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序文 
 

西山 徳明 
北海道大学観光学高等研究センター センター長／教授 

 
 
 本書は，2018 年 3 月 17,18 日に札幌市において開催された第 6 回 CATS 観光創造研究
会「歩く滞在交流型観光の新展開」、および同年 10 月 13,14 日に中標津町において開催さ
れた第 26回 CATS コロキアム「歩く滞在交流型観光と“旅育”に関する研究」の成果をまと
めたものです。 
この観光創造研究会とコロキアムの歴史を少し述べます。1998 年より国立民族学博物館

（大阪）で石森秀三先生が日本の観光研究を幅広く展開するため、専門家のみならず行政、
活動家、民間事業者など、日本あるいは世界をフィールドとして観光を研究、実践するあら
ゆる分野の人々を集め観光を理論、実践の両面から議論するという壮大なスケールの共同
研究会が行われていました。2007 年までの 3 期約 10 年間に 30 回もの研究会を重ね、そ
の後、石森先生は北大に移りCATS＝観光学高等研究センターを立ち上げました。私は、国
立民族学博物館での客員教員として共同研究会の後半 2 期を担当した後 2010 年に北大に
赴任、2013 年度からセンター長を引き継いだ経緯があります。その際に、素晴らしかった
国立民族学博物館の共同研究会をもう一度再開したいと考え、北海道の地に於いて新たに
始めたのが観光創造研究会です。また、CATS コロキアムとは、CATS の創設当時より、日々
の研究発表の場として、成果や結果を必ずしも求めずに、皆が気軽に議論し合う場として用
意された仕組みで、これまで毎年数回ずつ、基本的には北大内で開催されてきました。 
本書にまとめた二つの研究会は、3月の観光創造研究会では収まりきれなかった議論を延

長戦として場所を移し中標津町で実施したもので、白熱した議論が収められています。 
 まず、第１部「歩く滞在交流型観光の新展開」では、本来は移動や目的地にたどり着く
ための手段であったはずの「あるく」という行為が、今日、目的そのものとなって新たな
観光形態をツーリズムの中において売り出しているという想定に基づき、ロングトレイル、
オルレ、フットパス、聖地巡礼という 4つの切り口から国内外の先進事例を検証し合い、そ
れぞれの取組みの到達段階や課題、可能性について議論しました。 
つづく第２部「歩く滞在交流型観光と“旅育”に関する研究」では、「旅育」を新たなキー

ワードに加え、人は歩く観光から何かを学ぶことができ、どのように成長するかについて
考察を深めました。特に、コロキアムの開催地、中標津町における歩く観光の先進的な取
り組みである「北根室ランチウェイ」を巡る現状と課題について、現地でのエクスカーシ
ョンを含めた議論と考察を通じて、多くの学びを得ることができました。 
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今回の CATS 観光創造研究会と CATS コロキアムにおける議論をきっかけとして、今
後、歩く旅に関する研究がより体系化され深まっていくとともに、研究の成果を生かした
歩く滞在交流型観光の地域での実践が試みられていくことを期待しています。 
最後に、この 2回の研究会を主宰し、多くの議論を導き出して頂いた下休場先生、木村

先生のご尽力と、協力頂いた発表者の方々や場を設定頂いた中標津町の西村穣町長を始め
とする関係者の方々への感謝をここに記し、みなさまと歩く旅の世界に旅立ちたいと思い
ます。 
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『趣旨説明と問題提起』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

趣旨説明と問題提起 

下休場 千秋 
北海道大学観光学高等研究センター教授 

1．開催趣旨 
下休場です。よろしくお願いします。趣旨説明と問題提起ということで、お手もとの配
布資料に基づいてお話しさせていただきます。まず開催主旨ですが、資料にもあると思い
ますが、近年国内外の各地において、まち歩き、フットパス、ロングトレイル、聖地巡礼
といった歩く旅の人気が徐々に高まってきております。今日と明日の 日間にわたりまし
て、歩く滞在交流型観光の新展開をテーマとして、歩く旅を基軸として、地域の自律的、
持続的な発展を目指す滞在交流型観光の今後の展開について、ここにお集まりいただいた
国内外のオルレ、フットパス、ロングトレイル、聖地巡礼に関する専門家による研究発表
と事例報告に基づいて理論を深めていただき、歩く滞在交流型観光の新たな可能性を明ら
かにしていきたいと考えております。

2. 「遊び」としての観光―アフリカ、カメルーンでの調査体験― 
このテーマを設定した趣旨について少し説明したいと思います。遊びとしての観光、ア
フリカ・カメルーンでの調査体験ということで、異文化理解において参考となる遊びに関
する興味深い先行研究をご紹介したいと思います。遊びの文化について、文化史家のヨハ
ン・ホイジンガは自著『ホモ・ルーデンス』（遊ぶ人）において、人間の文化は遊びから生
まれると述べています。その「第一章、文化現象としての遊びという本質と意味」におい
て彼は次のように記述しています。
「遊びは本気でそうしているのではないもの、日常生活の外にあると感じられているも
のだが、それにも関わらず、遊んでいる人を心の底まですっかりとらえてしまうことも可
能な一つの自由な活動であると呼ぶことができる。この行為はどんな物質的利害関係とも
結びつかず、それからは何の利得ももたらされることはない。それは、規定された時間と
空間の中で決められた規則に従い、秩序正しく進行する。またそれは秘密に取り囲まれて
いることを好み、ややもすると日常生活とは異なるものである点を、変装の手段でことさ
ら強調したりする社会習慣を生み出すのである」と述べています（ホイジンガ 1973: 43）。 
さらに、ホイジンガは、人間の遊びのひとつとして、祭祀、お祭りに関して、以下のよ
うに考察しています。
「原始社会の祭祀は共同体の福祉のためになくてはならぬものである。それは宇宙的洞察
に満ち、社会的発展を孕んだ神聖な遊びである。しかしそれは常にかわることなく遊びで
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ある。それはプラトーンの見たように、必要と真面目さにつつまれた無味乾燥な日常生活
の領域の外で、またその領域を超えたところで行われる行為である」と述べております（ホ
イジンガ 1973: 68-69）。 
この前に映していますのは、私がアフリカ・カメルーンの現地調査で撮った写真です。
土着宗教に基づくこういうお祭りが今も毎年行われており、そこで創生神話が演じられて
います。非常に興味深く楽しいお祭りです。さらに、仮面が登場する祭祀に関してホイジ
ンガは、次のように記述しております。「仮面をかぶった姿を眺めること、それははっきり
規定された信仰観念とは結びつかない。純粋に美的な経験であるにしても、そのとき我々
はたちまちに日常生活の中から連れ出されて、白日の支配する現実界とはどこか違った別
の境界へ引き込まれる。それは我々を未開人の、子供の、詩人の世界へ、遊びの領域へと
導いてゆく」と述べております（ホイジンガ 1973: 69）。 
ホイジンガは、遊びは人間の文化そのものであり、遊びの中に人間の本質を見いだすこ
とができると説いております。遊びとしての観光について考察することは、なぜ人間は旅
をするのかを問うことでもあります。ここで私自身が一人の日本人研究者として、異文化
社会の生活文化に関するフィールドワークを、中央アフリカのカメルーン共和国北西州の
首長国群において行った経験に基づき、この遊びとしての観光の意味について述べたいと
思います。 
カメルーン共和国はフランスとイギリスによる植民地支配後、近代国家として独立して
から 60年足らずしか経っていませんが、主要な観光資源としては、私の調査対象でもある
伝統的首長国群や多様な民族文化、自然公園の野生の動植物や景観などがあり、今後エコ
ツーリズムの発展が期待されている国です。 
この写真ですが、調査地域では仮面をつけたジュジュと呼ばれている踊り手がダンスを
行って喪開けの儀礼をおこないます。祖霊や精霊を象徴する仮面をつけた若い踊り手が集
団で踊ります。その民族のアイデンティティーを示す興味深い踊りです。私の調査では、
こういう王制社会における重要な建築空間である王宮の空間構造と機能に着目して、カメ
ルーン国内に多数存在する首長国の中から、バメッシングとバフツという首長国の王宮の
建築物を事例として比較検討することにより、王宮の空間構造と社会組織について理解す
ることが調査の目的でした。また、これらの首長国は古くからの文化を継承する一方、常
に外部からの変革の波に対応してきた王国でもあります。例えば、バフツの王宮は海外援
助によって建築物の修復事業や、王宮内における博物館の開設事業も実施されており、王
宮や民族芸術が文化遺産として観光価値を持ち始めています。 
写真の左上がバフツという王宮の広場で毎年 12月に行われるお祭りの様子です。下が王
宮の建築群です。世界遺産の暫定リストに載っております。右上が、王宮の中の一つの建
物を修復して、今は博物館として利用されています。右下がその博物館の中の展示の様子
で、歴代の王が使用していた品々が展示されています。このような形で観光資源としての
価値が出てきております。調査の過程において、私はバフツの首長国の王制社会組織のメ
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下休場 ｜ 趣旨説明と問題提起 ｜ 

ンバーの一員として認められる加入儀礼を受けた経験があります。このようなカメルーン
の首長国における現地調査からは、ホイジンガが述べた遊びとしての文化によって、500
年に近くにわたる王制社会組織と文化を継承してきたと考察することができます。これは
西暦 2000 年のときに、私が王から直接加入儀礼を受けて、貴族の称号と伝統衣装を拝受し
た様子です。
時代により変容しつつある伝承されてきた神聖王を中心とする王制社会、土着信仰、儀
礼祭祀などの文化が伝承されてきた要因を解明するには、ホイジンガが述べた、人間の文
化の本質としての遊びの意味、ホモ・ルーデンス（遊ぶ人）としての人間存在としての意
味について分析し、考察することが有効であると考えます。ホイジンガは、「遊びは日常生
活から離れた世界において、何の損得にも関わることのない自由な活動」であると述べて
おり、余暇時間を利用した一時的な非日常の観光行動は人間にとっての遊び活動と考えら
れます。
しかし現実のツアー商品を購入して参加する消費型の観光行動において、遊びとしての
醍醐味をどれほど得ることができるでしょうか。特に異文化に接する海外観光において、
消費型観光ツアーにおいて対象とする異文化を理解することはどの程度可能でしょうか。
国内における観光創造においても地域の魅力や宝を地域住民自身が発見し、それらをどの
ように楽しみながら体験し継承していくかを考える際に、ホイジンガの遊びの概念と、遊
びとしての観光に関する考察は一つのヒントを与えてくれると考えます。

3. 近代化と「歩く旅」の観光創造 
次に近代化と歩く旅の観光創造についてお話ししたいと思います。
18 世紀以降、近代社会は人間の移動方法として、それまでの徒歩から鉄道、車、船舶、
飛行機という大量高速輸送機関を手に入れました。観光旅行はこれらの手段を用いること
により、より速くより遠くへ出かけることが可能となり、鉄道駅の周辺地域が賑わうこと
になりました。さらに 20世紀に入るとアメリカや西ヨーロッパにおいて大衆への車の普及
によるモータリゼーションがはじまり、日本でも 1970 年代から本格的な車社会が形成され
ました。 
1959 年に著されたヘルマン・シュライバーによる『道の文化史―一つの交響曲』の序言
には次のようなことが書かれています。 
「我々は、今日、道路交通が最も重大な危機に際会し、利用者のさまざまな要求の重圧
を受けて、いまにも崩壊しそうになっている今日こそ、道路の有する古い意義を知る必要
があるからである。我々は交通の有するおどろくべき力を信じる。数千年以上も昔に目を
もどして、まだ自動車が夢ですらなかった時にラバとともにヒマラヤの峠を越えた、人間
というものに信頼をおくからである。道は人間と同じく古く、同じく新しい。そして、各
世紀が新たに道をつくらなければならない。われわれが道のない中世の例から、道路建設
に関するかぎり、過去の遺産を食ってゆくわけにはいかないことを認識し、現代の要請に
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従って新たに道を造るのであれば、道は過去の多くの時代と民族にそうであったように
我々の時代にとっても生命の動脈となるであろう」（シュライバー 1962: ⅱ）。 
20 世紀の後半、自動車交通の利便性は飛躍的に高まりました。その一方、交通事故や交
通公害により、道路は非人間的な死の道路となることをシュライバーは懸念するとともに、
新しい道の文化を創造する必要性を論じたのです。 
このような人間の交通手段の変化とそれに伴う地域開発と自然破壊の進行、生活文化の
変化という近代化の影響に対して、他方でそれらの動きを食い止めようとする自然保護の
活動や思想の確立、郷土文化の研究の動きも起こりました。産業革命により急速に自然破
壊が進んだ 19世紀のイギリスにおいて、オクタヴィア・ヒル、ロバート・ハンター、ハー
ドウィック・ローンズリーの三人により 1895 年に設立された「ナショナルトラスト」はフ
ットパスの運動につながりました。アメリカではヘンリー・D・ソローが、1854 年に『ウ
ォールデン 森の生活』を刊行して環境保護思想を広め、ジョン・ミューアが 1904 年に自
然保護団体「シエラクラブ」を設立し、ロングトレイルの形成につながっていきました。
左側がシュライバーの道の文化史の表紙の写真です。車社会に懸念を示しています。右側
がジョンミューアのトレイルブックのガイドブックの表紙。アメリカではこういったガイ
ドブック、地図が多く出版されています。 
一方、日本においても明治時代以降の近代化の流れの中で、危機感を抱いた柳田國男は、
1910 年に『遠野物語』を発表し、その後、日本民俗学を確立しました。神社合祀の反対運
動を行い、日本人として初めてエコロジー思想を唱えた南方熊楠や、さらには民俗学研究
を志して日本中を歩いてフィールドワークを行った宮本常一などの存在がありました。 
日本における社会の近代化と観光開発の経験を問い直す意味は、明治維新以降の近代化
の流れの中で、柳田國男が『明治大正史 世相篇』で論じたように、さまざまな困難を抱
えつつも生活を維持しなければならない、一般庶民の生活の知恵を基本とする「経世済民
の学」としての民俗学の目的と重なります。柳田國男は近代化により変容する生活文化に
ついて、当時の世相として詳細に論じました。その中には戦争、自然災害といった地域社
会の大きな変容をもたらす出来事への地域住民の対応についても含まれています。柳田國
男はこの本の「第 5 章 故郷異郷」、及び、「第 6 章 新交通と文化輸送者」において、漂泊
民の生活が地方の文化に与えた影響や、交通機関の発達に伴い旅と観光の在り方が変化し
たことを述べています。 
また、宮本常一は武蔵野美術大学で民俗学、生活史に関する教育に従事しながら、1966
年から近畿日本ツーリストが開設した「日本観光文化研究所」の所長として、観光文化に
関するさまざまな研究活動を行いました。彼は生涯に約 16 万 km、およそ 4千日の歩く旅
をした民俗学者であったといわれています。宮本常一は『旅に学ぶ』の中で次のように述
べています。 
「ここにこんなものがある。それを見に行けという言い方、それがもし観光の本質であ
ったとするならば、これは大変まとはずれなことになるはずなのです。本来旅というもの
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は、何のためにするのかということになりますと、自分の目で物を確かめてみる、そうい
うことのために、旅があるはずなのであります。それでなければ、旅をする必要がないの
であります。旅をするということは、自分の目で物を確かめることですが、それが今日の
旅を見ますと必ずしもそうではない。例えばガイドブックというものがありまして、その
ガイドブックを持ってどこかへ行く。で、ガイドブックを読んでおって、『ああ、そうか』、
それですべて終わったような顔をして帰ってくるというのが今日の観光旅行でああるので
す。これは、実におかしい話だと思うのです。つまり教科書があって、それだけのものを
見ると、もうそれでおしまいになる。それだけのものでも、ないよりはいいだろうけれど
も、その中からいったい何を啓発せられるかということになってくるのではなかろうか。
大事なことは、一人ひとりが確かな目で物を見るということです」と述べています（宮本 
1986: 78-79）。 
ここで宮本は、旅の本来の姿と楽しみ方について述べています。観光が有する意義と観
光の在り方に対する民俗学者としての地域との接し方について、大変示唆に富んだ考察で
あると思います。さらに宮本は次のような記述をしております。 
「まず、われわれが必要なことは翻訳でないもの、自分の目を通して物を見る。そうい
う目を持つことが、何よりも大事なことではなかろうかということを、旅をして考えさせ
られてきたのです。本物をみるということは、あるく以外に実は方法のないものなのです。
自分自身がその体験を持たない限り、実はその本物はわかりようがないのです。そしてみ
ることの中に発見があるのです。そしてそれをみるということは、外側から見るだけでは
なくて、まず内からみるということが大事なことになっています」と述べています（宮本 
1986: 83-83）。 
宮本は、民俗学研究を志して日本中を歩いてフィールドワークを行い、1960 年に『忘れ
られた日本人』を出版し、後世に「旅する巨人」と称され、その後の観光文化研究に先鞭
をつけた存在でした。宮本にとって苦しい旅の道中における一番の楽しみは、人との出会
いにあったといいます。民俗学者としての立場から、観光の意義について述べたこれらの
記述は、現代においても、観光創造の意味を考察する上で、基本的な視点を提供している
と考えられます。宮本が初代所長を務めた「日本観光文化研究所」は、現在「旅の文化研
究所」と名称を変更し、観光文化に関する研究と若手研究者の育成に力を注いでいます。 
日本が近代化する過程において、日本文化の固有性、社会文化の変容について明らかに
するために、民俗学者の柳田國男や宮本常一は、地域社会の常民の生活文化を歩いてつぶ
さに記録しようとしました。今後、地域における観光創造を考えるにあたり、日本社会が
近代化するに過程において、柳田國男や宮本常一が果たそうとした経世済民の学としての
民俗学の確立を目指した取り組みと、これらの先人が残したメッセージを基にして、車中
心から人間中心の地域社会へと転換する必要性、すなわち「歩く旅」の観光創造による地
域活性化を推進していく必要があると考えます。 
以上において論じた「遊び」としての観光と、近代化における「歩く旅」の観光創造の
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二つが、今回「歩く滞在交流型観光の新展開」をテーマとして本研究会を開催するにいた
った主な趣旨です。 
 
4．問題提起 
最後に 2 日間の観光創造研究会に対しての問題提起として、以下の 5 点を挙げたいと思
います。 
1 歩く旅の魅力は何なのか、歩くことの意味はどこにあるのか 
2 滞在交流型観光の課題と可能性 
3 歩く旅がどのように滞在交流型観光と結びつくのか 
4 地域にとって滞在交流型観光がどのような意味を持つのか 
5 歩く滞在交流型観光を推進するためには、どのような観光地域経営組織や、その組織運
営を担うどのような人材の育成が必要となるか 
以上の 5 点を問題提起としたいと思います。本研究会においてこれらの課題と疑問につ
いての有意義な発表と議論が行われることを期待したいと思います。 
ちなみに、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院では 2017 年度より、主に社会
人を対象とする履修証明プログラム「デスティネーション・マネージャー育成プログラム」
を開始しています。このプログラムは「地域が自律的かつ戦略的な観光振興に取り組む上
で、経営的な視点から観光まちづくりを推進し、同時に域内外の多様な主体との協働の在
り方や複雑な利害関係を調整する役割を担う観光地域経営組織（DMO）において、中核的
な役割を担う人材を育成することを目的として、理論・知識の習得から実践的な専門的知
見を身につけるために、国際広報メディア観光学院観光創造専攻開講の正規科目を中心に
構成し、さらに高い専門性と実践力の養成を図るため、履修証明プログラム独自の実践講
習科目を開設」しています（北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院 2018）。前に
あるのがその案内パンフレットです。受付にも少し置いてあります。 
地域における観光創造を推進するには、地域住民が持続的な暮らしを営む生活基盤を整
えた上で、地域住民が主体となり、自律的に観光地域経営を行う組織構築と人材育成を継
続していく必要があると考えます。 
以上で、趣旨説明と問題提起を終わりますが、ここに全国から多くの専門家の方にお集
まりいただき、貴重な研究発表と事例報告をしていただく機会を持つことができましたこ
とに関しまして、皆さまのご協力に大変感謝いたしております。それと共に、活発な議論
を通して実り多い成果が得られることを願っております。何卒宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。 
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『ロングトレイルと滞在交流型観光―体制づくりの現状と課題―』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

 

ロングトレイルと滞在交流型観光 

－体制づくりの現状と課題－ 

木村 宏 
北海道大学観光学高等研究センター特任教授 

 
あらためてよろしくおねがいします。去年から観光学高等研究センターにお世話になり

まして、2年目でございます。西山先生から「今回のテーマは歩く旅でいこう！」というこ
とで、今回ご登壇いただく皆さんに、私と下休場先生でお声をかけて、歩く旅の議論なの
で楽しい研究会ができればいいなと思っています。特に韓国や九州、本当に遠くから、中
には歩いて 1分で来れる方もいますが、大勢の方にお越しいただいたので、2日間よろしく
お願いいたします。 
私の時間は、研究発表もありますが、お越しいただいた皆さんがどういう背景を持って、
歩く旅にどのように関わっていらっしゃるかというところを紹介しながら歩く観光に関す
ることを半分くらいお話して、後半は、私がフィールドとして関わって三陸の震災復興の
国立公園の中に整備中の「みちのく潮風トレイル」というロングトレイルコースのことを
発表させていただきます。関わり始めて 6 年たっています。あと 2 年ほどで全線開通とな
るのですが、そのあたりを現場に入りながらの考察として発表させていただきたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いします。 
それではスタートします。「ロングトレイルと滞在交流型観光～体制づくりの現状と課題
～」ということでお話をしたいと思います。まず「札幌 1 泊が大半」という新聞記事を御
覧ください。北海道人は半期で 1,100 万人以上の訪日外国人が訪れており、この 5 年間右
肩上がりである中、ほぼ札幌には 1 泊しかしないという報道記事です。後半これについて
お話しできればと思っていますが、まずは問題提起です。 
まず、歩く観光の変遷ということで、下休場先生からもお話がありましたが、歩く観光

を大きく 3 つの時代にわけてみると、まずは人が 2 足歩行を始めて生活の手段として歩い
ていた時代、それから産業革命、日本でもいわゆる高度成長が始まる時期の前あたりの労
働と余暇活動、レクリエーションの創成期、それから近年。余暇活動、ライフスタイルと
しての歩くという行為か盛んになった、オルレやトレッキング、ウォーキングをはじめと
して歩くことを普及する協会などの誕生する近年ということなるのではないでしょうか。 
近年の日本においては、奈良・平安時代あたりの信仰の行事としての巡礼や参拝から始

まり、鎌倉時代から桃山時代にかけては街道などの交通網が整備される中で、長い道のり
を歩くとか、商業旅というのがこの辺りから出てくるかと。さらに江戸時代に入りますと、
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鎖国にはなりますが、一般庶民が歩く旅行を始めるという時代に。名所案内のような、今
でいう旅行パンフ、旅行雑誌という類が出始める、いわゆる旅行行動の創成期ではないか
と思いますし、お伊勢参りが全盛期になるという時期がこの江戸時代。明治以降まさに高
度成長期に入りまして、保養のためのハイキングですとか、東京オリンピックを境に、歩
け歩けの運動の中からウォーキング協会が発足したりします。近代に入って、リゾート法
が施行され、保養地やリゾート地に出かけトレッキングをする、ハイキングをするとか歩
くことが余暇活動として定着してきました。 
歩くことへの興味の背景として、年間の労働時間が青い棒グラフでわかるようにどんど

ん減っていく中、生活の力点を何におくかというアンケートです。かつては貯蓄というの
も多かったのですが、今は余暇活動に使いますという答えが一番です。では余暇活動で何
をしますかという具体的な質問をしますと、2015、2016 年とウォーキングがベスト 10に
入ってきます。余暇活動の一番は国内旅行で、2015 年と 16年で変わらないのですが、5,500
万人くらいの方が 1 年間で国内旅行に出かけるというデータですが、国内旅行に匹敵する
くらいの方がウォーキングをしている。3,000 万人くらいですね。さらにあなたたちは普段
どんなスポーツをしていますかというアンケートを取りますと、全体で一番多いのは、30％
の人が歩いてますという答えを出しています。これを裏付けるかのようにスポーツ用品業
界の売り上げの推移を見ていきますと、右肩上がりですね。5,200 億円規模といわれるスポ
ーツ用品の業界の大きさからすると、1,100 億円が主にランニング、トレッキング、あと最
近流行りのアウトドア関連商品の消費額になっています。スポーツ用品業界では、この分
野が下支えをしていると言っていいでしょう。 
アウトドアーズ、アウトドアライフ、アウトドアライフスタイル、アウトドアテキスタ

イルなんていう言葉も出てきていまして、ちょっとしたアウトドアブームではなのかなと
思います。皆さんがスポーツ用品店に行って、まず店頭で目にするのは何だと思いますか。
ちょっと前の時代であれば、今の時期ならスキー用品一色だったと思いますが、今は通年
を通して歩くギア、歩くための商品が並んでいると思います。アウトドアグッズが多く並
んでいるところから見ても、これらがスポーツ用品の中ではかなり主流なのだと考えられ
ます。 
歩くことの効果について検証してみますと、これはウォーキング協会が発表しているも

のですが、歩くことで身体的効果、精神的効果、医療費削減の効果が得られるとしていま
す。書店の歩くコーナーに行くと、「ウォーキングのすすめ」、「トレッキング入門」のに加
えて「歩くと健康にいい」「歩けば脳が活性化する」など、歩くことの効果を伝える本が多
くなってきました。書店の顔が見えてくるかと思います。これは「ウォークス」という本
ですが、歩くことは何なのかということを考えさせる本として、最近出版されました。 
こういう背景に並んで、さらに歩くことが観光につながる過程の分類として、私が勝手

に分類したので果たして正しいかどうか分かりませんけれども、その起源を、英国型、聖
地巡礼型、アメリカ型と分けてみました。 
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英国発祥の歩く文化の起源は、健康増進のために産業革命前後、労働者が歩く権利を主
張し、それがフットパスにつながった例としてということで、こちらについては塩路先生
が明日詳しく解説されると思われますので、具体的には話しませんが、いわゆるキンダー
スカウト事件とも呼ばれるようですが、労働者たちの歩くことの要求、この運動がランブ
ラーズ協会設立やイギリスの国立公園を設置するきっかけになり、いわゆる歩く権利の保
証がこの事件をきっかけにおこるというものです。これもランブラーズが発表しているも
のなのですが、推進団体がいくつかありまして、明日の塩路先生の発表とも数字がちょっ
と違うかもしれませんけれども、総延長 14万 kmというフットパスがありまして、うちロ
ングトレイルという分類に入るのが 3,000km 前後、50 万人の方々がフットパスを楽しん
でおり、消費額としましては 1兆円を超えるとされています。 
西山先生もお話しされていましたが、これは、小川さんに提供いただいたイギリスのフ

ットパスの 50コースのマップです。イギリスにはそれぞれの町の中にフットパスのコース
が楽しめる仕組みができていますが、例えば、これですね、町の中にトレッキングを楽し
めるような工夫や仕組みがかなりきちんとできていますね。情報を提供するショップがあ
ったり、左上のような案内板が町の中にあったりと、または地図が売られていたりするわ
けですが、歩くことがまさにライフスタイルになっているというイギリスの事例は、明日
の発表を楽しみにしたいと思います。 
これは神谷さんの取り組みです。東京都町田市周辺の里山をフィールドとしてフットパ

スコースを作っています。私も 5 年くらい前、一緒に歩かせていただいたのですが、東京
とは思えないような楽しい里山を歩けるコースがあり、地域の方がもてなしをするその仕
草やお客さんが来ることを楽しみにしている姿が非常に印象的で、この日本版フットパス、
いろいろご苦労されたということでその辺りは明日伺えればと思いますが、こういった広
がりも見えてきています。 
これは小川さんが展開されている北海道のフットパスのネットワークです。数えただけ

で 50くらいあるのですが、北海道でそれぞれの町でフットパスを作り、それをネットワー
ク化しているというようなお話も明日お話を聞きたいと思います。 
もう一つの分類は、修業や修験の道を歩く聖地巡礼型。これは明日、岡本先生や多田さ

んが解説してくださると思います。それから、スペインのサンティアゴ・デ・コンポステ
ーラの巡礼路を歩かれて、これに共鳴を受けて、韓国でもこういったことを導入できない
かと推進をしてきた張本人でいらっしゃいます、オルレの推進者であられる、安（アン）
さん、李（イ）さんが、いらっしゃっていますが、今日これからお話しを伺えるのを楽し
みにしています。オルレのベースになっている考え方が聖地巡礼であります。こういった
聖地巡礼がロングトレイルとして、または巡礼の道として楽しまれています。世界遺産に
登録されたことをきっかけに日本の熊野古道がこのサンティアゴ・デ・コンポステーラの
道と姉妹道として連携しています。関係者が行き来したり、お互いに推奨しあったりして
いるのですが、明日その仕掛け人にお越しいただきます。熊野ツーリストビューローの多
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田さんは、熊野古道が世界遺産になったことで、その活用と維持管理の体制づくりのため、
観光推進組織として熊野古道DMO作られた方です。紀伊田辺に本拠を持っていて、サンテ
ィアゴ・デ・コンポステーラとの姉妹道のきっかけや、熊野の話も楽しみにしていていた
だければと思います。 
これは岡本先生がお話しされますが、四国のお遍路道。八十八か所、ピンポイントで巡

