他の観光地では必ずしも観光資源として捉えられ
ていないものも多い。本稿では，こうした観光資源の活用方法に注目する。
　具体的には，西村記念館や佐藤春夫記念館，中上健次資料収集室といった施設の管理担当者への聞き取り調査と，これら施設を
訪問した観光客へのアンケート調査を実施し，新宮市に縁のある文化人の作品などを通じて新宮市や熊野地域の歴史文化を学ぼう
とする観光客が一定数訪れていることがわかった。また，大逆事件などの暗い過去についても，その歴史を検証することにより，
観光資源として活用していこうとする地域の実践があることも明らかになった。これらの観光資源との関係で，講演会や学習ツアー，
あるいは観光者自身によるフィールドワークなども企画されており，新しい文化観光の形態を創出している。
　一方，いくつかの問題点も指摘できる。新宮市の観光に関わる多くの人は，新宮市民が地域の歴史文化により興味を持つことが
重要であり，学校や家庭，地域における若い世代への教育を充実させる必要性を指摘している。市民が新宮市の持つ歴史文化的な
魅力に気付かないことには，観光客にもその魅力を広めることは難しいという認識は共通している。文化観光という新しい観光形
態と地域の歴史文化の教育・伝承をいかにリンクさせるかが，今後の課題となるであろう。
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るものと期待している。
　ここでいう「従来の物見遊山的な観光旅行」とは，
いわゆるマスツーリズム，つまり戦後の急速な経済発
展による観光需要の拡大とともに生まれた観光形態を
指していると考えられる（金，2008）。こうしたマスツー
リズムは観光地の経済発展を促した一方，文化の変容
や俗化，環境の汚染や破壊など，観光地に多くの問題
をもたらした（金，2008）。山上・堀野 （2003，p214） 
によれば，1970 年代には上記のような問題を持つマ
スツーリズムへの批判が盛んになり，1980 年代にな
るとマスツーリズムに代わる新しい観光形態が模索さ
れ始めた。その新しい観光形態を集約し定義づけされ
たものが，観光庁が掲げるニューツーリズムであると
言える。
　観光庁はニューツーリズムを 6 つのカテゴリーに分
けている。表 1 は，6 つのカテゴリーの名称と，その
定義を表したものである。このように，ニューツーリ
ズムは様々な形態を持っている。この中に，本稿で扱
う文化観光も含まれており，「日本の歴史，伝統といっ
た文化的な要素に対する知的欲求を満たすことを目的
とする観光」と定義されている。本稿では，新宮市の
観光が観光庁によって定義されたニューツーリズムに
適合するものであることを指摘しつつも，そうした概
念に完全に回収されてしまうのではなく，旧来の観光
概念をいかに乗り越えてきたか（乗り越えようとして
いるか）を明らかにする。

2 ．研究の目的と研究方法
　ここでは，ニューツーリズムを扱った先行研究の整
理から，本稿の意義と目的を示す。ニューツーリズム
に関する地理学的研究は，1990 年代後半より本格的
な蓄積が始まっている。たとえば林 （2007） は，ニュー
ツーリズムの 1 つであるグリーン・ツーリズムに関し
て，青森県南部町を事例に観光農業の発展過程や住民
間による協力体制の構築過程について考察している。
また，林・呉羽 （2010） は，長野盆地のリンゴ農園に
よる観光農園の経営戦略に注目し，アグリ・ツーリズ

ムの変容を明らかにしている。
　ニューツーリズムに関する地理学的研究はグリー
ン・ツーリズムやエコツーリズムを中心に一定の蓄積
があり，これらのツーリズムの担い手や観光戦略の特
徴・問題点などが明らかにされている。伝統的に地理
学の研究対象として扱われてきた農業や環境と関わり
が深い観光形態についての研究蓄積が多いと考えられ
る。しかし，本稿で取り上げる文化観光に関する地理
学的研究は，現状ではごく限られている。　
　一方，産業遺産などを活用したヘリテージ・ツーリ
ズム（森嶋，2014）や，祭りや巡礼などに関わる宗教
ツーリズム（門田，2010），アニメやマンガなどのサブ・
カルチャーをも含みこんだコンテンツ・ツーリズム（岡
本，2012）など新しい観光に関する研究が蓄積されつ
つあるが，必ずしも，歴史文化的なツーリズムが中心
的課題として扱われているわけではない。地理学の分
野でも，文化観光の担い手や官民による観光戦略の特
徴などについて明らかにすることが必要であろう。
　そこで，本稿は，和歌山県新宮市を事例に，歴史文
化的な観光資源を活用した文化観光に関する取り組み
の特徴や問題点を明らかにすることを目的とする。具
体的には，まず新宮市におけるニューツーリズムの特
徴や新宮市内のニューツーリズム及び文化観光に関す
る観光資源の特徴を明らかにしていく。そして，それ
らの観光資源に深い繋がりを持つ機関や関係者への聞
き取り調査から，観光資源を訪れる観光客の属性や特
徴などを示し，観光資源を生かしたニューツーリズム
の取り組みとその特徴や問題点を明らかにしていく。
　現地調査は 2013 年 9 月 24 ～ 27 日に行い，この期
間に西村記念館と佐藤春夫記念館，中上健次資料収集
室の各担当者や観光ガイドへの聞き取り調査と，新宮
市立図書館での資料調査を実施した。また，留置き法
によるアンケート調査を，2013 年 11 月 25 日～ 12 月
20 日の期間で実施した。その結果，西村記念館では
43 名，佐藤春夫記念館では 45 名，中上健次資料収集
室では 4 名の協力をそれぞれ得ることができた。

