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図 12

日常における景観への意識（観光客）
アンケート調査より作成．

図 11

備中国分寺への案内標識の位置
グーグルマップより作成．

れらから明らかなように、備中国分寺への案内標識は数
少なく、備中国分寺に比較的近い位置に、そして２カ所
に集中して存在しているのみである。
図 13

（３）景観への意識

日常における景観への意識（地域住民）
アンケート調査より作成．

観光客・地域住民ともに 、「日常において景観を意識
しますか」という質問に対して、下記の５項目から１つ
選択してもらった。観光客では、多い順に 、「強く意識
している」が 25 人、「少し意識している」が 17 人、
「あまり意識していない」が２人 、「ほとんど意識して
いない」と「関心がない」がそれぞれ０人となり、日常
から景観を意識しているという回答が 95 ％であった
（図 12）。
また、地域住民では、多い順に 、「少し意識してい
る」（23 人）、「強く意識している」（22 人）、「あまり意
図 14

識していない」（４人）、「ほとんど意識していない」（２

備中国分寺への観光における
景観への意識（観光客）

人 ）、「関心がない 」（０人）という結果になった（ 図
13）。観光客と同様に、日常から景観を意識していると

アンケート調査より作成．

いう回答が 88 ％にのぼった 。「関心がない」という回
答は、観光客と地域住民の双方ともに０人であるが、

識している」がともに 23 人ずつで、景観を意識してい

「あまり意識していない」、「ほとんど意識していない」

ると回答した人が 90 ％を占め、観光客と同様に、日常

という回答が合計６人であり、観光客より地域住民の比

においての景観への意識より備中国分寺への観光・訪問

率がやや高い。

においての景観への意識の方が少しではあるが高くなっ

次に 、「備中国分寺への観光・訪問において景観を意

た（図 15）。これらより、観光客・地域住民の双方にお

識しますか」という質問を観光客と地域住民ともに実施

いて、備中国分寺は景観を意識させる観光地であると言

し、上記と同様に、５項目から１つ選択してもらった。

える。

観光客では、「強く意識している」が 29 人、「少し意識

（４）訪問回数・訪問目的

している」が 13 人となり、景観を意識している回答者

観光客に備中国分寺への訪問回数を質問し、下記の５

が 98 ％を占め、さらには「強く意識している」という

項目から選択してもらった結果 、「１回」と回答した人

回答が全体の７割近くを占めており、日常での景観への

が 21 人（50 ％）で最多であり、以下、「５回目以上」

意識より備中国分寺への観光・訪問においての景観への

が 13 人（31 ％）、「２回」と「４回」がそれぞれ、３人

意識の方が高くなった（図 14）。

（７％）ずつ 、「３回」が２人（５％）となった（ 図
16）。「１回」と「５回以上」を合計すると８割以上に

また、地域住民では 、「強く意識している 」「
・ 少し意
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備中国分寺への観光における景観への意識
（地域住民）