る方もいらっしゃるようですし、ぐるっと回る方もいらっしゃるようです。安（アン）さ
ん、李（イ）さんがやっていらっしゃる済州島オルレとスケールは違いますが似ていませ
んか。このオルレは済州島を 26 区間に区切り、ぐるり一周するトレイルですが、400km
を超えておりロングトレイルコースと呼んでいいと思います。 
長い道のりを歩くということは、「滞在する」とか「移動を楽しむ」という概念が当ては

まるのではないでしょうか。今日はスイスから山田桂一郎さんも参加くださっていますの
で、スイスモビリティーの話を少しします。スイスモビリティというのは、動力を使わな
い移動手段を楽しんでスイス国内を回ってもらうという提案であり国策です。スイスに滞
在してもらいたい、環境負荷がかからない優しいスイスを楽しんでもらいたいという活動
です。スイスのロードマップにハイキングコースを重ねてみると、スイス全土をハイキン
グできるといっても過言ではないかもしれません。さらにサイクリングロードを追加し、
マウンテンバイクで楽しめるコースを追加すると、スイス全土が動力を使わずに移動し楽
しめることがわかります。さらにスケーティング、いわゆるローラースケートで回れるコ
ースがあり、最後はカヌーイング、要は川を下るということで、これを足すと、スイスに
何泊しなければならないかと思いますよね。歩く滞在型観光地創造のヒントとしてスイス
モビリティーは有用なんじゃないかと考えているところです。 
話を戻しますと、もう一つのロングトレイル、アメリカ型。いろいろな時代背景があり

ますが、自然保護の父とも言われるジョン・ミューアの想い、自然保護の想いを一本の道
にし、歩き、観察し自然と人との共生を考える道、まさにジョン・ミューア・トレイルが
起源といわれています。 
アメリカ 3 大ロングトレイルというのがあります。ジョン・ミューアトレイルの精神を

受け継ぐ超ロングトレイルです。アメリカ大陸を縦断する4,000kmオーバーのトレイルは、
歩くことの醍醐味や達成感を感じることのできる世界の誇るトレイルです。 
また、国内におけるロングトレイルの兆しについての話ですが、昨年秋、ツーリズムEXPO

ジャパンという、ここにいる多くの先生がたが参加されたと思いますが、日本の観光のプ
ロモーションの最大級のイベントです。国内の関係者はもとより、各国の観光に関係する
大臣級の方が招かれて開会式が行われるのですが、この開会式の式場で、昨年度日本国内
で観光事業の取り組みの優良事例が発表され、その表彰式が行われます。去年の表彰式で
は、南三陸「ホテル観洋」が一番に表彰されました。三陸復興をホテルとして自分たちも
被災したけれど、その遺構を伝えていくということ、地域の皆さんを応援していくという
姿勢が評価され最優秀賞を取ったのですが、部門賞の中に「信越トレイル、トレッキング
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による訪日外国人向け里山自然・文化体験」が優秀賞の一つとして表彰されたのです。信
越トレイルのスタート地点から関わってきた 1 人の者として非常に嬉しく、誇りに思って
いるのですが、それを今日は伝えたいのではなく、各国の大臣級の方たちがいらっしゃる
表彰式の中で、日本にロングトレイルがあるよ、歩く観光をコンテンツとして滞在型プロ
グラムがあるよと伝えられた、記念すべき日じゃないかと感慨にふけっているのです。「歩
く観光」が日本国内でもしっかり位置づけられたことにほかなりません。 
そもそも歩く文化を持っている、なぜロングトレイルなのかということですが、百名山

ブームがあったり、アウトドアのブーム、地域活性化の手法として、地域連携の枠組みと
して、さらに地域資源の発掘、利用保全といったところでも、今ロングトレイルが注目さ
れているのではないかと思っています。 
加藤則芳という人物についてものちほどお話ししたいと思いますが、雑誌でロングトレ

イルが流行るぞと報道され、各アウトドア誌がロングトレイルを取り上げ、ロングトレイ
ルを普及するための協会も立ち上がる、そして入門書もできました。ロングトレイルを楽
しむ人たちの関心は海外にも向いています。海外のトレイルを紹介したWEBサイト。これ
は私が関わる日本ロングトレイル協会に属しているトレッキングルートですが、これ以外
にもたくさんあるのではないかと思っています。 
最近のロングトレイルの起源というのは、ここにあるのではないかと考えています。東

海自然歩道。環境省の岡野さんもいらしているので、力を入れて話したいと思いますが、
環境庁の時代に敷設が始まり、日本の国立公園を紹介する手段として、自然歩道ができま
した。最初にできたのが、1969 年の 700km に及ぶ東海自然歩道です。2 番目にできたの
が、いくつかあるのですが、そのうちのひとつに九州自然歩道があります。実はどちらも
管理がなかなかうまくいかなくて、道が途絶えてしまっています。発想は良かったのです
が、維持管理ができずに朽ちてしまったところもあるのです。実は九州ではこれは問題だ
と提起し、元通りにしようと旗を振っているのが、ここにいる志賀さんです。自然歩道を
復元していこうという取り組みですね。このあとお話していただきます。 
九州自然歩道は、北九州市の皿倉山がスタート地点になっていて、ここに碑が建ってい

ます。ここに書いてある「自然歩道の効用は体力を作ること、もう一つは自然に親しむこ
とである。将来自然歩道で競技が行われることになれば大変不幸なことだが、そのときは
躊躇なく自分は一番遅かった人に賞を与える。長距離自然歩道推進者 ベントン・マッケ
イ」とあります。実はこの人、アメリカの三大トレイルの一つ、アパラチアン・トレイル
を考案、構想した人です。もともとは建築家としてアパラチア山脈周辺の地域計画をたて
るなかで地域をつなぐロングトレイルの発想をしたのです。スライドの絵は当時ベント
ン・マッケイが構想したアパラチアン・トレイルです。アパラチアン・トレイルが開設さ
れて間もなく1世紀を迎えようとしています。その想いを加藤則芳という人物が引き継ぎ、
日本にロングトレイルを紹介します。彼は先に述べたジョン・ミューアについての研究や
自然保護のあり方に興味を持ち自らも研究、その成果や日本の国立公園のあり方について
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の提案も著作に残しています。日本にロングトレイル文化を根付提言もかせたいと願った
人物です。5年前にＡＬＳで亡くなってしまうのですが、自ら世界のトレイルを歩き、そし
て日本国内の野山を歩き、日本のロングトレイルの普及に尽力をした人物です。 
ここまで足早に話をしてきましたが、私が思うロングトレイルの成立要件、セオリーと

いったところですが、熱意があれば何とかできる。ところが、地域をあげて取り組む姿勢、
連携がどうしても必要である。更にそれを守り引き継ぐ精神が必要であるということ。こ
れに先ほどの環境省の話ではありませんが、整備が肝心であるということ。満足度を上げ
るためにも整備をしなくてはならない。きちんとしたほうがいいのではないかと。その仕
組み、運営体制が肝要であるということです。 
後半は、私の取り組む「みちのく潮風トレイル」の話をしたいと思います。前半は歩く

観光を概観し、日本のロングトレイル普及のお話をしましたが、フィールド実践として関
わるトレイルみちのく潮風トレイル」です。7 年目になります。2011 年に東北で大地震が
起きました。環境省は、三陸復興国立公園の創設を核とした「グリーン復興プロジェクト」
を翌年に打ち出します。復興プログラムには、このような理念、方針、具体的な取り組み
があります。（スライド）被災地域の沿岸にはかつていくつかの国立公園がありましたが、
それをまとめ復興国立公園として、いわゆるナショナルパークとしての新たな枠組みを作
り取り組みを始めます。当初「東北海岸トレイル」といったロングトレイルは、実は先ほ
どお話した加藤則芳さんが震災の起きる前の年に環境省に提言しています。三陸のリアス
式海岸こそが日本を代表するトレッキングコースの一つになり得る、新たな国立公園の目
玉にしてはどうか。そして、偶然にも翌年に震災が起き、その復興の核にトレッキングル
ートを据えようとなってできあがったのが、公称で選ばれた「みちのく潮風トレイル」で
す。 
青森県の八戸の種差海岸から福島の相馬市までの当時 700kmといっていたのですが、整

備していくうちにどんどん距離が増えて今では 900kmといっています。もしかすると開通
したら 1,000kmになっているかもしれません。路線を決めていくとどんどん距離が長くな
っているのが現状でして、最終的に何 kmになるかちょっと楽しみですが、今のところ環境
省は 900kmと言っています。 
風光明媚な景色を貫き、東北ならではの温かい心の交流ができたり、歩くことで震災の

遺構を感じ、語り継ぐ、東北の暮らし、歴史、文化を知ってもらう、さらには東北の幸、
海の幸を中心としたグルメを楽しんでいただくという趣向のトレッキングルートです。ま
さにナショナルトレイル、環境省が作り上げたトレッキングルートとしては、久しぶりの
長距離自然歩道ではないでしょうか 
開通は来年度の予定です。何をもって開通としているかというと、すべての区間で地図

があること、今発行されている地図は 21 ですが、最終的には 28 くらいになるのではない
かと思われます。そして、各市町村の理解が得られること、管理体制が確立されているこ
と。この 3つが全線開通の要素としています。 
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アパラチアン・トレイルから続く哲学というか想いなのですが、地域の合意と地域をあ
げた機運の醸成が何より必要であるというところが、「みちのく潮風トレイル」の根底にあ
ります。2011年から環境省が地域住民とのワークショップを続け、路線を設定しています。
路線の設定については、既存の道を使うということとか、段階的に開通をしてく、また有
事のときの避難路として使おうという方針が出ています。利用推進のための取り組みとし
て施設整備、スルーハイクができること、交通機関との連携、多様な主体による維持管理
の体制を作るというところを目標として道づくりが始まっています。 
タイムスケジュールとしましては、当初 2016 年には全線開通している予定でしたが、ル

ート決定が難航している、地域のコンセンサスが取れないなどありまして、その年から抜
本的にテコ入れを始めます。全部で 4 県 28 市町村なのですが、1 年目で 19 市町村をまわ
り、草の根的な状況把握と体制を構築する活動を進めていきます。ヒヤリングを実施した
り、全線徒歩で調査したり、先進地を見てまわるということで九州自然歩道も見させてい
ただきました。環境省の中も、いわゆるデスクに座っている方だけでなく、現場にいる保
護官、レンジャーやアクティブレンジャーたちにも会議に参画していただいて、みんなで
作っていくんだという姿勢を作り、少しず輪を広げながらこれを 3 年間続けました。市町
村をまわり、さらに検討会議を開き、管理運営計画を作り、やればやるほど仕事が増えて
いきます。2年目に市町村連絡会を発足させ、市町村レベルの横の連絡が取れるようになっ
たあたりから、既存の環境省のビジターセンターが一定の地域の取りまとめ役になり、統
括本部も必要だという議論になっていきます。 
結果、トレイル運営のための体制図ができたのが 2017 年、統括本部がおかれそこのサテ

ライトと呼ばれるビジターセンターが地域のまとめ役となり、統括本部は環境省との調整
を図りながら全体を俯瞰し運営するというスキームができました。実はこのスキームづく
りもさることながら実際動かしていくことのほうが大変です。スムーズな運営を進めるた
めの管理運営計画をまもなく作り終えます。分厚いマニュアルになると思います。 
統括本部に決まった「みちのく潮風トレイル」のトレイルセンターが名取市に建設され

ることになり、昨日起工式でした。来年一年かけて、統括本部ができあがり、サテライト
と呼ばれるビジターセンターと連携をとりながら、全体を管理運営していくということで
す。 
統括本部は現在設計に基づいた様々な準備が始まっています。内装やそのデザイン、サ

イン表示などは現在乃村工藝社さんとタッグを組んで準備しています。一年後にはその結
果もでます。いい結果になりますよう、乃村工芸社さんよろしくおねがいしますね。 
さて「みちのく潮風トレイルの体制づくりから見る現状と課題」ということで、ロング

トレイルの体制づくりは推進の意志を公認の活動としていくのが第一段階。「これできない
よね」「市町村超えるのムリだよね」というような、新たな発想への転換を誘導することは
パワーが必要です。また資金、マンパワーをどう捻出するのか。それから推進母体、さら
に新たな価値創造。その先に交流が生まれ、ようやく人があり兆しが見えてくる。 
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グリーン復興プロジェクトはこの 5 年で約 100 億円の資金が投入されています。人々の
生命や財産を守るための事業費でありますけれど、トレイルの使命もまた有効なものにし
ていかなくてはなりません。これで失敗する訳にいきませんし、これを末代にまで伝えて
いかなければならない。さらにナショナルトレイルということですので海外の人にも伝え
ていかなければならない。こんな使命を持っているのが「みちのく潮風トレイル」です。 
さて、私の話をまとめてみます。日本は人口減少が続いている。余暇活動の需要は増え

てきている。観光地、地方創生の柱に観光がすえられている。一方では観光地の生き残り
が取りざたされていて、そのために消費単価をアップし、滞在時間の延長を伸ばすことが
必要だと言われている。そのために滞在プログラムの開発が必要であり、そこに歩く観光
が脚光を浴びる時が来たのではないか。日本人は、歩くことに興味や広がりを見せている
のではないか。また、これからインバウンドは見逃せない。特に歩く文化を持った欧米か
らの観光客がロングステイをし、日本の野山を、町並みを、歩くということを要望し始め
る。さらにロングトレイルが普及するためには滞在に耐えうる観光地づくりが必要ではな
いでしょうか。そこで登壇いただくのが髙山さんです。滞在プログラムとしての歩くプロ
グラム、これを九州で展開されているのが髙山さんで、佐世保の時旅、久留米の町あるき、
柳川のゆるり旅などを仕掛けてきた方ですので、明日話を聞きたいと思いますけれども、
こうした滞在型プログラムも必要となってくるだろうと思います。 
ロングトレイルを軸とした、横断的で広範囲に渡るプログラムの展開には、ワンストッ

プで情報提供や管理体制を行う主体が必要です。今回のシンポジュウムではこの点もぜひ
皆さんに考えていただきたいと思います。 
最後に、札幌 1 泊が大半ということを冒頭で申し上げましたが、実は広島と京都、同じ

政令指定都市ですけれども、広島は「広島湾岸トレイル」、京都には京都一周トレイルが、
都市部をぐるり囲むように開設されています。広島と京都に滞在しながら歩く人が結構増
えているのです。この例を参考に、札幌もぐるっと回れるトレッキングルートができれば、
外国人の平均宿泊数が 1 泊から 2 泊、3 泊になるのではないかなと考えています。フット
パスの小川さん、身近な地域のトレッキングの普及にともに汗を流していきましょう。と
いうのが今日の私の結びの言葉です。どうもありがとうございました。 
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『九州自然歩道における住民参加活動』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

九州自然歩道における住民参加活動 

志賀 壮史 
九州自然歩道フォーラム事務局長

みなさんこんにちは。九州自然歩道フォーラムの志賀です。今日は朝 5 時に起きて、7
時に福岡を出発する飛行機でやってきました。なかなか遠いですね。 
九州自然歩道フォーラムは、先ほど木村先生からご紹介いただいて、半分くらい内容と

しては紹介していただいたかなと思っているので、ゆったり 30 分くらいでご紹介します。 
 普段は先ほど申し上げましたように、NPO 法人グリーンシティ福岡で、環境保全、環境
教育、緑のまちづくりといった仕事に取り組んでいますが、ボランティアベースとしてず
っとやっているのが、この九州自然歩道フォーラムです。九州各地の自然学校やカヤック
体験をやっている冒険家の方、普段は仕事をしているけれどロングトレイルを歩くのが好
きな方などが九州各地にたくさんいらっしゃいます。そういった方たちの有志のネットワ
ークとして、九州自然歩道フォーラムを立ち上げました。その事務局といいますか、中を
取り持つという役割をしています。私自身は、しょっちゅう山のぼりをしたり、ロングト
レイルを歩いたりしているという訳ではありません。これも以前、木村先生に信越トレイ
ルの話を伺った際、「木村さんは信越トレイルを結構歩かれるのですか」とお尋ねすると、
「ほとんど歩きません」とおっしゃっていて。そうかと。私もそんなに歩く人じゃないの
ですが、その話を聞いて調整役として、会議の進行役として九州自然歩道フォーラムでそ
ういう役割をさせてもらっています。 
 まず、九州自然歩道の紹介から初めたいと思います。1枚目のスライドですが、九州の地
図、九州には 7つの県がありまして、九州自然歩道は 1980 年に全線が整備されました。東
海自然歩道についで 2 番目です。現在できつつあるみちのく潮風トレイルも入れると、日
本国内に長距離自然歩道が10か所あります。北海道にも北海道自然歩道があって4,500km
ほどの長さであると思います。 
 今日、長距離自然歩道系でこの場にご出席されているという方は手をあげていただいて
よろしいですか？ 岡野さんはもちろん全部かかわっていらっしゃるし、木村先生はみち
のく潮風トレイルですよね。歴史としては 40 年以上と古かったり、距離としては数千 km
あったりと、距離が長くて、歴史も数十年以上あってという長距離自然道関係の方は、こ
の場にはあまりいらっしゃらないかもしれませんが、頑張って九州自然歩道のことをご紹
介したいと思います。 
かたちとしては九州をぐるっとめぐるネックレス型、皿倉山の記念碑があってそこをス

タートして英彦山まで降りて行って、ぐるっと九州を一周します。本線だけでいくと
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3,000km ないのですが、ちょいちょい枝分かれの道がありますので、全部まとめると
3,000km 以上になります。国立公園を渡り歩く歩道としてご紹介いただきましたが、阿蘇
くじゅう国立公園、霧島錦江湾、雲仙などの名所、国立公園、温泉地、やはりそして九州
のあまり語られない特徴としては、ちょっと歩けば、車で 5分 10 分行けば、必ず集落があ
ること。山が低くて、そこらじゅうに開拓された農村集落があるという点にあると思いま
す。そういう集落の裏山というか、里山を巡って歩いていくというイメージのところが多
いと思います。 
基点の皿倉山にある碑には長距離自然歩道提唱者のベントン・マッケイの言葉がありま

す。日本の長距離自然歩道は、沿線の自然や歴史文化に触れて、その土地の風土、私たち
の住む国土を再認識して、見直して、自然保護の意識を高めること、というのがそもそも
の目的として設定されていました。 
ちょっとここにきてドキドキしているのは、なんとなくアカデミックな雰囲気に対して

ドキドキしているのもありますが、もう一つは滞在型観光というくくりに対して、九州自
然歩道を歩く人たちは、山の中にテントを張って泊まったり、よそから持って行ったもの
を歩きながら食べたりするというパターンが結構ありますので、地域活性化、消費という
部分でどれだけ貢献しているのであろうかとドキドキしているし、そもそも定量的な評価
が難しい世界であろうなと思っています。 
そんなところで、何枚か九州自然歩道の写真をご紹介したいと思います。福岡県の様子、
竈門神社、宝満山と書いてありますが、雪の時期です。今朝、飛行機でおりてくるとき、
落葉樹ばかりだな、さすが北海道だなと思いましたが、九州の低山ですので、真冬でも常
緑樹が多いです。ちょうど今の 3 月の時期なら、低木のヒサカキという木が白い花を咲か
せて、ぷーんとたくあんを薄めた匂いがします。その匂いをかぐたびに、年度末だなと胃
がきりきりなってくるんですけれども。開けた落葉樹林の中を歩くというよりも、常緑樹
が一年中ありまして、その中の踏み分け道をいくという印象のところが福岡県内は多いで
す。 
おおかた 1kmに 1本ずつ道しるべ、案内サインがあることになっていて、サインには環

境省・福岡県と書いてあります。最初、荒れてきて、整備に取り掛かった民間の有志のグ
ループがいたと木村先生からご紹介をいただきましたが、実は私たちは整備や管理の部分
はほとんど担っておりません。 
ピラミッドを書いて三段階に分けて、私たちよくこういう図を書いて役割分担について

話しています。新しい場所に道を引く、施設を作るという「整備」が一番下の段。毎年、
九州の土地柄もあり、年に 2回は草刈りをしないと歩けなくなるので、「管理」が真ん中の
段。そのあとにマップを配布する、更新する、ウォーキングイベントをするといった「活
用」が上の段。私たちは、こういう整理も最初はできていなくて、話をしていく中で役割
分担が見えてきました。その中で、「整備」と「管理」に関しては、国や県や市町村、国立
公園の中は環境省さんの役割で、それ以外のところは県や市町村の役割ということになり
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ます。ただ、きっちり「活用」を進める団体、主体があまりなかった。例えば、道の活用
について九州地方環境事務所さんに伺ってもあまり詳しい方がいないということもあった
りして、もったいないなと。道は作られて、草刈りもされていて、案内サインも付け替え
ているのに、活用をサポートする主体となるところがなくてもったいないという状態が続
いていました。私たちの役割は、こちらの方です。「整備」と「管理」を国や県や市町村。
「活用」を民間のフォーラム。こういう分担でうまく手を組めたらいいなと今、頑張って
います。 
案内サインに、こういうかたつむりマークがついています。私も今胸にバッチをつけて

いますが、九州自然歩道のマスコットキャラクターがこの「かたつむり」です。スタート
地点には「体力増強のための競技が行われることがあれば大変不幸なことだが、そのとき
は躊躇なく一番遅かった人に賞を与える」とするベントン・マッケイの言葉がありました
が、ゆっくり楽しもう、楽しんでもらおうということで、マスコットはかたつむりになっ
ています。金属のかたつむりのプレートは、私も見たことがなく貴重な写真です。 
鹿児島県と宮崎県の境あたりで、ミヤマキリシマが咲いており、見えてないけどちょっ

と向こうに高千穂峰があるスライド。こちらは鹿児島の開聞岳ですね。実は内陸を歩くコ
ースが多いので、海際のルートは一部ですが、こういった風景も楽しめます。とてもすが
すがしい。 
そして、九州自然歩道フォーラムのスタッフ福島が、気に入っている写真がこれです。

この写真をぜひ紹介してほしいということでした。阿蘇の外輪山の南側、南阿蘇のコース
を歩いているところです。草原の向こう側に阿蘇の外輪山の内側の田畑が見えまして、非
常に雄大な景色が見られる場所です。こちらの紅葉の写真、私の出身地、大分県の竹田市
ですが、その中にあるくじゅうのちょうど紅葉のいい時期、とてもいい写真を撮れたなと
思っています。こういう場所もあります。 
そして福岡県の平尾台、枯れた野原の中に白い石灰岩が残っている様子を羊が群れてい

るようだと例えたりもしますが、こういう風景も見ることができます。 
ここまで、九州自然歩道沿いのとてもいい風景を先に紹介させていただきました。 
あらためて大きさを確認したいと思うのですが、九州の地図にオレンジ色の九州自然歩

道のルートがあり、その後ろに北海道の線を重ねてみました。北海道、大きいですね。そ
れにしても、九州自然歩道もかなりの距離になります。支線も含めると 3,000km以上ある
のですけれども、とてもボランティア団体の私たちで全部を見て回る、整備していくのは
難しい。そのときに一緒にやっていくのが、国や県や市町村の皆さんです。といっても県
で 7 県、沿線の市町村で 104 ありまして、それぞれに歩道の管理担当者、管理部署があり
ます。毎年毎年何十人も異動していくということになりますので把握できないのですが、
少なくとも国と県のレベルは、毎年九州自然歩道の担当の方の異動があったかなかったか
確認して、新しい方がいらしたら何かのついでにあいさつに行くとこういうことをフォー
ラムではやっています。 
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アメリカのトレイルである「アパラチアン・トレイル」「パシフィック・クレスト・トレ
イル」「コンチネンタル・ディバイド・トレイル」であったり、巡礼の道である「サンティ
アゴ・デ・コンポステーラ」、そして日本国内ではお遍路の道のことを意識しながら、もし
くは理想としながら活動をしていますが、なかなか同じようにはいかないものだなとも思
っています。九州自然歩道も課題を抱えていて、荒れている部分があったり、マップが各
県で形式が異なっていたりする点です。個人的にはテーマ性といいますか、ここを歩くの
はこのためである、九州自然歩道はこういう道であるというテーマ性が、諸外国のロング
トレイルもしくはお遍路の道に比べると弱いと感じる点です。 
九州自然歩道の課題を箇条書きにしています。一つ目に整備から約 40年経ち、老朽化や

荒廃した部分もあります。が、この数年状況はよくなってきているんじゃないかと思って
います。明らかにボロボロで通りにくいというところは減ってきているように思います。
二つ目の利用情報が少ない、認知度が低いという点については、九州自然歩道ポータルと
いう環境省によるルートの案内サイトや各県のマップ、九州自然歩道フォーラムのサイト
や通信紙などがありますが、まだまだこれからかもしれません。三つ目の災害の影響につ
いては震災の影響で熊本県内では把握が難しい箇所もあります。四つ目の利用者と管理者、
お互いを知らないという点について。私たち九州自然歩道フォーラムの意義の一つは、整
備や管理を担当している国や県の人たちに「私たちとても期待しています」「楽しみにして
います」とか、「ここ荒れているんですけど」と注目、関心していることをお伝えすること
だなと思っていて、利用者と管理者の中継ぎをする役割だと考えています。 
さて、荒廃のサンプルをあげます。たとえば倒木や落石で通りにくくなった状態。橋な

どの施設が危険な状態。案内サインがボロボロになっていること。でもこれはもうきれい
に整備されています。この記念撮影している写真ですが、この楽しそうな写真の何が問題
かというと、太宰府市の政庁跡、昔の役所の跡地、遺構が残っている公園の部分で、この
公園のど真ん中を九州自然歩道が通っていることになっているのですが、おそらく誰もそ
れを知らない。同じように、太宰府天満宮、菅原道真が祀られ、初詣で何十万人と訪れる
ところで、実はここの参道も九州自然歩道なのですが、それを理解して歩いている人はほ
とんどおらず、それでもおそらく利用者数としてカウントされているだろう点が課題では
ないかと思っています。九州自然歩道の平成27年度の利用者数は928万人とされています。
その中の半分くらいにあたる、福岡県は 450 万人とカウントされているのですが、実際に
現場で数えているわけではなく、前年の実績の数に県内の観光客数の前年比をかけあわせ
たものが年々累積されているというか、そんな推定、推測の値で出ています。人は歩いて
いるかもしれないけれど、九州自然歩道をこっち向きに 3 か月半歩いたら鹿児島につく、
そんな一続きの道なんだということをぜひ知っていただきたいと思っています。 
そんな九州自然歩道を再生する取り組みをはじめたきっかけです。加藤則芳さんのこと

です。整備から 40年なんとか維持はされてきた、それもすごく大変なことですが、ちょっ
と利用者と離れていた状況だったところに、もう一度「思い」というか、「熱」というか、
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「呼吸」を吹き込んでくださったのが加藤則芳さんだと思います。加藤則芳さんは日本に
ロングトレイルの文化を紹介した方です。ロングトレイルとはどんなものか？アパラチア
ントレイルを歩いた日々の出来事、トレイルエンジェルと呼ばれる地域の方のもてなし、
孤独で自分と向き合いながら歩くのが大事であるということ、そして九州自然歩道の持つ
可能性について、加藤さんからのお話を聞く集まりが 3回、2011、12 年にかけてありまし
た。私は 3 回とも進行の補助として後ろで板書をしていました。今日は木村先生もいらっ
しゃるので、お二人とも映っている写真を用意しました。一緒に信越トレイルを作ってき
た時のお話を伺った時の写真です。 
非常に感銘をうけ、そこに集まってきた九州 7 県のアウトフィッターたちがこれは何と

かしなければならないと、立ち上げの大きなきっかけとなった出来事であり、人物でした。 
そして立ち上がった九州自然歩道フォーラム。くじゅうの長者原ビジターセンターで、

さあ、トレッキングに行こうとイベントをしたときの写真です。 
九州自然歩道フォーラムの設立趣意書からの抜き書きです。「九州の豊かな自然、歴史、
文化、人をつなぐナショナルロングトレイルの実現を目指して設立した、個人及び団体の
ネットワークです。絆のトレイルを目指してさまざまな主体の密接な連携によって、再生
に取り組みます」としています。みちのくを除けば、歴史の長い長距離自然歩道が 9 つあ
る、でもちょっと残念な状況の部分もあるので、そこに僕たちの気持ちを込めていこうと
そんな考えです。 
ちなみにさっきからチラチラすみっこにあるカットですが、九州自然歩道のラインスタ

ンプを作っていて「ちょっと 3,000km 歩いてきます」とかがあり、「誰が使うんだ」とい
う突っ込みもありますが、僕らは使おうと言う話になってます。集まっては飲んで、加藤
さんの思い出話をしたり、これからどうしようと話したり。九州各地から集まって飲むの
が大好きで面白い，そんな団体でもあります。 
こうした民間の有志の集まり、歩道の「活用」を頑張っていこうというフォーラムが、

