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『境界をたどる旅』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

境界をたどる旅 

小林 政能 
日本地図センター「地図中心」編集長／「境界協会」主宰 

 
 
みなさんこんにちは。境界協会の小林です。今日、貴重な機会をいただき感謝いたします。 
世の中には境界線というのがあります。みなさんどこかの自治体にお住まいだと思いま

すけれども、そこには境界線というのがついて回っています。それを見て歩くと面白いので
はないかという企画が境界協会のきっかけです。 
境界線について、あまりみなさんじっくりと考えたことがないかもしれません。自分の仕
事は地図雑誌の編集。地図は、基本的に現実を小さく紙などに納めた物。ただし、境界線は
地図上には引いてあるけど、現実の道路の真ん中に境界線が引いてあったりはしないので、
見えない。歩いていても車を運転していても。現実には無く、地図にだけあるというのが面
白いのではないかと思ってやっています。Facebook ページがあるのでよければ見てくださ
い。 
境界の御守りというのがあります。軽井沢側限定と書いてありますが、長野と群馬県の県
境にちょうど県境をまたがるように 2 つの神社が並んでいるんですが、これが全然別の神
社。その長野県側の神社が、熊野皇大神社です。そこでいただけるのが、境界お守り。真ん
中に、県境の地図記号の線が入っています。この御守りには、ありがたいことに「境界協会
公認」と入れていただきました。この御利益は自分の限界を乗り越えること。何か行き詰ま
っている方はぜひ。これは軽井沢の旧碓氷峠に行くと手に入ります。 
世の中に雑誌はいっぱいありますが、自分の本業は、日本唯一の地図を取り上げ続けてい
る専門誌、月間「地図中心」です。2冊ご紹介させていただきます。1冊目は、今年が明治
150 周年ということで明治時代の地図の特集、2冊めは北海道の松浦武四郎の特集です。良
ければじっくり読んでみてください。 
境界線の話に戻ります。なんとなくみなさんの頭の中で、境界線というと山の高いところ
だとか、尾根のところとか、川の真ん中という印象が強いのではないかと思います。ただ、
ほかにもいろんなところにいろんな理由で境界線は引かれています。境界線を特筆するよ
うになった事の起こりは、月刊誌の特集を組むなかで、東京都葛飾区の境界線を見て歩くと
いう企画をやりました。モンチッチくんが東京都の葛飾区観光協会広報課長をやっていま
して、彼と一緒に葛飾区の境界線を巡るロケをしました。これが非常に面白かった。 
駐輪場の出入り口にある橋の親柱が、もともとはここに川があったことを語り、その川跡
が境界線。その川跡にはなかなか真人間が超えてはいけない境界線もあって、越えるとあち
らは小菅の東京拘置所の中というところもあります。見た目は全く一緒の 2 つのマンショ
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ンが並んでいますが、その間で区が違う。そうすると何が起こるかというと、ゴミの収集日、
分別も変わって来ます。学区も違うので、この敷地内で一緒に遊んでいた子が、小学校に上
がると学校が別れてしまい、友情にもひびを入れてしまう可能性があります。郵便も宅配も
境界線で集配のルートが変わります。同じ敷地なんだから 1 台で済ませればいいのに、わ
ざわざ別の配送車が来ます。完全に個人の家の塀で区が違うところもあります。境界をたど
るのに、猫になって歩きたいくらいです。想像しているのと違うところに境界線があって、
これを見て歩くと面白いんじゃないかと思って活動し始めたのが、境界協会です。 
境界にはいろいろなものがあります。道路の場合、管理がどこまでかを示すプレートがあ
ります。境界プレートとか、境界標とか呼んでいます。境界協会では、境界標の矢印の先っ
ちょがくっついているのが、軽くキスしているみたいに見えるので「境界キスマーク」と呼
んでいます。また、「ここは文京区です。台東区の方はゴミ出しをご遠慮ください。」の張り
紙、これは軽く境界紛争ですね。この区境は両手を広げるといっぱいくらいの細い道です。
なのに向かい側の人がここにゴミを出すと怒る…なかなか人間くさいのが境界です。飯田
橋の駅のすぐ横の建物のエントランスホールが「区境ホール」というのがあります。中央に
階段があり、床にはプレートがあります。プレートには、「SHNJYUKU｜CHIYODA」と書
いてあります。階段の真ん中が新宿区と千代田区の境目なので、みんなで行くと「新宿区側
がいい」「千代田区側がいい」と言ったりして集合写真を撮ります。 
落合南長崎駅近くに、わざわざ区境ラインを壁に書いてあるスーパーがありまして、そう
するとみんなが写真を撮ります。マンホールもポイントです。東京都町田市と神奈川県横浜
市のマンホールが並んでいるところがあります。マンホールの間で都と県が違う。マンホー
ルを含む下水というのは結構生々しくて、受益者負担の原則というのがあるために、どんな
に近くても中はまったく別。地下で下水管がつながっていることはまずありません。 
文京区にある八百屋さんの隣にある境界標識地。よく見ると文京区側はドアになってい

