
Table 1.Outline of a research (This is the original table by authors) 
調査方法 文献調査 ヒアリング調査(FAXによる回答) 

調査期間 2009年８月３日～９月30日 2009年９月14日～10月１日 

調査対象 各海中展望塔に関連する資料[５]～[７] ･各海中展望塔の事業者 

調査項目 
･各海中展望塔の海域に適用される法規   ･各海中展望塔建設時の留意点 
･現状の景観における問題点 
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Abstract : This purpose of this study is to lead the ideal way of the underwater observation tower design for sightseeing town. This 

paper clarified the influences that the law established on the sea gives the circumstance of the underwater observation tower. As a 

important thing, the coastal zone that established the natural park law is suitable for the position of the underwater observation tower. 

 

１．研究背景および目的 

わが国の地域振興を促す観光戦略において，地域の特色

を活かしたレクリエーションが注目されている[１] [２]．その

なかには，海水浴やプレジャーボートなど海洋空間を対象

としたものがみられるが，今後のその活動空間は，海上だ

けでなく非日常的な美しい景観が望める海中にまで広げる

べきと考える[３]． 

この美しい海中景観を誰もが容易に望むことのできる施

設として海中展望塔が挙げられる．これは水族館とは異な

り，自然のままの優れた海中景観を手軽に観賞できること

から，これからの観光まちづくりにおいて魅力的な要素に

なると考える[４]．このことは，わが国にこれまで設置され

た全８基の海中展望塔が現在に至るまですべて運営を継続

しており，なかには建設後およそ40年経過しているものが

あることからも理解されよう．  

そこで，本研究では観光に着目したまちづくりにおいて

海中展望塔※１の建設を促進させていくとの観点から，本稿

では海中展望塔の設置海域に着目し，当該海域に適用され

る法規制が及ぼす海中展望塔の｢建設における影響｣と｢立

地海域の現状評価｣について明らかにする． 

２．研究方法 

 本稿では、７基の海中展望塔を対象に(Figure１)、Table

１に示す文献調査[５]～[７]および各事業者に対してヒアリン

グ調査を実施する． 

３．結果および考察 

 Table２は海中展望塔の概要，海域に適用される法規およ

びヒアリング調査結果を示したものであり，以降ではTable

２をもとに考察を述べる． 

(１)海中展望塔の立地傾向 

 海中展望塔は，７基中６基が自然公園法に基づく自然公 

 

 

 

 

園※２に立地し，その６基中５基が｢海中公園｣に立地してい

る．これらの｢海中公園｣は，Figure２に示すように３種類

存在する自然公園の中でも｢国立公園｣と｢国定公園｣の２種

類のみで，海域と陸域にまたがって指定されており，その

海域には，豊富な海洋生物を有した海中景観の保護を目的

とした｢海中公園地区｣が定められている．また，｢海中公園

地区｣の外周には，自然公園法に基づく｢普通地域｣※３が設定

されている[４][５]．これより，海中展望塔が自然公園の中で

も特に｢海中公園｣に数多く立地しているのは，優れた海中

景観が担保されているためであることが理解できよう． 

 そこで，以降では，海中展望塔が自然公園に数多く立地

している点に着目し，海域に適用される法規のなかでも自

然公園法から受ける建設への影響について述べる． 

(２)建設における適用法規の影響  

 自然公園法により海域に指定される区域は，規制の厳し

い｢海中公園地区｣とそれに比べて緩やかな｢普通地域｣に分

類される．｢海中公園地区｣で建築物を建設する場合は，｢普

通地域｣と比べて多くの細かい規制があり，さらには環境大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Construction place in each underwater observation tower 
(This is the original figure by authors) 

④足摺海底館(高知県土佐清水市) 

 

③串本海中展望塔(和歌山県串本町) 

⑥勝浦海中展望塔(千葉県勝浦市) 

②部瀬名海中展望塔(沖縄県名護市) 

⑤波戸岬海中展望塔(佐賀県唐津市) 

⑦紋別氷海展望塔(北海道紋別市) 

①白浜海中展望塔(和歌山県白浜町) 

１：日大理工・学部・海建 ２：日大理工・教員・建築 ３：日大理工・教員・海建 ４：株式会社建設技術研究所 
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臣，都道府県知事の建設許可を必要とするが，｢普通地域｣