取り組んでいることを列挙しています。一つ目のフォーラムミーティングは毎回場所をか
えて、今回は熊本県、次は福岡県という形で、各県の担当者の方、九州地方環境事務所の
方、自然学校やアウトドア関係の方と話す場を設けています。二つ目の「九州自然歩道通
信」は会報です。この会報の中でとても大事なのは、歩いてこんなに楽しかったですとか、
私は管理を担当していますがこういうことを普段考えていますとか、管理する人も利用す
る人もどちらの声も載せることだと思っています。これを九州中、数百か所にばらまくと
いうことをやっています。三つ目の踏破証の制度。今、私が身につけている緑色のバッチ
は「スターターバッチ」で、九州自然歩道を一歩でも歩けば、これを 500 円で買う権利が
得られます。他にも全線踏破、各県踏破のワッペンもあります。そして、新聞の連載です。
スタッフの福島が九州中で読まれている西日本新聞という地方紙で、月に 1 回、九州自然
歩道を大方 10km ずつ歩いていくという連載をしています。今、佐賀県が終わり、そろそ
ろ長崎県に入るというところです。連載が終わるにはあと 8 年くらいかかるという気の長
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い話です。中高年の読者も多く、若い 20代の男の子が頑張っているのを応援してくださっ
て、電話がきたりすることもあります。「私は歩けないけれど頑張ってね」とか。何しろ 104
の市町村にわたるので、しらみつぶしに普及活動していくのは難しいので、国立公園のイ
ベントがある、市町村でトレッキングのイベントをするという際にガイド派遣をするとか、
ブースを出展するなど相乗りする、連携するという形で普及事業をやっています。私たち
は、これまでほとんどいなかった活用の部分の窓口を作ろうとしています。 
大方時間になりましたが、もう少しだけ。ここから先は、こういうところでご紹介する

ものではないかもしれませんが、地域の方や地元の方などに、九州自然歩道、長距離を歩
くとはどういうことか、ハイカーは何を求めているのかと説明することもありますので、
そういうときにどんな言葉でお伝えしているかということをご紹介します。歩く旅は自分
の力で進む旅、少しずつ景色が変化する旅、地域の人と触れ合う旅、地域を抱きしめる旅
というようなことも言ったりしています。そんな歩くハイカーたちが地元の人に求めるも
のは、温泉や入浴施設やトイレ、テントを張ってよい場所、案内看板、安全な飲料補給、
最近は GPS 機能もありスマホが不可欠ですのでコンセント、そして何より会話やコミュニ
ケーションを喜びます。実際に福岡から鹿児島まで歩いた前述のスタッフによると「同じ
九州でもどんどん下がって熊本県の水俣までに行くとみかんをくれるようになります」と
言って、地元の人とのかかわりが違いがとても面白いと言っていました。 
最後に、加藤さんの著書の中で紹介されていたやりとりをご紹介したいです。アパラチ

アン・トレイルで、いろいろ飲み物をくださったり、ハイカーに対して良くしてくれる、
おもてなしをしてくれる方に「なぜ良くしてくれるのですか」と聞いたときに、地元のア
メリカのおじさんが「私たちがやりたくてもできない素晴らしいことに挑戦しているあな
たがたを誇りに思います。どうか神のご加護のもとにメイン州まで到達できますように」
と言葉を返してくださっと本の中にありました。正直なところ、九州自然歩道が家の前を
通っていてもそれに気付いていない方も多いです。が、九州をぐるっとひとつなぎにする
歩道があること、自分と向き合いながら、もしくは地域を楽しみながら歩く人がいること。
それに対して「元気で行ってきてね」と迎えて送るというそんな人が一人でも増えたらい
いなと思って、フォーラムは活動を続けています。すみません、3分ほどオーバーしました
が、ひとまずここまでで。ありがとうございました。 
 
 

＜＜質疑応答＞＞ 
 
岡野隆宏 
環境省の岡野と申します。長距離自然歩道を環境省がやっておりますが、先ほど木村さ

んから率直に酷評をいただきましたけれども、あれが真実というところですね。スタート
から国が線を引いて、整備は県がやって、管理は市町村に任せますというトップダウン方
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式でずっと作ってきました。その結果、先ほどもありましたが、地域の人にとっては目の
前が自然歩道かどうかわからない、それって何という状況が続いていて、そういった状況
ですし、歩道に愛着もないし、地域の人が歩くこともないし、そうすると地域の自治体も
管理する意味があるのかとなっていまして、放置されて荒れていくという負のスパイラル
がずっと続いています。九州に行ったときにそれに気付きこれではいけないと思いまして、
私も加藤則芳さんの本を読み、感銘をうけていたので、加藤さんに来ていただいて、いろ
いろ話をして今こういった取り組みをさせていただいています。 
志賀さんが非常にやわらかくお話しをしてくださいましたが、本当に人をつなぐお仕事

が得意で、今回重要だったのは歩く人と管理者をつなぐ場を設けてくださっている。それ
で管理者がやっと意味のあることなんだと気がついてくれて、特に都道府県の管理者はそ
れまで自然歩道ってなんですか、役に立つんですかと言っていた方が多かったのに、フォ
ーラムで会うと、今度歩いてきます、歩いてきましたという人が増えていって、気持ちが
入っているな、人のつながりは大事だなと思っております。そういう意味でフォーラムと
いうのは大きな意味があると思っております。 
長距離自然歩道の概念を最初にご紹介いただきましたが、自然歩道がスタートしたのは

高度経済成長に対するアンチテーゼとして生まれています。1964 年に新幹線ができ、オリ
ンピックが行われ、ものごとがスピード化していく中で、人間の生きざまを見直すべきで
はないかと、そういう考え方の中であえて大阪から東京まで歩くコースを作りました。さ
らに京浜工業地帯から名古屋にかけて、どんどん工業地帯ができる中で、工業地帯で働く
人たちが身近にリクリエーションが楽しめる場として裏山に歩道を通し、その周辺に自然
公園という自然保護地域を設けることによって、さらに奥への開発を防ぐ、開発の防波堤
というそういった意味もあって東海自然歩道ができました。ある意味、社会的というか哲
学的なところから始まっているのが一つの特徴であります。 
先ほど小林先生が、なぜ今歩くことを求められているのかとおっしゃっていましたが、

出発当時のことと、今の社会情勢が似ている部分もあり、ある意味で成長を迎えたときや
そこから社会が成熟に向かうとき、もう一度歩くのを捉えなおそうという形になっている
のかなと考えております。2020 年に 2回目のオリンピックがあり、その前の 2019 年が東
海自然歩道の構想からちょうど 50年。リニアモーターカーが走ってまだ速くなるというこ
の時代に、もう一度歩くということを問い直すという意味で環境省としても長距離自然歩
道を考え直しておかなければならない。そのときには、木村さんが今一生懸命関わってく
ださっている、みちのく潮風トレイルのように、最初から整備、管理に地域の方に関わっ
ていただくという形と作り方、あるいはすでにそのように動いているところを振り返るこ
とをしなければならないなと思います。あわせてインバウンドということで、北海道から
九州をつなぐひとつの道筋を見せるということも将来的に必要ではないか。そういうこと
も含めて考えていきたいと思っております。以上でございます。 
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黒見敏丈 
発表ありがとうございました。私は出身が福岡県で、父が山登りが好きだったので、3歳

くらいから九州のあちこちの山に連れて行かれていて、なおかつボーイスカウトもやって
いたのでずいぶん九州自然歩道を歩いた人間だと思います。そういう意味では懐かしい風
景だなと思って見せていただきました。歩いているときにいつも感じていたのは、ただ道
があるだけという感じで、山の中を歩いていたというのもあるのですが、そこからなかな
か沿道の人たちと話をする、仲良くなるということはなくて、歩く人同士は仲良くなれる
のですが、沿道の方となかなか結びつきができない。そもそも自然歩道の目的は、自然、
文化、歴史に触れて自然保護を進めていくということでしたが、最後のほうに人という言
葉が一つ加わっていました。そこが一番フォーラムでやろうとしているところなんだろう
なと思うのですが、発表を聞いていて、利用者と管理者である国や自治体とのつながりを
作る、情報のやりとりをするというのは分かったのですが、沿道の方、あるいは沿道に住
んでいる方、事業者の方などと、利用者あるいは管理者とのつなぎというのをどういうふ
うにしていこうと考えているのかなというのが一つ質問です。 
もう一つは意見ですけれども、滞在型になるかなとお話しをされていましたが、恐らく

滞在型にしていくには長距離トレイルである九州自然歩道から枝分かれして地域の中で巡
っていくようなトレイルができてこないと滞在型になっていかないだろうなと思います。
そのときに、フォーラムという名称からしても、いろいろな情報を集めてそれを提供して
いくという団体の目的があると思うので、今の時代だと利用者がある場所へ行って、九州
自然歩道から外れてまわったらこういう体験ができたというような利用情報を SNS 等で提
供してくれる、それを集めてさらに情報提供するというような仕組みができてくると、長
距離トレイルと滞在型がつながっていくのかなと感じました。そこで利用者といっても、
日本人も最近は SNS を使って情報を出していくのですが、トレイルとか歩く観光について
経験とか知識を持っている人たちというのは欧米の観光客や欧米からのインバウンドの人
たちだと思うので、そういう人たちにできるだけ歩いてもらって、いろいろな場所でどう
いう体験ができるとかを情報として集めてどんどん提供していくようなことができると、
私のふるさとでもある九州がもっと歩いて楽しい地域になるのかなと思いました。 
 
志賀壮史 
ありがとうございます。一つめ、近隣住民、沿線のみなさんとのつながりですが、おっ

しゃる通りだと思います。みちのく潮風トレイルや、世界遺産の奄美群島奄美遺産トレイ
ルが現在、作られているところですが、ローラー作戦のように地域の方と話をしながら、
どんなルートがいいだろうか、どんな食べ物を食べたらいいだろうかと地域の方の理解を
得ながら、コースを設定している点が素晴らしいなと思っています。先に地図上に線をひ
っぱったという雰囲気があるので、その点はなかなか苦労しています。 
また 3,000kmあるとどこから手をつけようかということがありまして、今は梃子のきく
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部分が、管理者とヘビーユーザーとの繋がりだと思って労力をつぎこんでいるような、そ
んなイメージです。なかなかローラー作戦的なワーク―ショップをやっていくほど私たち
も体力がないので、どこに力を注ぐがということで今やっています。でもとても大事なこ
とだと思っていて、沿線住民の方に理解をしてもらう、そのためにも新聞の連載の企画を
書いて実現させたという感があります。 
後者につきましては、ロングトレイルがあってフットパスや体験できるコースがあると

いうのがいいなと思っています。熊本県の美里町のフットパスの井澤さんがパッと思いつ
いておっしゃってくださったのが、ぶどうの房のような関係になれたらいいねというもの
で。ロングトレイルがぶどうの軸で、一個一個の実がフットパスで、そうやってつながっ
ていけたらいいねと教えていただいて、そういう風にやっていけたらと思います。ぶどう
の軸はあまり美味しくないですけどね。軸は軸で頑張りたいと思います。ありがとうござ
います。 
 
臼井冬彦 
ここまでの話を聞いていて、すごいなと思ったのですが、ひとつ違和感を感じることが

あります。家内と私の唯一の共通の趣味が歩くことでして、実際よく歩きます。「その経験
を踏まえて、「歩く」というキーワードと「観光」というキーワードで考えると、海外・国
内旅行で歩くときに感じているのは、日本人の観光で歩く人たちは圧倒的にシニアが多い
と感じているのですが、若い人の活動の話ばかりになっていた点です。ロングトレイルと
いう言葉とトレッキングという言葉でハードルが高くなっていないかなと感じています。
観光の分脈の中では「ハイキング」という感じで歩いている人がほとんどじゃないのかな
と感じています。 
歩く旅といったときに、私がキーワードとして頭に入れておいたほうがいいのは、シニ

アと健康という組み合わせだと思っています。歩く観光というイメージを大事にしたほう
がいいのかなと。ここからは個人の話ですが、妻としょっちゅう歩くのですが、なぜ夫婦
で歩くのがいいのか、うまくいえないのですけれども、向き合わないからじゃないかなと
思っています。向き合わないで並列でいる関係ですと、1時間、2時間、3時間、4時間OK
です。映画もよく行きますが、同じく向き合わない関係がいいですよね、快適な空間です。
映画は会話できませんが、歩くのは向き合わずとも適当に会話ができるので、肉体的なも
のだけでなく精神的な健康にもいいなと思っています。向き合わないで並列に横にいる人
間関係は居心地がいいです。これが私の持論です。その意味で、シニアの夫婦にとって歩
くことは極めて重要だし、非日常空間を歩くというのは観光のコンテンツとして可能性も
あると思っています。ですからロングトレイルまでいくとハードルが高いなと個人的に感
じてしまいました。 
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志賀壮史 
ありがとうございます。観光面で語られると大丈夫かなと思っていたのは、私自身がロ

ングトレイルを冒険と捉えているからなんですね。重なる部分もあるのですが、外を楽し
むというよりは自分と向き合う、孤独を大事にするというところがあります。両者の軸と
いうか距離感を視野に入れて議論できたらいいかなと思いました。 
 
西山徳明 
ロングトレイルを本格的にやってらっしゃる方とほとんど体験的にやったことがない、

私も無理だと思ってしまっていたのですが、志賀さんや木村先生があまり歩かないと聞い
て、少しほっとしました。少しずつハードルが取れてきてより一層議論を進めていただい
たらいいかなと。本当に今日はありがとうございました。優しいプレゼンありがとうござ
いました。 
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『済州オルレを通じたコミュニティビジネス』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

済州オルレを通じたコミュニティービジネス 

安 殷周（アン・ウンジュ） 
社団法人済州オルレ事務局長

こんにちは、私は安です。よろしくお願いします。これは済州島の地図で、香川県とほ
ぼ同じ大きさの島です。韓国の最南端の島で、最も韓国人が住みたいと思っている島です。
済州オルレコースは、島に沿って歩く長距離徒歩旅行のコースです。 
2007 年、理事長の徐明淑（ソ・ミョンスク）がスペインのサンティアゴの道を歩いて、

とても良かったので韓国でもこういう道があったらいいなと構想を作ったのが最初です。
理事長は済州島で生まれましたが、大学はソウルに行き、記者を 22年間していて、済州島
のことは忘れていました。生きるために一生懸命な韓国の女性記者でした。22 年の記者生
活の中で、とてもストレスを受けていて、このままだと私はもう死んでしまうと思って、
辞表を出して、サンティアゴの道へ歩きにいきました。800kmを歩いて、30日間でしたけ
れども、自分が新しく生まれ変わるのを人生ではじめて感じました。韓国人は目標中心で
競争しながら生きています。それを歩きながら理事長は感じ、自分のことを振り返る必要
が韓国人にはあると感じて道を作ることになりました。 
理事長はまったく民間の人だったから、官が道を作るときのように計画や予算を立てた

りしていませんでした。最初は自分の退職金 300 万円で案内板を作ればトレイルを作れる
のではないかと簡単に考えていました。スペインは黄色のペンキで矢印を書いていて、貝
の形をしています。そのように済州島も青い色で標識を作ればできるのではないかと思っ
たのです。最初は自分のお金で、ボランティアの人にご飯やお酒をごちそうしたりして標
識をかけながら道を作りました。この写真のように標識をおけない区間が出てきました。
そのときに文房具屋でリボンを買って、青いリボンを枝とかにぶら下げながらコースを作
っていきました。最初は矢印ではじまって、リボンになって、右側にある標識、青いのが
見えていますがそれが今の標識です。この道を歩いた人たちが、その標識を見ながら歩く
人が少しずつ増え、オルレコースっていいね、幸せだったねと少しずつクチコミで広がっ
ていきました。 
オルレコースはこのように海を通ることもあります。低い山を登ることもあります。こ

こは畑の道です。理事長がはじめてコースを作るときには、サンティアゴで感じたように
コースを作ればいいと思っていました。長く歩くためにはできるだけアスファルトの道を
避けること。昔、済州島の人が使っていた道、車が通るようになって通らなくなった失っ
た道を探すこと。新しいコースを作るときは、既存の道を使うこともありますがまったく
新しい道を探してつなぐこともあります。そのコースを作る際は、土木工事をするのでは
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なく、草刈りをして人が通れるように道を作ります。新しいコースをつくるときは、ボラ
ンティアの人の力を借ります。理事長がオルレを始めるときは、お金を持っていなかった
ので、手伝ってくれるボランティアがいなかったらコースは作れませんでした。良かった
のかどうかわからなかったけれど、理事長には弟が 2人いて、1人は済州島でいわゆるやく
ざでして。有名なやくざだったので、村々に知っている人が 1 人はいました。もう足を洗
っているので心配はしないでください。姉の仕事を手伝うためということでそういうこと
ができました。済州オルレは 425kmありますが、30％が私有地です。その私有地の方たち
を説得するには、やくざの弟の力が大変役に立ちました。もちろん力任せでなく、ネット
ワークの力です。最初は弟の力を借りて、それからボランティアの方の力を借りてコース
を探し始めました。 
人々がコースを歩くようになっていたら、私たちもこのコースを作るのに少しでも力を

貸さなければならないと自然と心ができるようになっていました。理事長は計画性がまっ
たくない人ですが、みんなが自発的に本当に楽しく、それぞれが自分の才能を発揮しても
らえるようみなさんを説得することは天から才をもらっている人です。ある日、軍隊の隊
長がオルレのコースを歩きました。そのコースがとてもよく、大変気に入ってようだった
ので、隊長を道へつれていきました。これから必要なときは軍人たちがコースを作ってほ
しいと考えました。軍隊を連れてやってきました。軍人は世の中に平和をもたらす人、軍
人たちがオルレコースに平和をもたらしてほしいとお願いしました。最初は軍隊の隊長は
人の手でできることができませんと言っていました。理事長は説得して、おばけをつかま
えるのが軍人でしょ、このような仕事はもちろんできるわけでしょと説得しました。その
軍隊の隊長はプライドを傷つけられ、帰って考えてから答え出しますと答えました。理事
長のもう一つの才能は、お金を使わず言葉でその人に仕事をさせる、サンキュー領収書を
書くのがとても上手な人です。それでその軍人たちがコースを作ってくれたので、海兵隊
の道というお金がかからない領収書を書いてあげました。そのあとは、ほかの軍隊からも
この仕事に参加させてほしいと声がかかるように、力を貸してくれるようになりました。
だから、オルレコースには軍人たちが作ってくれたコースが何か所かあります。このよう
に軍人たちが手伝ってくれ、歩く人たちも増えていきました。1年間まったく観光客がこな
かったようなところも、田舎の村々も、コースを作ることで人が歩きにきました。道がで
きることによって、村の人たちが私たちのところにも道を作ってとお願いしにくるように
なりました。ある村は道を全部自分たちで探しておいて、オルレは矢印をかけるだけでい
いよと言ってきたところもありました。 
最初は理事長が 425kmの道を完成させたのですが、それには軍人の力、村の人の力、ボ

ランティアの力があったからコースができました。済州オルレができてから、韓国はもち
ろん済州の文化がまったくかわることになりました。昔、済州オルレができるまでは、一
度島へ来た人がリピーターとして来る期間は 2～3年に 1回だったが、オルレができてから
は 1 年に 2 回訪問してくれるようになりました。済州オルレができる前は、済州島はレン
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タカーで 2 泊 3 日でまわる観光地という認識でした。またオルレができる前は、空港にお
りたら、東まわりに 1周、西まわりに 1周、ハルラ山という高い山があり、そこを登れば、
また誰かに済州へ遊びに行こうよと言われても、レンタカーで周った人は私はもう済州を
全部まわったから行くことないよといわれるというのが済州の観光の当たり前になってい
ました。 
今は済州オルレで済州島を旅行するにはどれくらいかかるでしょうか。1カ月かかるので
す。済州オルレには今 26コースあります。1コース歩くのに 1日かかります。さらに島の
コースもあります。最低 1カ月かかります。だから、1か月間滞在するか、1カ月くらいの
期間を何回かに分けて訪れなければなりません。だから、オルレのあとの済州島には長く
滞在する人が増え、何回も何回も人が来る島になりました。オルレを歩いた方たちが口を
そろえて、「オルレを歩いて一番よかったのは、また来たいと思わせてくれたのは、コース
ではなく人だ」と言っています。最初は風景がよいので済州オルレに来ました、そのあと
は地域の人たち、ゲストハウスやホテルの人たち、自分が乗ったバスのドライバーの人た
ちが親切で感動を受けたとか言っています。また、みかん畑やにんじん畑を通るのですが、
畑の方が、みかんをどうぞとくれたりするので、オルレに感動するわけです。昔、済州島
に車で旅行した人は、観光地を点と点でただ回っていて、済州島はぼったくりの島、不親
切な島というイメージを持っていました。だけど、歩いて済州島を旅行するようになって、
済州島の人はこのように温かい人だったのですねとあらためて感じるようになったのです。
前に済州島に 10回以上来たという人も、オルレの 1コースを歩いたら、本当の済州に出合
ったとびっくりして感動していました。 
これは、韓国のカード会社が分析した資料なのですが、オルレコースができるまでは、

済州島では 2 つの大きな都市でしか消費がありませんでした。オルレができてからは、島
の隅々まで、田舎まで消費が行われているのがわかる表となっています。最初オルレコー
スを作るときは、離れている自然と文化を線にすれば、それをコースにすればいいなとい
う思いで道を作ったのですが、これが線になったら島全体が活性化してきたのです。最初、
私たちは歩く人たちが幸せになる道を作るのが目的でした。そのあと、コースができるこ
とによって村の中に入ることになったんですね。その村の人たちに出会ったあとは、地域
の人たちも幸せになることが私たちの目的に入りました。いくら風景がいいところでも、
人が不親切で仲良くなれなかったら、次にいい感情を持たなくなります。オルレコースが
できたところは、旅行者が来たときに温かいもてなし、交流ができることこそが、長く生
き続けられるコースになるのではないかなと思いました。だから、この道の地域の人たち
に何をしてあげられるか、プライドも経済的効果もありますが、村の人たちに私たちが何
をしなければならないかを考える時期になりました。それで、歩きにくる人たちをそこの
住民が一体になってもてなす祭りをおこなう、ウォーキングフェスティバルを行うことに
なりました。それで地域の人たちは、公演とか伝統文化とか食べ物を準備します。歩きに
来た人はそれを買って食べますし、公演を感動して見ます。2010 年から 1のコースから毎
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年このウォーキングフェスティバルを行っています。これに参加するために済州島を訪れ
る外国人もたくさんいます。このフェスに参加するため、日本、香港、中国、台湾、シン
ガポールから毎年秋に訪れてくれます。村の人たちは、この祭りについてこういうふうに
評価しています。「私たちは小さな村なのに、海外や韓国内から 3000 人くらいが参加する
んですけど、みんなが私たちが作った食べものを美味しくいただいて、子どもたちが準備
した公演も感動しながら見てくれて、こんな小さな町にみなさんが来てくれるなんて」と
喜んでいます。今年は 11月の 1、2、3日で予定しています。こちらにいらっしゃる皆さん
も遊びに来てください。 
済州オルレが今までやってきたプロジェクトは、だいたいお金もないし、人もいないか

ら、頭を使ってやってきたことが多いです。この済州オルレのアカデミーもこのように作
ってきたものです。韓国の社会はとても小さいので、1人経て向こうの相手はだいたいVIP
なんですね。理事長と私は長い期間ソウルで記者をしていたので、道を作るために済州に
来たら、「私の知り合いが済州を歩きたいというから案内してくれる？」といろいろな方か
ら連絡がきます。接待オルレをしてくれというお願いです。それで私たちはたくさんでか
けました。接待オルレをたくさんすると、本来の業務ができなくなったので、最初はボラ
ンティアにお願いしました。ところがボランティアの人たちも、もともとの生業があるか
ら、仕事を差し置いて何回もお願いすることはできなくなりました。そこでその接待オル
レを有料化したらいいのではないかと思ったので、ボランティアの人たちを教育してその
人たちがお金をもらってガイドできるようにしたのが、このオルレアカデミーです。無料
のボランティアでコース案内する場合は、知識がなくても道さえ歩けばいいという感じで
すが、お金をもらうのであれば知識で武装しなければなりません。だからその人たちを教
育するときには、ほぼ観光ガイドのように知識を詰め込みます。2009 年から取り組みはじ
まったのですけれども、アカデミーを終了した人は 1,300 人になります。このアカデミー
で皆さんが欲しいと思っていたのは、ただ有料ガイドになるためだけでなく、済州島のこ
とをもっと知りたいという方で、そういう人がどんどん増えていきました。最初は有料ガ
イドを育てるためにはじめたアカデミーですが、今は済州オルレ本体のボランティアをす
るための教育するプログラムに変換しました。最初はこのアカデミーを終了した人たちの
うち何人かだけが有料ボランティアガイドに。それ以外の人はどこへ行ったか分からなか
ったです。2013 年だったのですが、アカデミー終了した人は 600 人くらいだったけど、こ
の人たちがどこかへいくのはもったいないなと思っていました。アカデミーを終了したの
に、ただ有料ガイドだけをするのはもったいないなと思い、みんな集めて同窓会をしよう
と計画しました。そのお知らせを出したら、70 人くらい集まって同窓会を行いました。組
織を作ると、組織固有のミッションがないと組織がまわっていかない。その同窓会のみな
さんにミッションをお願いしたのは、済州オルレにたくさんの人が歩きにきますが、まだ 1
人で歩けない、初めて歩く、女性 1 人で歩けないという人のために、同窓会の人たちに 1
コースを無料で一緒に歩いてくれないかと提案しました。今でもやっているのですが、同
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窓会の人が毎日毎日、あるコースではアカデミーボランティアと歩く済州オルレとして行
ってくれています。1人で来た人、女性 1人の人、初めてきた人とかは、ホームページにそ
のことが載っているので、そのコースに 9 時半にきて、アカデミーボランティアの方が説
明したり、どのように歩いたらいいかを伝えながら歩くことができます。 
また、このアカデミーを終了したボランティアたちが主になりやっているのは、毎月第 2

週土曜のクリーンオルレです。歩きながらゴミ拾いをします。札幌はどういう場所かよく
分からないけれども、済州の場合は中国から流れ着く海洋ゴミがとても多いんです。九州
オルレに行ったら、そこには韓国からの海洋ゴミが流れ着いていました。本当に恥ずかし
くて、ごめんなさいとお詫びしました。すると、そのとき誰かが言ってくれました。日本
人が捨てたごみはハワイに行くと。この海洋ゴミを歩きながら拾うのがオルレコースの宿
題でした。それで、西帰浦（ソギポ）市の行政のほうに提案をさせてもらった。ゴミ袋を
用意してくれたら、私たちが歩きながら海洋ゴミをいつも掃除しますと。その行政の方は
最初反対していました。一般の島の人たちはゴミ袋が有料なのに、なんで旅行者たちに無
料でゴミ袋を配らなければならないのかと。そのときに、行政を説得するため、旅行者が
ゴミ拾いすると住民もゴミを道端にすてなくなるし、また行政もゴミを拾うためにお金を
使う必要がない、全体に良い効果があると説得したんですね。実際に済州島のほうで、こ
の効果を測定するために分析をしました。クリーンオルレを 10コースでやっているんだけ
ど、西帰浦の市役所で、11 年間 12 人雇わないと海洋ゴミを処理できないと分かったんで
すね。最初はボランティアによってクリーンオルレをしていたのですが、今年からは、行
政のほうからクリーンリーダーといってゴミを拾う人、オルレを守る人といってコースを
整備する人を地域のシニアの人を雇う、仕事として活用できるようになりました。 
これは何だと思いますか？ 何に見えますか？ときどき犬に見えるという人もいますが、

象徴するロゴが馬です。済州島は野生の仔馬が有名なところです。性格がゆったりしてい
て、ゆっくり歩くんです。ゆっくり自分のペースで、なまけながらこの道を歩いてほしい
と理事長が馬をロゴに表しました。この馬が、標識でも記念品でも使われています。最初、
理事長は自分のお金を崩してやっていたんですが、あっという間になくなり、道端で生活
しなければならないくらいになっていたんです。私はソウルでそのとき記者をしていたん
ですけど、理事長が資金がなくなってもうすぐホームレスになってしまうのではないかと
思って、危機感をもって済州島へ来ました。最初は歩く人たちが寄付をして、道を管理で
きるようなシステムを作ろうと思って済州島へ来ました。最初は、こういうシステムを作
って、1人 1,000 円、2,000 円を寄付するシステムを作りました。また、コース沿いにある
小さな店やカフェとかレストラン、ゲストハウスとかがオルレコースができたから儲かる
ようになったよと後援金を出してくれるようになりました。韓国には「涙の効果は 3 年い
かない」ということわざがあります。ありがたいと思って出したお金も 3 年以上は続かな
いという意味なんです。そしたら私たちは 3 年経ったらまたホームレスになってしまうと
いうわけです。だから、自分でビジネスモデルを作らないと運営管理することはできない
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と思いました。それで考えたのが、旅行に来た人たちが買っていく記念品を作ろうという
ビジネスモデルでした。済州オルレの記念品なら、環境に優しくないといけないし、ベト
ナムや中国で作ったものを売るのはおかしいと思っていました。それで考えたのは、済州
島の女性たちが古い布やはぎれを活用してこのような人形を作ろういうふうに思いました。
これはたぶん、こどもの服で作ったと思います。これは古いカーテンの生地で作ったと思
います。カンセ人形を作る女性が 15人くらいいるのですが、これを作ることで新しい職業
を彼女たちは手にいれました。また済州島オルレは、この人形を売ることで、コースの運
営管理できる資金を獲得することができるようになりました。最初は済州島の女性たちが
集まって人形を作っていましたが、今は多文化女性といって、韓国にお嫁にきた海外の女
性たちも加わることになりました。また、今年からは障がい者の方も作業に加わる予定に
なっています。カンセ人形だけでなく、このようなほかの記念品を私たちが作って、これ
らからも半分くらいのお金を管理運営に使っています。一番左にあるのが済州オルレのパ
スポートです。パスポートにスタート地点、中間地点、フィニッシュ地点の 3 個のスタン
プを集めると、そのコースを歩いたということで、これを 26個全部集めると完走のメダル
と完走証をお渡ししています。425km全部歩いた人が 1年で平均 700 人くらいいらっしゃ
います。その中には日本人の方やカナダなど外国人の方も結構いらっしゃいます。 
私たちはコースを歩く人たちがまず幸せでなければいけない、道を提供してくれた地域

