大阪観光大学観光学研究所年報『観光研究論集』第 17 号

重要伝統的建造物群保存地区と観光
−木曽の宿場町を事例に−

Preservation District for Group of Traditional Architectures and the tourism
― the Case of Post- Town Kiso ―
渡部

美智子 *

WATANABE Michiko
要約 重要伝統的保存地区は、市町村が伝統的建造物群保存地区の保存計画を定め、国が選定しているものだが、
江戸時代の雰囲気を残す宿場町としての選定は全国で 7 カ所ある。長野県の妻籠宿、奈良井宿は、住民の運動か
ら 50 年経ち、ここ数年は訪日外国人が訪れる国際的な観光地となっている。彼らは江戸時代の町並を求めてやっ
てくるが、中山道の峠を歩いて越える観光客も多い。これらの小さな観光地は、住民の手によって成り立ち、自
然に外国人観光客を受け入れている。これからも景観を保ちつつ、観光地として生き続けてほしいものである。

キーワード：重要伝統的建造物保存地区（preservation district of traditional architectures ）、宿場町
（post-town）
、中山道（Nakaseno）
、外国人旅行客（foreign travelers）
１．はじめに
京都から江戸に向かう街道である中山道は、江戸時代の五街道のひとつで参勤交代などに使われていた。全
行程が約 540㎞の街道に 69 カ所の宿場が置かれ、木曽にはそのうちの 11 宿がある。11 のうち現在重要伝統的
建造物群保存地区に選定されているのは、塩尻市奈良井、塩尻市木曾平沢、南木曽町妻籠宿の 3 カ所であるが、
木曾平沢は、漆工町としての登録で、宿場町としての登録は、奈良井宿と妻籠宿である。
（1）研究の背景
妻籠宿は、1976 年重要伝統的建造物群保存地区の指定第 1 号で、指定から 40 年を超える。住民の間からの
保存の動きで長野県が保存事業を本格的に始めた 1968 年から 50 年を迎えた。山村部の過疎化が進み、50 年前
から限界集落になるのでは懸念された町は、今なお観光地であり続け、数年前からは外国人観光客が多く訪れ
る町となっている。
妻籠宿から遅れること 2 年、1978 年奈良井宿も宿場町として選定されている。JR でのアクセスがいい奈良井
宿にもここ数年で外国人観光客が多く訪れている。
（2）研究の目的
町並みを保存し続けながら、外国人を多く受け入れている町の様子はどのように変化しているのであろうか。
保存に重要な役割を果たした住民組織である公益財団法人「妻籠を愛する会」は、どのように増える外国人に
向き合っているのであろうか。
また、同じく重要伝統的建造物保存地区に選定されている奈良井宿にも外国人が多く訪れている。ここでの
現状をみながら、両宿場町の現状と今後の課題を検証することを目的とする。
（3）先行研究
重要伝統的建造物保存地区をテーマにしている論文は多数ある。特にその建物についてと保存についての論
文が多い。また、まちづくりをテーマにしている論文も多数見受けられる。岩井（2007）1) は、全国の伝統的建
造物群保存地区に対してアンケートを行い、現状と課題について論じている。伝健地区の課題については、や
はり後継者不足、空き家問題が多いとしている。先行研究には、観光地としての重要伝統的建造物保存地区に
ついて書かれているものは少ない。
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２．重要伝統的建造物群保存地区とは
1975 年の文化財保護法の改正により、伝統的建造物群保存地区が発足し、全国各地に残る歴史的な集落・町
並みの保存が図られるようになった。市町村が伝統的建造物群保存地区を決定し、地区内の保存事業を計画的