て、八百屋さん開店しているいるときだけドアが開いて標識地になります。閉店すると閉ま
るので文京区側は見えなくなって、北区側しか見えなくなります。八百屋の開店時間限定で
見える標識地です。 
境界では、自治体が変わると舗装が変わることもあります。よく見るとガードレールも変
わってきます。明日のエクスカーションで、ちょっとこれに近いものが見られるかもしれま
せん。 
群馬、栃木、埼玉という県境トリプルジャンクションの近くの堤防に、群馬県と埼玉県の

県境が明記されています。こおいうところへ行くとこんな感じで嬉しくなっちゃう。 
2014 年くらいから歩き出しまして、だんだん人が増えてきまして、わいわいとなってい

ます。境界協会は、舗装の違いなどを丁寧に見て歩くので、歩くスピードは非常に遅いです。
時速 2kmは無理ですね。1.5kmくらい。境界線は歩いて見るには適しています。境界線は
どこにでもあるので、今は北海道にいますが、来週は群馬県と埼玉県の境界の旅に行こうか
と思っています。 
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いろんなところで境界の話をするのですが、自分の場合、日本全国で、東京の話ばっかり
するわけにはいきません。やはり北海道では、北海道の話をしないといけないと思うのです。
北海道の市町村境界はこんな感じです。実はこの中に面白いところが何カ所かあります。釧
路市なんですが間に白糠町が入っていたり、日高町の間に平取町が入っていたり、伊達市の
間に壮瞥町が入っていたりします。理由は、みなさんもご存じの平成の大合併。なんだかむ
しろ不便になっているんじゃないかと思います。なんのために大合併したのか不思議にす
ら思うのですが、こんなことが起きています。 
ほかにも同じようなところがあります。鹿児島県奄美大島では、龍郷町が奄美市の間に入
っています。こういうのを見ていると、ここはきっと合併しようとしたけどうまくいかなか
ったんだろうなと思い、そこが面白くなってきます。各地の合併協議会もさぞや大変だった
ろうなと思うのです。 
境界線は水の上に引かれる場合があり、湖の上に引かれることもあります。境界線の定義
では、陸水の上には引けます。海上には引けませんが、川の上や湖の上には引きます。洞爺
湖を地図上で見るときれいに分けられています。ほかもサロマ湖、濤沸湖、網走湖などにも
境界線があります。逆に決まってないところも何カ所かあります。風蓮湖は、海との境界か
ら境界線も引けるのですが未だ決まっていません。然別湖もそうです。境界を決めると何が
どうなるのか。湖の面積が自治体の面積になります。自治体の面積が増えます。増えるとい
いことがあります。地方交付税交付金、国からのお金が増えるので一生懸命協議をして湖に
線を引きます。その結果、どうなるかというと、琵琶湖は不思議な幾何学模様に分けられて
います。「ひこにゃん」で有名な彦根市は、よく見ると市の面積の半分が琵琶湖です。湖上
の機械的な直線境界には意味があります。湖岸線の距離に比例して面積を分割するという
ルールに従って決められています。ここに意志が加わると必ずけんかになってしまうので、
機械的にやる方が丸く収まるのです。 
北海道の境界には特徴があります。羊蹄山がその一例です。羊蹄山は日本一、境界線が集