では届出を行うだけで建設が可能となる [５][６] (Figure２)． 

そこで，自然公園に立地している海中展望塔をみると６

基中５基が｢普通地域｣であり(Table２)，なかでも，｢⑤波

戸岬海中展望塔｣は計画段階において，海域の保護という点

から｢海中公園地区｣への建設は困難であると判断し，意図

的に良好な海中景観を有する｢海中公園地区｣に隣接する

｢普通地域｣を選定していた[７]．このほか，７基の海中展望

塔の中で唯一｢海中公園地区｣に立地している｢②部瀬名海

中展望塔｣においては，当該海域が｢海中公園地区｣に指定さ

れる前に建設されたため，厳しい規制を受けることなく，

届出のみで建設が可能であったと考えられる． 

これらのことから，海中展望塔の立地海域として｢普通地

域｣に半数以上もの立地がみられるのは，自然公園が良好な

海中景観を有することに加え，簡易な届出を行うだけで建

設できるからであろう．  

(３)立地海域の現状評価  

自然公園に立地している６基の海中展望塔のうち，｢④足

摺海底館｣を除いた５基の海中展望塔は，現状では海中景観

における問題は発生していないとのことであった．一方，

｢④足摺海底館｣では，海への土砂流入による海水汚濁やオ

ニヒトデの発生がサンゴに被害を与えるなどの海中景観に

かかる問題があった．しかしながら，｢④足摺海底館｣では

国立公園内にあることから，環境改善に関する補助金を国

から得られるため，その資金でオニヒトデの駆除やサンゴ

の移植を実施している．また，全７基の海中展望塔の中で

唯一自然公園外に立地している｢⑦紋別氷海展望塔｣では，

海面の流氷を展望することを目的に建設されたものの，河

口部に立地しているため，砂の巻き上がりが発生し，海中

の透明度が下がり海中景観が悪くなるという問題を捉えた． 

以上より，自然公園に立地している海中展望塔の多くは

今もなお良好な海中景観を保ち続けているが，自然公園外

では河口部という要因もあって海中の透明度が下がる問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が生じていた．さらに，海中景観に問題が生じている事例

では自然公園法(海中公園地区)の理念に基づく海中の環境

保護の観点から国の資金援助を受けて問題解決が実現して 

いるが，自然公園外ではそのような措置は見受けられない

ことが伺えた．これらを踏まえると，海中展望塔を自然公

園に建設することは妥当性が高いといえよう． 
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５．補注･参考文献 

名称 ①白浜海中展望塔 ②部瀬名海中展望塔 ③串本海中展望塔 ④足摺海底館 ⑤波戸岬海中展望塔 ⑥勝浦海中展望塔 ⑦紋別氷海展望塔 

合計 
外観        

竣工年 1969(昭和44)年 1970(昭和45)年 1971(昭和46)年 1971(昭和46) 年 1974(昭和49)年 1980(昭和55)年 1996(平成８)年 

事業者 株式会社 天山閣グループ  
財団法人沖縄観光 

コンベンションセンター 
株式会社 

串本海中公園センター 
株式会社 

高知県観光開発公社 
株式会社休暇村サービス 唐

津市国民宿舎波戸岬 
財団法人 

千葉県勝浦海中公園センター 
オホーツ･クガリンコタワー

株式会社 

海
域
に
適
用 

さ
れ
る
法
規 

自然公園法 

自然公園の立地区分 
[指定年] 

都道府県立自然公園 
[1954(昭和29)年] 

国定公園 
[1972(昭和47)年] 

国立公園 
[1936(昭和11)年] 

国立公園 
[1972(昭和47)年] 

国定公園 
[1956(昭和31)年] 

国定公園 
[1958(昭和33)年] 

― ６ 

海中公園名称 
[海中公園地区指定年] 

― 
ブセナ海中公園 
[1972(昭和47)年] 

串本海中公園 
[1970(昭和45)年] 

竜串海中公園 
[1970(昭和45)年] 

玄海海中公園 
[1970(昭和45)年] 

勝浦海中公園 
[1974(昭和49)年] 

― ５ 

普通地域 ●   ● ● ● ●  ５ 

海中公園地区  ●      １ 

その他       ● １ 

現
状
評
価 

海中景観の現状 ○ ○ ○ △ ○ ○ × 
○ 
(５) 
△ 
(１) 
× 
(１) 

問題点 ― ― ― 
･土砂による海水汚濁 
･オニヒトデの発生よるサ
ンゴへの被害 

― ― 
･河口部に立地しているた
め，砂の巻き上がりが発生
し，海中の透明度が低下 

問題点への措置 ― ― ― 
･国から補助金を受け，オニ
ヒトデの駆除およびサン
ゴの移植を実施 

― ― 
･措置を講じず 

凡例: ―:該当なし ●:海中展望塔が立地している場所  ○:良好な海中景観 △:問題が生じているが，解決に向けて努力している ×:海中景観における問題の発生  

 

Table 2. The outline of applied regulations to sea, and the interview survey results in underwater observation towers (This is the original table by authors) 

     

※１本研究で対象とする海中展望塔は，固定式を指す． 

※２｢国立公園｣｢国定公園｣｢都道府県立公園｣の総称． 

※３国立公園または国定公園の区域のうち特別地域及び海中公園地区に

含まれない区域 

[１]観光庁:｢観光白書｣,2009.07.10 

[２]畔柳昭雄:｢海洋性レクリエーション施設｣,技報堂出版,p.８,1997.

５.30 

[３]日本建築学会:｢海洋建築用語辞典｣, 彰国社,pp.43～44,1998.12.10 

[４]佐久田昌昭:｢海洋建築入門｣,講談社,p.46,1983.9.20 

[５]自然公園法第24条第１項 

[６]自然公園法第26条第１項 

[７]財団法人玄海海中公園公社:｢玄海海中公園公社事業基本計画調査報

告｣,pp.11～13,1972.12 

 

  

自然公園の種類 指定できる地区  

  

凡例:    :普通地域     :海中公園地区        

 

 

 

Figure 2. Conceptual diagram of Marine park 
(This is the original figure by authors) 

  

 

自然公園の概要

う 

❶国立公園 
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❸都道府県立 
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集団施設地区 

普通地域 

海中公園地区 
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集団施設地区 

普通地域 

  

 

海中公園の概念図 

Land 

Sea 

(特別地域，集団施設地区，普通地域) 
海中展望塔 

 
建築物の新築･改築･増築 
 ⇒許可制 
(環境大臣または都道府県知事) 

  

 

海中公園地区 

 
建築物の新築･改築･増築 
 ⇒届け出のみ 

  

 

普通地域 
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