に進めるために保存計画を定め、国は市町村からの申出を受けて、価値が高いと判断したものを重要伝統的建
造物群保尊地区に選定している。2) 重要伝統的建造物保存地区に指定されると、国は、市町村や所有者が行う
保存修理や防災に対し経費の補助をし、税の優遇などをしている。
2018 年 8 月において、重要伝統的建造物群は、98 市町村で、118 地区が指定されている。このうち、宿場町
として登録されているものは、福島県下郷町大内宿、福井県若桜町熊川宿、長野県塩尻市奈良井宿、長野県東
御市海野宿（宿場・養蚕町）
、長野県南木曽町妻籠宿、三重県亀山市関宿、兵庫県篠山市福住、山口県萩市佐々
並市の 7 件である。
重要伝統的建造物群保存地区の選定基準は、
（一）伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの
（二）伝統劇建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの
（三）伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの
となっているが、宿場町は、海野宿の（一）
、萩市佐々並市の（ニ）の登録を除き、
（三）の登録となっている。
重要伝統的建造物群保存地区と観光地は必ずしも一致しないが、観光地として強い吸引力を持っていること
は間違いない。宿場町は、江戸時代の雰囲気を強く残し、周りの自然環境と一体となり、観光客を引きつけて
いる。
３．妻籠宿
（1）妻籠宿の保存
妻籠宿は、長野県木曽郡南木曽町にあり、中山道 69 次のうち、江戸から数えて 42 番目となる宿場町で、木
曽 11 宿のうち、江戸方面からは 10 番目である。現在は、隣の馬籠宿が岐阜県中津川市に編入されたため、長
野県西端の宿場町となる。
妻籠宿の重要伝統的建造物群保存地区の指定は、1976 年 9 月 4 日で、
「武家町」の秋田県仙北市角館、
「門前町」
の京都市産寧坂などとともに、指定第 1 号となる。
「
（三）伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を
顕著に示しているもの」としての指定である。1,245.4 ヘクタールという広範囲にわたり、全国の重要伝統的建
造物群保存地区の総面積の約 3 分の 1 を占める。
文化庁ホームページには、以下のようにその特徴が書かれている。
保存地区は出梁造りや卯建を用いた家屋が建ち並ぶ宿場景観を中心に、街道景観、在郷景観、そして街
道から見える山々で形成された自然景観地区に分かれており、それら地区の特性を生かしながら、伝統的
建造物群と一体をなす広範囲な歴史風致を保存している。宿場地区は江戸末期から明治期の面影をよく残す。
妻籠宿の保存に関しては、
「妻籠を愛する会」発行の『妻籠宿保存 50 周年記念時事業』3) に詳しく書かれている。
1968 年に、長野県明治 100 年記念事業で妻籠保存事業が本格的に始まり、
「妻籠を愛する会」が設立されている。
高度経済成長期に大部分の若者が都会に流出して過疎化が進み、限界集落になりつつある妻籠において、住民
の間から保存に対する意識が生まれ、残る青年の中にも古民家を残そう、という動きがあったとのことである。
妻籠宿保存に関わった発起人であり、
「妻籠を愛する会」の前理事長の小林俊彦氏は、妻籠の人々に、
「宿場
の趣が残る景観を保存すれば、絶対に観光客はやってくる」と説明して回り、
「この景観を 20 年残すことがで
きれば、あとは百聞は一見に如かず。妻籠宿を見たいという観光客は必ずやってくる。
」と言ったということで
ある。4) 小林氏は、
「自然と文化財の保護を優先する」として、そこに実際住む人々の生活を含め、人の息遣い
までも感じられる保存を住民に説いた。
1971 年、
「妻籠を守る住民憲章」が制定されている。三原則は、
「売らない」
「貸さない」
「こわさない」とい
｜