の人たちが幸せでなければならない、また、歩ける自然に感謝の気持ちを持たなければな
らない。そうしなければ 100 年、1000 年オルレは続かないと思ったんです。2007 年、初
めてコースを作ったときには、各地の点を線にする作業をしてきたんです。100 年維持す
るために、今度はこの線を面にしていかなければと思いました。面にする作業というのは、
107 の村がオルレにあります。この 107 の村を全部つなげるのが私たちの目標です。実は
自然の中を歩くようにするのはとても簡単な作業だったかもしれません。自然の中を歩く
ときに歩く人たちに自然保護のキャンペーンをしたり、道を迷わず歩けるようにだけすれ
ばよかったのだと思います。でも実はこの道は自然の中だけでなく、村の中や暮らしてい
る地域住民の中にもあります。だからこの道はとても誘導的です。地域の中に入るように
なったら、私たちは地域の人たちとコミュニケーションを取らなければなりません。地域
の人たちと常に話をしながら、コミュニケーションを取り、歩きにきてくれた人たちに優
しく、親切にしてくださいと言わなければなりません。また、住民の人たちに何か一緒に
やりましょうと声をかけなければならないのです。それで私たちは 100 年をみるとしたら、
1 年に 1 つ 2 つの村にしぼって計画をして、この村にオルレが通ることによって生活水準
があがったと、プライドと幸せを感じてもらえるようにしていこうと思ったわけです。そ
れで、済州オルレワークショップといって、地域住民と一緒にやるブランドを行うことに
なりました。それでどこも同じだと思うのですが、人が生活の中で利用してきた昔ながら
のものが一番です。天然染物の才能を持っている人たちから、ファブリック商品のデザイ
ン化をしたんですね。この方たちは、昔から布団とかチマチョゴリの裁縫の技術を持って
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いる方たちだったんですけれども、布団も西洋化しているし、チマチョゴリも着なくなっ
たし、一日に 1,000 円も収入がない状態だったんです。裁縫の技術はとてもあるけど、デ
ザインの技術はないから、お客さんはどんどん離れていっていました。だから、デザイン
の専門家を派遣して、いいデザインができるように図案も渡し、教育もして良い商品を生
産してもらうようにしました。それで私たちも一緒に済州島の記念品として販売を手伝う
ようになりました。この村は細花里（セファリ）という地域なのですが、特産品であるハ
ーブで何かできないかと声をかけてきたので済州オルレが一緒に生産を計画してブランド
を作ることにしました。この写真に見えますけど、焼酎やビールのびんとかを活用して、
ハーブのキャンドルを作りました。キャンドルを作るのも村の体験ものとして活用もして
います。ここは緑茶が有名な地域ですが、緑茶で何か新しいものは作っていなくて、緑茶
のアイスクリームとチョコを作るように手伝って、村の倉庫だったところをカフェにして、
チョコとアイスを販売するように済州オルレが手伝いました。このように村の新しいコン
テンツを作る、地域の宝となるビジネスモデルを作っています。このような作業をするこ
とによって、地域の住民は、オルレコースがうちの村にきてよかったと言うんです、また
村にいろいろな人がきてくれることで私たちは幸せだ、収入ができて新しい事業ができて、
村に来る人に優しくできて、村に人がまたきてくれて、好循環ができています。村を通る
コースの掃除や草刈りや標識の管理など、私たちが村にお願いするとすすんでやってくれ
ます。このように 107 の村をつないでいく、線を面にしていく作業が必要だと思っていま
す。だから済州オルレの目標としては、100 年後、済州オルレの事務局がなくても、村の
人たちが維持管理してくれるのではないかというのが私たちの願いです。 
済州オルレが大きく掲げているのが、ローカルとグローバルです。ローカルライジング

といえば、村の人たちと一緒にやっていく作業ですが、グローバルといえば、海外からの
人が済州に来て歩いてくれるかが課題です。このように私たちは広報するお金がまったく
ないので、どのようにすれば海外の人にトレイルを歩きにきてもらえるか、このターゲッ
トとする人たちにコースを歩いてもらえるか考えるようになりました。だから、2010 年か
ら、世界のトレイルを済州に呼ぶワールドトレイルカンファランスというのをはじめまし
た。その地域の人たちに来てもらって、いろんな国のトレイルの人たちが国に戻ったとき
に済州オルレを広報してもらえるようにしました。このように出合った人たちと私たちは
友情の道という広報マーケティングをしています。イギリスとかスイスとかいろいろな国
と友情の道締結を結んでいるのですが、イギリスのトレイルにいけば済州オルレの標識が
建っている、済州のコースにはそのイギリスの標識が建っているというお互いに広報する
というシステムです。道がない地域、国には、道を地域に作ってあげるという姉妹の道と
いうマーケティングもやっています。最初は九州オルレですね、去年はモンゴルオルレが
オープン、今年の 10月には宮城オルレもオープンします。済州オルレを歩いた人には、姉
妹の道を紹介し、姉妹の道を歩いた人には済州オルレを紹介するようにお互い PRしていま
す。 
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済州オルレは最初は理事長一人ではじめたものですけれども、たくさんの力が合わさっ
たことで少しずつ完成に向かっています。済州オルレは、修正できてなかったのですが
1,600 人くらいの踏破者クラブがあります、1,000 人のボランティアたち、交通費も払わな
いボランティアの方がいて、10 社くらいの友達企業、100 の村、地域の住民、1,500 人く
らいの個人の後援をしてくださる方がいます。たくさんの人がいるから済州オルレの道が
管理されています。 
以上で済州オルレの紹介を終わります。次に代表的な姉妹道である日本のオルレについ

てご紹介させていただきます。ありがとうございます。 
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『日本におけるオルレの推進』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

日本におけるオルレの推進 

李 唯美（イ・ユミ） 
社団法人済州オルレ日本支社長／宮城オルレ推進アドバイザー

皆さんこんにちは。今日はみなさん、とても難しい話をされたので、日本語がうまく出
てくるか分からないのですが、よろしくおねがいします。 
資料が出るまで、少し私の自己紹介をさせていただきます。2004 年に結婚して、福岡に

3年間住んでいたのですが、先生も九州出身と聞いて、九州からたくさんの方も参加されて
いてうれしく思っています。九州観光推進機構で韓国担当としてインバウンド業務を 12年
間担当しておりました。その中で済州オルレを九州に導入したいと思って、7年前からオル
レに関わっています。去年、九州観光推進機構を辞めて、岐阜に住んでいます。名簿に岐
阜の方もいらっしゃってまたすごくうれしく思っています。主人が 4 年前に岐阜の企業に
転職して、家族バラバラで生活していて、3 年間主人が単身で頑張ってくれたんですけど、
去年からやっと一緒に家族で暮らすことができました。現在は、済州オルレ日本支社長と
して、済州オルレを日本に知らせる仕事、オルレに興味がある方たちにいろいろな取り組
みを教えています。宮城オルレの推進アドバイザーをしているのと、韓国の放送局関係の
コーディネーターの仕事をしております。 
私が北海道にくるのは 3 回目になります。オルレの初めての講演会が北海道だったんで

す。上富良野町で、そこで初めて神谷先生、小川先生にお会いしたんですけれども、今回、
北海道で話ができること本当にうれしいと思います。 
九州オルレは 2012 年に 4コースオープンするところから始まりました。2011 年に九州

観光推進機構と済州オルレが業務提携を結ぶことからはじまり、毎年新しいコースをオー
プンしています。21 コースまで認定されて、ちょうど先週なのですけれども、筑豊・香春
コース、さいき・大入島コースがオープンして、それぞれ 600 人、700 人が集まってコー
スを歩きました。このようにコースが集まって、今は 21コースなんです。 
済州オルレと違って、九州オルレはまったく官から始まったものです。九州観光振興機

構は、コースの認定、九州オルレ全体のブランド管理、済州オルレとのコミュニケーショ
ンという役割を持っています。九州は 7 県ありますけれども、九州観光振興機構はこの 7
県を通じて仕事をしているんですね。北海道観光振興機構の方もいらっしゃるので分かる
かと思いますが、民と官が一緒にできた組織です。この中には 7県が入っていて、7県に九
州観光振興機構が文書を出してコースを募集します。一番最初の年はどのようにコースを
作ればいいかまったくわからなくて、最初にコースを募集したら、九州全体で 28コースぐ
らい出たけど、その中で 4 コースを決めたのですけれども、それはとても大変だというこ
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とで、翌年からは頭を使って県で募集して、県内で審査してもらって、いいものを九州観
光振興機構に出してもらうようにしました。 
九州オルレ 21 コースがあり、20 自治体が入っています。市もあれば、町もあります。

九州オルレの地域協議会というのを作って、各コース毎年 40 万円会費を負担しています。
その中から、イベントの実施、ガイドブックを作ったりして、イベントの方法などの仕事
をしています。3つの、いやたくさんの各団体がうまくいっているから、九州オルレがいろ
いろなところに紹介されていますが、私たちにも課題はいくつかあり、いかに地域の人た
ちと関わってやっていくかが課題です。 
九州オルレの標識は済州オルレと同じものを使っています。色は朱色ですけれども。同

じものを使う理由は、韓国の人も初めてくる日本でも分かりやすいようにするためです。
標識を見ながら歩くと、ガイドがいなくてもガイドがいるかのようにすべてのコースを歩
くことができます。21 コース全部歩くと何日かかるでしょうか。九州は済州島よりもっと
広いので、最低で 21 日。歩いて、移動して、歩いて、移動してとなるので、最低 21 日。
そうじゃないとだいたい 1 カ月くらいですね。最初はコースを全部歩く人いるのか心配で
したが、コースを全部歩いている人は 160 人いらっしゃって、済州に比べるとまだまだ少
ない数ですが。その中で韓国人が 40人。日本人 120 人くらいいます。160 人の中で最年少
は 6歳、最高齢 82歳の方がいます。北海道の方も 1人全コースを歩いています。九州観光
振興機構のホームページに出ていますので確認することができます。 
韓国人は、済州と同じで、九州は 2 泊 3 日の安近短の観光地だと思っていたので、何回

も何回も訪れる観光地ではありませんでした。でも、オルレがあることによって、皆さん
が「九州がこんなに大きいと思わなかった」と言っています。別府と阿蘇と福岡しかわか
らなかったけれど、九州には天草もあるし、この間オープンした、さいき・大入島は 700
人住んでいる島なのですけど、先日コースオープンで 600 人が歩きにきてくださいました。 
九州オルレを作るときは済州オルレよりも細かく原則を立てていました。済州オルレは

タクシーやバスがよく通ります。コースができることによって、コースのスタート地点ま
でバスが通ったりしていますが、九州の場合は、最初から 1 人でもコースにたどり着ける
ように、公共交通機関があるところにしています。そこが済州とは違うところです。九州
の山や森は深いところもあるので、エスケープルートがあるかどうかも確認しています。
また、みつばちの養蜂所、養鶏所、養豚所などを通らないようにしています。トイレをこ
まめに作ったりしています。このようにコースを厳しく計算して作っているので、ほとん
どのコースがいいコースだと評価してもらっています。それにプラス済州にはない温泉が
あって、歩いたあとに温泉に入ることができたり、済州にはない鉄道があるので、JR 九州
に乗って駅弁が楽しめるなどもいいですねと評価をいただいています。 
宮城では、「みちのく潮風トレイル」と気仙沼の唐桑コースというところが 3km くらい

だけ重なるところがあります。宮城オルレもやるとなって、去年の 11月に協定を結びまし
た。やることになったきっかけは、宮城にほとんどの外国人、日本人が観光で戻ってきて
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いるけれど、韓国の人は観光ではほとんど戻ってきていないといわれています。それで、
九州オルレの成功例を見て、韓国人に戻ってきてほしいということで始まった話です。も
ちろんオルレのコースは日本人も歩きます。 
宮城オルレのコースは、東松島市、気仙沼市の唐桑コースのまずは 2コースが 10月にオ

ープンする予定です。大崎市のコースはまだ準備ができていないので、来年度の予定かな
と。とりあえず宮城県としては 8コースオープンする予定でいます。 
オルレはもともとある自然を使うのが魅力かなと思うのですが、これは八女の茶畑です。

もともとある風景なのですが、ここに道を通すことによって、何もない里山を歩いたあと、
この茶畑に出て、みなさんがハッと声を、歓声をあげるんですね。このような地域に隠れ
ている宝ものを探すのがオルレの魅力かなと思います。 
 また、九州オルレは地域の食が豊かだなと歩いてみて思うのですが、豚汁というものも
地域によって違います。鹿児島はさつま汁といって鶏肉が入っていたり、別府の方ではだ
ご汁といって麺を入れたり、島のコースにいけば、あまべ汁といって魚を入れてくれたり
して、豚汁ひとつでも食の豊かさを伺うことができます。ローカルな、ここ、高千穂コー
スの小さな学校だったところ、廃校だったところをレストランに改装して、山菜などの天
ぷらなどの定食を提供しています。地域の食事を食べるのが九州オルレの魅力だと思いま
す。 
小さな文化、歴史と書いたのですけれども、九州には各地各地に歴史や文化があって、

小さな文化歴史に見えるかもしれませんが決してそうではないなと思います。八女コース
には、6世紀ごろの古墳があり、この辺りを統治していた筑紫君磐井の文化が残っている地
域ですし、宗像・大島コースには、沖ノ島に入れない女性たちが遥拝するお宮もあります。
また、日露戦争のときに使おうと思って作った砲台跡などもあります。小さいかもしれな
いけれど、掘ってみたらすごく面白い歴史や文化が残っています。 
オルレの魅力としては、歩いたあとの温泉、足湯があったり、歩く途中に出合うこうい

う景色にあります。謙遜して「小さな」と言ってますが、本当に九州ならではの温泉と景
色を楽しむことができます。奥豊後コースにある岡城跡、荒城の月という歌でも有名なお
城ですが、ここで 3 つの山を見ることができます。九州には 6 つの日本百名山があります
が、そのうちの 3 つの阿蘇山、祖母山、九重山を見ることができるというのは素晴らしい
ことだと思いませんか。左にある写真、私の息子なのですけれども、さっき言った最年少
の九州オルレ踏破者です。 
オルレの魅力に交流は欠かせないのですが、左上はアン理事です。歩いている途中に、

地域の方がアン理事にみかんを渡しているところです。志賀さんもおっしゃってましたが、
熊本の下のほうに行くと、接待がホントにありまして、みかんとかレタスとかタケノコと
かダイコンとかサツマイモとか重たいのですけど、くれるので、地域とのふれあいが感じ
られるなと思います。また、南塩原コースではトイレがなくて困っていたのですが、地域
の方がはなれを提供してくれて、トイレや休憩を提供してくれました。先月聞いた話だと、
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実はそこの方のトイレが最近のウォシュレット付きとかではなかったので、それが悪いと
思っていたのか、自分で 50万円かけて、最新のウォシュレット付きのトイレにしてくれた
ときいています。唐津コースでは、毎年日本と韓国の学生が手をつないで歩くという交流
をしています。言葉が通じなくても、先ほど臼井さんもおっしゃってましたが、夫婦は正
面見ないほうがいいといいますが、日韓の関係もそのほうがいいのかなと思います。私も
主人が日本人なので、毎日日韓戦なので。手をつないで歩くことって本当にいいなと思っ
ています。上の写真は旅館民泊の写真です。ここ、志賀さんは竹田市出身とおっしゃって
ましたが、竹田市と豊後市はホテルが少なくてたくさんの方がいっぺんに泊まれるところ
がなく、そこで始めた農家民泊ですが、みなさんが一番ここで感動して帰られます。 
オルレの中で魅力なのが、交流、人だと思います。道を歩くときに地域のおばあちゃん

がアニョハセヨと声をかけてくれたり、子どもたちが韓国人か日本人か見分けがつくとい
う素晴らしい才能が育てられています。日本人には「こんにちは」、韓国人には「アニョハ
セヨ」とあいさつしてくれます。トイレを貸してくださる方もいますし。あと、地域の何
もなかったスポットにかかしを立ててくれたのですが大分弁で「よくきっちょるね」と書
かれていて記念写真を撮れるようになっているんですが、行くたびにかかしが増えていく
んですよね。子どもや犬やサッカーボールやお弁当やらが増えていて。ここは今記念撮影
するスポットになっています。よく見ないと誰が人かどれがかかしか分からないと思うの
ですが。オルレは今どんどん地域に根付いて、進化をしているんですね。昨年は八女コー
スで、クリスマスオルレやハロウィンオルレで変装して歩いたり、スタッフが一番楽しん
でいるんですよね。市と市を超えて、県と県を超えて、南島原コースとみやまコースが手
を組んで今日と明日イベントを行っています。春のオルレフェアとして各地域でイベント
をしています。これは各コースのマップを入れているラックなのですが、ほとんどのコー
スに行くと、ほかのいろいろなコースを紹介して、互いが広報するようになりました。県
や市の方は分かるとおもうのですが、ほかの地域を PRするのは難しいと思うんですね。北
海道の場合、ロシアに行ってください、青森に行ってくださいと PRするのと同じくらい難
しいことを、九州オルレではやっています。 
これは済州の場合なのですが、クリーンオルレ、歩く人たちが進んで完成と書いてくれ

たり、ハートを書いたり、コースをきれいに飾ってくれたり。またボランティアの方たち、
ソウルから来た方たちが歩く人を歓迎する写真なのですが、私は歩くときにこれに力をつ
けてもらったり、感謝しています。 
これは済州オルレがプロデュースしたわけではないのですが、コースを歩くときにポス

トがあり、はがきとペンが置いてあって、1年後手紙を送りますと書いてあります。本当に
書くと 1 年後に届くようになっています。そういうサービスを村がボランティアでやって
います。歩く人たちをウェルカムするような壁画ですとか、歩く人たちが疲れないように
無人カフェもあります。有料なのですけど。韓国人は現金を持たないので、お金がない、
現金がない人のために口座番号が書いてあったり。トイレやWi－Fiを使えるようにしたり、
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お茶を飲めるような休憩スポットも作っています。 
 映像もあったのですけれども、また呼んでくださったら、1時間半の講演で流すようにし
ます。以上で終わりにします。 
 
＜＜質疑応答＞＞ 

石丸幸夫 
まず、李さんのお話は、同じ広域の観光振興機構の組織同士ということで、よくわかり

ました。これまで、北海道へのインバウンドは、中国、台湾、そして韓国という順番でし
たが、近年、韓国からの LCCの直行便が増えたことから、韓国からが急増し、中国、台湾
という状況にあります。本日のお話を参考にして、韓国からのお客様の数をもっと伸ばし
ていければなと思いました。 
また、安さんのお話を聞いていて、現在、道庁から観光振興機構に派遣されております

が、済州島に対するイメージはＩＲやカジノでしたが、今日のお話にはそれがひと言も出
てこなくて、イメージがかなり変わりました。北海道と済州島は、同じ島同士ということ
で、近年交流が始まっておりまして、一昨年（2016 年）に、北海道知事が済州島におじゃ
ましまして、済州道の知事と友好協力協定を締結しております。その時のテーマとしては
ジオパークなどがありましたが、済州オルレのお話を今日聞きまして、とても参考になる
と思いました。今後、北海道と済州島が交流するにあたり、北海道でもロングトレイルや
フットパスが盛んですので、これらが交流の柱になればと思っています。 
済州オルレを参考にさせていただくにあたり、2点質問したいのですが、済州島は特別自

治道という扱いになっていると聞いていましたが、今日のお話では、州政府や行政の話が
なく、民間主導の取組みがベストとは思いますが、民間主導の中でも行政が関与するよう
な部分があったのかお伺いしたいと思います。 
 
安殷周 
宮城オルレをやると韓国全体でニュースになったさいに、ぜひ北海道でも作ってくださ

いと要請をもらっています。 
最初はまったく民間主導で始まったのですけど、済州に訪れる観光客の 5 分の 1 は純粋

にオルレを歩きたいという人なので、比重が大きくなってきているので行政もオルレに目
を向けてくれるようになっています。お金がかかること、特に大金が必要なことは行政に
お願いすることもあります。まずはトイレですね、トイレを設置するには大金がかかるの
でお願いしています。それからコースは、私たちははじめ 1 人くらいが通れればいいと小
さな幅でコースを作っていたのですが、100 万人、200 万人と人が歩くので、踏み過ぎて
道が広がる、疲弊するという被害があるので、道が自然から欠損するのを防止するために
ヤシの実で編んだマットを敷いてもらったり、絶壁の場所に安全なフェンスを作るなどは
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行政にお願いしてやってもらっています。来週なのですが、済州オルレができて 11年目に
して済州島庁と協定を結びます。済州オルレと済州島庁の役割を分けているんですよね。
お互いの役割をはっきりして、シナジー効果を出せるか、それが協定内容となります。ポ
イントとなるのは、オルレの維持管理は済州オルレが、ハード的なお金がかかるトイレな
どは済州島庁が果たします。答えになりましたでしょうか。 

石丸幸夫 
ありがとうございます。もう一点、これだけの規模の社団法人を運営される済州オルレ

の事務局スタッフの数と年間予算について、教えていただければと思います。 
 
安殷周 
済州オルレの純粋な事務局の職員は 15人おります。済州オルレは、社団法人済州オルレ

のほかに記念品の制作販売をしている社会的な企業があり、それと標識や記念品のデザイ
ンを作るデザイン会社があり、済州オルレと合わせると 30人になります。済州オルレの事
業費は年間 1億円です。3つの団体全部を合わせた事業費は 3億円ですね。 
 
尾久土正己 
学部長の代理で来たのですけれども、天文が専攻ということで、お役に立つかなと思っ

ていたのですが、実は和歌山大学で一番歩いているのは私でして、京都から高野山までと
か、和歌山から奈良へ歩いているとか、学生たちと歩くイベントをやっています。そのと
きに困るのが、学生たちに、例えばおごってあげるから歩こうとかいろいろな餌を用意し
ないと一緒に歩いてくれないんですね。でも学生と一緒に歩くと、地域の人が声をかけて
くれます。50、60 代だけで歩いていたら素通りする地域の方たちが、20 代の女子学生が
いるとものをくれたり、声をかけたりしてくれるんですね。そのことに絡めて質問なので
すけれども、済州で歩いている年齢層というのは、若い人、いわゆる 20代の大学生みたい
な人はいるのでしょうか。 それから 700 人も年間で完走するというのは、普段から韓国
の人はたくさん歩くのでしょうか。 そこを教えてください。 
 
安殷周 
韓国の人も最初から歩くのが好きだったわけじゃないです。済州オルレを歩いている人

を見て、済州の住民たちがトラックを停めて、「なんで歩いているの？トラックに乗りなさ
い」といってくれるほどでした。歩く文化ありませんでした。今は、人が歩いているのを
見ると、みかんをくれたり、「よくきたね、頑張ってね」と声をかけてくれるようになり、
自然と歩く旅行が広がりました。それは、歩いてみると新しい地域の魅力を発見できると
いうことなのですけれども、済州オルレの一番の宿題もどうしたら 20代が歩くかで、私の
娘 21 歳なのですけれども、絶対に歩かないと言います。娘が 12 歳や 15 歳のときは一緒
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に歩いたのですけれども、大学生になって一緒に歩こうというと、ゆっくりするのんびり
するスポーツは好きじゃない、ダイナミックなスポーツが好きといいます。3年前から、20
代のボランティアを育成しています。済州オルレをサポートするグループを作りながら、
20 代のオルレを歩く人を増やしているというところです。たばことお酒と同じく、歩くと
いうのも中毒性が強いと思っているので、歩いた学生ははまると思っています。 
 
尾久土正己 
ありがとうございます。もう一つ、九州のほうで、意見というかコメントなのですけれ

ども、今日この前に九州自然歩道の話があって、枝があるけど実がないぶどうというのが
あったのですが、これくっつけたらいいんじゃないかと思いまして。以上です。 
 
李唯美 
補足説明なのですが、オルレでも九州自然歩道を活用させてもらっており、九州自然歩

道の方にも環境省の方にも感謝しています。この場を借りてお礼を申し上げます。九重コ
ース、霧島コース、奥豊後コースなど、何か所かを貸してもらっています。本当にいい道
であることを分かっているので、もっとこのいい道を活用できたらいいのにと思っていま
す。私たちは初めてお会いしたのですけれども、仲がいいです、ケンカはしていません。
九州にはフットパスもたくさんありますし、フットパスも自然歩道もオルレもぶどうのよ
うにお互いに歩く文化を創造していけたらいいなと思っています。 
 
西山徳明 
このように、この場を通じて新しいアイデアやネットワークができるという可能性を感

じるお話ですね。もうちょっとだけ、せっかくお話しいただきましたのでフリーディスカ
ッションでコメントをいただければと思います。松本さんどうぞ。 
 
松本秀人 
貴重な講演ありがとうございます。カムサハムニダ。単純な質問なんですけれども、参

加人数が増えれば増えるほど、私有地に入ったり、ゴミが出るとか、騒がしくなるとか、
地域の人の生活を脅かすこともあると思うのですが、済州オルレではそういうトラブルは
なかったのでしょうか。 
 
安殷周 
韓国の言葉で、個人の場合は教養があっても、群衆となれば道徳心がなくなるというも

のがあるんですね。だから、先ほどちょっと話をしましたがクリーンオルレは、海洋ゴミ
の問題もあるのですが、団体で歩く場合、ゴミを捨てる問題もあるので、歩く人の意識を
変えなければと思ってキャンペーンをしていました。また、済州オルレを歩く人には、済
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州オルレのマナー、エチケットをお伝えしています。私有地に入るときに守るべきこと、
自然保護などを詳しく説明してお伝えしています。 
 
毛谷村英治 
今日はどうもありがとうございました。最初、オルレを思いつかれたのが、サンティア

ゴ・デ・コンポステーラからということで、日本でも四国八十八箇所や上五島の教会群を
歩いてまわるの楽しいんですよね。宗教的な施設を回って歩くというのは使えるなと思っ
ていたのですが、日本人の場合は宗教というか、信仰心があまりないので、信仰の対象に
なるところを歩いていると、最終的にその施設の方に被害を与えてしまうのではないだろ
うかと思っているんです。敬虔なカトリックの信者さんがサンティアゴを回るのはいける
と思うですが、観光地にすると失敗するだろうと思っていたのですが、済州オルレの場合
は、そうではなく、一般の人の生活を見せる、自然景観を見て回っているので、非常にう
まくやっているなと、とても参考になるな、嬉しいなと思って見ていました。 
 お伺いしたいことの一つですが、サンティアゴ・デ・コンポステーラの場合、最近自転
車でまわるということが出てきているのですが、済州オルレも自転車を使うのであれば若
い人も参加するのでしょうけど、済州オルレは自転車を使っていいのか、悪いのか。また、
今後日本でも展開していく場合、歩かないと魅力はないのか、自転車では味わえないのか
ということを教えていただければと。 
もう一つの質問は、九州オルレのいただいた資料の中に、社団法人済州オルレとの業務

提携と書かれているのですが、マークやロゴなどを使っているので、お金を相当お支払い
しないと契約できないものなのでしょうか。どういうふうに契約をしていらっしゃるのか
教えていただければと。 
 
安殷周 
オルレには自転車では入れない道があるんですね。森の道や少し山の道など、寄生火山

など。山に入ったときは小さいから入らないのと、自転車が入ってしまうと道が自然が棄
損されてしまう可能性があり、また、狭い道で人とぶつかってケガをしてしまうと困るの
で、自転車は海岸専用道路だけを使ってくださいとお願いしています。 
九州オルレとの業務提携ですが、これは宮城も同じですが、お互いの役割を示す内容で

すね。九州オルレは、名称、標識、デザイン、職員の派遣などを使わせてもらっています。
済州オルレのほうは、試行錯誤しないように、新コースの審査、運営管理のノウハウ、コ
ースがオープンするまでの手伝いなどをしています。済州オルレは年間 100 万円いただい
ています。また、韓国のマーケットに、九州オルレ、宮城オルレを広報しています。オー
プニングの際には、韓国の有力なテレビ、3大新聞、雑誌などのプレスリリースをしていま
す。 
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『英国のフットパスと地域活性化』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

英国のフットパスと地域活性化 

―Walkers are Welcome タウンの活動― 

塩路 有子 
阪南大学国際観光学部国際観光学科教授

よろしくお願いいたします。今日はお招きいただき、発表という機会を与えていただき、
誠にありがとうございます。簡単に自己紹介を兼ねた研究の経緯をおはなししたいと思い
ます。私は、民博の大学院である総合研究大学院大学で石森先生のもとで博士課程の学生
として二十数年前過ごした訳ですけれど、そのときに文化人類学ですが、イギリスで文化
遺産と観光というテーマで博士課程の研究調査を始めました。イギリスの調査は今年で 23
年目に突入します。当時からイングランド南西部のコッツウォルズ地域というところをフ
ィールドのエリアとして研究を進めてきました。文化遺産というと堅いイメージですが、
お祭りや踊り、建築物、人々がどういう生活文化を創り出し、かつ、それをどのように活
用しているのかというようなところを研究調査してきた者です。文化遺産を研究したとい
うこともあり、文化遺産を保全管理するトラストのようなチャリティーの活動、アソシエ
ーションとかに興味を持ち、コミュニティ内のアソシエーションやチャリティー、もっと
大きな規模のチャリティーがどんな活動をしているのかを研究調査してきました。 
2013年に筑波大の前川先生にイギリスのフットパスのお話をしてほしいとお声かけいた

