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1.調査背景 

1.1調査概要 

本調査は、中国の大都市における都市観光の現状及び観光資源、特に歴史的遺産の活用

の現状を明らかにすることである。筆者はすでに中国の大連市を例として歴史的遺産の観

光活用の意義と課題について論文としてまとめた。中国近代都市における都市観光の現状

を把握し、近代都市固有の歴史的遺産を観光資源として活用する意義と課題を明らかにす

るために、大連市だけではなく、中国における代表的な大都市の都市観光の現状を調査し、

大都市における観光資源の活用、特に歴史的遺産の観光活用を調べることが必要とされる。

それゆえ、2016 年 9 月 1 日から 9 月 6 日までの 6 日間、中国北京市・上海市に滞在し、現

地調査及び首都大学経済貿易大学にてインタビュー調査を行った。 

今回の現地調査を行う前には、事前調査として書籍やインターネットから北京市と上海

市の地理や歴史、観光業の発展現状などに関する資料を収集した。今回は現地調査と首都

経済貿易大学におけるインタビュー調査のほか文献や写真などの資料も収集した。 

 

1.2調査の問題意識  

1978 年の改革開放の経済政策が進むとともに、中国の観光も著しい発展を遂げてきた。

1990 年代後半から、中国は驚異的な経済発展につれて、都市化が急速な進行され、産業構

造も変化しつつある。それに伴い、都市観光は、新興産業として発展を遂げ、観光客を誘

致するために、都市間における競争も激化になっている。特に、2014 年に中国の観光業は

中国 GDPの 9.5％を占めており、観光業は自動車産業（自動車産業は GDPの 5.7％を占める）

より大きな貢献をもたらしている1。このような激しい競争においては、北京市と上海市は

中国における最も競争力が高い都市である。本調査では、中国における代表的な大都市に

おける歴史的遺産の観光活用の現状を分析することとする。なぜなら、こうした競争力の

高い都市における伝統的かつ知名度の高い歴史的遺産の観光活用する成功事例から、大連

市のような近代都市の近代歴史的遺産の観光活用に大きなヒントを与えるからである。 

                                                   
1世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）（2015）“How does Travel & Tourism compare to other sectors” 