62

｜

大阪観光大学観光学研究所年報『観光研究論集』第 17 号

うもので、妻籠宿と旧中山道沿いの観光資源（建物・屋敷・農耕地・山林等）の保存をすべてに優先させている。
前後して、石畳の復原、道標設置、高札場の復原、公衆トイレの設置などを実施、電柱を宿全体にわたり裏側
に移している。また、車の乗り入れを禁止し、町営の駐車場を設置した。こうして 1976 年の重要伝統的建造物
群保存地区の指定となる。これは、周りの景観を含めた 1245.4 ヘクタールという日本一広い範囲が認定された。
「妻籠を愛する会」は、同会のホームページ 5) によると、妻籠を中心に在郷の集落を含めた地域、ほぼ江戸時
代の妻籠村地域の全戸を網羅した住民組織で、現在も重要伝統的建造物群保存地区の地域全体の景観保全に努
めている。家屋や構築物、周囲の野山の景観、地域に伝わる文化の継承に努めている、とある。
2018 年、
「妻籠を愛する会」は、50 周年を迎え、2 月 3 日に妻籠宿保存 50 周年記念事業式典が開催された。
妻籠宿は、町並み保存の先駆的事例であり、50 年という長きにわたり現在もなお住民たちが町並みを保存し続
けている、日本を代表する歴史的町並みである。
「妻籠を愛する会」理事長の藤原義則氏によると、現在、妻籠の住民のうち、約 3 分の 1 が観光関係に従事し、
約 3 分の 1 が、外で勤務し、約 3 分の 1 が退職などで家にいるという。空き家率は約 20％だというが、空き家
はできる限り、
「愛する会」が保存するようにしているとのことである。
（2）妻籠宿の観光客
妻籠宿への観光客は、長野県明治百年記念妻籠保存工事の完工式が行われ、住民憲章が制定された 1971 年頃
1971 年には年間 39 万人を数えた。一番多かったのは、
1993 年の 982,500 人である。ピークの頃には、
から増え、
町に観光客があふれ、地面が見えなかった、と地元の人は話す。
観光客は、バブルが崩壊したころから徐々に減り始め、ここ数年は年間 40 万人前後で推移している。2017
年の来宿舎は、384,900 人である。
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表－１

「妻籠を愛する会調べ」（町営駐車場の車両数、南木曽駅での JR 下車人数、 馬籠宿からのバス乗車人数から算出）

前述の『妻籠宿保存 50 周年記念時事業』によると、旅館・民宿が一番多かった時期は 53 軒であったが、
2016 年には 11 軒と、最近 10 年ほどはほとんど変化がない。
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表－ 2

妻籠宿の観光事業者数

「妻籠を愛する会調べ」 出典：妻籠宿保存 50 周年記念事業

妻籠宿における最近の 10 年をみると、来宿者は減少を続けてはいるが、年間 40 万人前後という数は維持
し、観光事業者数は、民宿の数は大きく変化があったものの、旅館、飲食店、土産物店にはあまり変化がない。
2016 年には、旅館数が 3、民宿数 8、飲食店数 15、土産物店数 26 である。JR、バス、車で来宿して、宿泊せず
に離れる人が多いとみられる。
妻籠宿の観光は、住民からの町並を保存しようという住民の動きから、保存して観光客を呼ぶという方向に
舵をとり、重要伝統的建造物保存地区に指定された前後から活況を呈してきた。徐々に観光客は減少してきた
ものの、江戸時代の町並を残す観光地として、50 年もの長きにわたり存在し続けている。そして、ここ数年は
少し様相が変化してきている。外国人観光客が増加しているのである。妻籠宿への宿泊客も外国人が増えてき
ていて、インターネットで宿泊予約をしようとしても予約がとれないことも多い。妻籠観光協会のホームぺー
ジ 6) から妻籠宿の重要伝統的建造物群保存地区内の宿泊施設の空き部屋一覧を閲覧することができるが、翌月
は満室表示が目立つ。日本人の宿泊なら週末が中心だが、外国人が多くなり、平日を含めて満室状態になって
いる。2018 年 9 月妻籠宿から約 1㎞離れた大妻籠に投宿したが、その旅館でも宿泊客の多くが外国人で、久し
ぶりの日本人とのことであった。
（3）妻籠宿を訪れる外国人観光客
妻籠宿を訪れる外国人の状況を見ていく。多くの外国人は、妻籠宿に訪れる前、あるいは訪れた後、馬籠峠
を歩いて越えている。妻籠宿のひとつ西の宿場町は、木曽の宿場町の 1 つである馬籠宿で、人気の観光地でも
あるが、馬籠峠を越えて馬籠宿から妻籠宿まで、約 9km、約 3 時間の道のりである。
馬籠宿と妻籠宿のほぼ中間に「一石栃立場茶屋」という建物がある。250 年ほど前の農家の建物を無料休憩
所とし、
「妻籠を愛する会」が管理し、湯茶のサービスをしている。茶屋の中では、愛する会の会員がおもてな
しをし、国際交流が自然に行われているようである。馬籠峠を越えるハイカーは、ほとんどがここを訪れるので、
同会は統計をとっている。
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写真－１ 一石立場茶屋
木曽おんたけ観光局ホームページ 7）より