表1　ニューツーリズムの 6 つのカテゴリーとその特徴

カテゴリー 特徴

文化観光 日本の歴史，伝統といった文化的な要素に対する知的欲求を満たすことを目的とする観光

産業観光 歴史的・文化的価値のある工場等やその遺構，機械器具，最先端の技術を備えた工場等を
対象とした観光で，学びや体験を伴うもの

エコツーリズム 自然観光資源について知識を有する者から案内又は助言を受け，自然観光資源の保護に配
慮しつつ自然観光資源と触れ合い，これに関する知識及び理解を深める活動

グリーン・ツーリズム 農山漁村地域において自然，文化，人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動

ヘルス・ツーリズム 自然豊かな地域を訪れ，そこにある自然，温泉や身体に優しい料理を味わい，心身ともに
癒され，健康を回復・増進・保持する観光

スポーツ・ツーリズム スポーツを「観る」「する」ための旅行に加え，スポーツを「支える」人々との交流や，
旅行者が旅先で多様なスポーツを体験できる環境の整備も含むもの

資料：観光庁ホームページより作成
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Ⅱ．新宮市とニューツーリズム
　ここでは，新宮市観光協会（以下，観光協会）の話
から，新宮市でニューツーリズムが現れ始めた背景を
確認する。観光協会によれば，マスツーリズムが盛ん
だった頃は熊野速玉大社への参拝や温泉を目的として
新宮市を訪れる人が多く，当時の観光協会や市役所の
各担当部は，より大勢の人に新宮市に来てもらおうと，
画一的なプランやコースを観光客に提供していた。
　しかし，そのような従来の観光形態だけでなく新宮
市の寺社や温泉以外の観光地も知ってもらおうと，10
年ほど前から佐藤春夫，西村伊作，中上健次などの新
宮市名誉市民 3）や，大逆事件を観光の目的とする新
しい観光形態が少しずつ現れ始めた。その頃から観光
協会発行の観光案内に，大逆事件と関係のある大石誠
之助が紹介され，佐藤春夫記念館や西村記念館などを
巡る観光コースが設定されていた。また，2000 年に
新宮市や真宗大谷派などによる大逆事件のシンポジウ

ム「闇から紡ぐ人と光」が開催されたことも，大逆事
件を目的とした観光が生まれるきっかけの 1 つであっ
たという。現在は，観光協会や新宮市役所各担当課が
作成する新宮市紹介のパンフレットの中で，大逆事件
や新宮市名誉市民を紹介しており，新宮市の文化や歴
史に関するニューツーリズムを促進している。このよ
うに，10 数年前から徐々に新宮市に縁がある文化人
や，大逆事件など新宮市の歴史文化的な側面を観光資
源としたニューツーリズムが進展していったのであ
る。
　次に，新宮市が実践するニューツーリズムの事例と
して，観光協会が企画する「世界遺産の町・新宮市 
ガイドさんといっしょにまち歩きフェスタ」（以下，
まち歩きフェスタ）を取り上げる。このまち歩きフェ
スタには 5 つのコースが用意されており，個人で観光
ガイドを頼むとガイド料が 2,000 ～ 4,000 円かかると
ころを，まち歩きフェスタに申し込めば表 2 に示した

図1　新宮市の歴史文化的観光資源の分布
資料：新宮市市役所提供資料より作成
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表2　まち歩きフェスタのコースと巡る場所および所要時間

　 コース名 訪れる主な場所 所要時間

1 新宮の世界遺産・熊野速玉大社
と神倉神社 熊野速玉大社・神倉神社 約 2 時間

2 大逆事件と新宮の文学散歩 大逆事件顕彰碑・西村記念館・
佐藤春夫記念館 約 2 時間

3 国の史跡「新宮城跡」新宮藩の
隆盛 新宮城跡 約 1 時間半

4 「秦の徐福」の伝承地を訪ねて 徐福公園 約 1 時間半

5
国の天然記念物「浮島の森」散策　　　　　　　　　　　　　　　　
～不思議まちなかの沼地に浮か
ぶジャングル

浮島の森 約 1 時間

資料：新宮市観光協会発行「世界遺産の町・新宮市 ガイドさんといっしょにまち歩きフ
ェスタ」案内より作成
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5 つの各コースを一律 500 円で観光ガイドと一緒に巡
ることができるという企画である。
　まち歩きフェスタの特徴は，参加者が自分の希望に
合うコースを選ぶことができる点と，観光ガイドが各
コース参加者に対して新宮市の歴史や文化を解説する
内容になっている点にある。つまり，このまち歩きフェ
スタは，新宮市の歴史や文化を学び，体験することが
できる観光として機能する企画で，新宮市が実践する
ニューツーリズムの重要な要素の 1 つとなっている。
　ここでは，表 2 にあげたものに加え，新宮市におけ
る文化観光の対象となる観光資源の分布とその特徴を
明らかにしたい。図 1 は，新宮市の数ある観光資源の
中でも歴史や文化を学習・体験できるものを取り上げ，
地図上に示したものである。この図からわかるように，
新宮市には文化観光の資源となりうる観光資源が多く
ある。
　これらの観光資源のうち，本稿では，2010 年に国
の重要文化財に指定された旧西村家住宅（西村記念館）
と，新宮市出身の文豪・佐藤春夫の遺した詩などが所
蔵されている佐藤春夫記念館，新宮市出身の芥川賞作
家・中上健次に関する資料を収集している中上健次資
料収集室，及び彼ら 3 人に深い繋がりがある大逆事件
を，文化観光資源の事例として取り上げる 4）。そして，
それらが新宮市の歴史や文化を学習・体験する観光資
源としてどのような役割を果たしているのかを考察す
る。

