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《研究ノート》

コスタリカにおける「エコツーリズム」
イメージの創造と近年の変化
武田 淳

海外青年協力隊

The purpose of this paper is to explain the changes in the image of Costa Rican tourism. In 1990s, Costa Rica was known as one of
the world

s leading ecotourism destinations. However, since the 2000s, the image of the country

s tourism declined. This is due to

the large resort development projects on the Pacific coast in recent years, which run counter to the conventional ecotourism
movement.
The country

s tourism is related to various factors including the conservation policies of the government, Institute of Tourism, and

citizens and NGOs National Trust Movement. While focusing on their eﬀorts, I discuss the change in the tourism image.

１．はじめに

った」とし、その低い評価の理由に「太平

したハニーも、この曖昧に表現されている

コスタリカは、豊富な自然を観光資源に、 洋沿岸の大規模なリゾートの台頭」が挙げ

用語を
「エコツーリズム・イメージ
（ecotourism

2

北米でのエコツーリズムマーケットを牽引

られている 。このように、ここ数年でコ

image）
」と表現し、イメージとしての「エ

してきた。20世紀半ばまで農業国であった

スタリカの観光のイメージに変化が現れて

コツーリズム」と現実のエコツーリズムと

こ の 国 は、1980年 代 に 観 光 業 が 勃 興 し、

いるのだ。

区別している
（Haney、2008）
。

1990年代に飛躍的な成長を遂げた。2010年

筆者が注目しているのは、この大型リゾ

筆者の問題意識は、もし、多義的で曖昧

1

の外国人観光客数は210万人に及び 、観光

ート開発の批判が、同国で盛んとされてき

に使われているこの言葉を、近年の大型リ

業は同国の基幹産業となっている。

たエコツーリズムを参照して論じられてい

ゾート開発との対比で語るならば、同時に、

ることである。それは大型リゾート開発の

従来「エコツーリズム」と呼ばれてきたも

コスタリカの観光商品やガイドブックに
は、
「エコツーリズム」という接頭語が頻

性格を浮き彫りにするための論法であるが、 のの内実が改めて問われなければならない

繁に使用され、そのイメージは既に定着し

一方で、コスタリカにおいて「エコツーリ

た感があるが、近年、そうした状況に変化

ズム」という言葉は非常に抽象的に使われ

では、これまでコスタリカの「エコツー

がみられている。太平洋沿岸地域を中心に

てきた。もちろん、エコツーリズムという

リズム」として論じられてきたものはどの

大型リゾート開発が進み、新たな観光地が

用語は、これまで先人たちによって、その

ような対象を指していたのだろうか。そも

誕生しているのだが、こうした開発は、そ

定義が議論され、解釈が整理されてきたが

そも、エコツーリズムの定義とは、1）
自然

れまでのエコツーリズムの路線に逆行する

（後述）
、ここで着目するのは、一般にも広

環境への負荷を最小限にすること、2）
環境

ものとして、一部の論客から批判的に論じ

く流布している「エコツーリズム」という

保全にかかわる体験や学習要素があること、

られている
（Haney、2008 ）
。こうした問

言葉だ。観光素材の大半を自然に依存して

3）当該社会へ対して経済的な便益があり、

題は、一般誌にも取り上げられている。例

いるコスタリカにおいては、自然を対象に

そのことによって保全活動の持続が期待さ

えば、ナショナル・ジオグラフィック・ト

した観光を一括りにして
「エコツーリズム」

れること、といった要素が含まれる観光形

ラベラー誌が2009年に行った世界の観光

と表現されることも少なくない。例えば、

態であると整理されてきた
（真板、2001、

地 評 価 で は、 コ ス タ リ カ は 前 回 の 調 査

コスタリカ政府観光局は、ホームページ上

敷田・森繁、2001など）
。また、同国で実

（2004年）
から評価を下げており、同誌によ

で乗馬や登山などを含む自然の中で楽しむ

践されている具体例としては、1）国土の

れば「エコツーリズムの本道を行くコスタ

アクティビティを「エコツーリズム」とし

26,21％を保護区として保全している政府

リカの今回の評価は思いがけないものであ

て紹介している。大型リゾート開発批判を

の自然保護政策。2）
政府観光局が、宿泊施

−77−

のではないか、ということである。
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設や観光アクティビティに対して行ってい