まっています。山頂に行くと 5つの町が、一歩で踏みしめられます。ほかにも山の境界には
いろんな話があります。福島県が山形県と新潟県の間にず～っと伸びています。ここは標高
が 1,600ｍくらいの山の稜線です。鳥海山にも境界があります。普通だったら山の頂上を通
ると思いますが、実際には山頂を避けるように山腹にあります。これは江戸時代に幕府の裁
定によって決められたという逸話がちゃんとあります。細かい話は長くなるので割愛しま
すが、こういういろんな由来があるというのも調べるとわかって興味深いです。 
札幌市は海に接していません。現在、政令指定都市の中で海に接していないのは全 20都

市の中で、札幌市とさいたま市と相模原市の 3 市だけです。札幌市は、海まであと 200ｍ
くらいで、その海側 200ｍは小樽市です。実は小樽市的には、ここは絶対に譲れない場所で
す。なぜかというと、1970（昭和 45）年の地図を見ると、この箇所に「小樽内」という集
落があります。この「小樽内」が「小樽」の地名の発祥の地なんです。ここ砂丘の陸側に川
があり、この川が「砂浜の中の川」という意味のアイヌ語「オタ・オル・ナイ」 「小樽内」
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「小樽」になったのです。なので、200mとは言え、小樽市としては出身地ですから、札
幌市には譲れない土地です。 
境界線とは、という話をしてみたいと思います。先ほど言いました、現実になくて地図に

のみある。この現実にはなくて、地図などの仮想上にあると考えるとある意味、地図はバー
チャルリアルなんですね。アナログなバーチャルリアリティ。現実に無く、地図のみにある
線＝境界線を歩いて追いかける行為は、逆に言うとリアルにバーチャルを追いかけるとい
うことです。実際にない線なんだけど、そこにあると思って見て歩くということですから。
これはバーチャルリアリティの逆で、リアルバーチャリティと言ってもいいと自分は思っ
ています。 
いろいろ観光の旅のパターンはあると思います。見物型の旅、それからだんだん体験型の
旅の流れになってきています。境界を巡る旅は、発見だとか空想だとか、もっとぶっちゃけ
て言えば妄想をたどるような旅。無いものを見ていくみたいな、それを創造していくという
ような旅も、ありなのではないかと思っています。 
先ほどの下休場先生のお話に、ガイドの話が出てきました。自分は街歩きのガイドもやっ
ています。「ブラ○○○」とあったら、「○○○」に何を入れますか？多くのみなさんは「ブ
ラタモリ」ですよね。「〇〇○」に入るのはゲストの名前なんですよね。「ブラ●●●」と言
って、ガイドの名前を付けている人がいるのですが、あれはブラタモリの面白さのコンセプ
トに反していると思います。「ブラ○○○」というのは、ゲストが主役ということです。だ
から、あの番組はほかの旅番組とは違うおもしろさがあると感じます。ありがちな旅番組で
は、地元に詳しい人が出て来て一生懸命説明をしがちです。それに対して、ブラタモリがユ
ニークなところは、ゲストの方の気づき・発見を楽しむという構造だと自分は思っています。
ただ、タモリさんの場合はプロの観客ではあるのですが。このことからガイドとは、主役で
はなくて、あくまでもホスト側と自分はとらえています。ガイドの仕事は、知識と説明を語
ることなのか、それとも発見と感動へリードすることなのか。ゲストの方にとっては、やは
り「発見と感動」のほうが印象深いのではないでしょうか。 
一例として、松尾芭蕉の『おくの細道』で、最初の句・矢立初めがなぜ千住かという話を

します。矢立初めの句は、「行く春や、鳥啼き魚の目は泪なんとか」と詠んでいます。松尾
芭蕉は、採荼庵から旅立ちました。採荼庵から千住まではだいたい 7kmくらい。なぜ最初
の句となる矢立初めは千住なのでしょう。説明は「松尾芭蕉は採荼庵から旅立ちました」と
ありますが、なぜ旅立ったところで、矢立初めじゃないんでだろう、と考えてみると面白い
のではないでしょうか？なんでこうなったのか。今、思いつく方、いらっしゃいますか？ 
 
学生 
最初の宿場町。 
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小林政能 
確かに千住は、奥州街道の最初の宿場町です。最初の宿場町に、芭蕉さんはどうやって行