Ⅲ．新宮市における文化観光資源
1．建築家西村伊作と西村記念館
　西村伊作は，1884 年に新宮町（現：新宮市）に生
まれた。叔父の大石誠之助の影響を受け，反戦運動や
生活改善啓蒙活動に関与していた。そのため大逆事件
の際には，彼も捜査の対象とされた。西村伊作は，建
築家としての活躍も著しく，家庭生活を重視した居間
式住宅を日本で最初に新宮市に建築する。このような
経験をいかし，1919 年に『楽しき住家』を出版する
と大きな反響を呼び，新しい住宅の提唱者として全国
に名が知れ渡ることとなった。また，1921 年には文
化学院を創設し，様々な文化人を教員として招いた。
学校経営から退いた後，1963 年に 78 歳で死去した。
　西村記念館は，元々西村伊作が 1915 年に設計・建
築し，家族とともに過ごした自宅である。また，佐藤
春夫や与謝野鉄幹・晶子夫妻，石井柏亭などの多くの
文化人たちとの交遊の場でもあり，日本の近代住宅
の先駆例として大変貴重な建物であるとされている。
この住宅は，1998 年に西村家から新宮市に寄贈され，
歴史ある建物及び西村伊作の作品の保存・展示のため
に記念館となった 5）。館内には西村伊作と彼の家族が
暮らした部屋や，そこで使用した家具が残されており，
彼の油絵や焼物などの作品や，設計した家の模型等も
展示されている。

2 ．熊野の文豪佐藤春夫と佐藤春夫記念館
　佐藤春夫は，1892 年に新宮町（現：新宮市）に生
まれる。中学時代から文学を志し，旧制新宮中学校を
卒業とともに上京する。その後，谷崎潤一郎の推薦の
もと文壇デビューを果たす。1919 年に発表した『田
園の憂鬱』で一躍有名になり，熊野を代表する作家と
なる。文壇の大御所，詩聖などと呼ばれ，小説だけで
なく『秋刀魚の歌』『殉情詩集』などの詩や，『退屈読
本』などのエッセイも発表している。大逆事件で大石
誠之助が処刑されたという知らせを聞いた際には，詩

「禺者の死」を書き，大石の死を哀れんだ。1960 年に
文化勲章を受章し，翌 1961 年に初代新宮市名誉市民
となる。1964 年に 72 歳で死去した。
　佐藤春夫記念館は，熊野速玉大社の境内にある。こ
れは東京都文京区関口町にあった佐藤春夫の邸宅が，
1989 年に現在の場所に移築され，記念館として開か
れた建物である。この建物は，西村伊作の弟である大
石七

しちぶん

分が設計したことでも知られている。佐藤春夫記
念館では，佐藤春夫が使用していた応接間や書斎が残
されており，彼の遺した詩や絵画，愛用した品々が展
示されている 6）。
　観光協会が発行するパンフレットには，佐藤春夫及
び佐藤春夫記念館が紹介されており，観光協会は，佐
藤春夫を新宮市のニューツーリズムを担う観光資源の
1 つと捉えていると考えられる。
　佐藤春夫記念館は，展示だけでなく企画展の開催も
している。2012 年 11 月から 2013 年 2 月に「中上健
次没後 20 年記念企画」が，また，2012 年 2 月 19 日
から 6 月 2 日に，企画展「『方

まさ

哉
や

は日本一のせがれなり』

表3　佐藤春夫記念館の月別入館者数（2012 年度）

有料
個人

有料
団体

有料
合計

無料
一般

無料小
中学生

無料
合計

入館者
合計

134 10 144 92 1 93 237

180 12 192 212 6 218 410

129 69 198 57 2 59 257

126 62 188 63 29 92 280

197 0 197 33 2 35 232

124 25 149 33 0 33 182

184 0 184 32 2 34 218

221 50 271 123 114 237 508

109 28 137 62 21 83 220

138 10 148 31 11 42 190

238 0 238 87 3 90 328

158 69 227 53 5 58 285

1,938 335 2,273 878 196 1,074 3,347

資料：佐藤春夫記念館提供資料より作成
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―佐藤春夫と心理学者の息子・方哉―」が開催された。
　次に，佐藤春夫記念館の入館者数を見ていく。表 3
は佐藤春夫記念館の 2012 年度月別入館者数の記録で
ある。ここで注目すべき点は，5 月と 11 月の無料入
館者数が他の月に比べて非常に多いということだ。こ
れは，佐藤春夫記念館が，佐藤春夫生誕の日（4 月 9 日），
佐藤春夫の命日（5 月 6 日），そして関西 2 府 8 県の
美術館・博物館・資料館の入場料が無料になる関西文
化の日（11 月 7 日，8 日）を入館無料の日として設定
しているためである。4 月に関してはそれほど効果が
見られないものの，5 月と 11 月に関しては入場無料
の効果が十分に見える。また，入館無料の日を設ける
ことで，多くの人が気軽に記念館を訪れることができ
る。そして，彼らがそれをきっかけに記念館の展示内
容を知り，佐藤春夫に興味を持つようになれば，記念
館にも新宮市にとっても有益なことであろう。

3 ．観光資源としての西村記念館と佐藤春夫記念館
　ここでは，西村記念館と佐藤春夫記念館の入館者の
特徴や，入館者が西村記念館及び佐藤春夫記念館，新
宮市を訪れた目的などを，アンケート調査の結果をも
とに考察する。アンケート調査は，2013 年 11 月 25
日から 12 月 20 日まで，西村記念館と佐藤春夫記念館
にアンケート用紙を置き，入館者に任意で記入しても
らうかたちをとった。その結果，西村記念館では 43 名，
佐藤春夫記念館では 45 名の協力を得ることができた。
図 2 ～ 6 はアンケート結果をまとめたものである。
　図 2 は西村記念館と佐藤春夫記念館の入館者の男女
比を，図 3 は西村記念館と佐藤春夫記念館の入館者の
年齢構成を示したものである。男女比に関しては，両
館ともに男性のほうが多いものの，極端な差はない。
年齢構成に関しては，どの年代も同程度の割合である。
つまり，老若男女を問わず様々な人が訪れていると言
うことができる。