単に自然があるだけで産業が成り立つわけ

る環境評価
（サスティナブル・ツーリズム

ではない。自然を観光の素材とするために、 区の性格は時代と共に変化してきた。例え

認定制度など）
。3）エコツーリズムの誘致

どのような取り組みが行われてきたのだろ

ば、コスタリカの国立公園は、もともと観

を行っている市民団体やＮＧＯなどによる

うか。

光地としての利用を想定したものであり、

市民活動、といった実践例が同国のエコツ
ーリズムを支える要素として言及されてき
た（Aylward et al. 1996, Rivera, 2002,

の保護を目的としているが、そうした保護

初期の頃に作られた公園は火山や海岸とい
３．増える自然保護区とその社会的意味の
変化

った景勝地が対象にされている。しかし、
1980年前後から、多くの動植物相が棲息す

コスタリカは、熱帯多雨林から熱帯乾燥

る地域が公園化されるようになり、国立公

以下では、上記に関する具体的な活動例

林、熱帯雲霧林まで変化に富んだ植物相を

園は「自然保護区」としての性格が強調さ

を取り上げながら、従来のコスタリカの観

有しており、それらは数多くの動物相の棲

れていく。つまり、保護区が持つ社会的な

光イメージが形成されていく過程でそれぞ

みかになっている。これらの自然が保護区

意味は、常に一定なわけではなく変化して

れが果たした役割を論じる。また、太平洋

として保全され、同時に観光の舞台となっ

いるのだ。以下では具体的に1980年代以前

北部沿岸で起こっている大型リゾート開発

ている。自然保護を担当しているのは環境

と以後に作られた保護区の例を挙げながら、

を取り上げながら、この事象が同国の観光

エネルギー通信省で、実際の保護区の管理

国立公園に起こった変化を見てみたい。

イメージに与えた変化について考察する。

は同省が管轄する国家自然保護区庁

Stem et al, 2003）
。

（Sistema Nacional de Áreas de Conser
２．文化資源なきツーリズム

3−1．1980年代以前：市民運動で出来上
がった国立公園

vación）
」という組織が行っている。1955

中米にコスタリカは、北はニカラグアに、 年に最初の国立公園イラス火山国立公園

マヌエルアントニオ国立公園
（Parque

南はパナマに接し、太平洋とカリブ海を跨

（Parque Nacional Volcán Irazú）
が出来て

Nacional Manuel Antonio）は、 太 平 洋 沿

ぐように立地している。中米諸国の観光資

以来、保護区の数は増え続け、現在は166

岸のビーチから森にかけての一帯が保護さ

源としては、ユカタン半島からグアテマラ、 の自然保護区が国内に存在し、その面積は

れている国立公園で、ナマケモノやリスザ

4

ホンジュラス、エルサルバドルにかけての

国土の26,21％に相当する 。これは国家自

ルなどの動物観察ができるほか、公園内の

一帯に点在しているマヤの遺跡が有名であ

然保護区庁が管理している保護区の数であ

のどかなビーチで海水浴も楽しめる
（図２）
。

る。これらの国には、先住民族の数も多く、 るが、その他に、個人や企業が保有してい
観光地では民族文化に由来する民芸品が売

る保護区があり、国内で保護されている土

られていたりする。同じ中米でも、これら

地の面積は相当数に上る。しかし、これら

の地域は文化遺産を観光の商品にしている

の全ての保護区に立ち入りができるわけで

のだが、コスタリカの場合には、ほとんど

はない。国家自然保護区庁は、保護区を自

文化は観光資源になっていない。なぜなら

然環境や地域の特性から8のカテゴリーに

ば、コスタリカの領土は、マヤ文明の周縁
に位置しており、ピラミッドなどの遺跡も

図−１

図−２

本文で登場する地名の位置関係

自然保護区のカテゴリー

ないからである。先住民族は、国内に８つ
の民族集団が生活しているが、人口比にす
るとコスタリカの総人口の約1％と極めて
少なく、同国の社会の中ではマイノリティ
ーである。加えて、民族文化の継承が危機