表－ 3

「妻籠を愛する会」調べ

写真－ 2 茶屋内部
妻籠を愛する会 ホームページより

馬籠峠を越えるハイカー

一石栃立場茶屋を訪れる人数

2017 年度は、
1 年で 47,905 人が馬籠峠を越え、
統計を取り始めた頃は、
外国人の割合は 5 分の 1 ほどであったが、
そのうちの 26,145 人が外国人ということで、半数以上になっている。外国人の国籍は、2018 年 4 月 1 日から 8
月 31 日までの調査では、欧州 31 か国、アジア 15 か国、北米 3 か国、南米 6 か国、オセアニア 2 か国、アフリ
カ 3 か国の、60 か国と、国籍も調査開始以来最多であったという。馬籠峠を越えるハイカーは、数字の上では、
妻籠宿来宿舎の約 1 割にすぎない。しかし小さな観光地である妻籠宿に至る峠を世界の 60 か国もの外国人が訪
れているということは、とても興味深い。
馬籠峠を越える際の荷物は、多くの人が両宿間の手荷物運搬サービスを利用している。馬籠の観光案内所と
妻籠案内所の間を手荷物 1 個 500 円で運搬している。そのため観光案内所を必ず訪れることになるので、妻籠
の観光案内所でも統計をとっている。ここではサンプリング調査という形になるが、2018 年 8 月 1 カ月の間に
妻籠の観光案内所を訪れた外国人は、282 人で、そのうち 9 割以上が欧米豪人である。スペイン人が 56 人と一
番多い。このサンプリング調査では、日本での滞在期間、前泊地・後泊地を訪ねている。滞在期間は、2 週間
から 3 週間が一番多く、中には 6 週間もの間旅行している人もいる。また前泊地を見ると中津川、馬籠方面か
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ら来ている人が多く、後泊地は、名古屋や京都や大阪方面に行く人、東京日光方面に行く人、まちまちであるが、
岐阜県の重要伝統的建造物保存地区である高山市に行く人も目立つ。前出の藤原氏の話では、妻籠宿を訪れる
外国人は、中津川から馬籠にバスで向かい、馬籠峠を歩いて越え、妻籠宿に泊まるというパターンが多いという。
馬籠峠を越える外国人の 8 割が馬籠方面から妻籠に向かうという。長い時間歩くのでそのまま妻籠宿辺りに宿
泊する外国人が多いとのことである。2 週間から 3 週間という長い期間の旅行中に東京と大阪の間にある木曽
に立ち寄り、1 泊している。
長野県が外注している「木曽路インバウンド戦略検討のための外国人ニーズ」調査レポート 8) によると、馬
籠峠におけるアンケート調査の結果、その目的として、多かったのは「快適な環境で、トレッキング等を楽し
みたかった」
「歴史的な建築物・景観を眺めたかった」
「昔ながらの日本の風景に触れたかった」という回答である。
（4）妻籠宿の観光についての課題
「妻籠を愛する会」は、馬籠峠を越える外国人観光客が増え、