ったのでしょうか。 
 
学生 
歩きではない。 
 
小林政能 
すばらしいですね。歩きではないんです。先ほどの芭蕉さんが旅立った採荼庵は、川の横

です。そこから船に乗って千住へ行くわけです。松尾芭蕉さんはスポンサー・谷町がいっぱ
いいます。採荼庵も、この谷町・杉山杉風の別荘です。谷町の手配の舟で隅田川を上って、
千住で上がってお別れの宴をしてから、翌日の朝、旅立つわけですね。そして、矢立初めを
詠むわけです。なので、旅立った地と、矢立初めの地が違うことになります。 
自分のガイドの特徴は、今日の話でもそうなのですが、みなさんに対して質問をずっとし
続けます。その問いの中で、気づき・発見に至ればうれしい。ガイドというのは知識を与え
るのではなく、気づきを与えるのが仕事だと思っています。 
次に、自分は地図を仕事にしておりますので、地図の話をしていきたいと思います。千葉

県香取市佐原の観光地図についてです。佐原出身の超有名人はご存じですか？精密な日本
地図で知られる伊能忠敬です。その地図の偉人を輩出した佐原の観光の地図がヤバイので
す。利根川が直線という時点ですでに嘘くさいんです。また、地図のどこにも縮尺が入って
いなくて、ものすごくものすごくデフォルメされています。この地図を見て駅から忠敬橋ま
で何分かかるとか、ぜんぜん分からないんです。地図上でブロック数や距離感も正しくない
のです。これを観光客の方に渡して、これで歩かせるつもりか！と憤りを覚えるくらい。し
かも、これ、安価ですが有償で売っているものでもあります。縮尺はすごく大事。どれだけ
歩いたら、どのくらい地図上で進むかを実感しないと地図の意味がない。もう一例、鹿児島
県種子島というと歴史で必ず出て来ますね。実は種子島が大変なのは、種子島全体のガイド
マップというと 1種類くらいしかない。なぜそうなったのでしょうか？ 
 
学生 
町がいくつかある。 
 
小林政能 
その通りですね。この種子島、3つの市と町、西之表市と中種子町、南種子町に分かれて

います。そうすると、それぞれの自治体に観光協会があるわけです。しかし、旅行者からい
うと、種子島に行ったのであって、西之表市・中種子町・南種子町を目指したわけではあり
ません。ゲスト側には境界線は関係ありません。北海道で売っているかどうか分かりません
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が、最近流行っているサツマイモの名前、種子島の中の地名が付いているのを知っています
か？ ねとぉっとした安納芋です。安納というのは種子島空港の辺りの地名(字名)です。こ
の芋のネーミングも、種子島芋などにしたほうがよっぽど種子島の知名度アップになると
思います。見方によっては、種子島ってサツマイモの形に似ているじゃないですか。絶対そ
の方がウケると思うのです。もうちょっと工夫の余地がいろいろあるような気がします。 
あと、自分が嫌いなのは旅先でタクシーに乗ったとき、みなさんよく言うんですよ。「こ

こは何もないところだよ」って。わざわざ旅行に行っている人に対してですよ。これ言われ
るとどうですか？旅行者側としてはすごくモチベーション下がりませんか？ 「オレ、何も
ないところに来たんだ！？」と腹立ちませんか？ これを言われたのは、岩手県遠野です。
日本で唯一、河童がいるところに来て何もないと言われたら、どうしたらいいか分からない
ですよね。なので、こおいうタイミングでは、ぜひ地元の誇りやアピールをしてほしい。タ
クシーの運転手の方には、タクシーのドアは、旅の入口だという意識を持っていただきたい
です。 
境界にふれるといろんと面白いことがあります。境界は、旅先で行くのも面白いですが、
自分の家の周りにもあるのです。こう話すと、明日から自分たちが住んでいる市区町村の境
界がどこだろうとか気になる方が多いです。自分は、すべての境界線に詳しくなってもらい
たいとは思っていなくて、みなさんの日常の中で境界線を意識すると楽しくなるよという
ことを言いたいです。 
とは言え、最初は境界の何を見たらいいのか分からないと思いますが、意識していると