https://www.wttc.org/、張毅訳（2015）「中国旅遊業占全国 GDP 9.4% 超過汽車製造業、教育業、銀行業

——旅遊業発展的比較優勢在中国更明顕」『中国旅遊之声』中国観光局ホームページ

http://www.cnta.gov.cn/、（最終閲覧日：2016年 3月 31日）。 

http://www.cnta.gov.cn/　　張毅（2015


1.3中国における都市観光の現状  

まず、中国における観光の発展段階を分析し、その現状についてみてみよう。 

中国は、観光大国から観光強国になるまで、以下の 6段階に分けることができる2。 

（1）創業段階 

中国の観光は、「華僑服務社」「中国国際旅行社」という 2 つの観光機構の設立が契機と

して発展が始まった。このうち、国際観光業を経営するために中国政府が最初に作ったの

は、1954年 4月 15日に設立された中国国際旅行社総社である。その本社は北京に設けられ、

同時に上海、天津、杭州、南京、漢口、広州、瀋陽、ハルピン、安東、大連、満洲里、南

寧、南昌といった全国の主要都市に 14の支社が作られた。 

（2）開拓段階 

1958 年より中国の観光は開拓段階に入り、民間外交の任務を完遂すると同時に経済効果

を重視するようになった。この段階における重要な出来事には「中国旅行遊覧事業管理局」

の設立と訪中観光客の送り出し国の移転、訪中観光客の構造変化などが挙げられる。 

（3）停滞段階 

1960 年代から 1970 年代初期にかけて世界の観光の発展は、2 つのピークを迎えていた。

ところが中国の観光業は文化大革命がもたらした空前の災難に見舞われ、極めて大きな破

壊を蒙った。 

（4）全面的発展段階 

1978 年、世界の先進国に比べかなりたち遅れているという厳しい現実を正視し始めた中

国は、経済建設を中心とする改革開放を全面的に打ち出した。それに伴い、観光も対外開

放を唱え、国際交流の媒介としてのみならず、外貨獲得の重要な部門の一つとして重視さ

れ、全面展開の段階に入った。 

（5）WTO加盟による加速的な発展段階 

2001 年中国が WTO に加盟し、中国観光は特に目覚ましい発展を遂げた。WTO 加盟後は、

外国企業が資金や技術をもって中国の観光市場に参入し、事業を展開するようになった。

これは、中国の観光業がより国際ルールに沿った運営方法を導入し確立していく上で有利

に働いた。また、外国の旅行会社は合弁あるいは 100％外資で企業の設立が許可されたこと

で、中国市場への参入のチャンスも増えた。結果、直接に外国人旅行者の増加に繋がった

と言われている。さらに、外国の投資家が中国を訪れる機会も増え、商用旅行においても

市場の拡大が期待された時期である。 

                                                   
2王文亮(2001)『中国観光業概説』に基づき、筆者がまとめたものである。 



（6）北京オリンピック 

2008 年に北京においてオリンピックが行われた。オリンピック効果は 2 つの面で中国の

観光市場の発展を後押しした。第 1 に、短期的に観光客数を増やし、第 2 に、中長期的に

見る観光ブランドや観光施設など観光資源の建設や整備に大きな促進作用を果たした。こ

のことから、中国では 2008年は「中国の観光年」であるとも言われ、北京オリンピック期

間中に訪中した外国人観光客数は 40万～45万人に達し、オリンピックに参加した世界各国

の来賓、記者、選手、観戦した国内外からの観客数は、延べ 600万～700万人に上った。 

こうして、中国は 1949 年の建国初期から 2008 年の観光ブームを迎えるまでに 6 段階を

経て、観光大国になったのである。次に、中国の国内・国外の観光課客数の推移を分析し、

観光大国から観光強国になった経過について見ていく。 

「観光大国」になった中国は、2008年の北京オリンピックを契機に観光のブームを迎え

た。2008年も中国政府により「観光の元年」と決められた。これを機として、中国政府は

観光の重要性を認識し始め、2009年に「国务院关于加快发展旅游业的意见」（国務院によ

る観光業の加速発展に関する意見）3（以下「意見」と略す）を発表した。この「意見」で

は、観光業4を第三次産業の牽引する柱産業に発展させるとされている。すなわち、中国の

観光は経済発展にとって必要不可欠であると位置づけられた。中国政府の上位政策に合わ

せ、首都である北京と経済的中心である上海はもちろん、多くの地方都市も地方の観光政

策を発表し、観光施設やインフラを整備し、観光客を誘致する活動を積極的に行うように

なった。 

                                                   
3中華人民共和国国務院（2009）中華人民共和国办公庁（中華人民共和国国務院総局）ホームページ  

http://www.gov.cn/ 最終閲覧日：2016年 3月 31日。 
4 



（出所）中国国家統計局ホームページ URL：http://www.stats.gov.cn、（最終閲覧日：2016年 3月 31日）。 

 

中国の国内観光客数をみると、1995年は約 6億人の国内観光客数は、2001年の WTO加盟

後に急増し、2005 年に 10 億に上った。さらに、2008 年の北京オリンピックの開催後に凄

まじい勢いで急増した。さらに、2009年以降でも急増する勢いは止まらずに、2015年は 36

億人強に上回った。（図表 1-6参照）このように観光客の急増に伴う大きな経済効果ももた

らされているのであろう。そこで、各都市における観光客の誘致活動も相次ぎに行われた。

それは、国内観光客のみならず、外国人観光客の誘致にも力を入れているとのことである。

それでは、中国の外国人観光客数の現状はどうであろう。 

次に、中国の外国人観光客についても見てみよう。中国の外国人観光客は 1995年の約 590

万人から、2001年には 1000万人に突破し、2005年以降は 2000万人台に推移し、2014年の

2600 万人に増加している。この 20 年間において、2003 年のサーズ（重症急性呼吸器症候

群）の流行および 2009年のリマンーショックという世界的打撃により、外国人観光客は一

時的に減少していたと読み取れる。それを除くと、中国の外国人観光客数は急上昇してき

た。ただし、2012 年以降の外国人観光客数は横ばい状態になっている。この先は、中国の

観光にとって、いかに持続可能な発展を遂げるかは大きな課題となると見込まれる。（図表

1-7参照） 

図表 1-6 中国における国内観光客数推移図  単位：百万人 



（出所）中国国家統計局ホームページ、URL：http://www.stats.gov.cn、（最終閲覧日：2016 年 3 月 31 日）。 

 

