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研究成果の概要（和文）：本研究は、歴史的町並みの地元の生活の様相への訪問客のまなざしと彼らの訪問地に対する
評価の関係を明らかにすることを目的とした。まず、旅行雑誌記事の内容分析から、岐阜県高山市の町並みの人の行動
や営みへのまなざしが示された。その後の質問票調査で、当該町並みが観光空間、生活空間双方としての特性を持つこ
とが示唆された。又、歴史的町並みで訪問客がまなざしを向ける、訪問客向けと訪問客向けでない二種の地元の生活の
様相が示された。更に、観光地的、生活空間としての様相への幅広いまなざしが、町並みの調和、独自性、学びの機会
、交流の機会に関する訪問客の好ましい評価と他者への訪問推奨と正の関係にあることが分かった。

研究成果の概要（英文）：This study elucidated relationship between visitors’ gaze on the aspects of 
local lives in a historical district and their evaluation of the district. The results of the content 
analysis of travel magazine articles about the target district in Takayama city, Gifu prefecture, imply 
that the district is depicted in relation with human activities. The results of the following survey to 
visitors imply the district’s characteristics as touristic and local spaces. The aspects of local lives 
in the district were then elicited with a survey to visitors and to locals, and were classified into the 
aspects for visitors and the ones for visitors. Lastly, visitors’ gaze on multi-faceted aspects, 
including touristic and local aspects, was implied to lead to stronger senses of harmony and uniqueness, 
perceived fulfilment of opportunities of learning and interactions, and their intention to recommend 
others to visit the district.

研究分野： 観光学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
歴史的町並みでは住民の生活空間と訪問客
が訪れる空間が近いか重複している。観光研
究では、人が生活する観光目的地には、伝統
芸能のような独自性が顕著なものの他、日常
の仕事や買物の場所等、住民の現在の暮らし
が醸し出す様相が含まれると指摘されてい
る（Ooi, 2002）。また、まちづくりの分野に
おいては、生活感が感じられる観光地づくり
の重要性（西村，2001）が指摘されている。
ただ、観光地としての歴史的町並みの評価研
究においては、建築物、商店等の事物を対象
としたものはあるものの（Naoi t al., 2007 な
ど）、地元の生活の様相に対する訪問客の認
識に関する実証研究は見当たらなかった。 
 
２．研究の目的 
本研究では、歴史的町並みにおける地元の生
活の様相への訪問客のまなざしと、訪問客の
訪問地に対する心理的評価との関係を明ら
かにすることを目的とする。本研究は、訪問
客の視点から歴史的事物が中心的な魅力で
あろう場における住民の生活の様相に焦点
を当てることで、訪問客が「見るべきものと
価値づけられたもの以外に目を向ける」可能
性とその意味を問うという学術的意義があ
り、「観光者にとっての魅力としての価値が
顕著ではない事物の観光対象化を通した地
域振興を図ろうとする動きの活発化」という
実務的背景に鑑みても非常に重要である。 
 
３．研究の方法 
本研究では以下の 5つの調査を行った。対象
地は重要伝統的建造物群保存地区（以下、伝
建地区）2地区を有する岐阜県高山市である。 
 
(1)旅行雑誌記事の内容分析 
（財）日本交通公社発行の『旅』と、交通新
聞社発行の『旅の手帖』の旅行雑誌2誌の1965
年 1月から 2001 年 12月までの高山市に関す
る記事を対象とし、大阪大学の樋口が開発し
た日本語用テキストマイニング・フリーウエ
アの KH Coder(Ver2, Beta23)を用い、頻出
語の抽出、頻出語間の関係（段落中の共起）
を行った。分析では、公益財団法人日本交通
公社が運営する「旅の図書館」にて、雑誌「旅」
を対象に、「高山」を検索語として雑誌記事
キーワード検索した結果ヒットした記事を
岐阜県高山市関連のものに絞り込んだ後に
内容を分析した。対象記事は『旅』33 記事、
『旅の手帖』7記事の計 41 記事である。 
 
(2) 歴史的町並み全体に関する印象の分析 
2014 年 11 月 21 日から 11月 24 日に、岐阜県
高山市を訪れた外国人訪問客を対象とした
質問票調査を行い、伝建地区を含む主な観光
資源から、「魅力的な場所（以下「魅力空間」）」、
「地元の生活が感じられる場所（以下「地元
空間」）」をそれぞれ最大 3つまで挙げてもら
い、それぞれの「古風さ」、「観光地的な雰囲