アンケート調査より作成．
図 17

訪問の契機（観光客）
アンケート調査より作成．

図 16

備中国分寺への訪問回数（観光客）
アンケート調査より作成．
図 18

観光客の訪問の契機に対する意識
（地域住民）

なり 、「１回」と「５回以上」に偏った結果となった。

アンケート調査より作成．

５回以上と回答した人々の多くが毎年あるいは季節毎に
訪問しており、また、今までに訪問したことのない人に

ど）からの情報を通じて魅力を感じたから 」（ 24 人 ）、

備中国分寺を紹介・案内するために訪問しているという

「他の観光地を訪問した際のついで」（15 人）、「思いつ

声もあった。つまり、備中国分寺の観光地としての存在

き 」（７人 ）、「実際に訪問した人からの話を聞いて魅力

は、初めての訪問者だけでなくリピーターの支えもある

を感じたから」と「その他」がそれぞれ、１人ずつ、

ということが言える。

「再度訪問したいと思ったから 」（０人）という結果と

観光客へのアンケート調査の「備中国分寺に訪問し

なった（図 18）。観光客の訪問の契機と比較すると、意

たきっかけは何ですか」という質問に対して、以下の６

識に違いが生じている。地域住民の意識では、観光客は

項目から１つ選択してもらった。多い順に 、「思いつ

メディアからの情報、つまり、宣伝効果によって魅力を

き」（18 人）、「メディア（テレビや雑誌など）からの情

感じて訪問していると考えている人が半数であるが、観

報を通じて魅力を感じたから 」（８人 ）、「その他 」（６

光客の意識には、そのような傾向はさほどみられない。

人 ）、「再度訪問したいと思ったから 」（５人 ）、「実際に

地域住民にとっては備中国分寺は身近であるため、四季

訪問した人からの話を聞いて魅力を感じたから」と「他

折々の変化を撮影したテレビ放送やイベント時における

の観光地を訪問した際のついで」がそれぞれ、４人ずつ

広告などの宣伝に敏感であり、それらの情報が印象強く

になった（ 図 17）。「思いつき」と回答した人が４割を

念頭にあるので「メディア（テレビや雑誌など）からの

占めているのは、備中国分寺の入場料・駐車料金が無料

情報を通じて魅力を感じたから」という回答が多くなっ

であり、さらに入場時間の制限も自由であるため、いつ

たものと考えられる。
また、観光客と地域住民の意識に大きな違いがある

でも気軽に足を運べるという利点があるからではないか

のは 、「他の観光地を訪問した際のついで」という回答

と考えられる。
また、地域住民へのアンケートで 、「観光客が備中国

である。先述したように、備中国分寺周辺には吉備文化

分寺に訪問するきっかけは何だと考えますか」と質問し、

の代表的な文化財が豊富にあり、地域住民はそれらの存

観光客へのアンケートと同様の６項目の中から１つ選択

在を幅広く知っているので、このように「他の観光地を

してもらった。多い順に 、「メディア（テレビや雑誌な

訪問した際のついで」と回答する人が多くなったと考え
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られる。
次に 、「思いつき」という回答では、観光客は 40 ％
であるのに対して、地域住民は 17 ％である。地域住民
にとっては 、「メディア（テレビや雑誌など）からの情
報を通じて魅力を感じたから」と「他の観光地を訪問し
た際のついで」という意識が強いため 、「思いつき」と
いう回答が少ないと考えられる。また、残りの３項目に
おいても同様のことが言えると考えられる。
図 19

観光客・地域住民ともに 、「備中国分寺への訪問にお
ける目的は何ですか」という質問に対して、「参拝」「景

訪問目的（観光客）
アンケート調査より作成．

観を楽しむ 」「地域の人々と触れ合う 」「休憩 」「散歩」
「その他」の６項目から１つ選択してもらった。観光客
では、多い順に、「景観を楽しむ」（30 人）、「散歩」（14
人）、「休憩」（６人）、「参拝」（４人）、「地域の人々と触
れ合う 」（２人 ）、「その他 」（１人）と続き 、「景観を楽
しむ」と回答した人が５割以上になった（図 19）。この
ことより、備中国分寺は岡山を代表する景観を楽しむ観
光スポットであるということが言える。しかし 、「地域
の人々と触れ合う」という項目はわずか２人という結果
図 20

になった。先述のように 、「見学」観光から「参加・体

訪問目的（地域住民）
アンケート調査より作成．

験・交流」などのより主体的・能動的な観光を求める傾
向が強まってきていると考えるので 、「参加・体験・交
流」の機会を一層増加させ、地域的な特色を強調する必
要がある。
地域住民では、多い順に 、「散歩 」（ 25 人 ）、「景観を
楽しむ 」（ 15 人 ）、「参拝 」（９人 ）、「地域の人々と触れ
合う 」（５人 ）、「休憩 」（１人 ）、「その他 」（０人）とい
う結果になった（図 20）。気軽に立ち寄れるという利点
から 、「散歩」と回答した人が５割近くになったと考え
られる。また、地域住民においても同様に 、「地域の
人々と触れ合う」という項目はわずか５人であり、地域
図 21

の人々と触れ合える観光地であるという意識はあまりな

活気があるか（地域住民）
アンケート調査より作成．

いと考えられる。
（５）観光地としての評価
地域住民が、慣れ親しんだ地である観光地としての備

う回答数がやや多くなったが、活気があるという回答の

中国分寺にどのような意識を持っており、どのように評

半数以上が「少し思う」という回答である。つまり、活

価しているかを調査するために、地域住民にいくつか質

気がないとも言えないが、あるとも言えないというのが

問した。まず 、「備中国分寺は観光地として活気がある

現状である。

と思いますか」という質問に対して、以下の５項目から

次に 、「備中国分寺は、岡山県で名が通っている観光

選 択 し て も ら っ た 結 果 、 多 い 順 に 、「 少し 思 う 」（ 19

地と思いますか」という質問に対して、以下の５項目か

人 ）、「あまり思わない 」（ 12 人 ）、「かなり思う 」（ 10

ら選択してもらった結果、多い順に 、「少し思う 」（ 23

人）、「どちらでもない」と「全く思わない」がそれぞれ、

人 ）、「かなり思う 」（ 20 人 ）、「あまり思わない 」（５

５人ずつという結果を得た（図 21）。活気がある回答の

人 ）、「全く思わない 」（２人 ）、「どちらでもない 」（１

「かなり思う」と「少し思う」の合計は 29 人（57 ％）

人）という結果になった（図 22）。岡山県で名が通って

で、活気がない回答の「あまり思わない」と「全く思わ

いる観光地であるという回答の「かなり思う」と「少し

ない」の合計は 17 人（33 ％）であり、活気があるとい

思う」の合計は 43 人（84 ％）である。活気の有無につ
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図 24
図 22

今後の観光客数の変化予想（地域住民）

岡山県で名が通っている観光地か

（地域住民）

アンケート調査より作成．

アンケート調査より作成．
「減少」の３項目から選択してもらった結果、多い順に、
「現状維持」（37 人、72 ％）、「増加」（８人、16 ％）、
「減少 」（６人、 12 ％）となった（ 図 24）。「現状維
持」の回答者が大半を占めており 、「増加」あるいは
「減少」の回答者数は少ないので、有効な対策を立てな
ければ備中国分寺への観光客数の増加を期待することは
困難であると考えられる。観光地として一層発展するた
めには、観光客数の増加あるいは現状維持、さらに活気
の創造が必要である。
（６）備中国分寺のイメージ