中国の観光の見通しについては、2009年に中国社会科学院の魏によれば、「2008年には世

界の観光大国としての地位を確立した。さらに、2015年には世界の観光強国となると予測

されている。中国観光産業の発展の見通しは極めて明るい」と評価されている。実際上で

も、中国の観光「観光大国」から「観光強国」に目指すまでとなったと言えよう。こうし

た中国における観光の急成長は、中国における積極的に行われた歴史的遺産の観光活用は

観光客の誘致に大きな役割を果たしたと思われる。次は、中国における歴史的遺産の保存

の経緯についてみてみよう。 

 

1.4歴史的遺産の保存の動向 

 1972 年の第 17 回ユネスコの総会で採択し、1975 年に発効した「世界の文化遺産及び自

然遺産の保護に関する条約」によって、「顕著な普遍的価値」がある文化や自然のことを、

人類共通の財産として保護し、後世に伝えるための遺産を世界遺産として認められるよう

になった。この影響を受け、中国もこのような遺産の保護をめぐる制度に積極的に対応し、

遺産の保存活動が行われてきた。 

新中国成立後、1950年から中国政府は「関於保護古建築的批示」（古い建築の保護に関す

る指示）、「古文化遺址及古墓葬之調査発堀暫行辧法」（旧文化遺跡及び旧墓の発掘に関する

方法）などの歴史的遺産の保存に関する規定が相次ぎ発表された。また 1953 年 10 月に中

国政府による「中央人民政府政務院関於在基本建設工程中保護歴史及革命文物的指示」（中

国政府によるインフラ整備における歴史的及び革命的遺産の保護に関する指示）が発表さ

図表 1-7 中国の外国人観光客数の推移図  単位：万人 



れ、歴史的遺産は中国の悠久な歴史の証しであり、中国の愛国主義教育に極めて重要であ

ると歴史的遺産を位置付けた。 

さらに、1956年に「国務院関於在農業生産建設中保護文物的通知」（国務院による農業生

産建設における文化財の保護に関する通知）が発表され、その後、中国政府は第一次の文

化財の現状調査を徹底的に行った。 

1961 年には、中国政府は歴史的遺産の保護に関する初めての法案である「文物保護管理

暫行条例」（文化財の保護に関する管理条例）を発表した。この法案において、歴史的遺産

は国家級文化財、省級文化財および市級文化財という 3つのランクに分けられた。同時に、

中国政府は第 1次国家級文化財リスト（180箇所）を指定した。これらの最初に指定された

国家級文化財は「革命遺跡および革命記念建築物」、「石窟寺」、「古建築および歴史記念建

築物」、「記念碑とその他」、「旧石器遺跡」と「旧墓」などの項目が挙げられる5。2014年ま

でに 7回の指定が行われ、国家級文化財として指定された歴史的遺産は 4296箇所に上った。

こうして、中国政府は、歴史的遺産の保存には大いに力を注いでいると読み取れる。これ

に伴い、多くの地域は歴史的遺産をセールスポイントとして積極的に活用し、観光客を呼

びつけたのである。例えば、「北京と瀋陽の明・清王朝皇宮」の世界遺産の登録および対外

開放、西安の秦始皇帝陵および兵馬俑の世界遺産登録かつ対外開放などが典型的な例とし

て挙げられる。 

 