だき、そこからです。フットパス調査に入った訳です。それまでは、イギリスで調査の合
間の休憩程度にフットパスを歩いていたりとか、羊をのんびり眺めていたりとか、人間関
係に疲れていたのでこういうことをしていたのですが、ついに自分の楽しみまで研究対象
にしてしまった次第です。 
さっそく、英国のフットパスと地域活性化ということで、お話をしていきたいと思いま

す。これが今日の流れです。 
英国のパブリック・フットパス。フット+パスということで、小道、自然道、公式にはパ

ブリック・フットパスと呼ばれています。つまり、公共の自然道。誰でも歩くことができ
る小道ということです。昨日、木村先生もお話しいただいた、英国におけるフットパスの
総距離は、ナショナルトラストの推計ですが、だいた 20 数万 km あるといわれています。
網の目のようにイギリス全土をフットパスが覆っているという状況です。木村先生よりも
少ないですが、年間 8 千億円の経済効果がある。いずれにしても 1 兆に近い経済効果を生
んでいる。歩くと喉が渇くので飲み物を買う。パブに入って 1 杯ビールを飲んだりご飯を
食べたり、宿泊したり、そういったことを含めて経済効果がある。イギリスにおいて歩く
観光というのが非常に経済的効果をもたらすしっかりとした観光として成り立っていると
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いうのが大きなところです。その背景には歴史的な要素がある。パブリック・フットパス
というのはイギリスで法的に守られている側面があります。これがすごく特徴的です。歩
く権利＝パブリック・ライツ・オブ・ウェイといいまして、歴史的・社会的背景の中で形
成されてきたものです。 
パブリック・ライツ・オブ・ウェイの中には色んな道があるのですが、フットパスがそ

のひとつです。そのほかに、ブライドル・ウェイのように馬が通る道など、雨がよく降る
のでぐちゃぐちゃになったりガタガタになっていたりするようなところもライツ・オブ・
ウェイにはあります。その中のひとつがフットパスです。イギリスのパブリック・フット
パスには、昨日、ロングトレイルの話が出ていましたが、ナショナル・トレイルとして、
国指定の長距離歩行道というのもあります。これが 15本ありまして、走行距離が 4,000km
以上。1 本が数 10km のものから、1,000km にいたるものまで、長さはいろいろ。見てい
ただくと分かるように、色を変えていますが、海岸の上を歩いたり、丘陵地帯や牧草地を
歩いたり、ヒースの中を歩いたり、森の中を抜けたり小川沿いに歩いたり、あるいはスコ
ットランドの方に行くと色んなところを歩いて行く。非常に多様なコース、自然の景観も
いろいろなものがある。一方で、国が指定したものと違って、地域の人々に身近なフット
パスとして、州とか府とか市町村の各レベルでトレイルとかフットパスがあります。グロ
ースターシャー(州)ウェイ、とかコッツウォルド(府)ウェイ、これは後にナショナル・トレ
イルになります。ウィンチコム(町)ウェイなど、こういったレベルでフットパスがある。こ
れはもっと多いですが、特定の名前はないけれど地元の人たちに通り道として知られてい
るフットパス。名前はないけれど地元の人たちが通る道、牧草地とか畑とかの名前でアク
セス可能なオープンスペースとしてその場所の名前で知られているフットパスというのが
あります。 
写真はコッツウォルズ地域北部のチッピング・カムデンという町で調査したときの写真

です。教会の後ろにナショナルトラストの所有している牧草地が広がっていて、それがパ
ブリック・フットパスが通る道、空間になっています。道路が右側にあり、道路を隔てて
塀を越えまして、敷地に入る。だいたい人が通っているフットパスの跡がありますので、
ここを通ればいいのかというのが分かります。石垣、家と家の間を通ることがあります。
これは標識ですが、石でできているフットパスと書いてある標識だったり、小麦畑で小麦
が育っている間をガサガサと抜けるようなパブリック・フットパスもあります。下は野菜
の畑を抜けるフットパス。農家は、法的にパブリック・フットパスが守られているので、
そこは絶対に道としておいておかないといけない。そこは何も植えてはいけないという義
務があります。 
フットパスの歴史を簡単に振り返っていきます。英国では歩く道として、巡礼の道とか

羊など家畜を移送する道、あるいはロバが荷物を運ぶ道、ローマンロード、ローマ人が紀
元前に侵攻してきたときに作ったまっすぐな道、普通に村をつなぐ道、教会に行く道、日
常生活のための道というのがそもそもあった。それが 18世紀になると変化が生じる。大地



-89-

塩路 ｜ 英国のフットパスと地域活性化 ｜

主がいて、下に小規模な土地持ち農民がいて、あとは「コモンズ」、共用地で生計を立てる
農民がいる。特に共用地で生計を立てる農民は、もちろん農地に出るためもそうですけど、
レクリエーションのために、共用地の野山に出かけるための自由を持っていた。それが 18
世紀の囲い込みによって変化する。第一次囲い込みで、大土地管理が可能になって、地主
が小作地を回収しまして、コモンズを買収して私有地とする。第二次囲い込みになると英
国の農業が資本主義的な大規模農業経営になってきて、大地主や農業資本家などが大規模
な穀物生産の効率化を目指して大規模な囲い込みを行ったということで、どんどん共用地
が消えていった。庶民はレクリエーションの場を失っていくということになっていくわけ
です。 
次に 18 世紀半ば以降の産業革命以降の近代化、工業化、都市化の流れのなかで、郊外、

カントリーサイドの自然環境の破壊が行われた。日本の高度経済成長に破壊が行われたの
と同じですけれども。百年間のスパンでイギリスでは起こった。18 世紀の半ば以降に産業
革命を受けて開発の波がカントリーサイドまで広がり、カントリーサイドが危機に陥った。
自然、歴史的な遺産、環境が破壊されていったといわれています。19 世紀末から 20 世紀
の 15年間で 20万 haの林地とか農地、共用地がなくなったといわれています。 
そういう環境破壊的なことに対して、反対の行動に出たのが 19世紀半ば以降の環境保護

団体の形成。1865 年に共用地保存協会というのができて、それから 1895 年にナショナル
トラストができるという流れに結びつく訳ですけれども、いずれの団体も民間の人たちが
結成して全国規模の活動になったというカントリーサイドの環境を保護しようという流れ
です。18 世紀後半以降のそういうものがベースにあった上で、環境保護団体により自然環
境が保全されている中で、次のことが起こっていくわけです。 
フットパスをめぐる歩く権利の獲得。産業革命以降のヴィクトリア朝が大英帝国として

だんだん豊かになってくる中で、いろんな活動が大衆化していって、いわゆるレジャー活
動の大衆化という近代観光の流れにこれとは別に入っている。環境破壊と同時に大英帝国
として余暇活動が大衆化していき豊かになると同時に変化して動いている。第一次世界大
戦のあと、北部の工業都市であるシェフィールドとかマンチェスター、バーミンガムとい
ったところの労働者たちが散策を楽しむようになった。少し余暇を楽しむ余裕が労働者に
もできた。それと労働時間の短縮や有給休暇制度の導入などでそういったことが促進され
るようになっていくという社会の流れがあります。 
北部の工業都市の中で、ピーク・ディストリクトが人気の散策地になりました。そこに

あるキンダースコットという丘で事件が起きます。この丘の地主が雷鳥を保護するという
口実で労働者に入って欲しくないため、囲い込みをした。立ち入りを禁止しようとした。
そういうことに対して自分たちの歩く楽しみを奪ったということで、抗議行動をして 400
人の人々が丘の頂上に立った。それを警察に通報され不法侵入としてリーダーの 5 人が逮
捕されるという事件が起きた。これはランプラーズ協会のロビー活動につながって、歩く
権利法の成立に結びついていくという流れになっています。 



-90-

 

 フットパスに関する法的整備が、右側にレジャー活動と環境保全等と書いていますが、
キンダースコット事件で歩く権利法が成立して、そのときちょうどレジャー活動としてピ
ーク・ディストリクトが人気の観光地になっていったということです。 
1949年には国立公園法にカントリーサイドへの立ち入りを認める法律が併記されるよう

になり、1970 年代から 80 年代、より一般大衆が車を使ったりする時代になり、カントリ
ーウォークというのが盛んになる。1990 年に歩く権利法が改正され、フットパスを地主の
都合による閉鎖から守ることが強化されました。地主が、「家畜が被害を受けるから」「農
作物に危害や被害が生じるので人に入ってきて欲しくない」といって、自分の農地や牧草
地に塀をしたり囲ったりすることは許されない。もし、そんなことをすると訴えられると
いう状況ができる。ちなみに 1980 年代以降になってくると、政府や地方行政がカントリー
サイドの環境保全の現代版を政府がやるというバージョンを促進。同時にカントリーサイ
ドにおける文化遺産とか観光を促進する、70 年代くらいから始まっていますが、英国政府
観光庁を通じてカントリーサイド、カルチャー、ヘリテージの 3 つのキーワードで文化遺
産観光を進めて来た。文化遺産観光を進めつつ、環境も保全していく。現場であるカント
リーサイドの環境も保全する両方のバランスを取りながらやっていったという時代。2000
年に入りまして、今度は法律のほうでは｢カントリーサイド歩く権利法2000｣ということで、
歩いている荒地とか森林地など、これまで対象になっていなかったところも対象としたパ
ブリック・アクセス権が確立します。最近になると政府、地方行政が今度は健康・福祉関
連の一環としてウォーキングを活用して、それに対してフォローするようになるというの
が含まれました。そういう流れがあり、フットパスを巡る「Wakers are Welcom活動」と
いうのが生まれてくる訳です。 
 このWakers are Welcom Town というのが 2018 年 2月現在で 100 の市町村が登録し
ています。この組織結成の経緯は北部イングランドの町、ヘブデン・ブリッジというとこ
ろで一住民がフェアトレード・タウンという思想を、フェアトレードのタウンですね。そ
れに賛成するタウンというコンセプトからWaWのコンセプトを着想したというものです。
つまり、既存の主要な観光市場に頼るのではなく、マスの人々を相手にしたマスツーリズ
ムを推進するマスツーリズムの拠点になるような、市場に頼るのではなく、ウォーキング
とかウォーカーという目立たない少数派に注目することで地域振興に導こうとするコンセ
プトで、2006 年にこの人が提案し、2007 年 2月にWaW協会、全国組織が形成されます。
つまり、草の根の組織体を志向して形成していく。この 10年で一種の社会改革、コミュニ
ティ・レベルですけども社会改革的な活動にこの WaW タウンの活動が発展、展開してい
るという状況です。 
この WaW 協会には最初に 6 つの目的があります。まず、人にとって魅力的な目的地に

するためにその地域のウォークに関する最善の情報を提供する。地域の人々と訪れた人々
に地域内でもっともいいウォーキング機会を提供する。これは地域の人たちに対して、例
えば週 2 回「ウォーク開催しますから来てね」ということや、ウォーキング・フェスティ
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バルを開催するということですね。それからウォーカーにとって、フットパスや施設をう
まく維持、改良、標識されていることを保証する。まずは彼ら自身が試し、連携している
部分と一緒にやってもいいし、何かしら歩くことがうまくいくようなことをしていく。さ
らに、地域の観光計画と再生戦略に貢献する。それからウォーキングによる健康効果促進、
参加者の増加。それから公共交通機関の利用を奨励する。この 6 つの目的を WaW 協会が
持っています。 
それらの目的に基づいて、WaW タウンに登録するための条件が 6 つあります。このコン
セプトに対して地元の支援を多数得ていることを表明する。例えば、地元のその町の人口に
もよりますが、署名をどれくらい集めるかというレベルが規模によって違うが、署名を集め
ることを表明する。それから地元の行政がこの WaW タウンの登録申請を公式に認めて認可
している。それから地域のフットパスを良好な状態で維持するために常に行動している。
WaW のタウンであるというステイタスに対して適切なマーケティングを行っている。それ
から公共交通機関を使ったウォーキングを奨励している。そして、WaW ステイタスを維持
している場所としてのメカニズムを表明するということ。これはどういうグループでどうい
う風にやっているか、将来にいたってWaWタウンを維持できるという証明になります。 
実は昨年度、全国のWaWタウンの 100 あるうちの 75.9％が回答したアンケートのサー

ベイが行われ、その結果をまとめたものがあります。これが全国展開しているグループの
10 年間の成果と言えるわけですけども、1個ずつ見ていくと 1,200 本のウォーキングルー
トを作ってそれをパンフレットや冊子、WEBなどで紹介する。開発したルートの種類はレ
クリエーション的なもの、歴史的なもの、ファミリー、子ども向けのもの、健康促進のた
めのもの、身障者アクセス向けのものがあります。公共交通機関の利用については 65％の
出版物に含まれている。 
ウォーキングルートを維持して多くのほかの団体、地域行政とか地元の団体グループと

か、ウォーキンググループとかと地域のフットパス等、歩く権利の改善に取り組む、取り
組んでいるところが多い。維持管理の内容としてはフットパスの枝が道上に出ていたり草
が生えていたりしたらきれいにしたり、とにかくフットパスを明確に分かるようにクリア
にしたり、ゲートや踏み台にあたるスタイルを設置したり修理したり。それからフットパ
スの問題、フットパスにまつわる課題を地域行政に報告する。標識とかゴミ拾いなんかも
する。全国のWaWタウンは 29％が長距離トレイル、ナショナル・トレイルなんかの維持
管理にも関わっている。 
43％がウォーキング・フェスティバルを開催していてその資金が行政からのものとか、
地元のスポンサーなんかからお金をもらっている。WaW タウンになると、WaW here と
いうステッカーを貼るのですけど、それを宿泊施設やパブ、商店に貼って、「ここが WaW
タウンだよ」ということを表明する。WaW のウエブサイトとか、ステッカーとか SNS と
かで交流する。活動資金としては行政その他の補助金などでまかなっている。100 あるの
で、多様な形があるが、そういうことがサーベイによって明らかになりました。 
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ここで具体的にコッツウォルズ地区のウィンチコムという人口約 5,000 人の町を事例と
して取り上げて話していきたいと思います。 
 この町は2000年から2009年に町の商店やパブが次々に閉店していくという寂しい状況
の町で、静まりかえっていた。そんな 2009 年、ある住民シーラ・タルボットさんが町の議
会でWaWタウンを提案しました。「こういうのあるよ」とパブリックミーティングのとき
に提案した。そうすると町議会議員全員が賛成した。協力を申し出て準備金 500£くらいを
支給してくれた。8万円くらいですね。それを元手にワーキンググループを結成し、既存の
フットパス（ずっとある訳ですが）、それを活用した周遊型のウォーキングルート、「ウィ
ンチコム・ウエイ」というのを考案しました。そのウォーキングマップを作ってそれを広
報する。紙媒体でもそうですし、WEBでも。そうすると徐々に町を訪れるウォーカーが増
加し、それを受けて、パブや商店、ホテルが活気を取り戻していった。それを見た観光案
内所、TIC とかボランティアガイドの人とか町の景観保全団体もこの活動に協力するように
なります。フットパスによるまちづくりに賛成するようになる。町全体が WaW のステッ
カーなどの店が多かったりして、フットパスやウォーキングに対する支援をする、そうい
う町なんだという雰囲気になる。その結果、ほかの住民もウォーキングは面白そうだなと
関心を持つようになる。彼ら自身も歩くことによって自分たちが知らなかった町の自然環
境、その変化、開発問題などに注目するようになるという変化がもたらされた。 
これがウィンチコムの町中です。歴史的な町で、中心部には教会がありその周辺には牧

草地が広がっている。町中を歩くトレイルもあるが、自然環境のいいところの中で自然を
歩くフットパスがある。このように「Discover The Winchcombe」みたいなパンフレット
があったり、ウィンチコム・ウエイのオフィシャルガイドを WaW が出版したりというこ
とをしています。町を周遊して 8 の字型に歩くと必ず町の真ん中に戻ってくるというのが
ウィンチコム・ウエイの特徴。そこで必ず消費活動が行われるということが設定されてい
る。そもそも既存のフットパスをこういう形につなげたということです。 
このウィンチコム・ウエイのグループとしては、活動メンバーは当初 12人、現在 9人で

すが、発起人である人はナチュラル・イングランド勤務。昨年か一昨年くらいに退職され
ましたけども、WaWのことをご存じだったので、提案した。その旦那さんがウォーキング
旅行会社に勤務していて、ウォーキング・ガイドをやったりしている。それから町議会議
員が全員賛成したということでそのうちの熱意ある 4 人がメンバーに入ったり、宿泊施設
経営者や商店主、行政府に勤務している人、自然保護団体のメンバー、もと銀行支店長な
ど。いずれの方もウォーキングとか自然保護、維持管理活動を日常的に行っている人々で
地域活性化に対して、非常に積極的に取り組む姿勢を持っている人々です。彼らの活動内
容ですが、フットパスの維持、管理、活用、フットパスの見回りをする。でも、彼らだけ
でなく、地域の自然保護団体とか町の景観保全団体などと協力して、情報交換しながらそ
ういうったことをしています。観光案内所、ボランティアガイドとも連携する。「今度、ウ
ォーカーの人、これだけ来るからよろしくね」というようにして、観光ガイドをしてもら
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ったり、観光案内所に連れて行ってもらったりする。 
 また、町の商店に協力を呼びかける。さきのステッカーを貼ってもらう、週に 1，2回広
報をする。毎年ウォーキング・フェスティバルを開催する。それから地域の刊行物、地方
紙、WEB に広報して、WEB にはマップも掲載しています。やってくるウォーキンググル
ープやほかのWaWタウンにも情報を提供するということをしています。 
 このグループはそれぞれ既存のボランティアグループ、自然保護団体、景観保護団体、
ボランティアガイドなどの人たちとうまく連携しながら活動しているという特徴がありま
す。「ウィンチコム・ヒストリック・コッツウォルズ・タウン＆センター・フォー・ウォー
カーズ」となっている町のパンフレットですが、ちゃんと下のほうに WaW のウエブサイ
トのアドレスを付けています。 
開くとこんな感じです。濃い緑のドットのところがフットパスです。このフットパス、

よく見るとウィンチコム・ウエイがあったり、コッツウォルド・ウエイがあったり、ナシ
ョナル・トレイルになっているコッツウォルド・ウエイでつながっていたりとか、さらに
グロースターシャー・ウェイがあったりとさまざまなレベルのフットパスが交差していま
す。さらに細かい普通に人々が散歩道として使うようなフットパスもある。10 数 km を 1
日に絶対歩かなくてはいけないということではなくて、ちょっとした 30分のウォークでも
できるというようなことが可能な町です。 
こういうWalkers are Welcome の黄色と黒のステッカーを既存のパブリック・フットパ

スの標識の横に貼って、WaWタウンだよというふうに見せたりとか、さっきのパンフレッ
トの地図のところをバス停の横に看板として設置したりとか。羊がいる横を通る道だった
りします。 
この町の商店でウォーカー向けのグッズ、オフィシャルガイドを置いたり、ウォーカー

が必要な飲み物、歩きながらでも食べられるチョコレートバーみたいなものを置いていた
り、ウォーカーに対する情報を提供しながらウエルカムの雰囲気を出している。これはホ
テル、INN、宿泊施設です。 WaW here のステッカーですが、これがウインドウサイドに
貼られている。ここの INN はウォーカー用にやや安い。リーズナブルな部屋を提供してい
まして、ウォーカーが喜んで泊まっています。 
これが観光案内所ですね。ウォーキングマップがあったりとか、WaWになってからウォ

ーカーが増えたり、観光案内所を訪れる人が増えましたよ、ということです。 
フットパスを巡る町における関係ですが、維持管理する人々、活用する団体などがあり

ます。維持管理には地域の自然保護団体、景観保全団体、それからコッツウォルズはAONB
という特別自然景勝保護地域、ナショナルパークである国立公園の次のレベルの保護地域
に指定されているので、それを管轄するコンサベーションボードとか維持管理する団体。
WaWグループはそれにも働きかける。活用としてはホテル、民宿や商店、ボランティア・
ガイドがフットパスを活用して活動する。そこにも働きかけるし、観光案内所とか町議会
とかさらにその上の地方政府にも WaW のグループが働きかける。というような連携を取
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ったりしています。さらにコッツウォルズ・ツーリズム・パートナーシップというDMOに
もはたらきかけながら、こういう風に広報して欲しい、こういう情報を載せて欲しい、と
いうことを言ったりしています。このように、ほかの団体との関係性が構築されていると
いう状況がありました。ウィンチコムの WaW タウンとして、このグループはほかのイギ
リス内のWaWタウンとの交流ですとか情報交換もしています。 
この 4 年、5 年くらいに私はだいたい 22 カ所くらいの WaW タウンに行ったのですが、

簡単にそれぞれの特徴と違いを書いてみました。イングランドは歩くことに関心のある活
動的な人々によって運営されている。ウェールズもだいたいイングランドと同じ。スコッ
トランドはそういう人たちと一緒に、農家、地主側のどちらかというと歩いて入ってこら
れたらちょっとなという姿勢を持ちやすい地主側の農家もスコットランドでは活動メンバ
ーに入っている。ウォーカー目線だけじゃない、ウォーカーによって家畜に被害を被ると
か農作物に影響があるというようなことも多角的に考えられるグループがスコットランド
には存在していてすごく特徴的だなと思いました。それから、ヘブデン・ブリッジ、WaW
発祥の地ですが、イングランド北部ではほかの地域と比べるとより自分たちで理実的な活
動視点を持っている。コミュニティを自分たちで良くしようという意識が非常に強い。そ
れがイングランド北部。だいたい緑のカッコにしているのが内部とか近いとか外れとか、
ナショナルパークとか AONB エリアの自然環境の美しいエリア、近くとか外れとかに位置
している。位置的な場所です。 
これは写真です。上からスコットランド。元炭鉱の町が運河をきれいにしてその横を歩

くようにしているとか、炭鉱跡の遺跡をヘリテージ・トレイルとして長いフットパス、ル
ートを作ったりしている。ここも労働者の町だったので、非常に改革意識が強い。スコッ
トランドの観光地でメルローズという可愛らしい町で観光客がすごくいっぱい来るところ
なのですが、WaWがあってこのフットパスルートを作ったり、整備したりしている。 
この下のヒースのすばらしい景観で夏に行ったら感動したのですけども、イングランド

北部のこれはさっきのみなさんのお手元の資料で見ていただくと、北部のオトレイとかバ
ーレイとかエイルドン、ミングレイといったところが「ウエルカム・ウエイ」というそれ
ぞれの町をつなぐ大きなルートを作りまして、そのうちのひとつを案内してもらい、ヒー
スが咲いていて非常に素敵なところです。その町とか村のウエルカム・ウエイの WaW 活
動をしている人の写真です。 
それから、これがヘブデン・ブリッジです。コットンの工場があり、渓谷の中にある町

でして、谷のいたるところにそういった工場が産業革命の頃にあった。人々は谷の上に住
んでいて、働くために谷の下に行く。そういった人々が工場に行くための道がフットパス
として残っていて、産業革命以降の人々の歴史の道というのが体験できるような町も面白
い。その近隣である町も、ヘルス・ルートといって、フットパスの横にハーブとか野菜が
植えてあって食べたりしながら歩けるという面白いことをやっている町もある。北部は面
白いなと。 
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これは、ロス・オン・ワイというところです。ワイ渓谷の AONB の中にある町。ロスで
はグループの人が WaW の全国組織の会長さんですけども、その人と幼なじみの町長、と
新しく移住した人たちがその活動を盛り上げている。 
それからウェールズの元町長が陶芸家で、陶板でヘリテージ・トレイルの標識を作った

り、長いロングトレイルを指し示す地図を陶板で作ったりする活動をしていて、古いもの
を自分たちのアイデアで表現している町もある。 
また、これはウィブリスコムというところで、エクスモア国立公園に近いところにある。
ナショナルパークでもないし、AONB でもないのですが、そこでは WaW が地域活性化の
ひとつの方策としてその他のアクティビストの間で共有されている。そういう人たちが集
まって、活性化していく。この右側の入れ墨があるお兄ちゃんですが、30 代くらいの若い
パブを経営している人なのですけど、この人が子どもたちの歩く道を自分で歩いて見なが
ら、いろいろ考えてルートを作った。子どもウォーキングを実施して、パブにやってくる
10 代の若者に声をかけてウォークに参加してもらっている。珍しいタイプですが、若い人
でこういう活動をしている人もいます。 
 それからナショナルパークの中にある宿とか海岸沿いだったりとかナショナルパークの
レンジャーみたいな人もWaWの活動に協力する、連携するという姿勢が見られました。 
この活動スタイルと課題ということで、基本的に住民が主体となって活動しているとい

うのがポイントです。パターンとしては行政から何人かの人たち、グループが依頼されて
始めて、そのうち、住民主導になってきたというパターン。住民自ら結成して行政を動か
したというパターン。いずれも行政と協働していくことになるのですが。最初から行政と
協働するタイプ。どれも住民が主体となって活動しているというのがスタイル。これ、逆
に言うと住民が主体ではなくなった町、つまり、行政がやりたい、やりたいといってWaW
タウンとして何とか登録したいというふうにやったとしても登録を抹消される。あの町と
か村は前はそうだったのだけど、今は WaW タウンではないというところもあります。行
政からスタートしても住民の中にそれを実現していこうという人たちがいないようなとこ
ろはダメです。活動メンバーの構成は、退職した高齢者の人が多い。1930 年代にキンダー
スコート事件が起きた時のように主流だった労働者が歩く権利を主張しているという訳で
はなくて、現在は知識階級が入っている保守的な層ですね。元技術者とか公務員みたいな
人たちが中心となって、彼らは技術とか知識がありますので、そういうのを生かして各地
でWaWタウンの活動を自分たちの住んでいるところで起こして展開し発展させています。 
課題としては、若者をどういうふうに取り込むかが今後の課題。活動のメンバーにもそ

うだし、ウォークの参加もそう。例外として少数はいるが、先ほどのパブの経営者もいま
すし、子どもウォークとかファミリーウォークとかもやっているのですが、20 代くらいの
若者の参加者が少ない。スコットランドのランブラーズ協会なんかは若者が最近参加して
いるという情報も得たのですが、それは今時ですが SNS に写真を載せたいがためにフット
パスを歩くという、そういう SNS 写真を載せたいグループと登山が好きなグループという
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ふうに若者のウォーカーズグループの中にも特徴が分かれている。そういう今時の集まり
方をしているのが面白いですね。 
ということで、終わりに入りたいのですが、ずっと見てきましたが、人々の身近にある

自然、日常的な、歴史的な遺産であるフットパスとの関わりが特徴。それは法的整備もあ
るし、レジャー活動の大衆化、環境保全によって存続、維持管理されてきたというのがあ
ります。そんな中で、各地で WaW 活動によってフットパスが活用され地域が活性化され
てきたという状況は非常に新しい動きでコミュニティの活性化などを考える上で、非常に
新しいといえると思います。 
先ほど、最初に西山先生が歩く意味が変化している社会変化、社会がどう変わったかと

いうことと連動しているのではないかということで、昨日も下休場先生の問題提起とか小
林先生のそれに対するコメントを踏まえて昨日の夜に考えたのですが、今現在、フットパ
スの活用と地域活性化は単に経済振興、経済効果を上げるということではなく地域内のコ
ミュニティを活性化する、地域の中の社会関係やネットワークを形成して交流を促進する。
地域外の交流も促進するというような活性化であります。そういうことを考えていくと、
イギリスで19世紀後半以降の近代観光の成立の中で人々がスピード感とかパノラマ的な眺
望みたいなそういった娯楽を求める、観光に限らず博物館とかデパートもそうですけど、
そういった眺望とか文化遺産を楽しもうとする娯楽に対する意識が変化してきている。目
的地に点から点へ移動する、シュッと速く行くことに喜びを感じるというか、そこに夢を
見いだしていたのではなくてもうちょっと流れる車窓の風景ではなくゆっくり歩いて、点
ではなく面を知っていくような人々の娯楽に対する意識の変化もあるのかもしれません。
そこに現実感というか、そこに自分がいるというそこに生きているんだ、生きている人と
実際に歩く速度で接したり体験したり関わったりする中で、自分も生きているという感覚
を得ることができるというのがいいという感じになっているのではないかと感じています。 
今までとは逆説的な感じで、新しい形の地域活性化、逆にゆっくりとした人々との関わ

りや地域との関係が地域活性化に、今までとは違う形で豊かさにつながる。まさに時代の
変化、21 世紀型、逆にアナログに戻って行っているみたいな感じのところが、歩く観光の
可能性ではないかと昨日の夜遅くに考えました。以上です。ありがとうございます。 
 
＜＜質疑応答＞＞ 

西川克之 
まず個人的なことを申し上げて恐縮ですが、私は 1996 年から 97 年にかけてイギリスに

家族で滞在する機会がありまして、そのときにコッツウォルズ周辺を車で巡ったのですが、
羊が草を食むような風景を本当に懐かしく拝見しました。 
お話は興味深くていろいろと考えさせられる、あるいは思うところがたくさんあったの