図 23

観光客数（地域住民）

観光客・地域住民の双方に、備中国分寺に対するイメ

アンケート調査より作成．

ージを調査するため、歴史的建造物を象徴とする観光地
における景観のプラスイメージ・マイナスイメージとな

いて前述した質問と比較すると、備中国分寺は岡山県で

る印象語を 11 個ずつ挙げ、それぞれ、その 11 個の印

十分に名が通っている観光地であるが、それに見合った

象語の中から３つずつ選択してもらった。印象語とは、

活気が伴っていないと考えられる。

印象を表わす際に用いる形容詞のことであり、これらを

次に 、「岡山県のホームページでは、吉備路・備中国

用いて視覚的な印象を回答者に表現してもらうことにし

分寺への観光客数はここ数年間横ばいで、年間 50 万人

た。ここで使用した印象語は、プラスイメージの 11 個

前後と推計されていますが、その数についてどのように

の印象語とマイナスイメージの 11 個のそれとが対にな

考えますか」という質問に対して、次の５項目から選択

っている。 11 個の印象語対の選定では、景観管理学研

してもらった。その結果、多い順に、「多い」（23 人）、

究室の既卒業論文（未公表）や『印象語による風景画像

「どちらでもない 」（ 12 人 ）、「かなり多い」と「少な

データベースの検索』を参考にし、その中から歴史的建

い」がそれぞれ、７人ずつ、「かなり少ない」（０人）と

造物を象徴とする観光地の景観を対象とした時にイメー

いう結果となった（図 23）。ここ数年間の吉備路・備中

ジを持ち易く、景観の印象として適切と思われる 11 個

国分寺への観光客数のデータは、表１の通りである。多

の印象語を使用した（表３）。

い回答である「かなり多い」と「多い」の合計は 30 人

回答者によっては、無回答の対があった。観光客、

（ 61 ％）で、少ない回答である「少ない」と「かなり

地域住民ともに、プラスイメージ・マイナスイメージに

少ない」の合計は７人（ 14 ％）であり、少ないと感じ

おいての回答数が回答者数と一致していないことを考慮

ている人は２割以下で、６割以上が年間 50 万人前後と

して、まず、プラスイメージについて考察する。
観光客では、回答者数 44 人に対して、回答数が 127

いう観光客数を多いと感じている。観光客数に対して多
いと感じている人が６割以上であるが、前述したように、

（回答率は 96 ％）になった（図 25）。最多の印象語は

活気があるとは言い難く、観光客数に比例するような活

「歴史的な」であり、回答者数 33 人（回答率 75 ％）

気はないと考えられる。

となった。以下、多い順に 、「心が休まる 」（ 31 人、
70 ％）、「古風な」（14 人、32 ％）、「静かな」（13 人、

そして 、「今後、観光客数がどのように変化すると思

30 ％）、「田舎風の」（11 人、25 ％）、「広々した」（９人、

いますか」という質問に対して 、「増加 」「現状維持」
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表３

使用した印象語

表４

観光客と地域住民の合計における

プラスイメージ

マイナスイメージ

プラスイメージの印象語の順位

日 本 的 な

日本的でない

順位

にぎやかな

寂 し い

１位

歴

な

69

広 々 し た

狭 苦 し い

２位

心 が 休 ま る

59

心が休まる

落ち着かない

３位

静

34

古 風 な

斬 新 な

４位

古風な、田舎風の

25

歴 史 的 な

現 代 的 な

５位

広 々 し た

24

印 象 的 な

印象的でない

６位

日

田 舎 風 の

洗練された

７位

美

静 か な

騒 々 し い

８位

印 象 的 な

４

明 る い

暗

い

９位

明

２

美 し い

汚

い

10位

に ぎ や か な

印

象
史

的

か

本
し
る

語

な

的

な
い
い

合

計

21
14

１
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（14 人、27 ％）、「古風な」（11 人、22 ％）、「美しい」
（８人、16 ％）、「印象的な」（１人、２％）、「にぎやか
な」と「明るい 」（０人、０％）という結果になった。
観光客と地域住民ともに 、「歴史的な 」、「心が休ま
る」という印象語に多くの人が回答しており、備中国分
寺のプラスイメージとして両者が同じ印象を受けている
ということが分かる。また、それぞれの印象語における
図 25

備中国分寺のプラスイメージ（観光客）

観光客と地域住民の回答数を合計すると、表４のように

アンケート調査より作成．

なった。 表４ では 、「歴史的な」と「心が休まる」の２
つの印象語が圧倒的な数を占めており、これらに続いて
「静かな」、「古風な」、「田舎風の」、「広々した」がやや
多い数値を示している。高い順位には落ち着いた雰囲気
を連想させる印象語が並んでおり、多くの人々が備中国
分寺の良い点として安らぎや癒しなどをイメージしてい
るように考えられる。
次に、マイナスイメージについて考察する。観光客
では、回答者数 44 人に対し、回答数が 29（回答率は
22 ％）になった（ 図 27）。最多の印象語は「寂しい」