徐々に見えるようになります。是非、自分の家の周りを歩いて、住んでいるところを見てい
ただきたい。そうすると、なぜここにこの境界線があるんだろう？と考えるようになります。
川なんかだとわかりやすいですが、川じゃないところ、山でもないところにもあります。そ
こで、なぜだろう？と考えます。そうすると今度はいろいろ調べたりするわけです。そうす
ると住んでいるところ、土地についてのいろいろな情報により詳しくなります。そして、も
っともっとその土地について好きになって、愛着が湧きます。つい他の人に、うんちくをし
ゃべりたくなることもあるでしょう。それが、いろんな人にだんだん伝わっていくというこ
とで、多くの人が地元をもっと好きになって、「ここは何もないところだよ」なんて言わな
くなると思います。 
結局、境界線とは何か、というと自分は人が大地に描いた切り取り線だと思います。そこ

には人間と自然の綿々たるコラボレーションがある。そんな境界をぜひ愛でていただきた
いと思っています。 
明日は、みなさんに地形の凸凹がわかる地図をお渡しします。中標津町の境界線を見てい
ただくと、直線のところがあります。北海道では、羊蹄山もそうですが、けっこう直線の境
界線が多いんです。しかし、北海道以外の陸上では、ほとんど直線の境界線はあり得ません
から、非常にユニークです。直線だと、どことどこを繋いでいるんだろうというのが気にな
ります。しかも、中標津町の直線境界の一端は、目立つ武佐岳じゃないんです。手前のちょ
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っとしたピークから始まっています。なんで、このピークからの直線にしたか、反対の端点
に行ってみたら分かるかなと思ったけれど、分かりませんでした。 
明日、歩くあたりの話です。まず、「町界」というバス停があるのです。そして、ここか

らほぼ 3kmの直線の境界線。これはすごいことです。舗装の違い、川の地形、そして時間
的な経緯など、ルート上に面白いところがたくさんあります。また、測量で使う三角点（基
準点）というのがあります。その中の国が設置した四等三角点がコース中にあります。三角
点には、点の記というのがあって、1個 1個名前が付いています。中標津町と標津町の境界
付近に「町界」という三角点があります。 
開陽台は行かれました？ 実はあそこにも、基準点があります。開陽台にあるんですが、
基準点の名前は違うんです。この基準点の名前は「武佐台」とつけられています。また、裏
摩周展望台の近くは、3つの振興局の接点があるんですね。3つの境界の接点を我々境界協
会ではトリプルジャンクションと言っているんですが、根室振興局とオホーツク振興局と
釧路振興局が 1 点で接しているトリプルジャンクションがあります。こういう接している
ところは、管理が意外と難しいのですが、そういうのを気にかけるとまた一段と街が面白く
なってきます。それを探しに行くのは、発見の旅になるのではないかという話でございまし
た。どうもありがとうございます。 
 
＜＜質疑応答＞＞ 

木村宏 
小林さん、どうもありがとうございました。まだまだ引き出しは 3 つか 4 つしか開いて

いない雰囲気がございまして、これからいろんな引き出しが出てくるんじゃないかなとい
うのと、深い引き出しもありそうだな、と。そんな予感を残して 20分ほど、ここからは今
の発表に呼応して質問や議論をしていただきたいのですが、いかがですか、と言ってもなか
なか出てこないのが、今日の一番最初の議論。ここは今日北大生がいますのでこのあたりか
ら少し、質問なり問題提起をしていただきたい。今日、来ている北大生の中で地図や地理に
興味を持っている人と、歩くことに対する研究をしている人がいますね。標茶で研究をして
いる人もいますね。この辺りの人から意見を言ってもらおうかなと。 
 
片平春樹 
北海道大学文学部の片平と申します。すごく楽しいお話ありがとうございました。観光マ
ップの四方の山は確かに地図をやっている身ですと、縮尺とか境界、方位が違うのは気にな
ってしまうところではあるのですが、開陽台で、中標津町の観光マップをご覧になられてど
ういったご意見があるか気になりまして。 
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小林政能 
それをいじっていいのかどうか、迷ったところです。 