ですが、昨日参加しておらず話の流れを把握しておりませんので、アウトオブコンテクス
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トな質問になるかもしれませんが、その点お許しください。まず、大きなコメントとしま
して、最後に塩路先生が、自律的観光としてフットパスがあるのではないかと示唆されま
したが、それに絡めて、このような歩く観光、フットパスを中心とした観光によって、私
たちは何を回復しようとしているのかといったことを漠然と考えました。私はイギリスの
18 世紀後半以降の社会とか文化あるいは観光のあり方について関心を持っているのですが、
前段の歴史的な振り返りの中で、囲い込み運動があって、そこからこのようなナショナル
トレイルという動きにつながっていったという大きなお話がありました。つまり、エンク
ロージャー、囲い込みによって土地管理が進んでいく、そしてそこに資本主義的な農業が
導入されていく。これは農村で起こった話ですが、一方で都市においては、資源、資本、
労働力が囲い込まれることによって、資本家と労働者との間に大きな境界線が引かれてい
く。こうして、農村ではそれ以前の社会で小さな土地で営農していた小作農的な階級が衰
退していく一方で、都市においても職人的な人たちが衰退して、資本家と労働者に分けら
れていく、そのような都市と農村で同じような、いわゆる近代化のプロセスがある中で、
観光という大衆化された社会慣習が余暇活動のひとつとして誕生していく。そういう社会
的に複雑なプロセスの中でいわば田園風景というものが再発見され、またフットパスとい
うものが新たな社会的・文化的意味を帯びたものとして作り直されていくというストーリ
ーであるとうかがったわけです。 
そうして考えていくと、フットパスというのが、かつて小規模な土地所有が許されてい

た小作農たちがたくさん地域に根を下ろして農業を営んでいた時代が変容し、労働者層が
都市に誕生していって、1930 年代はむしろ都市の労働者が田園を歩いて行き、そこでフッ
トパスに対して権利を主張してくる、という展開がある。一方で、レイク・ディスクリス
トから始まった観光のあり方とコッツウォルズを中心としたイギリスらしい田園風景の発
見といったような、いわばロマン主義的な眼差しが構築されていく傾向ともない交ぜにな
ってフットパスが成立していく、そのあたりの階級制を含んだフットパスの歴史について
特に興味深く拝聴しました。 
もう一つ面白かったのは、最後のほうに北部イングランドで労働者の町にフットパスが

形成されていく、つまり、工場地帯が谷にあってそこから少し離れたところに住んでいた
労働者たちがかつて通っていた道、それがフットパスになっているという点です。これは
コッツウォルズのような田園風景とはかなり異なると思うのですが、フットパスというも
のの多様化ということで大変興味深くうかがいました。工場地帯があり、労働者たちがそ
の外に暮らしている。工場まで労働者たちは歩いて通うところにしか住めない。公共交通
機関、当時は馬車鉄道かもしれませんが、を使う余裕はなく、歩いてしか通えない。労働
者の住居区域のさらに外側に恐らく資本家階級の人たちが豊かな田園風景の中に暮らして
いたが、その空間構成は截然と区分けされ、彼らが労働者の街区を通ることはあり得なか
った。こうしてかつては中流層の人々の視線が向けられることがあり得なかった労働者た
ちが通っていた道を、いまはフットパスに組み込もうとしているあり方について、特に興
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味深くうかがいました。つまり、レイク・ディストリクトから発するような田園風景、そ
れにコッツウォルズのような英国らしい田舎の周辺を巡るフットパスと、北部イングラン
ドの労働者階級の町、労働者たちが歩いていた通りを復元していこうというようなフット
パスのあり方の間にあるコントラストを抱え込みながら、多様に発展しているイギリスの
フットパス運動の展開は大変興味深く感じました。 
 そこで質問ですが、活動メンバーがどちらかというと富裕階級の人たちが中心のような
コッツウォルズのようなフットパス運動に潜在するある種のイデオロギー性に対する警戒
感、反発感が、たとえばヘブデン・ブリッジのようなかつての労働者街区を舞台としたフ
ッとパス運動にあるのかどうか、あるいはそうしたコントラストを土台にしていた多様化、
すなわと、うちではそうではない形でやっていこう、地域の歴史に根ざしてやっていこう
というような、主流のモデルに対するある種の反発や反省なりに基づいた多様化のあり方
があるのかどうか、そうした点について、お考えを伺いたいと思います。 
 
塩路有子 
ほぼまとめていただいたようななものでとても勉強になります。 
最後の質問は、ウィンチコムに限らずだいたい保守的な中流階級の人々が WaW の活動

を展開していまして、いわゆる労働者階級の人はあまり入っていないという傾向が各地で
見られています。ワーキングクラスの人がそれに対して反発とか反抗しているということ
まではまだ至ってないというか、むしろその活動で町が活性化して元気良くなって行くと
ころに向かってワーキングクラスの人たちが移住して来たりとか、若いファミリーが移住
してきたりとか。ということで、その地域が宅地開発で若い人たちが増えてきて、人口的
に平均年齢が下がって若いコミュニティになって行くという傾向があるので、ワーキング
クラスの人たちは反対とか反発と言うよりもむしろそれを利用してというか、のっかって、
自分たちもうまくやっている。それでウォーキングも楽しむという感じだと思います。昔
のランブラーズ協会が労働者たちによって成ったというようなところが北イングランドに
あるのかなと思って注視していたのですが、あまりなくてがっかりしました。しかし、だ
からこそ、より知識や技術、経験のある人たちが活動を展開しているので、全国にある種
の社会改革運動みたいな形でフットパス化、フットパスの活用という活動が発展している
のではないかと思います。 
 
毛谷村英治 
ありがとうございました。すごく面白く拝聴しました。私は昭和 30 年代生まれなので、

フットパスという言葉にあまりなじみがない。世間では今よく使われているんですけれど
も、僕たちが育った頃はピクニックやハイキングという言葉を使っていた。何が違うんだ
ろうということを考えていたんですけど、ピクニックそのものは野外でものを食べるとい
うこと。なので、これは除外。ハイキングと何が違うかというと、ハイキングは山歩きみ
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たいなもの。長距離を歩くという意味。そこで、フットパスとどう違うかという話になっ
たときに、今日、お話を伺った中で分かったのは獣道みたいなものなのかな。動物がいつ
も走っていたので足跡がついてしまうという風なものと一緒なのかなと思ったんです。動
物の獣道というのは直線的に必要なところを結んでいるだけではなくて、あぶない動物が
いたらそこを避けてみたり、マーキングをするために自分の気に入ったところに立ち寄っ
てみたりというのがあるので、フットパスみたいに景色のいいところをわざわざ見に行っ
てみようとか、危険なところは避けて通ろうとか、そういったことで作られたのがフット
パスなのかな。ハイキングとの違いでいえば、恐らく今日、お見せいただいた写真の中で
は花畑とかそういったものに関していうと、ハイキングといってもおかしくないと思うん
ですけども、炭鉱跡の遺跡というようなところになってくると、恐らくハイキングという
言葉を使うと違和感があると思います。もしかしたら、フットパスは自然を見るためでは
なく、人の営み、人が作ったもの、畑とか牧草地を見るというふうなことになっていて、
だから獣道と違い、自分の意図に応じて道が変わっていってそれを使うようになったとい
うのがフットパスのルーツなのかなと思いました。それをすごく理解できたのでよかった
です。その中で WaW のお話が出て来たんですけども、ハイキングとか自然景観を美しく
維持するとかあるいは暮らしている人たちが看板規制をするとか景観保全をするとかそれ
を総合的に扱うとかコメントしてフットパスに適した場所を作りましょう。あるいは人を
呼び込んで町を活性化しましょう。というふうに企んでいるのが WaW なのかなと思うと
かなり俗っぽいのかなという気がしたんですね。ハイキングのときの概念だとそういうこ
とは考えずに、健康志向だけで山歩きをしようとしていたのが、もう少し人間的なという
かちょっと俗っぽい、社会的な営みの中で自分たちのイメージを良くして正しく暮らして
いこうという風に出て来た概念というのがフットパスであるという、あるいはそれを守っ
ていこうとする WaW という風に理解したんですけども。そんな風な理解で間違いはない
でしょうか。 

塩路有子 
はい。間違いないと思います。社会的活動の一環として自分たちの住んでいるところを

より良くするためにやるような位置づけでいいかと思います。WaWの活動、フットパスを
活用したウォーカーを呼び込む。自分たちもウォークを楽しむという、そういう活動だと
思います。 
 
毛谷村英治 
そういう風に理解した上で、日本語に直すと街歩きとか、もっとずっと昔の言葉でいう

なら散歩っていうのが一番和訳としてはあってるのではないかなと思ったのですが、それ
はどうでしょう？ 
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塩路有子 
散歩とか街歩きとかの違いというのは、突き詰めるというよりもむしろ、イギリスでの

歩くことがフットパスというコンテンツの中で考える方がいいのじゃないかなと思いまし
て、それに日本的な街歩きの要素が入っているならそれもよし、散歩っていう日常的な犬
を連れた散歩というのもフットパスにはありますので、それでもよし、というような。そ
れも組み込んだ感じがフットパスでいいかなとイギリスの場合は思いますが、ただ、それ
が日本の、次にお話になる神谷さんの日本のフットパスでお話になると思いますけれども、
そこでは違うんだよというところがばしっと出てくる可能性があります。日本の街歩き、
観光という概念と日本におけるフットパスの活動の展開というのは違うというのはあると
思います。次のご発表に質問を譲りたいと思います。 
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『日本におけるフットパスの展開とまちづくり』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

日本におけるフットパスの展開とまちづくり

神谷 由紀子 
日本フットパス協会／NPO法人 みどりのゆび事務局長 

 
 
25 年前に東京都の町田市でフットパスの活動を始めまして、そして日本フットパス協会

の設立に参画して今に至ります、神谷と申します。最初のロゴは私たちフットパス協会がイ
ギリスのWaWと 2015 年に提携をしまして、WaWジャパンということになっております
のでその象徴として出さしていただきました。レジュメなど遅れて申し訳なかったのです
が、というのは、昨日の報告や今日の報告を拝見していまして、私は町田の例をずっとやっ
ていて、もうそろそろほかのところの例を話したいと思っていたのですが、これはフットパ
スとは、というところから始めないといけないと思いまして、全部急遽、昨日の夜、町田の
例も入れたりして、最低限なのですが、こんな形で報告したいと思いますが、よろしくお願
いいたします。 
 
変わる観光とフットパス 
まずは、フットパスとは何か。いろいろありますが私たちが考えた日本フットパス協会の
定義としましては、イギリスを発祥とする森林や田園地帯、そればかりではなく、古い街並
みなど地域に昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩くことなんですね。ありのま
まとは何かというと、結局、人間の営みやそこで行われてきた「よすが」みたいなものです
ね。みなさんが原風景とか子どものころ見たとか、良いなとふと思うこういう景色とか道と
いうのは、ありのままなんですね。だから、すごくありのままの景観というのは大きな意味
があるんです。イギリスが発祥というのを、今、塩路先生からご紹介がありましたけれども、
マップを持って家族で三々五々歩いたり、ガイドさんにつれてもらって歩いたり、こんなサ
インがあったりします。日本でもフットパスがあります。こんな里山を歩いたり、一方、こ
ういう街中、これは町田の公園から市街地、神社の、これが老舗ですね。老舗があって町田
はディープで面白いということになっているんですけれど、このような、別に里山だけじゃ
なくて市街地でも何でもとにかくいいんです。すべてどんなところにもフットパスはある
という考え方です。 
フットパスは何かというと、ありのままを楽しんで歩くということなんです。「YOUは何

しに日本へ」これは結構有名なテレビ番組ですけど、今、観光のあり方自体が変わってきて
いるんですね。今までのように名所、旧跡を点的に歩くのではなくて、普段のまま、私はあ
そこが好きだから、あそこで見た日本海に沈む夕陽がいいとか、要するにひとつのまちに自
分が行って良かったなというまちを見たい、それからひとつのまちを立体的に知りたい。そ
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この歴史とか文化とか何とかテーマを決めて歩くのではなく、目の隅から入ってくる情報
全体で、いいな、札幌ってこういう感じだよねってそういうのがフットパス、つまり今の観
光なんですね。 
 
フットパスの特徴 
じゃあ、歩くということではフットパスはほかの歩きと何が違うのか比較してみると、健
康ウォークや観光とは少し違っているのではないか。観光と比べると深い感動があるとい
うか、観光となると名所、名所を点的にポン、ポン、ポンと行って、その間はバスで行って
一度行けば満足という感じになっちゃうんですけど、フットパスの場合はいい道、気持ちの
いい自分たちが感動するようなところをつなぐ。名所や旧跡はその気持ちにいいみちにサ
ブルートとしてつなぐので名所・旧跡もいい道の延長にあったなという感じでいい感覚を
持って、また行こうかなという気持ちになる。 
それから目的やテーマを定めない歩きです。歴史ツアーとか自然観察とかテーマを定め

た歩きだと、だんだん人数が減っていったりして要するに一般的ではない。多くの方は歴史
も自然もちょこちょこっと色んなものが入った、特に地元の人のお話なんかを聞いて「そう
いうのいいよね」みたいな、そういう、テーマではない感性で捉える歩きが好きですね。 
それからどんな人でも歩けるのがフットパスです。トレイルだとちょっと高いところは

厳しいかなというのはあるんですが、フットパスの場合は道がループ状になっているので、
お母さんがベビーカーを持ってとか高齢者とか自分の体調にあわせて歩くことができます。
フットパスはつなぐとロングトレイルにもなるんです。「じゃあ今日はトレイルであそこま
で行ってみようか」とか体調のいい時には長く歩くことができる。 
それからあとは、発見ができる。散歩も毎日が発見なんだよといわれたらそれはそれまで
なんですけど、みんなが感動する道を選んで歩くから発見が多い。そのあげく、すごく多く
の人を引きつけるので、ファンとかリピーターがすごく来る。そうして、やはり楽しい。一
緒になって歩いてみんなとお話ししながら歩いて、地域の人も声をかけてくれて。「どっか
ら来なさったねぇ」「東京」「わぁ遠いところから」と言ってもらうとお互いにうれしくなり
ます。フットパスは魔力があって、だんだん感染していくような感じですね。 
 
地域を活性化するフットパスの魔力 
それで、フットパスは観光のように名所・旧跡などがあるわけではない。でもいい感じで

しょ。また行ってみたいなと。こういうのがフットパスなんですね。私たちはそう思ってい
ます。 
そしてフットパスはどこにでもある、みなさんの住んでいる町に必ずある。それを見つけ
たら皆さんが自分のまちをもっと愛するようになるし、私たち観光客もそうですけど、地元
の方たちに自分たちのまちももっと愛してもらいたい。 
フットパスの魔力って何かというと、良い道をつなぐだけで、まずリピーターが来る。1
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週間後に花が、今回これがさいていたから次に 2 週間後に来るとまた違っている。その感
覚、感性がもてる。不思議なことに地方創成というと特別なものを最初に取った人が勝ちと
いう競争みたいになっていましたけれども、そうではなくて自分の地域のいいところをつ
ないで歩いて行くとどういうわけか自然にオンリーワンの魅力が出てくる。要するにそう
ですよね、人が今まで歩いてきた営みを歩く訳ですから、そうするとそれが誇らしくなる。
そうすると隣り合わせたまちとこんなに違うという差も発見できる。それから楽しい。理屈
なしに楽しい。また来たいということになる。そんな中から自発的なまちづくりの気運とい
うのが出て来たんですね。フットパスの効果として一番あげられるのがまちづくりの効果
です。といっても 25年前、始めた頃は本当にこのことが分かってもらえなくて、今、やっ
と時代がついてきたなという感じなんですけども。例えばフットパスをやると、農業に関心
を持ったりする人が増えるんですということも今は普通ですけど、昔は全然理解してもら
えなくて。 
現在、65 団体会員がいるんですが、今、実感として次第に増えてきているのが若い地域

興し協力隊の方がすごくフットパスを作ってまちおこしをしたいという方が多くて、東京
とか美里とか、九州とか北海道とかに来てフットパスを学んでいかれます。なぜかというと、
フットパスは簡単なんです。いいコースを見つけてマップを作って、定期的にイベントを開
催してやっていくだけでだんだん引き込まれていく。それから排他的ではない。フットパス
は道ですから、イギリスと違って誰でも歩いていた道がフットパスなんです。だから、みん
な誰でも歩けるし、トレイルさんがつかってくれてもいいし、トレイル・ランナーが使って
くれてもいい誰に使ってもらってもいいし。今、ジオパークとかトレイルとかオルレとかと
一緒になってやろうという大きな動きになっていて、排他的ではない。フットパスもだれが
使ってくれてもいいし。構わない。それからまず失敗がない。お金もそんなにかからない。
失敗がないのでやってみて、小さくとも 1 つ成功例ができたらどんどん広がりますから、
簡単だということで割合と若い人にウケがいい。日本の地方創成、最初に申し上げたように、
最初はいいものを誰が一番先に取るかという競争みたいな雰囲気でしたが、今、変わってき
ている。それは私は本当に日本にはありがたかったと思います。日本の将来にとってよかっ
たと思っている。フットパスはまちづくりを推進する効果を持っています。 
 
フットパスの 5 つの効果 
というのは、今から町田の例をお話ししますが、まちづくりの全部の要素がフットパスを
作る課程で整ってくる。それがまちづくりに発展するのです。資源の発見、ファンづくり、
共同体の再生、プラットホームの形成、それから経済効果ということなんです。 
町田市は東京の中心から 30km 位のところにありベッドタウンで有名です。フットパス

を始める以前は観光とは全く関係のないところでした。私たちのまちづくりは緑地保全か
ら始まりました。首都圏の緑であり、イルカが寝ている格好の多摩丘陵も緑が少なくなり、
かろうじて残っているのは、しっぽにあたる三浦半島と、目のあたり、大きめに残っている
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ところが、私のフィールドの小野路あたりなんです。だいたい町田というのは多摩丘陵に
90％のっかっているところで、そのためアップダウンがあって、箱庭みたいな景色に恵ま
れています。ところが、その小野路でもバブルの前にやはり 1990 年の終わりには、60 年
代には緑があんなにたくさんあったのに、少なくなりました。でもフットパスを始めたこと
によって都市計画は今まで区画整理でもう換地変えまで行われていたのに、それをやめて
180 度転換して農と緑のふるさとにしようということになったんです。都市計画を変える
ことまで起きた。その前は、バブルの前ですから森はどんどんみんな宅地になっていった。 
 
フットパスの効果―資源の発見とリピーター、ファン作り 
これが私のフィールドの小野路です。本当に何もない所です。唯一新選組が通っていた宿
場があるだけです。多摩丘陵の限界集落みたいな本当にこんなところです。でもすごくいい
ところで、ここがいいから、私たち緑地の保全をどうしたらいいかと考えていたんですが、
そうしたら母が「ヨーロッパはみんな緑の道を作って歩いてるよ」。こんなにいいところだ
から紹介して歩いてマップ配って歩いてもらったら」って。それで、そうしてみようという
ことで、いいコースをつないで。最初は啓発の意味もあったので、100 人くらい呼んで、「フ
ットパスまつり」ということで始めました。そうしたら、今まで車で通り過ぎていたところ
を歩いてみたらすごく面白いということになりました。これは新撰組が通っていた切通な
んですが今にも侍が出てくるような雰囲気だということで人気です。 
次に、私たちが一番環境とか都市計画を考える場合に一番大事だと思うのは地主さんが

どう考えるかということです。当時は緑なんて金にならないよ、歩いたって何したってそん
なもんっていう感じだった。そこをどうしようかと思ったのですが、やってみなければわか
らない。とにかく 100 人を募集し 1 人 1,500 円だけもらって、15 万円ですよね。そのう
ち、10 万円分を地元に落として食事を作ってもらった。それもその地域で作られている昔
から食べられているものをそのまま作ってください。ハイカラなものはやめてくださいと。
その場で作られてきたものって、一番おいしくて安全だから守られてきたんだからそれに
してください、と。これは地粉のうどんなんです。これは煮しめとか赤飯とかよくあるもの
ですけど、薪で作ったりわき水をくんで作ったり、まだ里山の生活が残っているのでそうい
うもので作ったら絶対においしいですよね。そうすると来た人が「おいしい、おいしい」っ
て。それだけじゃなくて、地元の人も来る人みんなが「いいですね、おいしい」って言って
くれる。自分たちは隣に多摩ニュータウンがあるから「取り残されたかな」と思っていたの
に、もしかして自分たちだけすごくいいところに住んでいるかなってだんだん誇りに思っ
てくれるようになった。それと一緒に台所にあった梅干しとか金ゴマが取れるので、金ゴマ
を出してもらったりまんじゅうを作ったり。「まんじゅうなんて売れるのかね」って最初は
言ってたんですけれど、そしたら飛ぶように売れて、お母さんたちのところに何千円とか何
万円とかってお小遣いが入るようになった。農家というのはやはり、現金収入がすごくうれ
しい。申し上げたいのは、このインセンティブはすごく大事です。またやりたいねって。一
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年に 1 回だけなんですが弾みがついてやる気になった。まちづくりというのは国から何か
をもらうことではなく、皆の目がキラキラして自分たちのまちを作っていこうということ
なんだということを学ばせてもらいました。 
 
フットパスの効果―新しい共同体の形成 
百人の食事を作るために数日前から切り込みしたり、お米を 10回も研いだり、準備をす

るのですが、村の人と私たち新住民が全部で 30人くらいで朝の 4時から一緒に作業するん
ですけど、こういうことを何度か経験しているともう親戚みたいになってくるんです。それ
でお互いに「なんか新住民のひとたち嫌だなと思ってたんだけど案外いいかも」ってお互い
にいいなと思っていたんだなというのが分かったりしてすごく打ち解けたというか入れて
もらえた。そのうち、村の長老の話を聞こうとあるお宅を借り切ってみんな村の人が集まっ
た。私たちも入って恵泉女学院大学の人たちも入った。そうしたら、だいたい村は隣同士が
仲が悪かったりするのですが、そういう人たちがみんな来て料理を持って来て仲良くなっ
て、今までの崩れかけていた古い共同体が私たちを入れて新しい共同体がここで再生され
た。それからすごく風通しがよくなった。そういうことが観察されました。 
 
フットパスの効果―プラットフォームの形成 
それから一緒にフットパスを作るために「好きな道調査」って名付けているんですが一緒
に歩いたり、その結果ワークショップで話し合ったりしているうちに、何が起きているかと
いうと、新しいまちづくりに対するプラットホームというか、次にどんな問題が起きてもそ
の人たち集まった人たちを通せば新しいまちづくりができるという人材ができてきた。そ
れが見られました。フットパスでもワークショップということをやるのですが、その目的は
その場で何か結果を出すことではなく、必要な人材を集めることにあります。ワークショッ
プとはプラットフォーム作りのための役割なのです。 
 
フットパスの効果―経済効果 
そして経済効果もある程度出て来ました。これは 2009 年度で少し古い調査なのですが、

それまで観光とかなかったのですが、観光客数は 356 万人とかこれは小野路だけじゃない
んですけど、利益は90億円だとか計上しています。一番すごいのが観光客のリピート率で、
80％なんです。それだけの人が来るようになったということなんです。それからさっき、塩
路先生がおっしゃっていたランブラーズ協会の発表ですが、イギリスにおけるナショナル
トレイルでのウォーキングによる経済効果が 8 千億円で 2 万 4,000 人の正規雇用という効
果を創出した。それからもっと小野路の例でいうと、小野路の宿場があったんですけど、そ
の角に角屋っていう旅籠があったんですね。それが相続がおきて売りに出たのを市が買い
取って里山交流館というビジターセンター兼交流センターみたいな施設作ったのですが、
まちの人たちに経営させている。これによって、30～40人の雇用ができるようになり、13
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年にオープンしてから 3 年で、16 年には 10 万人を数えた。要するに、「1 日 20 人もくれ
ばいいよね～」って言っていたのが 100 人も 150 人も来るんだよねみたいになって、これ
だけの経済効果があったということですね。 
若い人も来るようになってしかも農業とか第一次産業に興味を持つようになってくれて

います。これは理科の参考書を作っている若い先生たちなんですが、くずはきとか手伝いを
してみたいと言って来られました。また村の長老に伝統農法を、狭い谷戸なものですから耕
耘機が入らないので、伝統農法を教えてもらって恵泉の学生さんたちと私たちが一緒にや
っているんですけど、こういう風に今は若い人が農業に興味をもってくれるようになりま
した。そして、農業後継者の問題も、市民で農業をやりたいという人が増えてきているので、
市が市民を応募して遊休地を地主さんから借り受けて 2 年間、育成して貸し与えるという
農業制度を日本で初めて作るに至りました。 
それから経済効果になるのかどうか、2012 年のスーモの住んでみてよかった町ランキン

グで町田が突然 4 位に浮上したんです。小野路での地元の人の誇りが町田全体の誇りにな
ったんですね。なぜ良かったのかというと、中心市街地で若い人むけの大型量販店が多くあ
る一方、里山などの緑がたくさん残っていて、若いファミリーのお母さんに好評だったんで
すね。 
 
フットパスの貢献―まちづくりのための景観再発見、ファン作り、官民一体体
制の基盤作り 
それでは、なぜフットパスがまちづくりに向いていたかというと、まず、資源の発見とい

うことでやっぱり景観がどんなに大事かということが再認識されたことだと私は思ってい
ます。開発をせざるを得ない時にも札幌なら札幌らしい景観を残した開発をするとか、なに
かそれが目の隅から入ってくるとこで「あ～札幌だな」と思う景観を残していくことが大事。
そういうことだと思うんですね。それからあと、ファンづくりの思想が徹底しているところ
です。リピートして来たいと思ってもらえるように、フットパスはコース設定にしてもルー
プ状になっていて、歩く人の状態によっていろいろなコースが選べるようになっています。
「次はあちらのループをまわってみようかな」とか「今日はいくつかのコースを繋いでトレ
イルで歩こう」など自由に設定できるようにしているために定期的に来てくださるように
なるのです。それからフットパスは、まず市民団体が始めてそれを自治体がサポートするよ
うな体制が取りやすい活動です。まちづくりは市民の作った体制を自治体が経済的にも支
えるという、官民両方がないと根付かないものです。フットパス協会も自治体がベースとな
っています。 
 
フットパスは国家の成熟過程の現象 
それと日本のフットパスというのはイギリスの真似ではないんです。もちろん影響は受

けていますけれど。フットパスはイギリスを発祥とすると言われていますが、イギリスの真
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似ではない。日本の中で草の根的に独自に発展した。イギリスではさっき塩路先生で詳しく
説明がありましたけれども、産業革命があった後、いろんな動きがあったんです。それのひ
とつがレッチワースの田園都市構想だし、ナショナルトラストだし、それから生協という発
想なんですね。要するに労働者が本当に過酷な生活をしていたときに、外を歩きたいとか良
いものを食べたいとか、良いところに住みたいとかという欲求が一連の流れでフットパス
もそれだったんです。今でも公園が貴族の持ち物だということがままあります。日本の場合
は、バブルの後に高度成長期を経験した人間が、「こういう社会に住みたかったんじゃない
よね～」「もうちょっと落ち着いた足に地の着いた社会に住みたい」っていう現れがフット
パスなんです。だからバブルの後でフットパスというものが出て来た。町田ばかりじゃなく
日本のあちこちからなんですね。ある意味、これは国が成熟した象徴だと思うんです。 
 
日本フットパス協会の設立 
ちょうど私たちと時期を同じくして北海道の黒松内やテムズ川フットパスのような最上

川フットパスを作った長井市、それから勝沼ってブドウとかワインとかですごい観光地に
も関わらず価格が据え置きで目減りするから何か新しいことをやらなきゃいけないと将来
を考えてフットパスを始めたところがありました。私が町田で経験したようなことは、ほか
のところでも同じで、もう公式ができるんじゃないかなと皆で考えた。町田など何もない所
でフットパスができたってことはどこでもできるんじゃないかな、ほかのまちのまちづく
りにもお役に立つのではないかということで、フットパス協会を設立しようということに
なり、最初の集まった人たちが理事や企画委員となり、2009 年の 2月に設立しました。 
協会の特徴というのはまず、一つのまちの市民団体と自治体の両方の参加を基本とする

ということです。両方が必要です。市民団体が先に活動を起こし、成功すると、行政が認め
て支援するようになります。 
それから市町村の大小は関係なくみんな対等です。それから会長は自治体の理事者が交

代で務めることになっていて今のところは町田の市長が会長をやっているんですけども、
誰がなってもいいわけですね。運営は企画委員会でやる。一年間の総会開催地を南北交代に
やっていて、今年は福岡県中間市で来年は宮城県柴田町とかとなっていて、何年か先まで埋
まっています。今、65 会員です。そのほか、北海道の小川さんのフットパス・ネットワー
ク北海道で 50 会員、それからあと九州のフットパスネットワーク九州、これも 46 会員、
それぞれ独自の会員をもっています。 
 
イギリスの歩くまちづくり団体WaW（Walkers are Welcome） 
イギリスのまちづくり、Walkers are Welcome Town、さっきお話があったんですけれ