気」、「非日常性」、「総合評価（非常に悪い/
非常に良い）」に関わる印象を評定（SD 法 5
段階尺度 表１ 右の語に近いほど高値）し
てもらった。有効回答は 109 部であった。 

表１ 印象評定用尺度（Naoi et al., 2007） 

Very Tourist-Oriented/No at all Tourist-Oriented 

（全く観光地的/全く観光地的ではない） 

Very Old/Very Modern 

（非常に古い/非常に現代的） 

Place for Visitors/Place for Locals 

（訪問客向け/住民向け） 

Much like Your Daily Life/Not at all like Your Daily Life 

（非常に日常的/非常に非日常的） 

Not at all Traditional/Completely Traditional 

（全く伝統的でない/全く伝統的な） 

Totally Unique/Totally Ordinary 

（非常に独特な/非常にありきたりな） 

Totally Bad/Totally Good 

（非常に悪い/非常に良い） 

(3)歴史的町並みの地元の生活の様相の抽出 
2010 年 7月 17,18 日に、岐阜県高山市を訪れ
た日本人訪問客を対象とした質問票調査を
行い、歴史的町並みの「魅力」と「地元の生
活が感じられたこと」をそれぞれ最大 5つ自
由記述で述べてもらい（以下、それぞれ「魅
力回答」、「生活回答」）、KH Coder(Ver2, 
Beta23)を使って「魅力回答」、「生活回答」
別に自由記述に含まれる頻出語を抽出し、頻
出語間の関係（一つの回答中の共起）を分析
した。有効回答は 272 部であった。 
 
(4) 住民の地元の生活の様相に関する認識 
2011年3月6,7日に岐阜県高山市の伝建地区
を含む行政区画内の住民を対象とした質問
票調査を行い、調査(3)の結果抽出された 9
つの主な「地元の生活の様相」（表２）のそ
れぞれが、どの程度「現在、高山の古い町並
みに住む人々の暮らしぶりを表している」、
又は「訪問客向けのものである」と思うかに
ついて評定（5 段階尺度）してもらった。有
効回答は 154 部であった。 
 
(5) 訪問客のまなざしの差異と町並み評価 
2013 年 7 月 13 日に、岐阜県高山市を訪れた
日本人訪問客を対象とした質問票調査を行
い、先行研究と調査(3)で抽出した「地元の
生活の様相」を基に表３に示す項目を作成し、
それぞれを「目にしたか」（目にした、目に
しないの 2者択一）、「どの程度印象的だった
か」（5段階尺度）を評定してもらった。また、
表４に示す、先行研究を基に作成した尺度を
基に、町並みの印象（「古風さ」、「観光地的
な雰囲気」、「非日常性」）、町並みへの訪問で
満たされたと感じられる欲求（「学習」、「交
流」）、町並みへのロイヤリティ（「再訪意向」、
「他者推奨意向」）を評定（5段階尺度）して
もらった。有効回答は 163 部であった。 



表２：住民向け質問票の評価項目 

1. 古い町並で古い建築物が保存されていること（建築保存） 

2. 古い町並で清掃がされていること（清掃） 

3. 古い町並にある店で働く人々の姿（店では働く人） 

4. 古い町並にある建物の前で打水がされていること（打水） 

5. 古い町並にある水路に水が流れていること（水路） 

6. 古い町並にある建物の前に草花が育てられていること（草花） 

7. 古い町並で自動車が見受けられること（自動車） 

8. 宮川朝市（宮川朝市） 

9. 陣屋前朝市（陣屋前朝市） 

表３：町並みで目にしたもの（19 項目） 

古い町並みの要素（Naoi et al., 2007） 
  古い建物 
  現代風の建物 
  店（観光客向けだと思われる店） 
  店（観光客向けではないと思われる店） 
  電柱 
  自動販売機 
  人力車 
  自動車 
  観光客（らしき人） 
  ガイド（らしき人） 
  住民だと思われる人 
観光客向けの地元の生活の様相（調査 (5）より) 
  朝市（陣屋前、宮川の 2 つ） 
  観光客向けだと思われる店で働く人 
  観光客向けではないと思われる店で働く人 
観光客向けでない地元の生活の様相（調査 (5)より） 
  草木や花 
  水路 
  打ち水をした跡 
  打水をする人 
  清掃をする人 