2.北京における現地調査の内容 

前述したように、中国は悠久の歴史を持つ国であり、数多くの歴史的遺産を有している。

中では、北京は 6 つの世界遺産を持っている。それは、故宮博物院、天壇、頤和園、万里

の長城、明の十三陵および周口店の北京原人遺跡である。これほど多くの世界遺産を持つ

都市は、世界においても少ないのである。さらに、北京は中国の首都であり、政治的およ

び中国の北部における経済的中心であり、世界の有数なメガポリスである。特に北京は 2008

年のオリンピックの開催地となり、世界においても知名度が高まっている。それに伴い、

国内外の観光客も一気に殺到しており、北京は中国における都市観光の競争力のトップに

なった。これは、北京市の都市イメージの確定、さらに都市ブランドの構築の成功には大

きく関わっていると考えられる。次は北京市の都市イメージの確定についてみていく。 

2011年に中国政府は、「国家第 12 次 5カ年計画」にて「文化強国」を目指すという方針

を打ち出した。この国家政策に合わせ、2011 年に北京市政府は「北京精神」を発表したの

                                                   
5中国国家文物局ホームページ、http://www.sach.gov.cn/、閲覧日：2016 年 6 月 27 日。 



である。この「北京精神」はまさに北京市の都市イメージである。その中身は「愛国

（PATRIOTISM）」「創新(INNOVATION)」「包容(INCLUSIVENESS)」「厚徳(VIRTUE)」である。北

京は近代において多くの歴史的出来事の場であり、首都であることから、「愛国」を主要な

イメージとして唱えられている。その他は、「文化や科学技術など幅広い領域に渡るイノベ

ーションの心『創新』、外来者や異文化も拒むことなく受け入れる包容力のある心『包容』、

儒教的精神に支えられた広く大きな徳の心『厚徳』」6である。そこで、本調査では北京の都

市イメージに合わせた歴史的遺産の観光活用について行った。 

まず、「愛国」の象徴である天安門広場についてみてみよう。天安門広場の広さは東西 500m、

南北 800mに及び、世界で一番広い広場である。天安門は世界遺産である故宮博物院の正門

である。1949 年に毛沢東は天安門で中国人民共和国の建国を宣言したことから、天安門は

北京の象徴だけでなく、中華人民共和国の歴史の始まりであり、中華人民共和国の象徴と

なったのある。1988 年から天安門は 1 つの観光資源として一般公開して以来、歴史的出来

事の場、愛国教育の場として、数多くの観光客が天安門を訪れている。 

 

天安門広場の平面図 

 出所：大畑裕嗣（1996）「天安門広場の空間政治学一観光を通じてみる中国のモダニティ」『社

会学部論叢』第 7巻第 1号ｐ10。 

 

                                                   
6自治体国際化協会 北京事務所（2013）「文化強国をめざす中国 現代中国における文化改革発展の流れと

文化政策の動向について」『Clair Report』 第 379 号 p85。 



ライトアップされた天安門城楼 

出所：2016年 9月 2日。筆者が撮影。 

夜の天安門広場 

出所：2016年 9月 2日。筆者が撮影。 

 

次に、世界遺産である故宮博物院である。故宮博物院は明・清両王朝の宮殿建築と宮廷

収蔵を基礎として設立した総合的な国立博物館である。北京市の中心に位置しており、前

方に天安門、後方に景山、東に王府井商店街、西には中南海という昔の皇室庭園がある。

同博物院は 1961年に中華人民共和国国務院によって指定された全国初の「重点文物保護単

位」の一つであり、1987 年にはユネスコ世界遺産に認定された施設でもある。紫禁城を最

初に建設したのは明の第三代目皇帝である。1644 年の李自成の乱により焼失されたが、清

朝により再建された。1908年 12月に、ラスストペラである溥儀は皇帝に即位させられ、そ

の後の辛亥革命がきっかけとなり、1912年 2月に退位した。1949年に、毛沢東は天安門で

中華人民共和国の建国を宣言した。1961年に中国国務院より国家重要文化財に、1987年に

ユネスコより世界遺産に認定された。現在は建物自体も明と清の歴史を伝える故宮博物院

の文物の一つとして一般開放されている。紫禁城の大きさは南北におよそ 1 キロ、東西に

約 760 メートルで、面積は 750 万平方キロである。この抗体な敷地に大小合わせて百以上

の建物が建てられており、部屋数を合計すると 9000室近くに及ぶ。現在は、すべての建物

が公開されているわけではない。城池区、前三殿区、文华殿区、养心殿区、奉先殿区、东

六宫区、西六宫区、御花园区、宁寿宫区などの宮殿が公開されている。 



故宮博物院の平面図 

出所：故宮博物院のホームページ http://www.dpm.org.cn/、閲覧日：2016年 9月 22日。 

注：この図において、色つきの部分は現在、公開されている場所である。 

  

故宮博物院の観光客 

        出所：2016年 9月 3日。筆者が撮影。 



次は、故宮の離宮である円明園についてみてみよう。円明園は中国の屈辱な 100 年歴史

の証しであり、現在中国の重要な愛国教育基地となっている。、1856年に勃発した第二次ア

ヘン戦争に際して、北京までフランス・イギリス連合軍が侵入、フランス軍が金目のもの

を全て略奪し、円明園を徹底的に破壊した。1984 年に遺跡公園建設が始まり、一部の地域

が修復、整備された。1988 年に国の重点保護文化財に指定され、観光資源として数多くの

観光客を集めている。現在でも中国国内において、円明園を復元すべきであるかどうかに

ついて議論されているが、「廃墟」のままに保存し、歴史の証しとして保存すべきである声

が高いである。このように、歴史的遺産をそのままに保存し、その価値を認めることによ

って、観光客の歴史的遺産に求める真実性を答えることもでき、正確な歴史を後世に伝え

ることもできると考えられる。この例からでは、歴史的遺産に正しい価値を認識し、さら

にその価値を周知に知らせるために、観光化する必要がある。 

 