図 26

であり、回答者数 13 人で回答率 30 ％となった。以下

備中国分寺のプラスイメージ（地域住民）

多い順に 、「印象的でない 」（７人、 16 ％ ）、「狭苦し

アンケート調査より作成．

い」（４人、９％）、「騒々しい」（３人、７％）、「洗練さ
20 ％）、「美しい」（６人、14 ％）、「日本的な」（４人、

れた 」「
・ 暗い 」（１人、２％）ずつ 、「日本的でない 」、

９％ ）、「印象的な 」（３人、７％ ）、「明るい 」（２人、

「落ち着かない 」、「斬新な 」、「現代的な 」、および「汚

５％ ）、「にぎやかな 」（１人、２％）という結果になっ

い」（０人、０％）ずつという結果になった。
地域住民では、回答者数 51 人に対して、回答数が 84

た。
地域住民では、回答者数 51 人に対して、回答数が 151

で回答率は 55 ％となった（図 28）。最も多かった印象

で回答率は 99 ％となった（図 26）。最も多かった印象

語は「寂しい」であり、回答者数 26 人で回答率 51 ％

語 は 「 歴 史 的 な 」 で あ り 、 回 答 者 数 36 人 （ 回 答 率

となった。以下多い順に 、「印象的でない 」（ 22 人、

71 ％）となった。以下、多い順に 、「心が休まる 」（ 28

43 ％）、「暗い」（18 人、35 ％）、「現代的な」（６人、

人、55 ％）、
「静かな」（21 人、41 ％）、「日本的な」（17

12 ％）、「汚い」（４人、８％）、「狭苦しい」「
・ 斬新な」

人、33 ％）、「広々した」（15 人、29 ％）、「田舎風の」

（３人、６％）ずつ、「落ち着かない」「
・ 騒々しい」（１
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表５