　図 4 は，入館者が西村記念館や佐藤春夫記念館をど
のようなかたちで訪れたかを表したものである。図 4
より，両館ともに個人的に訪れた入館者が多く，団体
で訪れた入館者は少ないことがわかる。西村記念館に
関しては，少数ながら，フィールドワークの一環とし
て訪れた学生がいたことから，学習の対象となってい
ることが確認できる。また，団体での入館者が少ない
理由として，西村記念館が観光協会の主催するツアー
などの企画等に関与していないこともあげることがで
きる。佐藤春夫記念館は，西村記念館と比較すると団
体で訪れた入館者がわずかに多い。団体で訪れたと回
答した人はいずれも，佐藤春夫記念館を訪れた理由を

「訪問コースに組み込まれていたから」と回答してい
る。これは，佐藤春夫記念館が熊野速玉大社の境内に
あることが関係していると考えられる。ほとんどの観
光ツアーが，世界遺産である熊野速玉大社をコースに
入れており，その境内にある佐藤春夫記念館も同じく
訪問コースに組み込まれることが多いために，団体で
訪れた人の割合が西村記念館に比べて多いと考えられ
る。

　図 5 は，西村記念館と佐藤春夫記念館の入館者がど
こから訪れたのかを表したものである。西村記念館は，
新宮市からの入館者が半数近くを占め，新宮市から近
い串本町や那智勝浦町，太地町から訪れた入館者もい
る。他にも約 20% の入館者が，三重県や大阪府，愛
知県など，全国的に見れば比較的新宮市から近い府県
から訪れていた。また，東京都からの入館者も 5 ％い
ることがわかる。一方，佐藤春夫記念館は，新宮市に
住む入館者が 2 %（1 名）しかいないことと，神奈川
県からの入館者が多いことが特徴であろう。神奈川県
からの入館者が多いのは，神奈川県が佐藤春夫の代表図2　西村記念館と佐藤春夫記念館の男女比

注：左が西村記念館，右が佐藤春夫記念館
資料：アンケート調査結果より作成

図3　西村記念館と佐藤春夫記念館の入館者の年齢構成
注：左が西村記念館，右が佐藤春夫記念館

資料：アンケート調査結果より作成

図5　西村記念館と佐藤春夫記念館をどこから訪れたか
注：左が西村記念館，右が佐藤春夫記念館

資料：アンケート調査結果より作成

図4　西村記念館と佐藤春夫記念館をどのように訪れたか
注：左が西村記念館，右が佐藤春夫記念館

資料：アンケート調査結果より作成
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作の 1 つ『田園の憂鬱』のゆかりの地だからであろう。
このように，様々な地方からの入館者がいる一方で，
新宮市民の関心が低いことは，佐藤春夫記念館にとっ
ても 1 つの課題と言えるだろう。
　図 6 は，入館者が西村記念館と佐藤春夫記念館を訪
れた理由を表している。両館ともに，西村伊作や佐藤
春夫を知っていたから訪れたという入館者が最も多
く，それぞれについて詳しく学びたい・知りたいとい
う思いから訪れたのだろう。それ以外の入館者も，西
村伊作や佐藤春夫に少なからず関心があったと思われ
る。これは文化観光の定義である「日本の歴史，文化
といった文化的な要素に対する知的欲求を満たすこと
を目的とする」という点に合致する結果である。しか
し，佐藤春夫記念館によれば，観光協会が主催のツアー
等には記念館側は関与しておらず，記念館の宣伝は特
に実施していないという。企画展等のイベントを実施
する際は，その案内を図書館に置いてもらうなどして，
人々に知ってもらうようにしている。記念館の宣伝を
積極的には実施していないという事実は，佐藤春夫を
知らない観光客を呼び込むことを難しくしている側面
もある。「近くに住んでいるから」「なんとなく立ち寄っ
た」という回答もあるが，これらを観光施設としてマ
イナスと考える必要はない。知りたい，学びたいとい
う思いがあって記念館に立ち寄ったわけでなくても，
記念館を訪れることによって西村伊作や佐藤春夫に関
心を持ち，それをきっかけに訪問者が新宮市の歴史や
文化に関心を持てば，新宮市の文化観光にとっても有
益なことであろう。特に，市民が地域の観光資源に気
付き，理解と愛着を深め，それを対外的に発信するこ
とは，市が目指す観光形態の 1 つである。その意味で
も，地元住民の関心を喚起することは，外部からの観
光客を惹き付ける以上の意味があると言える。

₄ ．小説家中上健次
　ここでは，西村伊作や佐藤春夫と同じく新宮市名誉
市民である中上健次と，彼の原稿などを保存している
中上健次資料収集室を文化観光資源の事例として取り
上げる。
　中上健次は 1946 年に新宮市春日に生まれる。1975
年に小説『岬』を発表し，戦後生まれとして初の芥
川賞を受賞，さらに 1977 年には『枯木灘』で芸術選
奨文部大臣新人賞を受賞した。熊野を舞台にした小説
を数多く執筆し，多くの文学賞の候補となった中上健
次は，日本を代表する小説家となった。しかし，1992
年に 46 歳の若さで死去した。新宮市は，彼の功績を
たたるため，1998 年に新宮市名誉市民の称号を贈っ
た。また，中上健次が眠る南谷墓地 7）は，多くのファ
ンが訪れる観光資源となっている。