年間の入場者は25万人を超え、2010年には国

に瀕している民族も多く、例えば、現存す

内で最も多くの観光客を集めた公園である。

る８つの民族はそれぞれに固有の言語を有

この公園が特徴的なのは、その成り立ち
がコスタリカ人の市民運動によって出来上

４つの民族集団に過ぎない3。こうした状

（国家自然保護庁のホームページを元
に作成）

況から、文化資源を取り入れた観光は盛り

分類しており
（図−１）
、それぞれ区域内の

年にアメリカ人の投資家が、現在の公園の

上がっていない。

利用に関する規定が設けられている。その

土地をコスタリカ人から買い取ったことに

現在、コスタリカの観光は自然を前面に

うち、一般に開放されているのは、国立公

端を発した。この投資家は、この地区での

押し出しているが、その背景には、同国が

園とその他に区分されている一部の保護区

観光開発を計画しており、買い取った土地

文化資源に乏しく、むしろ「自然しか宣伝

だけである。

に柵を張り巡らしたのだが、問題はこの柵

していたのだが、現在継承されているのは

材料がない」という事情がある。とはいえ、

当然のことながら、自然保護区は生態系

−78−

がったという点である。この運動は、1968

を巡って起こった。それまでは、この地区
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は８世帯が暮らすだけの比較的人口密度の