マイナスイメージの印象語の順位
（観光客と地域住民の合計）

図 27

順位

印

象

語

合 計

１位

寂

し

い

39

２位

印象的でない

29

３位

暗

い

19

４位

狭 苦 し い

７

５位

現 代 的 な

６

備中国分寺のマイナスイメージ（観光客）

６位

騒々しい、汚い

４

アンケート調査より作成．

７位

斬

３

８位

落ち着かない、

９位

新

な

洗練された

１

日本的でない

０

アンケート調査より作成．

図 28

備中国分寺のマイナスイメージ（地域住民）
アンケート調査より作成．

人、２％）ずつ、「日本的でない」「
・ 洗練された」（０人、
図 29

０％）ずつという結果になった。

五重塔への満足度（観光客）

観光客・地域住民ともに回答率が低くなっているが、

アンケート調査より作成．

この理由として、マイナスイメージがない、あるいはマ
イナスイメージが少ない人がいたからである。観光客と

中国分寺（その周辺も含む）の景観への満足度 」、「観

地域住民とを比較すると、両者ともに多くの人々が「寂

光・景観など全て含めて、備中国分寺への総合的な満足

しい」、「印象的でない」という回答を選択しており、備

度」をそれぞれ５段階で調査した結果、次のような結果

中国分寺のプラスイメージと同様にマイナスイメージに

が得られた。

おいても両者が同様の印象を受けているということが分

まず 、「五重塔への満足度」について考察する。観光

かる。また、観光客では「暗い」という印象語を選択し

客では、多い順に 、「最高」と「高い」がそれぞれ、 15

た人は１人であったが、地域住民では 18 人が選択した。

人（34 ％）ずつ、「普通」が 14 人（32 ％）、「低い」と

この理由として、日頃感じる活気の欠如、そして備中国

「最低」がそれぞれ、０人で０％という結果となった

分寺には外灯がなく、暗くなった際の状況を地域住民の

（ 図 29）。「最高」と「高い」の合計は７割近くを占め

方は把握しているからではないかと考えられる。

ているので、観光客は五重塔に比較的満足していると考

マイナスイメージにおいても、それぞれの印象語にお

えられる。

ける観光客と地域住民の回答数を合計すると、表５のよ

地域住民では、多い順に、「普通」が 22 人（43 ％）、

うになった。表５では、「寂しい」、「印象的でない」、お

「高い」が 14 人（27 ％）、「最高」が 12 人（24 ％）、

よび「暗い」の３つの印象語に偏った結果になった。プ

「低い」が２人（４％）、「最低」が１人（２％）という

ラスイメージと比較すると、備中国分寺は歴史を感じさ

結果になった（図 30）。「普通」が最多を占めているが、

せ、落ち着いた雰囲気があるものの、それだけでは殺風

「最高」と「高い」を合計すると５割以上を占めている

景ゆえの物足りなさやインパクトの欠如につながってい

ので、過半数が訪問前のイメージより満足感を得ている。

るのではないかと考えられる。

これらのことより、観光客と地域住民ともに、訪問後

（７）満足度

に受ける印象には訪問前のイメージ以上の満足感がある

観光客、地域住民ともに 、「五重塔への満足度 」、「備

と考えられる。
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図 30

図 32

五重塔への満足度（地域住民）
アンケート調査より作成．

備中国分寺とその周辺の景観への
満足度（地域住民）
アンケート調査より作成．

図 31

備中国分寺とその周辺の景観への
図 33

満足度（観光客）

備中国分寺への総合的な満足度（観光客）

アンケート調査より作成．

アンケート調査より作成．

次に、備中国分寺とその周辺の景観への満足度につ

の総合的満足度について考察する。

いて考察する。観光客では、多い順に 、「高い」が 17

観光客では、多い順に 、「普通」が 16 人（36 ％）、

人（40 ％）、「最高」が 16 人（36 ％）、「普通」が 9 人

「最高」と「高い」がそれぞれ、14 人（32 ％）ずつ、

（ 20 ％ ）、「 低 い 」 と 「 最 低 」 が そ れ ぞ れ 、 １ 人

「低い」と「最低」がそれぞれ、０人（０％）ずつであ

（２％）ずつであった（ 図 31）。「最高」と「高い」の

った（ 図 33）。満足していない回答である「低い」と

合計は８割近くを占めており、大多数が備中国分寺の景

「最低」への回答者は皆無であり、回答は「最高」、「高

観に満足していると言える。

い」、および「普通」にほぼ３分の１ずつ分かれた。「備

地域住民では、多い順に、「普通」が 27 人（53 ％）、

中国分寺とその周辺の景観への満足度」において不満足

「高い」が 14 人（27 ％）、「最高」が７人（14 ％）、

である人が２人いたが、備中国分寺への総合的な評価と

「低い」が２人（４％）、「最低」が１人（２％）であっ

して不満足である人は皆無であり、大半の方が大いに満

た（ 図 32）。「普通」が５割以上を占めており、観光客

足していると言える。

と比較すると「最高」と「高い」の合計の占める割合が

地域住民では、多い順に、「普通」が 24 人（47 ％）、

半分近くに減少している。特に 、「最高」の回答者が半

「高い」が 15 人（29 ％）、「低い」が７人（14 ％）、

分以下になっている。しかし、満足していない回答であ

「最高」が４人（８％）、「最低」が１人（２％）という

る「低い」と「最低」の回答者は６％であるので、満足

結果になった（ 図 34）。「五重塔への満足度 」、「備中国

度は観光客よりはやや下がるが、イメージ以上の満足感

分寺とその周辺の景観への満足度」と比較すると、満足

を得ていると考えられる。

している回答である「最高」と「高い」の合計が最小で

これらより、地域住民にとっては普段から見慣れた風

あり、満足していない回答である「低い」と「最低」の

景という印象であるが、観光客にとっては備中国分寺、

合計が最大になっている。この地で生活している地域住

そしてその周辺の四季折々に変化する景観に普段の生活

民にとって備中国分寺を総合的に見ると、指摘すべき改

とは違った印象を感じており、新鮮味があるので、多く

善点が見えてくる人も多くいるので、このような結果に

の人々が満足していると言える。

なったと考えられる。

最後に、観光・景観などの全てを含めた備中国分寺へ

これらより、観光客の備中国分寺への総合的評価とし
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図 35

備中国分寺への総合的な満足度

（地域住民）

再度訪問したいか（観光客）

アンケート調査より作成．

アンケート調査より作成．

表６ 訪問回数と再訪問意欲の対応

単位； 人

訪

問

回

数

再 訪 問 の 意 欲

１ 回

２ 回

３ 回

４ 回

５回 以上

合 計

何 度 も 訪 問 し た い

１

０

０

０

９

10

機会があれば訪問したい

17

２

２

４

５

30

ど ち ら で も よ い

３

１

０

０

０

４

アンケート調査より作成．
ては多くが満足しているという結果が出たが、備中国分
寺を長期間眺めてきた地域住民にとっては、観光や景観
などを全て含めての評価になると、観光客とは違って短
時間では感じ取れない改善すべき問題も明らかになって
くるのではないかと考えられる。
（８）再訪問
観光客へのアンケートで 、「備中国分寺にまた訪問し
たいですか」と質問し、以下の５項目から選択してもら
ったところ、多い順に、
「機会があれば訪問したい」が 30
人、「何度も訪問したい」が 10 人、「どちらでもよい」
が４人 、「あまり訪問したくない」と「もう訪問したく

写真 11

ない」がそれぞれ、０人ずつという結果になった（ 図

筆者らの撮影（2010 年 1 月）による．

五重塔の案内板

35）。７割近くが「機会があれば訪問したい」と回答し
ており、「何度も訪問したい」という回答と合計すると、

ころ 、「ガイドや説明がほしい」という意見を５件、い

９割が再訪問への意欲を持っている。

ただいた。現状では、写真 11 のような案内板がある。

また、訪問回数との対応関係をみると表６のようにな

（ⅱ）地域住民への質問

った 。「何度も訪問したい」と回答した人の大半が「５

「備中国分寺において、観光地としての発展や景観形

回以上」であってこれまでに何度も訪問している人であ

成などに対して些細なことでも構いませんので何か協

り 、「機会があれば訪問したい」と回答した人はこれま

力・参加をしていますか」という質問に対して 、「は

での訪問回数が少ない人に偏っている。過去に何度も訪

い」と回答した人が 22 人（45 ％）、「いいえ」と回答し

問している人々だけでなく、初めて訪問した人や数回し

た人が 27 人（ 55 ％）という結果が得られた。また、

か訪問したことのない人が「何度も訪問したい」と思え

「はい」と回答した人に 、「その協力、参加は何です

る魅力的な観光地への発展が必要であると考える。

か」と質問した結果、 21 人から以下のように回答して

（９）その他

いただいた。

（ⅰ）観光客への質問

1.清掃活動（回答人数、12 人）

「備中国分寺、五重塔への要望や改善点など、お気付

りでの催し（１人）

きの点があれば書いてください」という項目を設けたと

2.吉備路れんげまつ

3.除草への協力（２人）

4.備中

国分寺の観光ボランティアの存在や備中国分寺でのイベ
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ントなど、知人などに備中国分寺の良さを紹介（５人）