₅ ．中上健次資料収集室の活動と観光資源としての役
割

　新宮市立図書館への聞き取り調査から，中上健次資
料収集室の活動について述べていく。　
　中上健次資料収集室は，1998 年 3 月教育委員会に
よって，新宮市立図書館内に設置された。その目的は，
中上健次に関する貴重な資料を保存することである。
新宮市立図書館によれば，新宮市名誉市民である中上
健次をたたえるために，中上健次記念館を建てるべき
だという声もあったが，予算の関係で実現しなかった
という。
　中上健次資料収集室の主な目的は資料の保管であ
り，観光客を呼び込むことではないため，これまでの
ところ積極的な宣伝活動はしていない。しかし，資料
収集室を訪ねてきた人には，資料収集室の専門のス
タッフがガイド的な役割で対応している。ただ，資料
収集室は企画展を開くことがあり，2012 年 11 月から
2013 年 2 月まで開催された企画展は，新宮市と新宮
市教育委員会，中上健次資料収集室，佐藤春夫記念館
の共催，及び熊野大学（後述）の協力のもと開催され，
開催期間中の入室者数は 1,191 人にのぼった。このよ
うな企画展を開催することにより，中上健次や佐藤春
夫に関心のなかった人々が新たに関心を持つことも期
待できる。
　表 4 は，中上健次資料収集室の 2011 年から 2013 年
の入室者数を表したものである。表 4 から言えること
は，いずれも 8 月の入室者数が多く，和歌山県外から
の訪問者が圧倒的に多いということである。これは，

図6　西村記念館と佐藤春夫記念館をなぜ訪れたのか
注：左が西村記念館，右が佐藤春夫記念館

資料：アンケート調査結果より作成

表4　中上健次資料収集室の月別入室者数（2011 ～ 2013 年 8 月）

年／月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計 県内 県外 不明

2011 6 7 23 5 40 8 10 43 4 7 3 6 162 8% 89% 3%

2012 12 14 13 13 4 7 6 39 9 11 7 6 141 11% 88% 1%

2013 12 13 9 18 8 7 22 28 　 　 　 　 　 　 　 　

資料：中上健次資料収集室提供資料より作成
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後述するように，毎年 8 月に，熊野の文化や歴史に関
するセミナーや講演会が開催されているからであると
考えられる。
　中上健次資料収集室においても，西村記念館や佐藤
春夫記念館と同じ方法で入室者へのアンケート調査を
実施した。もともと観光施設としての性格を持ってい
ないことから，期間中に得られた結果は 4 件のみで
あったが，以下でその内容を見ていきたい。
　アンケート調査の回答者 4 人は，東京都からの入室
者が 2 人，静岡県からが 1 人，神奈川県からが 1 人で
ある。先の表 4 の結果と同じく，和歌山県外からの入
室者が多いことを示している。新宮市を訪れた理由と
して，2 人が研究のため，1 人が世界遺産観光のため，
1 人が高速バスに乗るためと答えた。そして，中上健
次資料収集室を訪れたのは，2 人が「中上健次を知っ
ていたから」と答え，他の 2 人は「中上健次のファン
だから」と答えた。
　以上の結果から，入室者の特徴は，和歌山県外から
訪れた人が多いこと，彼らが中上健次を知っている，
またはファンであること，特に 2 人は研究のために訪
れたことがわかった。中上健次資料収集室は，新宮市
民が気軽に訪れる場所というよりも，東京都や静岡県
など遠方から，中上健次について学ぶために訪れる場
所であるといえる。

6 ．熊野大学と文化観光
　新宮市には，中上健次を中心とした「熊野会」とい
う団体があった。そして，1989 年に中上健次が「熊
野とは何か」「熊野の思想を明らかにしよう」という
考えから，「熊野大学準備講座」を開き，翌 1990 年，

「熊野大学」が設立された。1992 年に中上健次が死去
した後も，彼の志を継ぐべく，有志が中心となって活
動を続けている 8）。
　熊野大学の主な活動として，毎年 8 月に実施される
セミナーがある。そこでは，柄谷行人や井筒和幸，い
とうせいこうなどの著名な作家，評論家，文化人など
をゲストティーチャーとして招き，中上健次や大逆事
件，新宮市に関するテーマで講演会が開催されている。
熊野大学によれば，セミナー参加者の年齢層は中学生
から年配者まで幅広く，リピーターも多いという。セ
ミナー参加者の中には，講師のファンだから参加した
という人も多く，国内だけでなく，海外からの参加者
も数名いる。「彼らの多くは団体ではなく個人で来る
ことが多く，大阪や京都など有名でありきたりな観光
ではなく，コアな観光がしたいという思いから来てい
るのだろう」と熊野大学の担当者は言う。熊野大学は，
セミナーを通して新宮市及び熊野の魅力を伝える活動
をしている。これも，新宮市の伝統や文化を学ぶ文化
観光の 1 つであると言えるだろう。

Ⅳ．大逆事件について学ぶ観光
1．大逆事件を顕彰する活動
（ 1）大逆事件とは何か
　大逆事件とは，1910 年に，明治天皇の暗殺を計画
して爆弾を製造したとして，社会主義者が逮捕された
ことをきっかけに，全国で数百名の社会主義者・無政
府主義者が検挙され，26 名を大逆罪で起訴，12 名に
死刑が執行されたという事件である。
　新宮市近辺には 6 名の連座者がおり，これは全国で
最も多く，「紀州・新宮グループ」と呼ばれている。
その 6 名とは，大石誠之助，成石平四郎，成石勘三
郎，峰尾節堂，高木顕明，崎久保誓一である。彼らの
親族をはじめとする新宮市の人々は，このような大事
件が起こったことに対し，驚きや悲しみ，恐怖を感じ
ていたに違いない。「大逆事件」の犠牲者を顕彰する
会によれば，事件直後の新宮市は静まり返っていたよ
うだ 9）。この悲劇を暗い過去として封印するのではな
く，先人たちの意思を受け継ぎ，新宮市民やそれ以外
の人々にも伝えようとするのが，現在の新宮市におけ
る活動の特徴である。次項では，その活動について述
べる。
（ 2）大逆事件を顕彰する活動
　大逆事件には全国各地の人物が関わっており，大逆
事件を顕彰するべく活動している団体が各地にある。
新宮市で主に活動している団体としては，「大逆事件」
の犠牲者を顕彰する会や部落解放同盟新宮支部などが
ある。被差別部落と大逆事件が関係しているのは，大
石誠之助と高木顕明が大逆事件に連座されたからであ
る。大石誠之助は医師として，新宮市の貧しい人々，
特に被差別部落の住民を無償で自らが出かけて診療
し，差別に苦しむ人々を救済していた。また，大石誠
之助は沖野岩三郎とともに「虚