 
木村宏 
今日は観光協会や事務局など作った方、役場の方なども来られていますので忌憚のない

ご意見を。 
 
小林政能 
これは自分も見ました。地図の場合、地図の基本として方角と方位というのが必要になり
ます。方角と方位については、北が上というのがデフォルトで、記載がない場合は北が上。
これはつい最近、明治 10年代くらいから広まってきたことで、江戸時代はあまり北が上と
は決まっていませんでした。札幌の地図でも、古いものは西が上とか多いと思います。あれ
は 2つの理由があると思っています。一つは、京都コンプレックスで、一つは、高い方を上
にしたほうが収まりがいいという感覚。札幌の場合は西側に山があるので西を上にする。東
京も西が上のものも多い。東京の場合は西側に富士山があります。必ずしも北が上というこ
とはない。実際に今でも富士吉田市の観光マップでは、富士山を上にしているので、南が上
になっています。紙の上は、場合によりけりで、山が上でも、北が上でも、わかりやすけれ
ばどっちでもいい。その分、方位をちゃんと書けばいい。この中標津のガイドマップは方位
がちゃんと入っているので素晴らしいと思います。 
地図にはスケールが必要です。スケールを載せるというのは、それだけで道とかが正しく
書いてあるよということでもあります。地図の周辺部と中央部でスケールが違う場合など、
デフォルメしているとスケールは書けないということになります。そういう中でいうと、こ
の地図は市街のほうはだいぶデフォルメ感がありますね。スケールを書きづらい。そうする
と歩いてどのくらいかかるか分かりづらいというのがさっきお話ししたとおりになります。 
地図屋と意外に中が悪いのがデザイナーさんでして、デザイナーさんは、すぐに見栄えを
良くすることを優先します。そうすると自分の方としては、ちゃんとそれで縮尺あってる
の？とバトルが起こることがよくあります。 
あとは紙ですね。ガイドマップは耐久性が必要。地図を持って歩くと劣化がしやすく折れ
目で切れやすい。歩くと雨が降る場合もあるので耐水性とかも、できれば考えていただくと
素晴らしいかなと。 
 
木村宏 
今のご意見に対して、中標津の方で何かございませんか。はい、どうぞ。 

 
廣木智 
副会長をやっています、廣木といいます。今の件はそれだけではないのでほかにもいっぱ
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いあります。この地図は役場で無料で配布しているものです。ほかにもいっぱいあるので、
ご理解いただきたい。9月に胆振で地震があり、その後本州に行くと、みんなに大変でした
ねと言われた。正直、中標津はほとんど揺れなかった。停電にはなったけど。でもそれを伝
えるのに「全然揺れてないよ」と言っても信用してくれない。なぜかと言ったら、距離感や
スケール感が自分たちが住んでいるところと比較ができないからです。 
地図は北海道に例えば名古屋を重ねるとか、よくあるのは四国の地図を北海道に重ねて

何倍ですよ、と。でもほかのはなかなかない。そういう距離感、スケール感が分かりやすい
のがあるといいのではないかと思ったりしました。 
 
小林政能 
例えば札幌と旭川でどのくらい距離が離れているかと。それが、東京に落としたらどのく
らいになるのかとか、そういう表現にしないとなかなか共感されないです。学校で地図帳っ
てありますよね。あれ、北海道だけスケールが違うんですよ。ページに収めるために北海道
を小さくしています。ほかの都府県と同じにすると収まりきらない。だから小さい頃からの
刷り込みもあります。自分はこの状態は良くないと思っています。例えば、札幌から富良野
まで日帰り旅行に行ってこいとか、平気で本州の人は言います。北海道の人だったら日帰り
なんて、観光の時間がないじゃないと感じるでしょう。北海道の距離感や移動時間を共有し
ないと、北海道の大きさが北海道以外の人に伝わらない。北海道の大きさの伝え方、シンプ
ルだけど、非常に難しいことだと思います。 
 
廣木智 
右と左じゃなくて、上にレイヤーで重ねていって比較できるようになればわかりやすい。

旅行のときにグーグルマップとか開いても距離感がわからない。自分で判断できるような
ものを重ねてくれると、移動手段は分からなくても、せめて距離感くらいは分かるような地
図構成ができたらいいのかなと思いました。 
 