を立ち上げる。それをもとにして保全活動

の働きかけもあった。1978年に、先行事例

低い地区であり、この地区内にあるビーチ

が行われ、現在では熱帯乾燥林の他に、熱

であったガラパゴスにてエコツーリズムの

には誰でもアクセスする事ができたのだが、 帯多雨林と熱帯雲霧林も回復している。ま

導入に寄与したリッグ・マックファーラン

一帯が私有地となり、且つ柵が張られたこ

た、各森林地帯を回廊として繋ぐ移行帯も

ド氏を招聘し、政府と研究者が連携を図り

とによって、地元のコスタリカ人たちがビ

作られ、植物相と生物相双方の回復が図ら

ながら、観光を念頭に置いた保護区の研究

ーチへアクセスできなくなってしまった。

れている。その後、グアナカステ国立公園

が国内でも行われるようになる
（ 真 板、

そのことに反対する人々が市民団体を組織

とその一帯は、1999年にユネスコ世界自然

2001）
。

し、ビーチの開放運動を起こしたのであっ

遺産に認定される。一方で、これらの運動

このように、1980年前後に始まった変化

た
（Monge、2000）
。運動は３年の歳月を

を主導してきたジャンセン氏は、コスタリ

は、自然科学者や政府の取り組みによって

かけて行われたが、最終的にはコスタリカ

カで生物多様性研究所を立ち上げ、その後

もたらされた。彼らの働きによって、コス

政府が介入し、一帯の土地を国が買い上げ

もコスタリカの自然保護に関わっている。

タリカ国内で自然そのものの価値が再発見

その他の例は、モンテベルデ雲霧林保護

され、国立公園化する際の素材となってい

こうして1972年に誕生したこの公園は、当

区（Reserva Biológica Bosque Nuboso

く。それに伴って、国立公園の性格も単に

初「レクレーション海岸マヌエルアントニ

Monteverde）
がある。この地域が保護区に

風景美やレジャーを求めるものから「自然

オ国立公園」と名付けられた。当時は、公

なったきっかけは、アメリカ人の生物学者

を守るもの」へと変わっていったと言える

園内のビーチまで車で乗り入れることがで

ジョージ・パウエル氏が、ゴールデン・ト

だろう。

き、週末は家族連れでにぎわっていたとい

ウド
（Golden Toad）
と呼ばれるこの地域に

うが、その後、乗り入れる車の排気ガスや

しか生息しないカエルの固有種を発見した

ごみ問題が深刻になり、それを重く見た国

ことに始まる
（現在は絶滅）
。パウエルは、

性格は、地元の人向けのレジャー目的から

立公園庁
（当時）
が公園のカテゴリーを変更

非政府組織
（NGO）のコンサベーション・

自然保護を目的としたものへ転換していく。

し、より自然保護区としての機能を強化し

インターナショナルと世界自然保護基金

しかし、性格が変わった国立公園をツーリ

（WWF）から融資を受けて基金を作り、そ

ズムの舞台に引き込むには、
「保護区とし

れによって一帯の土地を買い上げ保護区に

ての国立公園」を再びレジャーとして読み

した
（小林、2002）
。

換えていく必要がある。その過程には、ど

公園として一般に開放することで決着した。

ていく
（Cordero and Duynen、2002）
。
現在、同公園は国内で２番目に小さい国
立公園でありながら、109種類の哺乳類と