きょしんかい

心会」を組織し，部落
解放のための活動を行った 10）。高木顕明は，住職を
務める浄泉寺の門徒として被差別部落の住民と関わる
ことが多かった。しかし，後に大逆事件で大石誠之助
は処刑され，高木顕明は無期懲役に処される。これが，
大逆事件と被差別部落の関係性である。
　部落解放同盟新宮支部や，「大逆事件」の犠牲者を
顕彰する会によると，両組織は，それぞれの目的は異
なるものの，被差別部落と大逆事件は切っても切れな
い関係として，連携・協力して活動することが多いと
いう。その活動の例として，人権についての講演会の
他，大逆事件や人権問題に関する行政主導のフィール
ドワーク企画への協力などがある。また，「大逆事件」
の犠牲者を顕彰する会は，2003 年に JR 新宮駅の近く
に「大逆事件犠牲者の顕彰碑」を建立した。この顕彰
碑も，新宮市の歴史を伝えるための役割を果たしてい
る。このように，大逆事件を顕彰する団体は，新宮市
の負の歴史である大逆事件を人々に伝えるための活動
をしている。ここでは市民団体の活動について見てき
たが，次節では行政の活動に焦点を当てる。
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2 ．大逆事件を学ぶフィールドワーク
　新宮市では，フィールドワークとして大逆事件を学
ぶツアーが企画されている。2013 年 1 月 31 日から 2
月 1 日に，部落解放同盟和歌山県連合会と（社）和歌
山人権研究所，（社）部落解放・人権研究所などの主
催で，「和歌山県水平社創立 90 周年記念 第 27 回人権
啓発研究集会 第 13 回和歌山・人権啓発研究集会」が
和歌山県で開催され，そのプログラムの中に新宮市で
のフィールドワークが盛り込まれていた。その内容は，

「新宮地区訪問と大逆事件を学ぶ」というテーマのも
ので，和歌山県内外からの参加者があった 11）。
　このフィールドワークは，佐藤春夫記念館，西村記
念館，チャップマン邸 12），熊野速玉大社，大石誠之
助生誕跡地，南谷墓地，峰尾節堂パネル，神倉神社結
界石，大逆事件犠牲者の顕彰碑，春日地区を巡った後，
隣保館で被差別部落についての学習会に参加するとい
うものであった 13）。
　このフィールドワークは，大逆事件という負の歴史
と，被差別部落をめぐる課題についての学習をテーマ
にした観光という側面を持っており，これまで観光資
源としてみなされていなかったものを対象とした，新
しい文化観光の 1 つであると言うことができる。

3 ．大逆事件を語る観光ガイド
　次に，新宮市観光ガイドの会に所属する A 氏の話
から，大逆事件と観光ガイドの関係性について明らか
にしていく。観光ガイドを始めてから約 10 年になる
A 氏は，ガイドの仕事を始めた当初は，普通の市内
の観光ガイドを担当していた。しかし，「何か物足り
ない，もっと歯ごたえのあるガイドをしたい」という
思いを持っていた。そのとき，浜畑栄造著『大石誠之
助小伝』を読んだことがきっかけで，大逆事件に関心
を持ち勉強を始め，大逆事件を主に扱う観光ガイドと
なった。新宮市の観光ガイドの中でも，大逆事件につ
いて詳しく語ることのできるガイドは A 氏が初めて
とのことである。
　今回聞き取り調査を実施した人のほとんどが「大逆
事件については A さんが詳しい」と声を揃えて言っ
ているように，A 氏は大逆事件に詳しい観光ガイド
として知られている。そのため，大逆事件やそれに関
する事柄についてガイドしてほしいという依頼が観光
協会に入れば，観光協会が観光客に A 氏を紹介して
いる。このような大逆事件についてのガイドの依頼主
は，大学生や高等学校・大学の教員など，学校・教育
関係者が多いという。また，部落解放同盟と「大逆事
件」の犠牲者を顕彰する会は，A 氏がガイドを実施
する際に連携をとることもあるという。
　A 氏は「大逆事件は知れば知るほど興味深く，奥
が深いものであり，新宮市民はもちろん，新宮市民以
外にも知ってもらいたい，伝えたい」と語っている。
そのために，A 氏は観光ガイドとして，大逆事件を
中心に新宮市や熊野の魅力について語る活動を積極的
に行っている。

　大逆事件という決して明るくない歴史を観光資源に
するということは，一般的には考えにくいことかもし
れない。しかし新宮市は，大逆事件を過去の暗い歴史
として封印してしまうのではなく，むしろ新宮市には
反戦や部落解放に尽力した人物が数多くいたという事
実を誇りとして，人々に伝えるために，そうした歴史
的人物や関連する出来事を観光資源としている。近年，
負の遺産を観光対象とするダークツーリズムという概
念が現れているが，新宮市の場合は，地元の負の歴史
を捉え直すこと，現在も残っている問題を解決する契
機を提供することなどを目的として，住民自らが行政
や関連団体と連携して，文化的観光資源として活用し
ていることに重要な意味があると言えるだろう。