４．研究成果 
(1) 旅行雑誌記事の内容分析 
記事数以上の出現率（41 回以上）を持つ語を
分析対象とし、語間の Jaccard 係数(1)（0.1
以上）を示す場合に語間に共起があったとし、
共起ネットワーク図（図 1）を作成した。こ
の図では、共起があった語の間に線が引かれ
ている。この図では、「高山」、「飛騨」、「町」、
「朝市」といった名詞を含む語の関係性が顕
著で、その中でも動作を表す語に関しては、
「町」と「歩く」といった行動と、「家」と
「入る」の関係性が見られる。これらの関係
から、高山の町が、生活の内部への関心、そ
こで販売されているもの（朝市）との関係の
中で描写されていることが伺える。また、「祭
り」といった伝統的で顕著な無形文化に加え、
「食べる」、「料理」、「味」といった、食に関
わるより生活に根差していると思われる様
相を示唆する可能性のある語の関係も見ら
れる。また「人」、「今」、「昔」の関係から、
古今の人に関する描写があることも伺える。 

(2) 歴史的町並み全体に関する印象の分析 
「魅力的な場所」、「地元の生活が感じられる
場所」毎に、「総合評価」を除く表１に示す 

表４：町並み評価項目 

印象（Naoi et al., 2009）※右の語に近い程高値 
日常的な／非日常的な 
現代風な／古風な 

訪問客向けではない／訪問客向けの 
伝統的でない／伝統的な 
珍しくない／珍しい 
見慣れた／目新しい 

観光地的でない／観光地的な 
調和のない／調和のある 

欲求（Pearce & Lee, 2005） 
  新しいものごとを学ぶ 
  新たな場所やものごとを見つける 
  古い町並みに関する知識を深める 
  自分の日常と違う暮らしぶりを目にする 
  様々な人々に出会う 
  他の人々の様子を眺める 
  地元の住民と交流する 
ロイヤルティ（Chen & Phou, 2013 など） 
 高山市の歴史的町並みを訪問したか（再訪意向） 
 高山市の歴史的町並みへの訪問を他の人にすすめた

 
 

 
図１ 旅行雑誌記事中の頻出語間の関係 

尺度の評定値を基に探索的因子分析を行っ
た結果、「魅力的な場所」に関しては「住民
向け」、「現代風」の 2 因子、「地元の生活が
感じられる場所」に関しては「住民向け」の
1因子が抽出された。また、「魅力的な場所」、
「地元の生活が感じられる場所」毎に、因子
得点を独立変数、総合評価を従属変数とする
回帰分析を行った結果、両方の場所において
「住民向け」の因子得点が低いほど（つまり
観光地的であるほど）、「魅力的な場所」につ
いては「現代風」でないほど（つまり「古風」
であるほど）、総合評価が高いことが分かっ
た（図２，３）。 
 
(3)歴史的町並みの地元の生活の様相の抽出 
KH Coder(Ver2, Beta23)を利用し、一つの対
象に関する記述（「魅力回答」、「生活回答」
ごとに最大 5つまで）中における頻出語の共
起を分析した。その際、無回答者を除く全回
答者数の 5％以上の出現率を持つ語を分析対
象とし、語間の Jaccard 係数(1)（0.1 以上）
を基に共起ネットワーク図を作成した（図４，
５(2)）。他の語との関係からは意味が読み取り
にくい動詞（できる等）、形容詞（ない等）、
感動詞、不明語（記号など）、助詞、助動詞 
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図２ 重回帰分析：「魅力空間」の場合 

 

図３ 重回帰分析：「地元空間」の場合 

は分析対象から除いた。 
・「魅力回答」、「生活回答」の共通点：「古い」、
「町並み」の関係が見られ、人の暮らし（「人」
と「住む」、「人」と「暮らし」の間等）を表
す関係が見られる。更に、水関連の語の関係
（「水」、「打水」、「水路」の間）が見られ、
建物以外にも目が向けられている。 
・「魅力回答」、「生活回答」の相違点：「生活
回答」には、「古い」、「町並み」と「店」、「観
光」との関係、「人」、「暮らし」と「店」、「観
光」との関係、「家」、「前」と、「打水」など
の水関連語や、「朝顔」の関係が現れ、これ
らが暮らしの様相として注目されうること
が示唆される。 