円明園の平面図 

出所：円明園遺跡公園ホームページ、http://www.yuanmingyuanpark.cn/、閲覧日：2016年 9月 22日。 

 

円明園の西洋楼が焼失された廃墟の遺跡 

出所：2016年 9月 3日。筆者が撮影。   



愛国主義教育基地の看板と円明園焼失の看板 

出所：2016年 9月 3日。筆者が撮影。 

 

最後に 798芸術区についてみてみよう。798芸術区は現代美術を中心とした芸術区である。

1980 年代後半から 1990 年代半ばにかけて、フリー・アーティストたちは、798 工場跡地

をアトリエとして改造して利用した。 

798 工場は、1950 年代に旧東ドイツの全面的支援のもとで建設された軍需工場「北京華

北無線電連合器材工場」の一部を成す工場であった。これら工場は東ドイツの建築機構に

より設計建築されており、バウハウスの様式を色濃く残している。2000 年以降、大山子地

域の都市計画改造により、工場の移転が始まるが、芸術家たちが工場の一部を分割して借

りてアトリエにした。2002 年頃から、アトリエのほか、レストランやバーなども次々に開

店し、総建築面積 23万平方メートルの遊休中の工場建屋等は、改築されてギャラリー、芸

術センター、デザインオフィス、ファッションショップ等に衣替えし、芸術区が形づくら

れた。その後、国内・国外のアーティストが「798 芸術区」での活動は一番ピークとなっ

た。それ以来、「798 芸術区」への訪問や商業活動が急激に増加してきた。2004 年に、フ

ランス大統領の妻は北京の「798 芸術区」を訪問し、ここが中国芸術の新しい起点である

と述べたのである。2005 年に、「798 芸術区」は国から正式に「国家文化創意産業総合区」

と定められた。2008 年に、オリンピックが中国・北京で行い、国際オリンピック委員会会

長が北京へ視察した際にも、「798 芸術区」への訪問を指示した。近年、海外からの多くの

観光客が訪れ、旅行会社は楽しめる中国当代アートツアーを組み国内外の観光客を連れて

きた。 

798芸術区でも、工場の再開発により取り壊しの議論もあったが、積極的に芸術祭などの

イベントを開催し、外国の首相クラスの招待などのことで、国内外のマスメディアの関心

を集め、高い社会的評価を得たため、取り壊しが中止された。 



北京 798芸術区の創意広場    798芸術区の案内看板 

 

残されたままの工場の施設 

出所：2016年 9月 3日。筆者が撮影。 

 

こうした取組の結果、798芸術区は、中国最大にして最も国際的影響力のある芸術区とな

り、世界的に知られる文化産業拠点となった。開かれたコミュニティである 798 芸術区で

は、現在、アトリエ、画廊など 400 以上の各種文化企業や機構が入居し、毎年 2,000 以上

のイベントが行われ、年間 500 万人の観光客が訪れている。798 芸術区は、もともと芸術

家たちによって自発的に形成された芸術区であるが、国の文化産業政策や、北京市政府の

文化創意産業促進に向けての政策が打ち出されたことに伴い、文化産業振興拠点として、

地元政府が積極的に支援するに至っている。 

 

 

 

 

 