V．今後の展望と問題点
　ここでは，現地調査の結果を総括し，現在の新宮市
における文化観光の特徴と課題，今後の展望について
考察したい。
　新宮市における文化観光に関する取り組みは 10 年
ほど前から始められ，文化観光に関する観光案内や観
光コースが設定された。そのなかで，文化観光に関す
る様々な実践が行われている。観光協会は，参加者が
まち歩きを通して新宮市の歴史や文化を学ぶことがで
きるまち歩きフェスタを開催し，新宮市の歴史や文化
を学ぶことができる新しい観光形態を来訪者に提供し
ている。しかし，西村記念館や佐藤春夫記念館は，観
光協会の主催する観光ツアーに関与していない。この
点が，西村記念館や佐藤春夫記念館の入場者数が伸び
悩んでいる大きな要因であると考えられる。各観光資
源が新宮市や観光協会とより連携していくことで，外
部者からの関心や需要が高い観光資源をより活用でき
るのではないだろうか。
　西村記念館の B 氏は，西村記念館へは小学生が団
体で訪れることはあるが，校外学習というよりも遠足
として来たような感じであるという印象を持ってい
る。B 氏は「彼らの西村記念館への来訪をより充実し
たものにするために，もっと学校で西村伊作について
教えるべきである」と指摘している。また，熊野大
学の C 氏は，「熊野大学のセミナーにおいて，新宮市
を含む熊野からの参加者が少ないから，もっと地元の
人にも来てほしい」と言い，「地元に住む人々よりも，
離れた地に住む人のほうが，熊野の魅力に気付いてい
る」と語り，C 氏はこれを「灯台下暗し」とする。そ
して，C 氏は，「熊野は世界遺産だけではなく，祭り
や習慣など，魅力あるものが多い。地元の人はそれに
気付かぬまま過ごしている。上の世代が自分の経験を
もとに若い世代に熊野の魅力を教えるべきである」と
述べている。つまり，学校の教育だけに頼るのではな
く，家庭や地域での教育が必要との指摘である。
　これは大逆事件についても同じようなことが言え
る。「大逆事件」の犠牲者を顕彰する会の D 氏は「学
校でもっと大逆事件について教えるべきである」と言
う。新宮市の小・中学校では，大逆事件についての副
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読本が配られているが，それを授業において使うこと
が必須ではないため，きちんと教育されているかはわ
からないという。「新宮市民として，大逆事件につい
てしっかり学び，またそれを次世代に伝えていくべき
である」と D 氏は主張する。また，観光協会の E 氏
も「良い観光地とは，そこに住む人々がその地を誇り
に思い，観光客を歓迎できる地である」と述べる。現
在新宮市は，熊野学を学ぶ文化複合施設の設置を計画
中である。E 氏は，その文化複合施設が「子どもの新
宮市や熊野についての学習・教育に繋がり，その子ど
もたちが新宮市に誇りを持ち，新宮市がより良い観光
地になれば」と考えている。
　観光客が新宮市や熊野地方の魅力に気付き，西村記
念館などへの入館者や熊野大学のセミナー参加者を増
やすためには，積極的に宣伝を実施していくことが必
要であろう。しかし，現状では新宮市や熊野地方の歴
史文化的魅力を伝える西村記念館や佐藤春夫記念館に
おいて積極的な宣伝は実施されておらず，観光客はお
ろか地元住民にとっても，それらの存在や意義，展示
内容などが十分に伝わっていない可能性もある。
　観光の現場においてこれらの課題は共通認識となっ
ているが，本稿で見たように，新宮市では新しい形態
の文化観光を生み出す努力も行われている。ここ 10
数年間，マスツーリズムからニューツーリズムへの転
換や文化観光の振興を図るために，負の歴史・遺産を
観光資源とする取り組みが行政や民間団体，A 氏の
ような観光ガイドによって継続的に実施されてきた。
このことを通して，少なくとも熊野大学や大逆事件に
関連するイベントなどには遠方からの訪問があり，外
部者からの関心と需要が高いことがわかった。
　これら外部者からの関心を惹きつける新宮市の観光
資源は著名人の自宅や関連施設である。著名人や文化
人の自宅などが観光資源となることは珍しいことでは
ないが，新宮市はこれらを単なる観光資源としてだけ
ではなく，冤罪事件や差別問題などを深く考えさせる
ツアーやイベントの創出を打ち出すための資源として
も活用している。つまり，新宮市が観光資源として活
用しようとする負の歴史や地域問題は，新宮市のみな
らず，日本の近現代史を象徴する部分もあり，新しい
歴史観・文化観を見出す場所にもなっているのだ。そ
のことが，従来の文化観光に飽き足らない人々を新宮
市に惹き付ける要因になっていると思われる。
　こうした動きをより強化し，持続可能なものにする
ためには，次の 2 点を課題としてあげることができる
だろう。
　1 つは，これらの負の歴史・遺産と，新宮市発祥の
文化・学問・芸術や，あるいは世界遺産といったメ
ジャーな観光資源とを，いかに接合するかということ
である。それらを結び付ける新たなストーリーを創出
する必要があると思われる。
　もう 1 つの課題は，地域教育と観光開発をいかにリ
ンクさせるかという点であろう。多くの観光関係者が，
新宮市民による地元理解の必要性を指摘しているよう

に，観光を契機とした教育・学習の可能性を模索する
必要もあるだろう。つまり，単に地域の歴史や文化を
学ぶというだけでなく，観光客が新宮市に何を求めて
いるのかを知ることで地域を理解し，新たな観光資源
を発掘する契機にもなり得るのではないだろうか。
　このように，既存の観光資源と新たに開発した観光
資源を，より有機的に結び付けること，教育と観光を
結び付けることによって，観光庁の定義にとどまらな
い，本当の意味でのニューツーリズムの創出に繋がる
と思われる。その意味で，新宮市の観光開発実践は大
きな可能性を秘めていると言える。
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注