図４「魅力回答」中の頻出語間の関係 

図５「生活回答」中の頻出語間の関係 

(4)住民の地元の生活の様相に関する認識 
調査(3)で抽出された 9 つの「地元の生活の
様相」（表２）を、「現在、高山の古い町並み
に住む人々の暮らしぶりを表している」、「訪
問客向けのものである」と思うかについて評

定値を基に、二元配置し（図６）、クラスタ
ー分析（Ward 法、平方ユークリッド距離、標
準化 Z得点）を行ったところ、図６の囲いで
示す 2つのクラスターが確認された： 
・訪問客向けの地元の生活の様相：訪問客向
けだとの認識が強いが、「店で働く人」以外
は、地元の生活の様相だともある程度は認識
されている（含まれるもの：宮川朝市、陣屋
前朝市、建築物保存、店で働く人） 
・訪問客向けでない地元の生活の様相：地元
の生活の様相としての認識があり、訪問客向
けだという認識が非常に低いもの（含まれる
もの：打水、水路、清掃、草花、自動車） 
 

図６：9様相の二元配置 

(5) 訪問客のまなざしの差異と町並み評価 
①まなざしによる回答者の分類 
ある事物を目にし、さらにそれが印象に残っ
たと評価された場合に回答者がその事物にま
なざしを向けたと考え、表３の 19 項目で「目 

にした記憶がある」と回答したものの内、印
象評定値が 4 か 5 だったものの値を 1、それ
以外の値を 0とした 2値を変数とした回答者
の階層クラスター分析を行い（平方ユークリ
ッド距離、Ward 法）3クラスターを得た。ま
た、各クラスターに属する回答者のまなざし
の対象の特徴を明らかにする為、19 項目の 2
値（0 か 1）とクラスターのクロス表を用い
たフィッシャーの直接法を行った。その結果
を表５に示す。クラスター1 は観光客向けの
店に注目するほかは注目しない傾向が強い
要素が多い。クラスター2 は、主に、草木や
花、水路といった訪問客向けでない地元向け
の様相（調査(4)の結果参照）に注目し、歴
史的町並みの中心的魅力であろう歴史的建
築物や観光客向けの商業的要素、現代的な要
素、人に注目しない傾向が強い。クラスター
3 は多くの要素に注目し、特に人に注目する
傾向が強い。 
②まなざしの対象と観光地評価の関係 
町並みの印象、満たされたと感じられる欲求
（「学習」、「交流」）のそれぞれの評定値を基
に探索的因子分析を行った結果、町のみの印
象に関しては「調和した独自性」と「観光地 
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表５：町並み評価項目 

まなざし  
の対象 

調整済み残差の正（+）負（-） 
（絶対値 1.96 以上のもの） 

p 

 ｸﾗｽﾀｰ 1 
（32 人） 

ｸﾗｽﾀｰ 2 
（61 人） 

ｸﾗｽﾀｰ 3 
（70 人） 

 

古い建築物  －  * 
観光客向け 
の店 

＋ － ＋ ** 

観光客向け 
でない店 

－ ＋ － ** 

草木や花 － ＋  ** 
水路 － ＋  ** 
自動販売機  － ＋ ** 
朝市 － ＋  ** 
人力車 － － ＋ ** 
車 － － ＋ ** 
観光客 
らしき人 

－ － ＋ ** 

ガイド 
らしき人 

－ － ＋ ** 

住民だと 
思われる人 

  ＋ * 

観光客向け 
の店で 
働く人 

 － ＋ ** 

打水をする

人 
－  ＋ * 

（注）*p<.05, ** p <.01 

化」、満たされた欲求に関しては「学習」と
「交流」という因子が抽出された。次に、３
クラスター間で、歴史的町並みの全体的印象
に関する 2因子の得点、満たされた欲求に関
する 2因子の得点、歴史的町並みへのロイヤ
リティ（再訪意向と他者訪問推奨意向）の評
定値に差があるかを一元配置分散分析およ
び多重比較によって検証した。その結果を表
６に示す。その結果、クラスター１はクラス
ター３と比較し、象「調和した独自性」と「学
習」、「交流」の因子得点の平均値有意に平均
値が低いこと、クラスター２はクラスター3
と比較し、「観光地化」、「交流」の因子得点
と、ロイヤリティ「他者訪問推薦意向」の評
定値が低いことが分かった。 
 