箱を設置（２人）

5.備中国分寺への寄進（１人）
4-3
また、備中国分寺のイメージ・印象に関する自由記述

ここでは、アンケート調査結果を中心に、備中国分寺

欄に様々な意見を頂戴したので、良いイメージと悪いイ

の景観と観光における課題をまとめる。

メージにまとめ、その結果を以下に列挙する。

まず、備中国分寺の景観での課題についてまとめる。

■ 良いイメージ
・歴史の継承
ジそのまま

アンケート結果から、観光客も地域住民も備中国分寺へ

・歴史を肌で感じられる

・昔のイメー

の観光・訪問において景観を意識していることが明らか

・歴史を後生に伝えるためにも大切なもの

となった。さらには、備中国分寺への訪問目的として、

・五重塔には感銘する
良い

・五重塔と田園風景の調和が

両者とも「景観を楽しむ」、「散歩」という割合が大半を

・ゆったりとした景観、歴史的な遺跡および建築

占めており、景観を楽しめる観光スポットであるという

物が一体化した観光地
地

課題

・郷土の誇り

や雰囲気が良い

・総社の象徴で自慢できる観光

・散歩、サイクリングなどでの景観
・景観と癒しの場

着く景観をずっと維持している
が楽しめる

ことが分かった。そして、その景観について 、「歴史的
な」、「心が休まる」、「静かな」、「古風な」、「田舎風の」、

・昔からの心落ち

「広々した」など、落ち着いた雰囲気としてのイメージ

・田舎ののどかな景色

を持っている。しかし、このように歴史を感じさせ、田

・のどかで自然が豊か

・春はれんげや菜

舎の長閑な風景と調和した備中国分寺の落ち着いた雰囲

の花、秋は黄金色に染まる稲穂やもみじなど、美しい自

気に趣きを感じている人もいるが、ただ単にそれだけで

然の景観が最高

・季節によって周辺の花（れんげ、菜

は「寂しい」、「印象的でない」、「暗い」、「狭苦しい」な

の花、ひまわり、秋桜（コスモス）など）が変化するの

ど、もの足りなさやインパクトに欠けていると感じてい

でとても綺麗

る人もいるのが現状である。

・四季折々に変化する草花が美しい

落ち着いていて、ゆっくり過ごせる

・心が安らぐ

ここ数年の間にお店ができて少し活気が出てきた

・
・

次に、備中国分寺の観光における課題をまとめる。備

・大

中国分寺は岡山県では名が充分に通っている観光地であ

きな出費がなく過ごせる

り、観光客数は決して少ないという訳ではないことが理

■ 悪いイメージ

解できたが、知名度と観光客数に見合った活気がない。

・歴史的建造物以外、何もない

・イベントがない時期

観光客を惹きつけ、長時間滞在しても楽しめる魅力ある

や、春・秋以外の小学校の遠足がない時は観光客が少な

観光地としての要素を見い出さなければ、これまでと同

い

・もう

様に、備中国分寺は通過型の観光地であり続け、活気が

少し PR に努めたら観光的な魅力が引き出せる可能性が

乏しい状態が今後も続くであろう。何度も既述してきた

期待できる

ように 、「見学」観光から「参加・体験・交流」などの

・人が少ない

・普段は静かで寂しい感じ

・イベントは年に数回行なっているものの、

宣伝効果がいまひとつ

より主体的・能動的な観光を求める傾向が強まってきて
いるので、その傾向への対応が必要である。

最後に、観光客と同様に、備中国分寺、五重塔への要

そして、活気の欠如は観光客の年齢層にも関連してい

望や改善点などを聞いたところ、多くの意見を頂戴した

る。備中国分寺への観光客の大半が 50 代以上であり、

のでその意見を、回答人数とともに示す。

高年齢層の観光客には支持を得ているものの、若者の訪

・備中国分寺の中での拝観（２人）

・五重塔周りの整

問は多くない。さらに、観光バスで訪問していた観光客

・芝生の手入れ・管理（２

の多くも年齢層の高い人々であり、やや若くても、夫婦

備、雑木の伐採（３人）
人）

・現状を維持してほしい（３人）

がない（１人）

・インパクト

あるいは子供連れの夫婦というように少人数での訪問が

・暗くなると備中国分寺周辺がとても

大半を占めていた。活力溢れる若者からの支持を得るこ

寂しいので、明るい街灯があれば良い（１人）
ント行事の多様化（１人）

・イベ

とも、活気が生み出されることへとつながるのではない

・限定商品の販売（１人）

・観光案内を分かりやすく（１人）

だろうか。

・倉敷美観地区

また、アンケート結果から、地域住民は「観光客がメ

と吉備路という２つの良い観光地を結び付けるよう倉敷

ディア（テレビや雑誌など）からの情報を通じて魅力を

と総社が協力すれば観光客が増える（１人）

・観光整

感じ、備中国分寺への訪問の契機に至っている」という

備（他の観光地と協力してツアーを組む、備中国分寺周

意識を持っているが、観光客の意識にはそのような傾向

辺の開発、イベントの宣伝を広く行なうなど ）（１人）

はさほどないということが明らかになった。毎年、春に

・犬などの糞の放置を禁止（３人）

・駐車場にごみ

開催される吉備路れんげまつりの際には、それらの情報
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が新聞広告を通じて地域住民や近隣の地域には宣伝され