184種類の鳥類の棲家となっており、保護

以上のように、コスタリカの国立公園の

これらの例の特徴は、保護区の立ち上げ

のようなことがあったのだろうか。参考に

区としての役割を果たしている 。しかし、

に自然科学者たちが携わったことと、彼ら

なる報告として、小林は、米国のメディア

この公園の歴史が現している通り、保護区

が調査者としてだけでなく運動家としての

の動向について触れている。それによれば、

としての性格が強まっていくのは、公園が

側面と実行力を持ち合わせていたことであ

1980年代から、自然科学者たちによって発

出来た後の話であり、市民運動の目的や当

る。オーツによれば、このような実践者と

見された中南米の特異な自然環境が、ドキ

時の公園の名称からも明らかなように、

しての自然科学者の運動は、すでに1960年

ュメンタリー番組として取り上げられ、米

人々が希求していたのはレジャーのための

代から1970年代を通じて行われていた。当

国で放映されることとなったという。こう

公園であった。

時の彼らの主要なフィールドはアフリカで

したメディアが中南米へ向かう人の流れを

あり、稀少な動物の保護を目的に多くの自

生み、現地ではこうした研究者たちを連れ

然保護区を作ることに尽力してきた。1970

て秘境に入っていく小ビジネスが流行した

年代以降、アマゾンに代表されるような森

という
（小林、2002）
。これらの番組が製作

1980年代以降に作られた国立公園の例

林破壊が明るみになると、彼らの注目も中

された1980年代は、コスタリカの観光産業

として、北西部のグアナカステ国立公園

南米へと移っていった
（オーツ、2006）
。同

の萌芽期と重なる。マスメディアによって

（Parque Nacional Guanacaste）が挙げら

様に、この時期はコスタリカでも森林の後

映し出されたコスタリカの自然は、当時増

れる。この地域は、稀少となっている熱帯

退 が 進 ん で い た。 国 家 森 林 融 資 基 金

え続けていた自然保護区を「観光素材とし

乾燥林が繁殖している地域であるが、同時

（FONAFIFO）の推計によれば1983年時点

ての保護区」として観光の文脈に押し上げ

に森林伐採の影響を受けていた地域でもあ

で国内の74％の森林が喪失し、国内でも森

った。1991年、その森林の保全と回復を目

林伐採が深刻な社会問題として浮かび上が

的に、国立公園設立に尽力したのがアメリ

っていた時期でもあった6。こうした背景か

カ人の生物学者ダニエル・ハント・ジャン

ら、コスタリカは自然科学者たちのフィー

セン氏であった。彼は、この森林を守るた

ルドとなっていく。

5

3−2．1980年代以降：自然科学者の働き
かけによって作られた自然保護区

めに資金集めのキャンペーンを行い、基金

こうした流れには、コスタリカ政府から

−79−

ていくのに一役買ったと言えるだろう。
４．政府観光局による環境評価
自然保護区が整備されていくのに呼応す
るように、1980年代以降、保護区を目的に
した観光が勃興し始め、海外からの観光客
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認定を受けている宿泊施設の特徴は、環