ど、今の時点で 112 の自治体です。イギリス全土から参加しています。2015 年には、日本
フットパス協会はこのWaWと提携して今、WaW .Japan になっています。 
私は去年、イギリスのヘブデン・ブリッジというWaWの設立地で行われた 10周年大会
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に行ってきました。マンチェスター近郊は産業革命が起きたところで、その中でもヘブデン
ブリッジは中心地でした。WaWもこうした進取の気性に富むところで始まったのは偶然で
はないでしょう。 
WaWの大会は会員の自治体を持ち回りで毎年行われるのですが、大会の前後 1週間ほど

その土地のフットパスを歩きます。ヘブデン・ブリッジには、産業革命時に馬が繊維を運び
ながら行き来した石畳や、設立当時の生協の跡や、労働者をより多く住まわせるために傾斜
地に 1階 2階別々な玄関を持つ住宅跡など、面白い遺産がありました。 
10 周年大会では同時に年次総会が行われましたが、イギリスの総会は非常にインフォー

マルです。これがヘブデン・ブリッジでWaWを始めたジャーナリストのアンドリュー・ビ
ビーさんです。これがランブラーズ協会のケイト・アシュブルクさん。すごく有名な人なん
ですけれど、再来年、日本に来ます。 
私たち日本からも、北海道の小田さんと私で話をさせてもらいました。私は日本のフット
パスの活動について話をしたら「自分たちより案外日本のほうが進んでいるので、僕たち何
を教えていいか分からない」とまで言ってくださいました。壇上の真ん中に立っているのが
会長のサム・フィリップさんなのですが、今年、日本フットパス協会の柴田総会に来てくだ
さることになっています。自分たちも大洪水に見舞われ多くの犠牲者が出たまちの代表で
福島の被災地と姉妹都市提携を行いたいという申し越しもあり相馬新地町をお勧めして交
流が始まろうとしています。 
 
交流が重要 
最初、イギリスはもっと自然派というか、歩き自体を楽しむ感じだったんですよ。それが

だんだん経済的な活動になってきているというのは、いろいろな人が日本に来ているから
だと思うんですね。 
WaWの中にウィンチコムというまちがあります。そんなに特別なまちじゃない。そんな

に特別なこともないまちなのに、すごい活性化しているんです。なぜかというと、私が思う
に、シーラさんというこの女性、友達なんですけど彼女はウィンチコムの代表なのですが、
日本に 2 回来ているんですね。そしたらやはり交流ってすごいと思うのはお互いに影響し
あっているんです。日本で経済効果やフットパスの運営に関心があったので、それで、そう
いう影響もあって、イギリスも経済効果に関する関心が高くなってきているように思うの
です。 
ウィンチコムでどんな活動をやっているかというと、「どのくらい貢献してる？」と聞く

と、「年間 1千万くらいになってる。8年やったから 8千万は貢献してるわ」って。すごく
ウエブサイトが変わってきて、広報に力をいれ、また、どん欲になって、自分たちのまちを
案内するだけじゃなく、人のまちまで行って迎えに行っちゃう。そのまちも案内して自分た
ちのまちでメインに利益がでるように活動しているんですね。すごく観光化を進めて積極
的な活動をしている。交流というのは本当にすごいことだと思いました。1週間のロングバ
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ケーションも提案していて、月曜日には何をして、火曜日には、水曜日には、積極的に効果
をあげることをやっているわけですね。 
 
フットパス・ネットワークを世界に 
最後にフットパスの未来ということで、私たちはイギリスとだけじゃなくて、WaWイン

ターナショナルを作ろうね、とあちらのサム会長さんたちと話をして、今、そういう動きな
っているんです 
あと、若い人たち、都市住民が暮らせる環境を作っている。要するに、フットパスは一家

に一台みたいに、どのまちにも作れるものですから、どんなまちにも若い人とか都市からの
移住者が入ってくる可能性があるんですね。つまり、人口が戻ってくるということです。人
が集まればその地域の中心地にある中堅都市がまた再開発することもあるでしょう。例え
ばなんとか地域ヒルズみたいのをもってきてもいい。そうすると土日はみんなそこに行っ
て遊んで、普通は穏やかな生活ができる。 
 今、すごく地域おこし協力隊の人たちが頑張って若い力でやってくれるので、日本はイギ
リスに比べたらすごく若い力が生きているなと思いました。それと、フットパスの可能性と
しては地方都市消滅の問題というのがあるのですが、解決方法があるとNHKの番組でやっ
ていました。それは 1％の人口増加、もしくは 1％の経済成長、まあこれは大変な努力がい
ることですが、そのまちに毎年あれば消滅を免れるということなのです。実際に、消滅の可
能性がなくなった村があるということが新聞にありました。フットパスならこれが達成で
きるかもしれない。すごくバーンとは利益が出たりはしないのでしょうが、地道なことはで
きる。そういう可能性をフットパスはもっているかもしれないのです。 
 
＜＜質疑応答＞＞ 

徳永哲 
地域に対してとても愛情のこもったお話ありがとうございました。うかがっていて特に

町田の活動が印象に残りました。日常と非日常の時間があって、その間を行き来する中での
感動とか時間の過ごし方としてフットパスが登場してきたという理解をしました。まちづ
くりとして、町田のまちをどうしようかという中で、フットパスが登場したのか、フットパ
スに着目し始めてそれをやっていて資源発見とかということで、まちづくりに発展すると
考えたのかをお聞かせいただければと思います。 
その次は、イギリスのフットパスとは違って日本は地域ごとにオリジナルなんだという

のがありました。それでも共通の部分もちょっと感じましたのが、昨日のお話でも自然保護
とか巡礼の道は自分と向き合うとかそういう話がありました。このフットパスになると自
分たちの環境をちゃんと見る、ちゃんと知る。そういうことを通じて将来のことを考えると
いうことにもなっていくと思いますので、そのあたりが多分に日本の場合はまちづくりに
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展開の可能性が広いというか、強くそれが結びついているのが日本のオリジナルというこ
とになるのかなと思いました。そういうとらえ方を神谷さんもお持ちかどうか、というとこ
ろを聞きたいと思います。 
地域の活性化に向けてフットパスを生かそうというのは共通のテーマだと思いますが、

基本的には活性化というのは地元の人にとってどういうことで、それがフットパスではど
んな風に絡んできているのかが、だんだん見えてきつつあるように感じました。地元のこと
を外から来た人にも評価してもらいたいとか、新しく住み始めた人も「この町にはこんな魅
力があっていいですね」と元から住んでいた人とコミュニケーションを取れたりという良
さがあって。場合によってはコミュニティビジネスとか特産品のブランド化とかそういう
風にも結びついていくということが出てくるとこれもまた、将来に向けて新しい可能性を
みんなで協力し合うことでできてくる、確認し合えるということが地域の方々にとっての
メリットというか、ご紹介いただいた経済効果もあると思うのですが、気持ちの部分が強い
のかなとお話を聞きながら考えたところです。 
私はランドスケープの計画関係の仕事をしております。お話の中でも景観が大事という

のがありました。風景は時代とともに変化していきますけれども、何かこのまちの、この土
地のオリジナルのところを残していこう、埋もれているけど生かしていこう、というところ
に可能性がもっと強く日本中に出てくるといいなと思っているところです。 
質問は 1 点ですけど、プロセスの中でいい段階の踏み方をご紹介いただければと思いま

す。 
 
神谷由紀子 
オリジナルかどうかという話ですけど、要するにその当時、こういう運動とか活動は時代
を背景として出てくるので、当時の日本はやはり経済に寄っていたと思います。経済でない
とみんなを説得できなかった。だから自然という観点で物を申しても受け入れてもらえな
い時代だったので、経済的に分かるようにしなければいけないというのがひとつは苦心ど
ころだった。当時は当然のように持続可能だとか地方の自立だとかそういう言葉がありま
したので、やはりそれらが知らず知らずに反映されて 90年代後半に起きた日本のフットパ
スの特徴付けになったんだと思います。イギリスの場合は同じような過程ですけども、いろ
んな条件も違いますし、だからこそあちらは法令化というか法令にしないと遵守されない
というところがあった。日本はそういう状況ではないので違っていましたが、時代の要請が
あり、私たちとイギリスのフットパス活動の方々が付き合っていく内に、「あ、これは経済
的なことを入れた方がいいかも」という感じのムーブメントはあったと思うんです。それで、
だんだん日本での動きが盛んになっていくから、やはり経済的な効果により人を何かさせ
るんだみたいなのはあったと思います。さきほどおっしゃったように、経済的なことだけで
はなくて、私が見ていて一番感動したのは、村の人たちがちょっとしたお金をもらったり、
ちょっとした活動に参加したりすることによって、誇りを持ったりしていることによって
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目がキラキラしてきて、自分たちの村を自分たちでなんとかしていこうという気運がお母
さんからお父さんに移ってきて、「ああ、これが本当の地域活性化っていうんだ、まちづく
りっていうんだ」って、私はそのとき勉強させてもらった。上から箱物をもらったり、お金
をもらったり、そういうのではないんだなと思いました。だから、なるべく積極的に参加し
てもらうために例えば、トイレがないところでは、農家の外付けのトイレを貸してもらった
り、それからちょっとしたものを出して、漬け物となんかとかと、とにかく絡めて一緒にな
にかをやるようにして、要するに喜びを分けていくようにしました。その結果、みんなの意
識が上がってきてさっきのように里山交流館を作ろうとか、みんなの共通の利益になるよ
うな形になってきました。 
 
徳永哲 
もうひとつだけ、まちづくりにスタートから今に至るまで大体、どれくらいの時間がかか
っているのですか。 
 
神谷由紀子 
25 年くらい前から始めていて、その頃は車でいつもここを走っているけれど歩いたこと

ないよね、という地域を歩くのが珍しい時代だった。あなたたちが来るから、空きカンが落
ちていたり大根が抜かれたりするんだという誤解を解くところから初めて、今そんなこと
を言う人はいないと思いますし、フットパスによるまちづくりがこれだけ進んでおり、地域
を見ることが当たり前になっていますけれども、その当時はそうではなくそんな時代から
活動をしていました。 
 
廣川祐司 
北九州市立大学の廣川祐司と申します。私は北九州のほうで学生と一緒にフットパスづ

くりをしている関係で神谷さんとか、このあと報告される小川さんからいろいろ教えてい
ただきながら、取り組んでいる者です。専門は法社会学といって法学なのですが、フットパ
スにはまった理由がそもそも、地域住民との交流がこれまでにない観光の形として、非常に
魅力的であると感じたためです。専門の先生がいるなかで恐縮なんですが、「文化的景観」
という言葉がありまして、フットパスって、地域の生活を感じる、培ってきた生活の中で形
成された風景を楽しむことができるのが醍醐味なのです。ただのきれいな景色とかではな
くて生活を感じることができるというのがひとつの特徴で、どちらかというと地域側に観
光の主体性があるわけです。地域側がどちらかというと観光のメイン、というのが非常に面
白かったのです。あとは、観光学を専門とされている先生方が多くおられるので、「それは
観光じゃない」と言われるかもしれないですけど、いわゆる観光ってホストとゲストという
関係性がある中で成立すると思うのですが、フットパスをやっている中でこの主客が一体
化していくというような現象を非常に感じました。地域を消費しているという感じではな
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くて、「歩き手も一緒にフットパスの作り手になっているな」という感じを非常に多くの場
面で見受けられました。神谷さんの報告でいうと、日本のフットパスの特徴というのは、歩
き手はリピーターが非常に多いんですよね。町田の場合は、約 80％というのを聞いていま
したけれども、リピーターになってその地域が好きになって、地域の人と仲良くなって、そ
れで口コミで広がっていくという形で普及しています。リピーターになる中で、今度、地域
のお祭りがあるから参加しないか、とか。地域の行事とか地域の婦人会の集まりとか、そう
いったところに、歩き手の観光客が参加していくという現象が生じる。これは新しい観光の
形なんじゃないかと思っているところです。単発的な出会いでお金を消費して終わってい
く観光ではなくて、そこの観光で出会った関係性を築いて、まちづくりとか持続的に関係性
をつなげていくということが起こっており、この効果こそフットパスでは非常に重要であ
るということを感じました。 
それが神谷さんから教えてもらったことのひとつです。何故、法学の私がフットパスをや
っているかというと、さっき、神谷さんから赤道とか里道という話をしたと思うんですけど
も、これは法律用語です。里道(さとみち)と書いて「りどう」と読む、道路法に記載のない
慣習用の道で今は各市町村の財産（管理道路）になっているんですけども、いくら市町村の
行政財産になっているからといっても、集落で管理しているような道ってなかなか観光客
が入りづらいのが現状です。しかし、それをここは「行政財産だからいいだろう」と言って、
ずかずか入っていったらそれはそれで問題になる。そんな中で、市町村の行政財産だけど、
入るのに地域の許可がいるとか、地域の人の理解、許可を得ながら作っていくということに、
まちづくり、地域づくりの接点が多い制度だなと思うようになりました。そういう地域の日
常の中にフットパスを埋め込むという視点が非常に強い活動をされておりまして、これこ
そ、観光というキーワードをつないで地域活性化ができるのではないかという切り口で、い
ろいろとフットパスづくりの実務家の皆さんたちと連携しながら、学生とフットパスづく
りをしている最中です。 
最後に質問です。実際に神谷さん自身が歩き手という側面と作り手という側面となおか

つ、フットパスづくりをしている地域のアドバイザーという視点があって、今、フットパス
が非常に盛り上がって全国各地に広がっているんですけど、中には質の悪いフットパスコ
ースもありますよね。いわゆる、地域の人たちが歩くのがブームだからといって、実際には
歩いて道選びをするのではなく、公民館の中で地図を広げて、道をつないでいくというよう
なコースを「フットパス」と呼んでいるものも中にはあって、歩いてぜんぜん面白くないん
ですね。そうなってきたときに、フットパスの質は今後どうやって担保していくのかという
のも非常に重要になってきていて、僕の関心もあるんですけども、どうやって「質の担保を
していくのが望ましい」とお考えでしょうか。神谷さんはお互いフットパスを手がけている
人同士でネットワークをつないで、お互いに歩きに行く、それが定期的なチェック機能を果
たすとか、作り手やアドバイザーだけじゃなく、自分も歩く、歩き手が作るというのも重要
というごお考えを断片的にはいろいろ立ち話的に歩きながら聞くこともあったんですけど
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も、今後は日本のフットパスの質を担保していくためには、何が今足りないのか、制度的に
もっとこうしたらいいのではないか、というお考えがあれば教えてください。 
 
神谷由紀子 
まず、実を言うとフットパスの立役者の地域のひとつは美里とか北九州とか九州勢がす

ごく今、頑張ってくださっていて、沖縄のフットパスなんか、いろんなところを全部やって
いただいて、本当に今大きな勢力になっています。廣川先生とか内田先生なんかが中心でや
っておられますけど、私も非常に学ぶところが多いですし、学生さんたちを有効に生かして、
若い人たちを有効に生かして、地域作りをおこなっておられます。認定というのがいいかど
うかについて、私は上からの認定というものはあまり好きではなく、やりたくないんです。
ただ、質を保つためにどこかが悪いと「あぁ、フットパスってこんなもんね」っていうと終
わりにされてしまうのが一番恐いんです。北海道の JRなどの例もたぶんあると思うんです
けど。もう私たちはやっぱりフットパス協会としてはこの程度にしてもらいたいというそ
の意味での認定というのはやっぱりあるかなと思うんですけど、なるべくならそういうこ
とをしないで、なるべく会に入っていただいて、切磋琢磨していくしかないと思います。そ
のうち、自転車とかトレイル・ランとかイギリスみたいに道の使い分けをしなければならな
くなる例もあるので、そういう使い分けなんかも考えていかざるを得ないかなと思います。
あまりお答えになっていないかもしれません。私も分かりません、教えてください。 
 



-118-



-119-

神谷 ｜ 日本におけるフットパスの展開とまちづくり ｜ 



-120-



-121-

神谷 ｜ 日本におけるフットパスの展開とまちづくり ｜ 



-122-



-123-

神谷 ｜ 日本におけるフットパスの展開とまちづくり ｜ 



-124-



-125-

『北海道におけるフットパス活動』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

北海道におけるフットパス活動 

小川 浩一郎 
株式会社ジオ／北海道科学大学客員准教授

 
よろしくお願いいたします。株式会社ジオの小川浩一郎と申します。また北海道科学大学
でもフットパス専門で客員として所属しております。あとは北海道の中でフットパス先進
的や古くからやっている人たちと一緒にフットパス・ネットワーク北海道（FNH）という組
織もやっています。 
元々はエコ・ネットワークという環境市民団体で、父が本日お越しの神谷さんとほぼ同時

期からフットパスをやり始めて、四半世紀ほど前から普及や歩く活動に関わってきました。
その中でいろいろフットパスを作ったり歩いたり、広めたり、フットパスの何でも屋みたい
なことや一般市民の方々とフットパスなど歩く道を歩きに行ったり、ご案内をしたりとい
った旅行業を取得し、法人化いたしました。 
先ほど神谷さんのお話の中で、いろいろとフットパスはこういうものというのがありま

した。同時多発的に一緒にやりましょう、と 25年ほど前に始まったわけではないので、同
じフットパスといっても土壌が違うし、先ほどの赤道の話も北海道ではほとんど知られて
いないため、多少食い違う部分もあるかもしれませんが進めさせていただきます。 
北海道のフットパスは約 25年前に始まりました。父である小川巌が「フットパスは北海

道によく似合うのではないか」とイギリスから取り入れました。この頃、僕はまだ中学生だ
ったので関わってはいませんが、まずは一番重要なフットパスを楽しめる、歩くことを楽し
める人たちを増やさなきゃどうしようもないと始まった訳です。英国のツアーを歩いて楽
しむとか、札幌市内でフットパスが無くてもイベントや講座などを通じて「歩くことを楽し
める」フットパスを体感してもらうというものです。平行してフットパスの普及のため講演
会やフォーラム開催などもいろいろ行ってきました。 
当時僕らも知らなかったのですが、新得町で竹田英一さんという方がペンションと羊牧

場を営みながら 1992、3 年くらいにフットパスを作っていました。一昨年にお亡くなりに
なりましたがこの方もフットパスの生みの親と言っても過言ではないです。英国式のフッ
トパス初めて日本で作られた方です。写真は遠いですが、羊牧場の中を歩いて行けるところ
が北海道にはあります。奥に見えるのがペンションでこのような景観の中を歩いたりしま
す。ルートは羊牧場、廃線跡、町有林内とかフットパスの王道な場所を設定しています。今、
旧狩勝線フットパスとしてトンネルは通れませんが、廃線跡を利用して馬も通れるブライ
ドル・ウェイとしても機能しています。周辺のフットパスやロングトレイル、トレイルラン
も盛んに行われており、今はかなりトレイルランニングの方に比重を置いて進められてい
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るそうです。イギリスにあるようなスタイル（敷地と敷地を越える板など）もちゃんと英国
らしく作っているところでもあります。本当にフットパス黎明期を支えられたすごい方だ
ったんですが、亡くなられてしまったので、是非こういう場で知っていただければとご紹介
させていただきました。 
僕らは 4 つの大きな柱をテーマにフットパスの普及・設置、歩く文化の拡散などを進め

てきました。ひとつずつご紹介します。 
まず、歩くことを楽しめるイベントです。自然観察やバードウォッチングなどのガイドウ
ォークや観察会とは異なり、「歩くことを楽しめる人たちを増やす」ことが出来なければフ
ットパスの未来はないだろうと父は考えていたようです。例えば公園内だけのクローズド
なものではなく、つながっている道を楽しみましょうということを 90年代の初めから講座
やイベントなどで始めました。道新文化センターが主宰している「エコ・ウォーキング（2019
年から「フットパス・ウォーキング」に名称変更）」という講座を開いて、毎年、春と秋と
冬にフットパスイベントを行っています。冬はかんじきやスノーシューを履きながら歩き
ます。そういった講座を開催して今までに約 10万人の方にご参加いただいている、今でも
続く講座です。 
他にもエコ・ネットワーク独自で札幌市内だけではなく、札幌市外も歩きたいという声が

多かったので、魅力的なルートをこちらでつなげて歩いたりもしました。こちらがエコ・ウ
ォーキングの風景です。大倉山のすぐそばに荒井山という小さな山があって、ここにもジャ
ンプ台があり、市内を一望できるルートを設定して歩いたり、また札幌市北区（一部東区）
にある太平百合が原地区には「太平百合が原フットパス」というフットパスがが 6 コース
ありますので、そこで開催したりもしています。 
ふたつ目はフットパスづくりです。2000 年代に入ると北海道内にもフットパスが増えて

きました。小川巌が付き合いのあった町村の関係者にフットパス設置を勧めてきており、気
がついたらフットパスをやっているところが一定数出来ていました。 
えりも町の場合は「山道」と書いて「さんどう」と読みます。歴史の道で、詳しく説明す

ると長くなるので割愛しますが、古くからの道を復元する作業のお手伝いをしました。エ
コ・ネットワークの会員連れて地域の中に入り、地元の方々と協働して復元作業を行います。
FNH の会長の住まいである白老町にはサケが遡上を間近で見られる有名な川があります。
周辺には牧場や整備された森林などもありますので、それらをつないだフットパスを地元
住民、町内外の関係者と設置したりもしました。神谷さんのお話にも出てきましたが、黒松
内では町民で「フットパスボランティア」を作り、行政が黒子役で陰から支え、町民を主役
に据えるスタイル、これを「黒松内スタイル」と呼んでいるのですが、このような形でフッ
トパスが出来たりしました。 
前述の地域は我々も直接関わってきましたが、有名な根室のフットパスも同時多発的に

この時期にできています。ここの設置には僕らは直接かかわっていませんが。後は旭川市の
小野塚さんが経営されるクラークホースガーデンというブライドル・ウェイや私たちは訪
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れたことがなく既に無くなってしまっているようですが清里町などが実は90年代後半から
2000 年代前半にかけて多く作られるようになりました。 
三つ目です。フットパスを知ってもらうということもとても重要です。フットパスが一定
数出来たところで 2002 年に（公財）北海道新聞野生生物基金が主催となり、フットパスの
フォーラムを開催することになりました。おそらく日本で初めてのフットパスに特化した
フォーラムだったと思います。ちょうどこの時期に私はエコ・ネットワークで働き始めまし
た。当時の盛り上がりは本当にすごかったのを覚えています。申込数は 200 名でしたので、
100 名ほど申し込みがあれば御の字と主催者も我々も考えていましたが、蓋を開けてみる
と 350 人ほどが来場しました。会場に入りきらず、立ち見が出たほどで熱気に溢れていま
した。これだけ「歩くことを楽しみたい」という人がいるのだと再確認できたフォーラムで
した。この年が北海道のフットパス元年と我々は呼んでいます。野生生物基金が発行する季
刊誌「モーリー」7号の特集にもなりました。 
この盛り上がりを受け翌 2003 年から毎年ほぼ 2回のペースで「全道フットパスの集い」

というフットパスの集まりを開催することになりました。この集いも北海道内フットパス
が広まっていく要員のひとつにもなっています。フットパスを持つ地域が持ち回りで行っ
ていまして、6月にはえりも町、9月には恵庭市（北海道胆振東部地震のため中止）でも開
催が決まっていて、今年の秋で 28回目になり、来年は小樽と稚内といった具合に開催希望
の地域が後を絶たない状態になっています。内容は 2 日間の開催で両日に開催地域のフッ
トパスを歩きます。初日のウォーク後に「歩く」ことに関する講師をお呼びして、講演会や
各地のフットパスの報告会を行います。その後には地域の食材やお酒を食べたり、地域の出
し物などを観覧したりする交流会が開かれます。この交流会が重要でフットパスはかなり
広い業種や分野の方たちが集まりますので、様々な交流につながるのです。開催地のキャパ
シティーにも寄りますが、少なくても 100 名強から多いところでは 400 名ほどが参加する
そこそこの規模を誇るイベントになっています。もちろん参加者は歩くことでじっくりと
地域を知ることができますので、よい体験ができればリピーターや紹介にどんどんつなが
ります。こちらの写真は昨年秋に開催したニセコでの集い交流会の風景です。「食」にかな
りこだわって作っており、地元ならではの美味しいものを存分にいただけました。 
2006年には神谷さんが発起人といった形で日本全国のフットパスフォーラムが山形県長

井市で開催されました。これを受け、2008 年に日本各地や英国からもお呼びしてフットパ
ス国際フォーラムを黒松内町で行い、東京の神谷さんや山梨県甲州市の中村さん、根室の伊
藤さん、地元黒松内の新川さん、英国のランブラーズ協会のマイク・ミルズさんが登壇され、
コーディネーターはエコ・ネットワークの小川巌が務め、活発な議論が交わされました。ち
ょうどこの頃に北海道で爆発的にフットパスが増えている時期でした。 
こちらの写真は 2014 年に日本フットパス協会の全国大会が上富良野町で行われた時の

ものです。北海道民は飽きっぽいと言われることがありますが、現在まで四半世紀にわたり
フットパス活動が続いているのはフットパスに無限の可能性があることはもちろん、道内
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のフットパス関係者の多くが実際にイギリスのフットパスを歩いて、本場のフットパスを
体感しているからというのも大きなウェイトを占めていると思います。この点は北海道外
のフットパスとは異なる点ではないかと思っています。 
この本場イギリスに実際に歩きに行く、というのが四つ目になります。1990 年前半から

後半にかけて英国のナショナルトラストを巡るツアーというのに小川巌がナショナルトラ
ストの講師として同行することが何度もありました。その中でフットパスを歩くという内
容も入れて催行していたのですが、道内在住の敏感な層には少しずつフットパスが知られ
ていき、北海道によく似あうという理解も広まっていきました。例えば湖水地方のピータ
ー・ラビットやビアトリクス・ポターなどに合せてフットパスに触れてもらうということで
す。 
10 年も経つとフットパスを大きなテーマとして行きたいという声が大きくなり、これが

エコ・ネットワークで今でも続く「英国フットパスを歩く」シリーズになりました。そこに
は北海道で古くからフットパス活動を行っていたり、これから始めたい方など多くの関係
者も参加されています。そして英国で体感したフットパスを北海道のフットパスへフィー
ドバックしているということです。それらがあるので実際に「歩く文化」を肌で感じている
部分は北海道のフットパスの強みではないかと考えています。 
2011 年から韓国のオルレやドイツ・ポルトガルの「巡礼の道」なども歩きに行き、様々

なタイプの歩く道があることを広く知ってもらう機会にしています。オルレには来月も行
きますが、8回目にしてようやく一周できるところまで来ました。こちらは英国ヨークシャ
ー地方、そしてこちらがスペインの巡礼の道「フランス人の道」の写真です。 
北海道のフットパスの広がりですが、90 年代から 2004 年くらいまでは本当に少しずつ

増えていきました。この時期はエコ・ネットワークもしっかりと関わりながらできて、今で
も続いているフットパスが多いです。しかし 2005 年から 2009 年くらいは拡散期でかなり
バタバタと各地にフットパスが作られるようになりました。現在は増え方は緩やかになり
ましたが、今までのいい面、悪い面を取り入れながらしっかりとした活動が出来ている地域
が多いです。 
新得フットパスの竹田さんが話してくれましたが、バブルが崩壊して人々の心にぽっか

り穴が空いたところに「歩く」や「ゆっくり」というのが入り込んできたのではないか、と。
これを見ると本当にその通りだと思います。IT バブルの後にも一時期フットパスを作ろう
という動きが高まっていましたし、リーマンショックの後にもありました。そういった人々
の思考や感情は多少関係していると考えています。オリンピックの後ももしかしたら活発
になるかも知れません。 
現在、北海道では図の色がついている地域にフットパスがあります。しかしすでにこの中
ですでに数カ所はフットパスとして機能していないところがあります。緑色の地域は FNH
に加盟しています。加盟は 19 地域、21 団体に参加してもらっています。第 1 回全道フッ
トパスの集いの際に全道フットパス・ネットワーク準備会を立ち上げ、現在よりも緩いつな
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がりを持っていましたが、色々な広がりやフットパスと呼べないようなものまでフットパ
スになってしまい、これではフットパスの悪い面が目立ち始めてしまうと考え、少し進化す
る形で FNHに名称変更してフットパスの進展に携わっていければと考えています。会長は
いますが、縦のつながりよりも横のつながりを意識し、情報共有やカントリーコードやコー
スサインの統一、コースの質の維持などを年に 1 回幹事会を開いて話し合っています。ウ
ォーカー向けに情報提供やホームページでの告知なども行っています。 
先ほど廣川さんからご質問があって、神谷さんがお答えしていました「認証」についてで

すが、我々もその部分が一番困っています。せっかくフットパスを歩いてもらって「なんだ
ぜんぜん楽しくなかったよ」って思われて本当のいいフットパスを歩いてもらえないのは
関わっている者として一番悔しいです。私たちも認証や認定などはしたくありません。可能
であればしっかりとしたフットパス活動としているフットパスにFNHに加入してもらうの
がベストだと考えます。そして上下関係を作らない範囲で推奨や保証のような役割を果た
せればいいのではないか、と FNH では考えています。全道フットパスの集いも FNH に加
盟してもらって開催できるという形にしています。 
FNH ではコースサインも統一したものを使用しています。現在約 20 市町村で貼付して