3.上海市における調査内容 

 上海は、北京と並ぶ中国の 2 大都市である。上海市における主要な観光資源は、西洋の

建築物と現代の建築物が対照的になっているバンドと中国の伝統的な建物が並んでいる豫

園である。世界で典型的な近代都市となった上海は、1990 年代から激しい開発と再開発ラ

ッシュでふたたび内外の注目を集めている。外灘は、上海の旧市街の北に位置する。はじ

めは英国租界であり、1854年に英国・米国の両租界が合同して共同租界となった。19世紀

末から 20世紀前半にかけて、東アジアにおける金融のハブとなった外灘には、建築ラッシ

ュが訪れた。これらの建物は、イギリス・フランス・アメリカ合衆国・ドイツ・日本・オ

ランダ・ベルギーといった各国の銀行や、イギリスやロシアの領事館、新聞社、上海クラ

ブやフリーメーソンのクラブなどとして使われた。租界時代の市政府もこの場所にあった。

これらの建築物は「万国建築博物館」と呼ばれている。上海市区には第 1 回目に指定され

た市レベルの文化財に相当する優秀近代建築が 55 棟あるが、その中の 14 棟が外灘地区に

分布し、約四分の一を占めている。第 2 回目に指定された 181 棟の市レベルの優秀近代建

築の中で、約 30棟もここに分布している。 

 

当時の外灘の様子             外灘に関する構想図 

出所：外灘歴史記念館で筆者が撮影。2016年 9月 5日。  

 

 



 伝統的な外灘の範囲は、南は延安路から北は呉淞江に架かる外白渡橋に至る一帯である。

外灘の中心は黄浦江沿岸の中山路沿いにある。中山路は上海市の外周を走る環状道路であ

り、その名は孫文に因んでいる。外灘の中心を走る中山路の西側には、外灘の景観を特徴

付ける 52棟の西洋建築が立ち並んでいる。また、中山路の東側はかつて公園用地（黄浦公

園）があった。公園用地は中山路の拡幅によってほとんどがなくなっている。そのさらに

東側は堤防である。1990年代に嵩上げされた堤防によって、外灘の景観は大きく変わった。

かつては多くの銅像が外灘に点在していたが、現在唯一見られる銅像は、南京路との交差

点にある陳毅のものである。外灘の北端に近い黄浦公園には、アヘン戦争以来、上海での

革命闘争で斃れた人々を記念する人民英雄記念碑が建っている。各種近代建築のみが建ち

並び、幅員 10〜15m の街路は、しばしば「東方のパリ」と言われ、異国情緒に溢れている。

碁盤の目状のような街路網、街並みの景観、建築様式などは、西洋植民者の統治、支配を

反映し、伝統的な中国都市とはるかに異なっている。外灘は、上海の中で最も特色を備え

ている地区あるいは都市のランドマークとしての文化を内包しており、それは、 「紫禁

城＝北京の心臓」と同様なものである。北京の中軸線は荘厳で、輝かしいが、外灘の輪郭

線は調和がとれていて典雅であり、両方においてそれらが各自の都市のアイデンティティ

ーを構成するキーポイントとなっている。 

 

外灘における近代建築物群の昼間と夜の顔 

 出所：2016年 9月 5日。筆者が撮影。 



4.結論 

 今回の調査を通じて、北京および上海における歴史的遺産の保存を明らかにした。北京

は中国の古都であり、数多くの伝統的な歴史的遺産を持っているとともに、建国の場とし

て政治的中心でもあるから、愛国教育のための歴史的遺産も多数を有している。無論、北

京を訪れる観光客は必ずしも歴史的遺産の見学を目的としていない。しかし、北京は特殊

な歴史と多数な歴史的遺産を有していることから、北京のイメージを固めることができ、

都市のブランド力も高まっていることは間違いない。つまり、これら世界遺産を含む歴史

的遺産の対外開放は多くの国内外の観光客を誘致できており、北京の都市観光の発展に大

きな役割を果たしている。 

 一方、上海は中国の金融中心であり、世界における有数なメガポリスであることから、

知名度が高まっているが、上海を訪れる観光客はほとんど外灘を観光に来るそうである。

外灘は、①近代歴史的建築物群②「東方のパリ」と言われる町並み③黄浦江という水環境

④黄浦公園と噴水やベンチなどの施設など、人工的資源や自然的資源が歴史的遺産との融

合で形成されている。このような多様な資源の合理的な融合が、歴史的遺産の観光活用の

あり方である。 

 以上のように、歴史的遺産は都市の歴史の証しであり、都市固有のイメージを決められ

る大切な要素である。歴史的遺産を観光活用することは、都市を国内外に宣伝することが

でき、都市ブランドの構築に大きな役割を果たす。さらに、たとえ中国における近代歴史

的遺産は、植民地遺産として見られ、「負の遺産」として見られているものの、その個々の

遺産の価値を見直し、さらに、他の資源と合理的に融合することによって、観光活用を行

うことが可能となる。 
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