後の観光業を担う人々の門戸を開いた
（国

大半は、北米と欧州出身者で、その割合は、 境に配慮していることに加えて高価値・高

本、2004）
。同保護区は、国立公園ではな

数は年々上昇していく
（図−３）
。観光客の
7

北米が47％、欧州が14％を占めている 。
図−3

価格ということだ。認定を受けている施設

く民間のナショナルトラストによって運営

は宿泊費が高い傾向

されている自然保護区である。保護区の運

にあり、５つ葉マー

営は、入場料やガイド料からまかなわれて

クの施設に限っては

いる。同時にそれらの売り上げの一部は、

1泊200ドルを超えて

付近の学校への環境教育活動や植林活動に

いる。これらの高価

まわすなどの環境保全活動に利用される。

格の宿泊施設は、外

こうした取り組みが喧伝され、モンテベル

国資本によって経営

デ雲霧林保護区は年間入場者数が20万人

されている場合が多

を越える人気観光地へと成長している。

外国人観光客の入場者数の推移

いのも特徴だ。筆者

また別の例では、シレンシオ協同組合

が 行 っ た 調 査 で は、

（Coopesilencio R.L.）がある。シレンシオ

マヌエルアントニオ

は、1972年に土地を持たない貧しい農民た

国立公園周辺には72

ちが集団入植した新興農村で、住民で協同

軒の宿泊施設がある

組合を組織している。組合では、村の産業

が、そのうちの約67

を作るために、
いくつかのプロジェクト
（中

それに伴って、主要な国立公園周辺には、

％が外国人によって経営されており、一泊

心になっていのは、油ヤシ栽培と紙材用の

宿泊施設が立ち並ぶようになる。

100ドルを超える宿に限っては、その割合

木材生産）を立ち上げているのだが、その

こうした宿泊施設乱立時代に、コスタリ

が83％に上昇することが分かった。この中

一部として観光振興も行っている。このプ

カの観光に方向性を与えたのが政府観光局

には５つ葉マークの宿泊施設が３件含まれ

ロジェクトは、環境保全と女性の雇用創出

である。観光局は、1992年よりサスティナ

ているが、同様に外国人による経営である。 を目的に立ち上げられた。村の一部を保護

ブル・ツーリズム認定
（Certiﬁcación para

したがって、地域経済の振興を考えたとき

区にして観光素材とすると共に、環境エネ

la Sostenibilidad Turística）とよばれる認

に観光のリーケージ効果が懸念されるだろ

ルギー通信省の許可を受け、傷ついた哺乳

定制度を設けている。環境と経済の持続可

う。また、同地区の５つ葉マークの宿泊施

類と鳥類の保護を行っている
（Cordero

能な取り組みを行っている宿泊施設に、５

設は規模も大きい。１つは108の客室を持

and Duynen、2002）
。特に、同地には絶

段階で評価を与え、最高評価の宿泊施設に

つ同地区で最も大きいホテルであり、他の

滅が危惧されているコンゴウインコが生息

は５つ星ならぬ「５つ葉」マークが与えら

２施設はそれぞれ61室と38室の客室を持

しており、生息地の保全はこのプロジェク

れる。この認定は、全ての宿泊施設が対象

ち、マスマーケットを対象としている傾向

トの目的のひとつになっている。観光業も

になっているわけではなく、希望する宿泊

が伺える。

含めた村内で行われる全ての産業の収益は、

（統計局のデータを参照し作成）

全てシレンシオ協同組合に集積され、組合

施設が観光局へ申請を出し評価をされると
いう仕組みだ。2011年 現在、５つ葉認定

５．エコツーリズムを目的とした市民運動

員の給与は組合から平等に分配される仕組

を受けた宿泊施設は19あり、それらは観光

これまで紹介してきたのは政府による取

みになっている。因みに、同組合は地域経

局のホームページで紹介されるなど、独自

り組みであるが、政府とは一線を画したと

済の振興の目的で、独自の地域通貨を発行

のPRの機会を受けることができる。高評

ころでエコツーリズムを目的とした市民運

しているのだが、組合から分配される村民

価を受けている例としては、館内の発電を

動が行われている。

の給与も半分は地域通貨で支給されている。

太陽光発電でまかなっている、提供される

代表例としては、先ほども触れたモンテ

彼らの自然保護活動や地域経済の自立へ向

食事を有機農法で作った食材にこだわって

ベルデ雲霧林保護区が挙げられる。元来こ

けた活動は、ロンリープラネットなどのガ

いる、宿泊施設が独自に自然保護区を保有

の地域は、1948年に起こった朝鮮戦争の兵

イドブックにも取り上げられ、エコツーリ

し生態系の保護に貢献しているといった例

役を逃れるために米国からやってきたクエ

ズムを実践する人々として描かれている。

が挙げられる。当初、サスティナブル・ツ

ーカー教徒たちが入植し開拓した地域であ

ーリズム認定は、宿泊施設に限定された認

った。彼らは、購入した土地のうち標高

定であったが、現在ではその枠を、現地ツ

1000メートル以上の森林約550haを開拓せ

ここまで、コスタリカの「エコツーリズ

アーを催行するローカルオペレーターにも

ずに残し、それが後の保護区の中核部にな

ム」のイメージを支えてきた取り組みを解

広げており、アクティビティの内容によっ

っている。彼らは現在すでに米国へ帰国し

説してきたが、次に、近年行われている新

て認定を行っている。

ているが、彼らが残した森林や英語教育が

たな観光開発の動きを紹介したい。これは、
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６．太平洋北部沿岸部のリゾート開発
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サン・アンド・サンドをコンセプトにした