(6) まとめ 
調査(1)から、高山市の歴史的町並みのイメ
ージは、建築物だけではなく、人の活動とも
関連付けて認識されてきたことが分かり、訪
問客のまなざしに焦点を当てたことの妥当
性が示唆された。調査(2)の歴史的町並み全
体に対して訪問客の印象に関する研究と、調
査(3)(4)の訪問客が感じる地元の生活の様
相とそれらに対する住民の認識に関する研
究の結果から、町並み全体、個別の様相の双
方が、観光地的な性質、住民の生活の場とし
ての性質のどちらの性質も含む可能性があ
ることが分かった。また、地元の生活の様相
への訪問客のまなざしと訪問客の訪問地に
対する心理的評価との関係に関しては、調査 

表６ 一元配置分散分析および多重比較の結果 

 
(5)の研究結果の通り、地元の生活の様相は、
訪問客の持つ、町並みの「調和」、「独自性」、
「観光地化」、「学びの機会」、「交流の機会」
という面における好ましい評価と、「他者推
奨意向」と正の関係があることが分かった。 
 本研究により、地元の生活のへの訪問客の
まなざしを促進することは、訪問客による町
並みの「調和」、「独自性」、「観光地化」、「学
びの機会」、「交流の機会」に関する好ましい
評価と、他者に訪問を推奨するという未来の
訪問のサイクルのトリガーに繋がる可能性
が示された。つまり、顕著な観光資源に加え
る形で地元の生活の様相に目を向けさせる
施策は、観光振興という観点からは有効であ
る可能性が示唆された。本研究は、訪問客の
まなざしという人と環境との接点と、それが
持つ訪問客の観点から見た意味に関して示
唆を与えたことで、人と環境の接点に関する
研究と観光まちづくり分野などの研究を繋
ぐ視点を提供したと言える。今後は、訪問客
の先有傾向とまなざしの関係などの領域に
関する研究が待たれる。 
 
＜補注＞ 
(1） Jaccard係数は0から1までの値をとり、
2つの語が同じ文章（調査(1)は段落、調査(3)
は回答）中に同時に出現（共起）すると関連
が強く値が１に近づく。2 つの語が同じ文章
中に同時に出現（共起）しないと関連が低く
値が0に近づく。語Xと語Yに関するJaccard
係数（J）は「J = A / (A+B+C)」で算出され
る。Aは語 Xと語 Yが両方、Bは語 Xのみ、C
は語 Yのみが出現する文書数である。 
(2) 図４，５中の数字は表２の項目番号に対
応する。 

  平均 一元配置分散分析 多重比較 

  (上 
から 
ｸﾗｽﾀｰ 
1,2 
,3) 

自 
由 
度 

F 値 
(上: ｸﾞﾙ 
ｰﾌﾟ間 
下: ｸﾞﾙ 
ｰﾌﾟ内) 

p 
 

多重 
比較 

(Games 
-Howell) 

p 

歴史的町並みの印象 

調和 -.309 2 3.806 ** ｸﾗｽﾀｰ 3 > 1 * 

した -.083  .755     

独自性 .220      

観光 -.016 2 6.641 ** ｸﾗｽﾀｰ 3 >2 ** 

地化 -.271  .666    

 .250      
歴史的町並みで満たされた欲求 

学習 -.381 2 3.272 ** ｸﾗｽﾀｰ 3 > 1 ** 

 -.032  .692   * 

 .207      

交流 -.481 2 4.227 ** ｸﾗｽﾀｰ 3 > 1 ** 

 -.070  .579  ｸﾗｽﾀｰ 3 > 2 * 

 .286      

ロイヤリティ 

他者 4.00 2 2.810 * ｸﾗｽﾀｰ 3 > 2 * 

推奨 4.02  .672    

意向 4.39      

（注）*p<.05, ** p <.01 
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