プラスイメージだけでなく、少なからずマイナスイメー

ているが、他地域あるいは岡山県外に住む人々への宣伝

ジも持っており、そのマイナスイメージとして「寂し

は不十分である。メディアなどを巧みに利用した効果的

い」、「印象的でない」、「暗い」などと多くの人々が同様

な宣伝は、初訪問の観光客や再訪問の観光客を増加させ

の印象を抱いている。地域によって様々である観光資源

る絶好の機会であり、これにより多くの人々に備中国分

を活かし、そこからその地の魅力を生み出すことによっ

寺の魅力を知ってもらえる可能性も広がり、リピーター

て、観光客が足を運びたくなる観光地形成を図る必要が

の数も増加するであろう。したがって、広範囲の地域に

ある。備中国分寺のような歴史的景観を観光資源とする

宣伝することは観光客数の増加が期待でき、活気の向上

観光地としては、雑然とした印象として受け止められや

や観光地としての一層の発展が見込めると考えられる。

すい。観光資源となる景観を活用した観光振興を図って

もちろん、それには広報経費との兼ね合いで、訪問する

いくために必要なことは、備中国分寺の景観として真に

価値があり、人々を惹く魅力があることが必須条件であ

誇れる項目を宣伝することであろう。宣伝効果によって

る。

備中国分寺の価値を高めることにより、訪問したいとい

さらには、観光案内の少なさに不満を感じている人々

う観光客の意欲が湧くのである。官民が連携して、美し

もいる 。「わざわざ訪問したにも関わらず、備中国分寺

い景観の観光スポットとして 、「是非この部分を見ても

を見るだけで終わり」と 、「せっかく訪問したので、備

らいたい」という自慢できる点を宣伝すれば、訪問者は

中国分寺を見るとともにその歴史などについても学ぶ」

ただ漠然と眺めるのではなく、備中国分寺の景観の良さ

とでは、大きな違いがある。観光客がより満足できる観

を意識して観光を楽しむことができると考える。四季

光地であるためには、観光客が感じる不満を払拭し、高

折々に変化する備中国分寺の景観であるからこそ、四季

評価を得る必要がある。また、アンケート結果から考察

それぞれの趣や魅力がいくつもあり、さらにはその中に

すると、案内標識についても評価は高くないことが明ら

も時間帯や見る角度などによって見え方・感じ方が変化

かになった。この地域には田園風景が広がっているので、

する。

土地勘のない人にとっては手がかりとなる案内標識がな

素朴な姿勢であるかもしれないが、些細な事であって

ければなおさらの不満要素となっている。自動車による

も歴史的意義や景観の特色を抽出し、それらを強く発信

訪問でも、案内標識は備中国分寺からかなり近い１～２

し続けることは交流人口の増加につながる。また、観光

km 離れた位置にあるだけで、さらには狭い範囲に集中

客は「特色を見（て、感じ、考え）る」という明確な目

して点在しており、数でも少ないのが現実である。

的を持ち、景色・風景・景観をより一層意識し楽しんで

このような問題点を抱えたままでは、観光地として繁

観光することができる。その結果、単なる見学と比較す

栄するどころか衰退も危惧される。適切な改善策を見い

ると、観光客の印象や満足感には能動・主体・積極的な

出し、歴史的建造物を象徴とする観光地としてのあるべ

要素が増加するのではないだろうか。

き姿を見つめ直す必要がある。

このように、官民が一体となっての景観形成は、地域
の新しい魅力発見につながる契機にもなり得る。備中国

５

まとめと今後の展望

分寺は、総社市の代表的観光地であると同時に重要な景
観要素でもある。景観を活かした観光地形成は行政のみ

ここでは、これまでの結果をもとに備中国分寺の観

で実現・維持できるものではなく、地域住民などの協力

光振興における改善課題を抽出し、活性化につながる対

も必要不可欠であることは、改めて指摘するまでもない。

策を考察する。

次に、備中国分寺の観光対策を述べる。前述したよう

最初に、繰り返しになるが、備中国分寺の課題を整理

に、備中国分寺の最大の欠点は活気の無さである。この

する。景観では、もの足りなさやインパクトの欠如が明

活気の無さは、通過型観光地、若者の観光客の少なさ、

らかになった。通過型観光地であり、若者の観光客が少

宣伝活動が小規模であることが原因であることが明らか

なく、宣伝活動が小規模であるが故の活気の欠如、そし

となった。その原因の改善策について述べる。

て、観光案内・案内標識の充実度の低さが浮き彫りにな

通過型の観光地である備中国分寺を如何にして長時間

った。長い年月を通して観光客が絶えない備中国分寺が

滞在できる観光地へと形成していくかが、喫緊の課題に

より一層活気のある観光地へと発展するためには、これ

なっている。そのためには、観光客が足を止め、長時間

らの課題を改善する必要がある。

滞在しても楽しめる要素が必要である。そこで 、「見