内の水質汚染が問題になったことだ。この

点で、地域経済への持続可能性に疑問符が

ビーチリゾート開発で、コスタリカ北部の

問題は、法律で建築が禁止されている区域

付く状況もある。さらに、大型リゾート開

太平洋沿岸にあるパパガジョ湾
（Golfo de

（海岸線から200メートル以内）にホテルが

発を行う過程で環境汚染の問題が発生して

Papagayo）
で起こっている。この地域で調

建築されたことに起因している。第二には、 いるが、しかしこうした問題は、サスティ

査を行ったハニーらのグループによれば、

コスタリカがこれまで築いてきたイメージ

ナブル・ツーリズム認定を受けたホテルが

この開発の流れを次のように解説している。 に関するもので、環境問題も含め、大規模

並ぶ地域でも起こっていると指摘されてい

1995年にホセ・フィゲーレス大統領
（当時）

な観光開発は「コスタリカのエコツーリズ

る。例えば、ある観光地のホテル街から出

は、カンクンのようなリゾート地にすると

ム・イメージを汚すもの」だと批判してい

た汚水がそのまま海に流れ出ているといっ

いう触れ込みのもと、パパガジョ湾一帯に

る
（Honey、2008）
。そもそも、エコツーリ

た 事 例 が 報 告 さ れ て い る[Koens et al：

30億ドル規模の巨大リゾート開発計画を

ズムはこうした大規模な開発のオールタナ

2009]。もちろん、特定のホテルが原因を

持ち上げる。リゾートホテルや別荘地、シ

ティブとして生まれたものであり、現在の

作っているわけでもなく、認定を受けたホ

ョッピングセンターやゴルフ場などの複合

状況は時代に逆行しているという主張だ。

テルも含めたホテル街のインフラの問題で

リゾートの建設計画で、完成すれば25000
〜 30000室の客室を有する中央アメリカで

ある。地域差や問題の質の違いはあるにせ
７．結論

よ、これらの環境問題は新興開発地域での

最大のリゾート地となる計画であり、世界

コスタリカ北部の太平洋沿岸で起こって

から出資者を募っていた。計画は、同地域

いる観光開発が批判されるとき、ツーリズ

から約30キロ離れたリベリア
（Liberia）と

ムのイメージが引き合いに出されるのは、

み起こっている問題ではないのだ。
2000年代に入って、新たな観光地として
台頭してきたパパガジョ地区は、従来のコ

いう町の空港を国際空港化させるプロジェ

「エコツーリズム」というイメージが、同

スタリカが築いてきたイメージと相反する

クトと同時に進行しており、空港を国際化

国の観光にとって重要な役割を果たしてき

ものとして捉えられている。しかし、従来

させ新興観光地を誘致するというシナリオ

たからである。しかし一方で、序論でも述

の「エコツーリズム」と一括りにされてき

であった。2002年にデルタ航空がアメリカ

べたように、この「エコツーリズム」とい

た事象の中にも、実は同様の問題点を抱え

本土からの直行便を就航させたことをきっ

う言葉は、非常に抽象的に使われている言

ている事がわかった。結論として言えるの

かけに、堰を切ったように投資が行われる

葉でもある。そこで、近年の大型リゾート

は、新たに起こった開発の流れは、大型リ

ようになる。2008年のリーマンショック以

開発を「エコツーリズム」と二分して論じ

ゾート開発と「エコツーリズム」という棲

前には、12以上の国際線のキャリアがアメ

るならば、これまでコスタリカで「エコツ

み分けで整理できるものではないというこ

リカやカナダ、ドイツなどから就航し、パ

ーリズム」と呼ばれてきたものを再検討す

とだ。双方はいくつかの点で共通しており、

パガジョ湾一帯はコスタリカの新たな観光

る必要があるのではないか、というのが本

グラデーションのように繋がっている。

地として急成長したのであった
（Honey、

稿の趣旨であった。

これまでのコスタリカの観光は、良くも悪

そこで、本稿の前半では、コスタリカの

くも「エコツーリズム」というイメージに

また、ハニーらによる後続調査によれば、 「エコツーリズム」として紹介されること

縛られてきた。現在、北部の太平洋沿岸で

リベリアの空港利用者の9割がこのビーチ

の多い３つの取り組みを取り上げた。そこ

起こっている観光開発は、まさにイメージ

リゾートを目当てにやって来ており、彼ら

から言えることは、以下の点である。

と実態のギャップという点から語られてき

2008）
。

は、首都のサンホセの空港利用者に比べて

「自然保護に熱心な国」イメージを作っ

た。今後、求められていくのは、
「エコツ

のエコツアーへの関心が薄いという。これ

たという点では、国内の26.21％を占める

ーリズム」というイメージの呪縛から抜け

らのデータから、ハニーらは現在のコスタ

保護区の存在は非常に大きなものであろう。 出し、実情を見つめていく視点だろう。

リカの観光傾向は、エコツアーを目的に来

国立公園は1950年代から作られ始めた歴

る層と、リゾートホテルを目的に来る層に

史を持つが、生態系の保護が重視されるよ

二分されていると分析している
（Honey et

うになるのは、1980代に入ってからであ

al:2010）
。また、現在、コスタリカ政府は

る。つまり、
「保護区としての国立公園」

南部にあるパルマル・スールという町の空

はある時期に創られたものであり、その性

和国に滞在する機会を得た。本稿に関する

港も国際化する計画を立てており、パパガ

格や目的は時代とともに変容しているとい

調査と協力隊員としての活動は直接関係は

ジョ湾に続く第二のビーチリゾート開発を

うことだ。

ないが、同国で得た知見は本稿に大きく反

計画しており、こうした動きが近年活発に
なっているのである。
ハニーらがこれらの開発を批判している
のは、第一にホテル建設時にパパガジョ湾

また、宿泊施設の形態に目を向ければ、
従来からサスティナブル・ツーリズム認定

謝辞
筆者は青年海外隊員としてコスタリカ共

映されている。同国での活動機会を与えて
くださった独立行政法人国際協力機構及び

を受けている施設でも大型のものはあるし、 同コスタリカ支所の皆様にこの場を借りて
それが主に外国資本によって担われている
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