小林政能 
そう思う人がもっと増えるとより共感できると思います。すばらしいご意見だと思いま

す。ありがとうございます。 
 
木村宏 
訪日外国人が多くなっていく中で北海道のスケール感がまったくないというのは観光案

内所の方に聞いても分かる。これから稚内に行って、明日函館に行きたいのだけどどうした
らいいか、とか。そういうのは日常茶飯事で会話されてる。地図の中でそういう見方が何か
提案できれば面白いと思います。どなたかほかに。 
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高野剛 
観光創造 1年生の高野です。合わせて北大の職員、通訳ガイドをやっています。質問は地

図の未来について。今日のテーマは歩くと言うことなので最近、スマホをかざしてそこに地
図があって山の名前が出てくるようになった。それから旅育というテーマがあって、地図と
教育、これから生まれてくる子どもたちは 22世紀の初期を見る子どもたちなので、未来の
地図の役割、教育における地図の役割、地図と急速に進む技術の関わり、拡張現実と地図と
いうこれから驚くような、今まで存在していなかったものを提供してくれるんじゃないか、
地図の未来について歩くことと教育、拡張現実について教えていただきたいと思います。 
 
小林政能 
素晴らしいご質問です。先ほどおっしゃっていた拡張現実、VRなり、最近、メガネにカ

メラとかモニターを付けて、それにすでに地図が映っているところまでは来ています。だん
だん現実と地図の境目がなくなってくる可能性はあるかなという気がしています。 
日本の人ってむちゃくちゃ地図に詳しいですよね。アメリカの人は道路の番号だけ覚え

ている方が多い気がします。次に何番を右に行ってとか。空間的に把握しようとはしない。
その中で日本の人は空間的な把握ができています。アップダウンが多かったり自然災害が
多かったりするからでしょうか。みなさんも、テレビを見ていると 1 日 1 回は地図を見て
いるはずだと思います。天気予報では必ず見ていますよね。天気予報のときは、地名がばー
っと並んで天気が並んでいるときは瞬時にどこを見ればいいのか分からないことがありま
す。地図上にされると一瞬でわかります。 
地図は空間的認識をする人にとってはすごく助かるツール。それをできれば子どもの頃

から教育の上で早くやっておきたいです。地理教育は、失われた約 30 年の中にあります。
高校生がほとんど地理を取らない時代になってしまいました。国として世界史が必修にな
ったり、東京都では日本史を必修にしたりして、どんどん地理が選択されなくなりました。
今、中高の地歴科の先生は、歴史だけを教えている先生も多いです。地理を履修していない
先生もいます。もうすぐ、高校で地理基礎が必修になってきます。今まで歴史だけ教えてい
た先生が地理を教えないといけなくなってきています。学校の先生たちも対応に追われて
いて、夏休みの間に一生懸命地理の研修を受けています。 
歩く場合ということで、地図の見せ方にもいろいろな工夫があります。地形を重ねた地図
もあります。先ほどのように歩く方には、アップダウンが非常に気になるところでしょう。
トレイルランをやっている人にとってはアップダウンが非常にうれしい。かといって平ら
なところがいいという人もいるわけで、そういう意味でどういう地形になっているか分か
るような地図が求められています。今は立体の表現もいろいろあります。ブラタモリでよく
使われているのは、赤色立体といいまして、胃カメラで胃の内側を写したみたいな表現で、
感覚的に非常に良く分かります。グラデーションで、凸凹が分かるようになっています。こ
の情報と、地図の等高線だけの情報だとかなり違ってきますので、こういう風にいろんな表
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現が地図に入ってくると思います。これがどういう用途によって使い分けるか。 
この中で道に迷いやすい方いますか？道に迷いやすい方に、教える側の技術も必要で、道
に迷う人に迷わないように教えるのはすごく難しいんですよ。なぜかというと、迷う人が空
間的な認識が得意な人か、文字的な認識が得意な人か、っていうのが結構ありまして、なん
とかが見えたら右だよといったほうがいい人と、三つ目を右に行ってねって言った方がい
い人がいます。なので、その辺りで人に合ったカタチで情報提供ができるようになってくる
とより多くの方が便利に使えるようになるでしょう。地図は最終的にはツールですから、多
くの方がより便利に使えるようになるのが理想かなと思います。 
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