「おもてなし」の環境整備を行ってきた。洋式
トイレの設置、道標、固定式のクマよけの鐘の設置、英文案内マップなど、外国人ハイカーが安心して歩ける
整備をしている。妻籠宿の観光案内所は、妻籠観光協会から事務委託を受けて同会が運営している。
今後の課題については、
「妻籠を愛する会」が現実的に実感し、対策も考えている。今後の課題として、夏場
は暑いので、温泉は無理でもシャワールームを設置すること、馬籠～妻籠間の荷物の運搬は 3 月から 11 月まで
であるが、通年で行うことを考えているということであった。また、宿泊施設が少なくなり、外国人の宿泊客
が増えたため、宿泊施設が少ないことが課題であると藤原氏は述べていた。
宿泊施設は、高齢化で後継者がなく、廃業した施設も多い。また、日本全体の宿泊施設では泊食分離が進ん
でいるが、宿場町の中では飲食施設が限られているのに加え、夕方になると閉めるので、ほかで夕食を食べる
ことが難しい。夕食を宿で食べざるをえなくなるが、宿では人出がたくさんあるわけではないので、夕食時間
が制限されることになる。
外国人にとっては、制限が多いと感じられるようではあるが、都会ではないので、これはこれで認めなけれ
ばならないのではないだろうか。
４．奈良井宿の観光
奈良井宿は、木曽 11 宿のうち、江戸方面から 2 番目の宿場町である。妻籠宿と同じく峠を越えたところにあ
るため、江戸時代はとても栄えた宿場町であった。奈良井川沿い下る約 1㎞にわたって町並みが続く、日本最
長の宿場である。奈良井宿は、妻籠宿と同じく「宿場町」として、重要伝統的建造物群保存地区に、妻籠宿か
ら遅れること 2 年、1978 年に選定されている。
文化庁ホームページには、以下のようにその特徴が書かれている。
中山道鳥居峠のふもとにあり、宿場町として賑わった。町家の大部分は街道に並んで敷地間口いっぱい
に建ち、二階部分を一階より張り出した「出梁造り」が多い。軒が深く、勾配の緩い屋根は、もともと石
置板葺きであったが、今はほとんど鉄板葺きである。
また、塩尻市のホームページ 9) によると、保存地区は、東西約 200 メートル、南北約 1350m －取る、面積約
17.6 ヘクタールの範囲で、奈良井川左岸に広がる中山道に沿った約 1000 メートルにわたる宿場集落と、な卜両
端の高台に位置する鎮神社と八幡神社、町内の西側の段丘崖の裾に 5 つの寺院を含んだ地域である、とされて
いる。
奈良井宿は、JR 東海の中央線奈良井駅を降りればすぐ、宿場町が始まり、江戸時代の宿場町の風景が約 1㎞
続く。町筋は１本なので、迷うこともない。街道沿いに面したところは電柱が裏側に移設されている。奈良井
駅に停車する JR の列車の本数は限られているが、バスに乗らずに行けるというのは時間の予定も立てやすく便
利である。
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表－ 4