そこでまず、備中国分寺の景観対策を述べる。備中国

学」観光から「参加・体験・交流」などのより主体的・

分寺の景観や五重塔に不満を感じている人は少ないが、

能動的な観光を求める傾向が強まってきていることへの
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対応として、伝統芸能の披露、五重塔のライトアップ、

おける広域観光ルートを設定し、ガイドブックやポスタ

写真撮影や写生大会などのイベントの開催回数の増加、

ーなどを製作すれば、滞在型観光地としてのイメージ戦

備中国分寺や吉備の歴史を学ぶ・触れ合う場の提供、備

略として役立つのではないだろうか。広域連携での取り

中国分寺の南側駐車場の真横にあるもてなしの館（敷地

組みは、単独では着手が困難であった観光施策を初めと

内に休憩コーナー・展示ギャラリー・特産品コーナーな

して、新商品の開発や情報の一元化など相互の資源を結

どを設置した館）における展示ギャラリーや地域の特産

集した新たな観光サービスの提供を可能にし、それは備

品のより一層の充実など、景観を楽しむという目的の他

中国分寺を宣伝するに際して大きなメリットとなり、観

にも、さらに魅力となるイベントやスポットを形成して

光客誘致につながると考える。多くの観光客の訪問によ

いく必要がある。

り地域が発展し、また、新産業を創造する可能性も広が

また、それらの対応策でさらに重要視すべき事項は、

る。そして、訪問する人々の喜びが地域で暮らす人々の

老若男女を問わず楽しめることである。これまでのよう

誇りとなるのではないだろうか。観光はビジネス・産業

に、高齢者に偏った支持を得る観光地としてではなく、

であるので、観光情報の宣伝は今後の地域活性化を牽引

活力のある若者からの支持を得ることも活気を創り出す

する活動として大きな役割を果たすと考える。

ためには必要不可欠である。一般論として、若者には歴

次に、備中国分寺の案内・交通網を考察する。広い駐

史や景観に関心のある人は少ないかも知れない。若者は

車場が併設されている吉備路もてなしの館では、観光客

高齢者に比べて活動的であるため 、「見る」観光より

から要望があれば観光案内を実施しているが、その情報

「参加・体験・交流」の観光を求める傾向が強い。この

が観光案内を必要とする観光客全てに行き渡っている訳

ような状況の中で若者にも足を運んでもらうためには、

ではなく、観光情報不足に不満を抱いている人もいる。

より主体的・能動的な観光のできる観光地としての展開

観光案内に求められることは、分かり易く・見易く・子

を図ることも重要であるが、まずは、若い地域住民を交

供から高齢者まで理解し易いことである。観光している

えた観光地形成の推進が求められると考える。観光客の

際にパンフレットを開いてその都度確認しながら歴史な

訪問から活気を生み出そうと考える以前に、地域に活力

どについて学ぶのではなく、要所に案内板をきめ細かく

がなければ活気のある観光地へとはなり得ない。人の魅

設置するなどの配慮が必要である。また、前述したよう

力は地域の魅力であり、おもてなし Hospitality の心を

に、案内標識は決して充実しているとは言えず、田園風

大切にした人づくりは観光地づくり・地域づくりの要で

景が広がる地域に位置する備中国分寺への道案内を細か

ある。それゆえ、行政の枠を超えて、若者から高齢者ま

く看板で示す必要性がある。さらに、高齢の観光客が多

で人々の交流と連携による活動の展開を図る必要がある

く見受けられる備中国分寺において路線バスやタクシー

と考える。

などの民間企業を適宜支援することで、きめ細かいサー

また、観光客誘致にあたっては宣伝活動が大切になっ

ビスが伴った観光地への発展を希求したい。

てくる。内外に向けた発信で観光誘致を図る必要があり、

観光地としてさらに発展し、それを継続させていくた

それを伝えることで観光資源が魅力的な観光財産へ変化

めには、まずは地域住民の協力が不可欠である。地域住

する。その宣伝活動も様々であり、近年ではインターネ

民と行政が協力し、官民一体となることによって魅力的

ットによる情報の重要度が非常に高くなっている。総社

な観光地が形成され、観光振興が実現することを認識す

市のホームページに備中国分寺が紹介されているが、そ

る必要がある。今後、地域全体での連携によって地域活

の情報量は多いとは言い難く、備中国分寺の観光内容で

性化を果たし、備中国分寺に活気が生まれ、観光地とし

はなく歴史が説明されているに過ぎない。地域に密着し

ての繁栄が持続することを期待したい。

て、新鮮な情報の溢れるホームページを作成し、観光客
が足を運びたくなるような魅力的な運営が必要である。
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