1 ） 「観光客動態調査報告書 平成 29 年」和歌山県商工観光労働
部観光局より。

2 ） 国土交通省観光庁ホームページより http://www.mlit.go.jp/
kankocho/page05_000044.html （最終閲覧日：2015 年 8 月
24 日）

3 ） 新宮市名誉市民には，佐藤春夫（作家），東くめ（作詞家），
西村伊作（芸術家・建築家），中上健次（作家），木村藤吉（元
新宮町長，後に新宮市長），杉本喜代松（元新宮市長），世
耕弘一（元近畿大学総長），村井正誠（芸術家），山本秋広（水
戸史研究家，史料収集家），畑中武夫（天文学者）がいる。

4 ） 大逆事件は，現在の観光学の研究においてはダークツーリ
ズムの文脈で分析が行われるが，本稿ではこの点について
の議論は行わない。その理由は，大きく言えば次の 3 つに
ある。第 1 に，ダークツーリズムそのものの評価や概念が
定まっているわけではないこと，言い換えれば，被災地や
戦災地等を物見遊山的に訪問することへの批判は根強いこ
とである。それらの価値を転換してポジティブで教育的な，
あるいは援助や支援につながるツーリズムへの価値転換が
され得ることも考えられるが，その議論は本稿が扱う範囲
を超えている。第 2 に，第 1 とも関わるが，本稿で取り上
げたのは大逆事件や被差別部落問題，中上健次の著作の内
容や出自ばかりだけではなく，佐藤春夫，西村伊作などの
これまであまり注目されてこなかった新宮の光の部分（誇
り）をも新しい文化的観光資源として取り扱っており，ダー
クツーリズムだけを取り扱っているわけではない。第 3 に，
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本稿では多少なりとも被差別部落の問題にも触れており，
特に近畿圏においてはその表象の仕方には注意すべきとこ
ろがある。この問題をダークツーリズムという枠組みで語
ることは，従来の構造的な問題を肯定・強化するという危
険性をはらんでいる。そもそもこの種の問題は，必ずしも
秘匿されたり隠ぺいされたりするものではなく，多くの人
間が考えていくべき問題でもあろうと考えている。新宮で
実施されているツアーは，全国的にも珍しい事例として評
価に値する。こうしたことを「ダーク」という表現を使って，
流行りの概念に押し込めること自体，新宮や和歌山が行っ
ていこうとする方向性や試みと逆行する恐れがあると考え
られる。

5 ） 新宮市教育委員会文化振興課作成資料，西村記念館を守
り 伝 え る 会 ホ ー ム ペ ー ジ よ り http://www.geocities.jp/
nishimurakinenkan/index.html（最終閲覧日：2015 年 9 月
2 日）

6 ） 新宮市立佐藤春夫記念館ホームページより http://www.
rifnet.or.jp/~haruokan/（最終閲覧日：2015 年 9 月 2 日）

7 ） 南谷墓地とは，中上健次，高木顕明，大石誠之助，峰尾節
堂など，多くの大逆事件の連座者・関係者が眠る共同墓地
である。この墓地は，観光協会の資料や案内図にも示され
ており，個人で訪問する観光客も少なくない。

8 ） 熊野大学ホームページより http://www.kumanodaigaku.
com/index.html （最終閲覧日：2015 年 9 月 2 日）

9 ） 「大逆事件」の犠牲者を顕彰する会とは，大逆事件におけ
る新宮市出身者の顕彰を目的とした市民団体で，6 名の墓
参りや不定期の学習会などを開催している。

10） 大石誠之助や高木顕明，沖野岩三郎が 1910 年頃に組織した，
部落差別打破のために活動した団体。現在の部落開放同盟
の前身的な団体といえる。中上氏によれば，全国水平社が
組織されたのが 1922 年，和歌山県水平社が組織されたの
が 1923 年であるため，全国的に見ても，この虚心会は人
権問題解決の先駆者であったといえる。

11） 「和歌山県水平社創立 90 周年記念 第 27 回人権啓発研究集
会 第 13 回和歌山・人権啓発研究集会」のパンフレットより。

12） チャップマン邸とは，宣教師チャップマンのために，西村
伊作が設計した建物である。

13） 隣保館とは，同和地区及びその周辺地域の住民を含めた地
域社会全体の中で，福祉の向上や人権啓発のための住民交
流の拠点となる地域に密着した福祉センターのことである

（社団法人部落解放・人権研究所，2001，p1083）。

文　献
岡本　健 （2012） ：旅行者主導型コンテンツツーリズムにおけ

る観光資源マネジメント―らき☆すた聖地「鷲宮」とけいお
ん ! 聖地「豊郷」の比較から―．日本情報経営学会誌，32（3），
59–71．

門田岳久 （2010） ：巡礼ツーリズムにおける「経験」の解釈―サー
ビスと宗教性の交叉的生成に基づく間身体的共同性．日本民
俗学，261，1–33．

金　徳謙 （2008） ：観光認識と地域振興．香川大学経済学部ツー
リズム研究会編：『新しい観光の可能性』美巧社，1–31．

社団法人部落解放・人権研究所 （2001） ：『部落問題・人権事典』
解放出版社．

林　琢也 （2007） ：青森県南部町名川地域における観光農業の
発展要因―地域リーダーの役割に注目して―．地理学評論，
80（11），635–659．

林　琢也・呉羽正昭 （2010） ：長野盆地におけるアグリ・ツー
リズムの変容―アップルライン（国道 18 号）を事例に―．
地理空間，3（2）, 113–138．

森嶋俊行 （2014） ：企業創業地における近代化産業遺産の保存
と活用―倉敷地域と日立地域の比較分析から―．経済地理学
年報，60（2），67–89．

山上　徹・堀野正人（2003）：『現代観光へのアプローチ』白桃
書房．

 （2019 年 1 月 30 日受理）

－10－