奈良井宿利用者数

長野県観光部 「観光地利用者数統計調査」による

長野県観光部が発表している 2017 年「観光地利用者統計調査結果」10) によると、主要観光地の状況において、
2017 年の奈良井宿利用者は 623,000 人となっている。これは、妻籠宿より多い人数である。ここでも、妻籠宿
と同様、外国人観光客が多くなってきて、ここ数年の微増は外国人によるものが大きいと思われる。2011 年に
来訪者が 70 万人を超えたのは、
、
その年の NHK 朝の連続テレビ小説の
「おひさま」
のロケ地になったからである。
奈良井宿の観光案内は、塩尻市観光協会が担い、JR 奈良井駅と町中の 2 カ所に観光案内所を設けている。こ
のうち、奈良井駅では、JR の乗車券の販売業務を観光協会が委託されて行い、観光案内所を兼ねている。また
手荷物預かりもしているので、大きな荷物を持った旅行客は立ち寄ることになる。ここでは、人数より、国籍
に注目したい。奈良井駅の統計は、2015 年 5 月から 2018 年 8 月なので、訪問者の多い国籍別に経過を見るため、
3 年間の総数の人数の上位を、2015 年 5 月から 1 年ごとにグラフ化した。
表－ 5

奈良井駅

奈良井駅を訪れる外国人

観光案内所調べ
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3 年の経過

表－ 6

奈良井駅を訪れる外国人（全体）

国名

Ⅰ*

Ⅱ

Ⅲ

計

国名

オーストラリア

273

573

1071

1917

スイス

44

44

81

169

アメリカ

346

303

465

1114

マレーシア

37

67

62

166

台湾

94

247

400

741

インドネシア

30

41

92

163

シンガポール

111

229

306

646

スペイン

30

44

72

146

タイ

40

163

305

508

ニュージーランド

45

30

57

132

香港

70

180

189

439

イタリア

14

37

62

113

フランス

89

149

163

401

韓国

4

23

56

83

イギリス

66

92

192

350

メキシコ

10

9

16

35

中国

28

118

133

279

その他アジア

49

46

77

172

オランダ

48

79

83

210

その他ヨーロッパ

104

157

276

537

ドイツ

43

65

94

202

その他南米

12

35

31

78

カナダ

22

63

94

179

その他アフリカ

3

7

10

20

1612

2801

4387

8800

Ⅰ

計
* Ⅰ期：2015.6-2016.5 Ⅱ期：2016.6-2017.5 Ⅲ期：20127.6-2018.5

奈良井駅

Ⅱ

Ⅲ

計

観光案内所調べ

これを見ると、オーストラリア人の来訪者が際立って増加していることがわかる。そして奈良井宿を訪れる
外国人はだんだん増え、国籍も豊かになっていることがわかる。特に欧米豪の外国人が多くなっている。奈良
井駅案内所によると、彼らはやはり歩くことが好きなので、一つ西の藪原宿から鳥居峠を越え、奈良井宿を訪
れる人も多くいるとのことであった。奈良井駅に荷物を預け、JR に乗って隣駅の藪原まで行って、鳥居峠を歩
いて奈良井駅に戻って来る旅行者も多いという。
５．まとめ
住民の間から町並みを保存しよう、という動きが組織化されて 50 年、重要伝統的建造物群保存地区に選定さ
れ 40 年という中山道の宿場町の現在の町並は変わらない。日本の地方のどこにでもある高齢化、後継者不足、
といった問題はここにもある。しかし、ここは国際的な観光地に変化していた。
妻籠宿では、住民組織である「妻籠を愛する会」の小さな観光地を守り続けてきた功績は称賛に値する。外
国人が増えてきた現在、外国人に対しても自然に対応し、外国人が快く旅ができるように努めていた。そして
訪れる外国人の満足度は高い。奈良井宿でも、住民が守り続けてきた景観が、旅行者を癒してくれ、外国人観
光客も多数訪れれている。両宿場町ともトリップアドバイザー 11) による評価も高い。
前述の「木曽路インバウンド戦略検討のための外国人ニーズ」調査レポートによると、訪れる外国人の半数
以上がインターネットから情報を得ているので、トリップアドバイザーなどの高評価は、新規旅行者への影響
力が高いと思われる。また筆者がインタビューした外国人の中には、木曽の宿場町を訪れるきっかけになった
のは、口コミという回答が非常に多かった印象がある。友人や家族が、いいと言ったので、という生の口コミは、
まさに「妻籠を愛する会」の考えているところである。来た人が口コミやＳＮＳで、木曽のよさを伝えてくれ
ると有難い、と藤原氏が述べていたのである。妻籠宿は、リピーターはあまりいないと藤原氏は言う。本人が
もう一度来なくても、情報発信をしてくれればいい、とのことであった。
江戸時代の町並みを残す重要伝統的建造物保存地区である、妻籠宿、奈良井宿は、50 年を経ても観光客を集
めてはいるが、次の 50 年も同じように観光客を集めるとは考えられない。リピーターが来てくれるような施策
も考えていかなければならないのでないだろうか。
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木曽を訪れる旅行者は、江戸時代の町並に感動し、江戸時代の人が歩いた道を歩く。これは体験型の旅行と
もいえるが、他の体験などはできないだろうか。空き家を利用することも考え、リピーターや、サポーターと
もいえる外部から町を愛してくれ、何泊かしたり、何度も訪れたりしてくれるような人を作っていくことはで
きないだろうか、と考える。
歴史的な景観を残す町並は、これからも住民の手で保存しながら、観光地として生き続けてほしいと願って
やまない。
謝辞：本研究の作成に当たり、公益財団法人「妻籠を愛する会」理事長藤原義則氏には、資料を快く提供していただき、ま
た多くの経験談をお話していだき感謝いたします。
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