います。少なくとも旧バージョンも含め、このコースサインがある地域ではカントリーコー
ドや問い合わせ先、マップがあるなど最低限問題なく歩けるようなところにしていきたい
です。 
写真のコースサインは北海道科学大学の学生が 2016 年にデザインしたものです。旧バー
ジョンもあるのですが、太陽光による色落ちが早すぎて、酷いところだと 1 週間くらいで
見えなくなってしまいました。なんとか改良しなくては考え、絶対に色落ちしない新素材を
採用しました。この写真はニセコ町で撮影されたもので新コースサインを使っています。し
かしコースサインは古くからフットパスがある地域では独自のもある場合もあります。少
しでもいいから FNHの統一コースサインを貼ってくれるようにお願いしています。 
我々は「ノーザントレイル構想」というのを掲げながら今までやって来ました。まず第一、

二段階は市町村にひとつあるいは複数のフットパスを作ります。先ほど神谷さんはできれ
ばサーキュラー（周回）のフットパスの方がいいのではないか、というお話をされていまし
たが、私が北海道でお話しする際は少なくともサーキュラー（周回）とワンウェイ（一本道）
が 1 つずつあるといいとお伝えして、実践してもらっています。それはサーキュラー（周
回）ですとどうしても先へのつながりが乏しくなってしまう場合があるからです。ワンウェ
イ（一本道）を作るとさらに先の町、さらに先の町へつながり、長距離フットパス化になる
可能性が出て来ますので、2種類のルートを作ってもらうよう提案しています。 
第三、四、五段階は隣接している自治体や振興局単位をつなげます。例えば石狩振興局と

後志振興局、石狩振興局と空知振興局などを我々のイベントで既存のフットパスと適地を
つなげて実施しています。振興局で今一番活発なのは根室振興局です。旧標津線という廃線
跡を使って、一部を除きつながっています。旧標津線フットパスが動脈なり、毛細血管みた
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いに他の市町のフットパスがつながっています。 
現在は次の第六段階の北海道内をつなぐ段階に来ているのではないでしょうか。最終段

階は海を越えるしかありません。例えば函館まで歩いてその後、青森からのみちのく潮風ト
レイルを種差海岸から歩くような形にしたり、我々が 5 年前に実施しているのでが、ロシ
アのサハリンへ渡るルートです。稚内の人たちはかなりやる気なのです。海と陸をつなげる
のは物理的に不可能な部分もありますが、将来的にはつながるのではないでしょうか。 
ロングトレイルやオルレ、他の散歩道などもそうでしょうが、フットパスは可能性を無限
に持つことができます。一番わかりやすいのはフラワー、バードウォッチングをしながら、
歴史探索しながらなどです。他にも例えばゴミ歩きフットパスやロング（長距離）フットパ
ス、癒やしの森フットパス、サーモンフットパス、廃線フットパス、環境ボランティアを絡
めたフットパスなど実際に実施したり、すぐに思い当たるものでもこれほどの多様性を持
つことができます。個人的にやっているのは友人家族とラーメンパスという札幌の美味し
いラーメン屋を巡るようなフットパスです。 
我々は 25年以上フットパス活動を札幌市内で行っています。そのルートをつなげ札幌市

内約 150ｋｍになる「さっぽろ周回ウォークウェイ」というロング（長距離）フットパスも
実施しています。こちらの地図を見ると国道や交通量の多い道ばかり通るのではないか？
と思われるかもしれません。しかし8～9割はそういうところを外して、うまく園路や沿道、
河川敷、踏み分け道などフットパスらしい「歩くことを楽しめる道」をうまく利用、つなげ
てイベントを実施しています。一区間は約 6km から一番長いところでは約 16ｋｍになり
ますが、約 10km前後で作っていまして、地下鉄や JRの駅や少なくともバス停を始終点に
するようにしています。 
「さっぽろ周回ウォークウェイ」に関わらずアーバン（都市部の）・フットパスはよいと

ころがたくさんあります。まずは公園なども多いので、トイレがたくさんあります。次に飲
食店です。前述したラーメンパスのように美味しくて、いいお店がたくさんあります。さら
に体に異変があったときにはタクシーを呼んだらすぐ来てくれますし、エスケープしやす
いというのも魅力的です。明日はせっかく神谷さんが東京からきていただいているので「フ
ォーラム『札幌にもフットパスを！』」というフォーラムを開催します。4 年前から札幌市
内で始めて、アーバン・フットパスについてアプローチするフォーラムです。このさっぽろ
周回ウォークウェイのイベントは年に夏と秋に 2 回ずつ行って、1 日では歩けないですか
ら 4、5回に分けて開催しています。 
癒やしの森というのは身障者の方々と一緒になって、車いすで通れるフットパスを作っ

たりしています。「この実会」や個人が所有している土地や山を借りてこういった活動もし
ています。ヨーロッパでは割と行われているようですが、森林療法みたいなのがあります。
精神的には薬よりも森の中歩くのが一番いいなどと言われているそうです。こういった話
をうけて札幌の身障者の方もフットパスを利用できたよいのではないかということで行っ
ています。ここで切った木のチップをほかのフットパスのルートに使うとか副産物も出て
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来て、一石二鳥にも三鳥にもなっています。 
一昨年からはワイルドサーモンフットパスというのも開催しています。札幌にはいろん

な河川がありますが、実はサケがたくさん遡上しているというのは意外と札幌市民は知り
ません。観光面でもそこまで全面的に押し出しているわけではない。左の写真の川は多い時
には川いっぱいにサクラマスの遡上姿を見られます。ただ昨年は全国的にも言われていた
通りサケの量が非常に少なかったですが。この場所は豊平区の住宅街のど真ん中です。しか
しそういうサケは養殖されたサケが多いのです。そこで「札幌ワイルドサーモンプロジェク
ト（SWSP）」というところと連携して行いました。養殖の作業も重要ですが、野生のサケが
多く回帰するようにしなくてはならないのです。SWSP では豊平川の底をコンクリートか
ら土に変えたり、市へ提言して河川工事の際に業者に協力してもらったりと様々な活動を
しています。市中心部の千歳鶴の工場はなぜあのような場所にあるのか？それは工場すぐ
そばの豊平川の部分で湧水が湧き出ているからです。酒とサケもつながる文化があるなど
おもしろい部分もたくさんあるのです。それが札幌の地形の歴史などともつながりフット
パスをツールに様々な分野へ広げることができます。フットパスを活用してこのような活
動も行っています。 
もちろん全国的にもおこなっているでしょうが、北海道では歩くことプラスアルファで

つながることを行っています。例えば一番わかりやすいのが食べ物だと思います。南幌町の
場合はフットパスを歩いた後に、右の写真のようにキャベツキムチづくり体験を行うこと
があります。あの町はキャベツの生産量日本一になったこともあるので、キャベツを町おこ
しに考えていた時期がありました。そこで北海道フードマイスターであった村松さんが韓
国に渡って南幌のキャベツと合う食材をご自身で厳選して試行錯誤の末に形になりました。
この方は今は道内でも有名になった「なんぽろジンギスカン」の生みの親でもあります。南
幌町は長沼町の隣です。長沼町のジンギスカンは古くから有名でしたが、南幌の人に言わせ
ると「長沼ジンギスカンは俺たちが味を教えてやったんだ」と。長沼の人たちは「南幌はマ
ネをした」って言っておられ、お隣同士ジンギスカンへの思いは強いのです。採れたての野
菜も収穫させてもらって、その場で食べたりなどもします。 
下の写真は北海道のフットパスイベントの際に出店する移動パブです。食べるというの

は本当に重要な要素です。帯広の方が出展されているのですが、かなりこだわって食材や飲
み物を提供してくれます。2、3日前に開催する現地に入り、自分で美味しいものを厳選し、
地域の採れたてや美味しい地場の加工品を出します。そうすることでイベントに参加した
人の購入にもつながっていきます。パンはご自身の贔屓にしているパンしか使いませんが、
ビールはつぎ方がよく美味しくいただけます。イギリスでもそうですが、ビールとフットパ
スは非常に相性が良いと思います。 
次は買うということです。左の写真ですが、実はこの後ろにまだ何十人も待っているんで
す。黒松内の千葉農場です。ここで採れたての野菜を販売してもらうのですが、この日も 10
万円近い売上になったのではないでしょうか。小遣い稼ぎとしてはいいものになります。し
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かも農家の人達の食べる畑から採れた野菜なので農薬もかかっていないですし、とても美
味しいです。右の写真はルート途中では無料で配布います。そしてゴールに着くと周辺には
先ほど配布された食べ物や加工品の販売店が点在しています。そうすると美味しかったら
皆さん購入していきます。 
「食べる」「買う」ときましたので、次に僕らがやり始めたのは「地域産を育てる」こと

です。環境関係に強いエコ・ネットワークの方で深く関わっています。左の写真は南幌町で
すが、フットパスでいつもお世話になっている農家で無農薬、有機の田植えを手伝ったり、
除草作業をしたりして秋の収穫の時期にはフットパスを歩いてこの農家さんから手伝った
分だけお米を分けてもらっています。右の写真は余市町です。無農薬や有機の食材がなぜ価
格が高いのかというのは頭では理解しているのですが、実際に体験してみると身をもって
体験できます。ここでは果樹を無農薬で栽培しているという非常に大変な作業をしている
ので、摘果や除草、その他農園周辺の作業を行っています。 
分かりやすい例ふたつ目は歴史や文化を組み込むことです。えりも町には江戸時代に作

られた猿留山道がありますが、国道が出来てからは使われなくなって、ほぼ消滅していまし
た。これを地域の関係者や住民、都市部の市民とともに復元作業を 10年ほど行い完成させ
ました。地域の歴史や文化に触れられる上に滞在期間も長くなりますので、より深く地域を
知ることができます。 
最近特に注目しているのは都市部の歴史や文化を組み合わせ、それを体感してもらうと

いうものです。札幌市北区には「あいの里」という地域があるのですが、この「あい」は藍
染めの「藍」です。開拓時代に徳島県からの入植者が多かったらしく、故郷でも行っていた
藍の栽培や染め物を始めたようです。しかし本場からすると北海道で作った藍ということ
で見向きもされませんでした。しかしこのあいの里の藍染めが日本一になってしまったそ
うです。このまましっかりこの地域で根付いていくのかと思いきや、すぐにインドから安い
インディゴが輸入されるようになり、長い歴史がなかった分急速に廃れていったと聞いて
います。しかし現在でも脈々と受け継がれておりまして、地域で愛栽培も行い、サークルも
複数あるそうです。こういったものを当時の場所を歩きながら感じてもらい、実際に作って
もらっています。右の写真は篠路の子供歌舞伎です。僕もまだ見たことがないのですが、こ
ういったものも何かの折に取り入れられるといいのではないでしょうか。 
当社は旅行業を取得していますが、フットパスを活かして長期滞在につながるウォーク

ツーリズムを創出していきたいと考えています。実際、FNHの仲間でも富良野地域や十勝、
根室地域でフットパスを長距離化した長距離フットパスを活用しています。 
こちらの図はエコ・ネットワークの小川巌が作ったものです。単純計算になりますが、短

い時間にたくさんの人に来てもらうのと長い時間、歩く速度でゆっくりと楽しんでもらう
ことでこれだけの数値の違いが出て来るのです。たくさんの人をどばっとというのは当社
やエコ・ネットワークで出来ることではないので、我々はゆっくり、少しでもしっかり地域
を体感してもらい、いいところを知ってもらえるようということを心がけています。 
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まとめになります。フットパスをツールにすることで他分野や多種多様な人、職種の人達
とつながることができます。もちろん地域通しや地域と人のつながりも深くなります。テレ
ビではないですが 4K時代に突入したという話をよくします。Kがつくなら何でもいいとは
思うのですが、「環境」「観光」「健康」「活性化」です。そして歩く人、創る人、関わる人誰
もがWin-Win の関係になります。しかしこのフットパスで生活ができる人は一部しかいな
いのが現状です。また現在、北海道のフットパスはそれなりに長い期間活動していますが、
経済的に厳しい部分があるということでキーマンの人達の高齢化がどんどん進んでいます。
これが進むと無くなってしまうこともあり得るのです。また今回ののような研究会を機会
にいろいろな「歩く道」に携わっている方々と活発に交流を図って「歩く文化」を定着させ
ていきたいと思いながら今回の研究会に参加させていただきました。それらが糧となり、次
世代や世代間もつながるフットパスになれればと思い、私の発表は終わらせていただきま
す。ありがとうございました。 
 
＜＜質疑応答＞＞ 

内田晃 
北九州市立大学の内田でございます。たびたびうちの大学からコメントさせていただき

恐縮です。 
小川さんたちの取り組みは私たちも大変参考にさせていただいておりまして、これまで

に私も北海道の色々なところを歩かせていただきました。北海道に来ると、大自然に圧倒的
に驚かされて、そこを歩くというのは本当に非日常的な光景を見ることができます。いつも
我々にとっては刺激的なフットパスをさせていただいております。 
小川さんたちがすごいなと思うのは、全道フットパスの集いを毎年 2 回開催されておら

れて、それに歩きに行く固定のウォーカーの人たちがいらっしゃいます。海外もスペインや
イギリスとかいろいろ行かれているみたいですけども、歩くことが本当に好きで、イベント
にみんな集まって北海道の色々なところを歩いているのはすごくいいなといつも感じてお
りました。 
私も先週、奥尻島に別の用事があって行ったのですが、なんとフットパスがあるというこ
とで、大変驚いて冬、寒い時期だったのですが、歩いてみました。ただ、恐らく役場の担当
者が代わっていたり、コースはコンサルタントが作られていたというふうに聞いています
が、コンサルがいなくなったりすると継続的にフットパスコースを維持するのはなかなか
難しいのかなと感じました。地図には看板があると描いてあるのですが、歩いてみると全く
なかったりしました。どこで曲がればいいのかちょっと分からなかったこともありました。
先ほどの話の中にもありましたが、やっぱりいいフットパスを担保していくことは、本当に
難しいのだなと感じました。 
九州では、いかに地域の人を育てるのが大事なのかなという風に考えて活動をしていま
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す。それはフットパスの推進者という意味ではなくてむしろ、普通に歩きに来る人だったり
住民であったり。福岡県中間市で、学生と一緒にコースづくりをずっとやって来たのですが、
看板とか方向を示す道標を立てるときにやっぱり市は一番立てやすいところあるいは、貼
りやすいところに立てようとします。市が持っている道路標識や柵が付けやすいのです。と
ころが逆で実は私有地に付けるのが一番いいのではないかと考えています。なぜかという
と、私有地だと住人の方が常に見てくれる。もし，何か看板が倒れていたりしたらすぐに気
がつく。そういう意味で住民の方を如何に巻き込んでいくかが大事なのかなと考えており
ます。私ども九州では熊本県美里町が中心でやっていますが、「フットパス大学」という講
座を定期的に開催しておりまして、地域でフットパスを推進する人を育てていくような、そ
ういった人材育成に取り組んでいます。最初は初級を取って、地域でフットパスづくりをや
って、その次のステップとして中級・上級といったことをやっています。 
ただ、我々もどちらかというと推進者の人たちを盛り上げていくのは色々なところでや

ってきていますが、小川さんたちがやられているような、歩きに来る人たちの考えをどうこ
のフットパスを維持するためにフィードバックさせていくかが非常に重要になっているん
じゃないかなと思います。そこがまだ、我々もなかなかやれてないところなのかなと思って
いまして、小川さんたちは歩く人、ウォーカーをかなり囲い込みをされていて、この人たち
をどうフットパスづくりに活かしていくかということについて少しコメントをいただけれ
ばなと思います。 
 
小川浩一郎 
今、実はエコ・ネットワークのほうで会員制にしてやっていて、だいた 350 人くらいの

方で、本当にみなさん歩くことが好きな方たちなんです。やっぱり最初は苦戦したようです。
僕はいなかったのでわからないですが。歩くことっていっても紹介が足りない。ガイドが少
ないじゃないかというのがあった。でもそこを乗り越えて歩く講座が始まる前に、フットパ
スはこういった歩きになりますと一方的になりますがご説明したり、そういう機会があっ
たとは聞いています。ただ、その中でも来てくれるようになると、けっこう口コミで広めて
くれる。ですからうちの会員じゃなくても、参加してくれる人はたくさんいる。潜在的な会
員数というのは 3～4倍になるのではないか。 
そういった人たちと、僕らは作るということに協力することをやっているので、現地に入
ったときにモニターウォークをしましょう、ということで研究者の方たちとか、あるいは、
観光の方とか実は会員の中にはいる。そういった方々と歩きに行って評価してもらう。本当
に難しいことは何も考えず、歩くことが本当に好きだ。歩くことを本当に楽しみたいという
方も会員にはたくさんいる。ですからそういう中での情報というかやりとりというのが続
いてきた形じゃないかなと思っています。 
「歩くことを楽しめる」人たちを増やすことがフットパスにのみならず、オルレやロング
トレイルにもつながると考えています。ガイドがなければ歩かない、自然がなければ歩かな
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い、地域とつながらなければ歩かない、ではなく「歩くこと自体を楽しみましょう」という
ことを一番重視しています。作る側の方々にはいくらコースが増えても魅力のない「道」で
は歩きたくないので、ガイドや見どころを取り入れるのもいいですが、「道」自体をよく選
定して欲しいとお伝えします。そうすることで作り手の思いと歩き手の思いの交差点が近
づくと思います。 

中村純子 
ありがとうございました。昨日から聞いていて思うのは、交通革命によって非常にスピー
ドが増して風景が変わってきて、観光文化が醸成したり、文化社会の熟成によって社会も経
済も変質する中で、ようやくこういったスピードをゆるめたものの楽しさ、必要性が感じら
れたのではないかということです。そういったことで、6段階目のところに行けば、もしか
したら間宮林蔵につながるのではないかと感じて、きっと宮本常一先生も喜ぶかと思いま
す。 
北海道はアーバンとルーラルの中で札幌を活かしている。もしかしたら、春になったら

「ジンパ」の風景とかもフットパスに入るのではないかというのと、やはり北海道は食とい
うのが非常に重要視されていると思います。 
そこで祖父江孝男先生の本や現在テレビ番組でやっているように、「道民性」とか県民性

に関する質問として、「道民性」が活かされているフットパスがあると思うので、そういっ
た「道民」という立場、日本の中で北海道ならではのフットパスというのを教えていただき
たいのが一つ目です。 
もう一つが（北海道は）アイヌの方々もいますので、平取などを含めたところのフットパ

スが先ほど出ていたのですが、こういったところで文化の共同性をどういう風にしている
のか、途上でもいいので教えていただきたいと思います。 
 
小川浩一郎 
まず、答えやすい方から。アイヌの方たちとの文化交流とかは平取や白老では特にアイヌ
の人が多くて、FNH では今日はご紹介しきれなかったんですけども、やっぱり記念館があ
ったり、そこの学芸館の人たちもいるので、そこをうまく知ってもらうのも手のひとつだよ
ねと最初から考えながらやっていますし、あるいは大きな箱物のところだけじゃなくて、地
域に昔から住んでいるアイヌの長老の人たちにシマフクロウというすごい有名な珍しいの
の講座とかを長老に聞いたりそういうのも組み込みながらそういう活動をさせてもらって
います。 
道民性が色濃く出たフットパスというのか、北海道らしいフットパスというのは、景観の
部分かなと思うんですね。例えば、根室のフットパスだと自然景観がかなりイギリスに近い
物がありますので、そういったところを重視しながら作っている。もちろん、文化的景観を
利用しているフットパスもありますが。 
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あとは、北海道らしいといえば、南幌町とかも一大農業地帯で大規模な畑や田んぼのあぜ
道を歩いたり、冬は田んぼのど真ん中をかんじきで歩けたり、そういうところは特徴かなと
思います。僕らは、内地にはない雪の中を歩くということができるので、そういうところも
全面的に押し出していけたらと思いながらやっています。 
 
西山徳明 
どうもありがとうございました。少し時間があります。ちょっと私から突然ですが、今、

アイヌの話がありましたが、吉原さんに今日来ていただいているので、少しフットパスやト
レイルの話と平取での取り組みについて、あるいは、吉岡さんご自身のコメントをいただけ
ればと思います。 
 
吉原秀喜 
今、「途上」とのお話がありましたが、本当に途上で、始まったばかりというか。途中の

お話の中でもありましたが、アイヌの人たちの歴史はやはり丁寧に見ますと大変なことが
多かったと思うんですね。ですので、環境も景観も、あるいは人の心も痛んでしまっている
のは否めません。 
私たち平取町というところは、まちとしてアイヌ関連の施策に力を入れています。特に私
が担当しているのは、そういうダメージを受けたところを、ケアするというか、手当すると
いうか、そういう役割も担っています。文化環境対策保全事業というのに取り組んでいます。
勤めているところがアイヌ文化の環境保全対策室という、今、言いましたように、環境も景
観も扱っていますが、何よりも人の心のケアがけっこう大きい。どういう風に歴史や文化、
自分たちの伝統を受けとめているか、受けとめるべきかと、そういう取組にならざるを得な
い面があり、まさにその作業をやっているということになります。有形のものも、精神文化
も、両方をケアし、つなげながらの取組だということです。 
そういう意味で途上であり、ケアをしつつ、閉じたものではなく、できるだけオープンな

関係を築く。外からも来ていただけることが、自分たちのコミュニティのプラスにもなるよ
うに、ということで心がけてやっています。 
できるだけたくさんの方に、急がない、歩きのペースで来ていただく。ツアーをやると、

自分も実際には初めて、というような試験的なプログラムになることが多いのです。今まで
アイヌ文化保全対策室というところで、十数人のスタッフとともに、環境に関わるアセスメ
ントとミティゲーションを融合させたような仕事をやってきました。スタッフと共にした
調査の結果を生かしながら、こういうツアーをすると自分たちのことがよく分かっていた
だけるのでは、というような観点でプログラムを組み立てて、やってみる。何よりも取り組
んだ側にとってはどうだったかというような点を重視し、総括点にする、そんなことでテス
トを積み重ねているというところです。 
西山先生にも参加者になっていただいて、エチオピアから来られた方々にもご参加いた
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だき、「ミステリーツアー」だと言いながら、アイヌの文化遺産と自然にふれるツアーを行
い、分担してガイドをしました。参加者からアドバイスをいただくということもありました。
そういう積み重ねを、ようやくに始めたばかりなんですね。 
小川さんとは今まで、お父さんの方としか接点がなかったのです。先ほどおっしゃってい
たのは、文化的景観の関係での流れなんですね。多種多様なツアーを熱心に取り組んで来ら
れましたね。啓発のツアーを、実に数多くやっています。そういう流れの中で、ノーザンク
ロスという会社の柳さんとの関係だと思うんですけども。そこには地元の方にも参加して
いただく。分かっていたことなんだけど、さまざまな理由で表現しにくかったことを、ツア
ーを機会にカタチにする。思い切って表現するきっかけになるわけです。いままでになかっ
た心の動きを引き出す、自他共にとても効果的な機会として、ツアーはあるというのが実感
です。 
もう一つ、例えばシマフクロウ。それ自体が、とてもたいせつな存在として伝承されてき

たものです。希少種ですが、どうも日高、平取町にはいるらしい。そんなことで守っていこ
うという動きが強まっているということもある。いろんな素材を発掘しながら、自らに問い
かけ、活かす。ツアーを行いながら、ケアもしながら、個人としても、コミュニティとして
も、まずは地力を付けていこうという取組が続いています。 
そんな中でフットパスというのは、とても有効なツールだとの理解が広がりつつありま

す。環境・景観へのダメージを回避するとか、心のケアにつながるとか、来ていただいた人
たちだけでなく双方が学べるとか、環境保全の対策について考え、そのための作業を一緒に
するとか、そうした可能性を多様に含んだ取組として期待し、まだ本格的に始めたばかりの
途上にあるという状況です。 
 
西山徳明 
すみません、急なお願いで。ありがとうございました。フットパスというと、普通にツア

ーバスで来て、何十分したら出発の用意をしてくださいという時間感覚と、多分フットパス
で消費されて使っていく時間感覚とは違うと思います。今吉原さんが取り組まれている、北
海道とあるいは海外のどこかとの交流、外の方とをつなぐというリンケージというのは私
は大事なんじゃないかと思います。どう進めるかについて、中村先生のご質問に関連して吉
原さんにお話しいただきました。どうも申し訳ございません。 
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CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

聖地巡礼のプロセスと真正性 

～サンティアゴ巡礼と四国遍路の事例を中心に～ 

岡本 亮輔 
北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院准教授

 
 
サンティアゴ巡礼は、真東から真西に向かって歩いて行くので、太陽が沈む方向に行け

ばだいたい着くので誰でも着ける。ガイドブックとかも一切いらないというそういう巡礼
になっています。こういう古い建物がたくさん残っているというのが、フランス人の道の
特徴です。どういうことかというと、スペインの南北問題というのがあって、そこを東西
に横切っている道がこのカーミノ・フランセスというサンティアゴ一番の道になります。
我々が行くと美しい風景だなと思うのですが、それはでも、はっきり言えば、経済発展か
ら取り残された人たちの地域で自然と昔から残ってしまった道をドイツ、アメリカ、フラ
ンスから来たよりお金持ちなヨーロッパの人がなんか美しいものとして発見するという形
になっています。ところどころかなり大きな文化財とかもあって、これはブルゴス大聖堂
とかもあったりします。基本的にはこういう道を歩いて行く形になります。 
 一応、2015 年の国籍別の巡礼者をあげますと、イタリア、ドイツ、アメリカ、ポルトガ
ルなどが多いですね。昨年度、2017 年度は年間 30 万人の人たちが歩いたらしいです。日
本はだいたい 1000 人くらいと言われています。その巡礼者数の推移というのがポイントな
んですが、これは私が作成したのですが、より新しいのを持って来ました。2013 年が 30
万人を超えたくらい。ポイントとしては、90 年代終わりまでは 5 万人くらい。ちなみに、
サンティアゴに歩いて行かないで直接飛行機で行く人たちの数は 600 万人～800 万人と言
われています。なので、巡礼する人は圧倒的に少数派なんですが、それでもほとんどいな
かった。これは 2000 年代に入ってもまだ 10万人に届いていない。今のようにサンティア
ゴ巡礼という人がたくさん歩いているというのは、本当に最近の現象で、ここ 10年経って
いない。数年くらいの状態が、昔から続いているかのように語られているとご理解いただ
ければと思います。 
 ところどころ突然、突出しているのは、これはヤコブの聖年といわれているもので、一
応、聖ヤコブを奉ってあるのですが、彼の正式の日というのが 7月 25 日です。この 25 日
が日曜日にあたる年が聖なる年になってよりありがたいというのがあるので、その年だけ、
確か 5年、6年、10 年、11 年の周期で回ってくるのですが、そこだけ突出はしているので
すが、急増しているというのがとりあえずは、押さえられると思います。 
 そうすると一体、何故、こんなに人が増えているのかといったら、基本的にはメディア
の影響があったといっていいかと思います。要するに、カトリックではない色んな人たち
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がサンティアゴ巡礼をしていろんな本を書いている。一番最初に出たのは 87年、ブラジル
の元テレビディレクターで途中から、いわゆるニューエイジとかスピリチュアルとかに凝
りだしていろんな本を書いている、パブロ・コエーリョ。世界的なベストセラー作家です
が、彼自身がこの巡礼をした。80 年代くらいにまだ誰も歩いていないときに巡礼をして、
その体験記みたいな本を出す。カトリックとはぜんぜん関係なく所々で謎の体操をしたり
して。非常に退屈な本なんですが、これが非常に読まれるようになって人が増える。ちな
みに、訳者は山川夫妻。今、我々がなんとなくスピリチュアルとか言っているのは、この
二人が仕掛けたものだという風に言っていいと思います。 
 もう一つ影響力が大きかったのは、女優のシャーリー・マクレーン。ハリウッド女優で
すが、彼女は最初、普通に女優をやっていたのですが、「アウト・オン・ア・リム」という
画期的な本だったのですが、ここでニューエイジャーだということをカミングアウトした。
その後に、彼女自身も巡礼体験記である「カミーノ」という 2000 年に出て、やはり英語で
書かれた物なのでこれが圧倒的に読まれて、これによって世界的にサンティアゴ巡礼に行
く人が増える。はっきり言って、マクレーンの本以後、マクレーンによって流行っている
といっていいと思います。 
 さらにドイツですと、2004～05年だったと思いますが、ハーペイ・カーケリング、コメ
ディアンらしいです。ドイツでまだ 37歳くらいでテレビタレントとしては一番売れていた
位の人が、突然、仕事を 1 年間休んで巡礼の旅に出た。「巡礼コメディ旅日記」、巡礼の主
旨をこうやって出版して、ぜんぜんコメディじゃなくて面白くないんですけど。これがす
ごい売れるんですね。ドイツで 300 万部売れたらしい。これによりドイツ人巡礼者が一気
に増える。さらに昨日お話が出ていましたが、映画の影響というのは大きくて、2本あって、
1 本フランス映画 2005 年の「サン・ジャックへの道」。サン・ジャックとは聖ヤコブをフ
ランス語で呼ぶときの名前ですが、この映画の話もカトリックは関係なくて、話としては、
彼と彼と彼女というめちゃくちゃ仲の悪い三兄弟がいて、この三兄弟が親の遺産相続をす
るにはサンチャゴまで巡礼ができたら相続できるというので、イヤイヤ旅に出るという話
です。 
 そこで知り合うのはフランスのイスラム教徒の少年 2人。卒業旅行として行く女子高生 2
人。要するに伝統的なカトリック信仰を持っている人なんて一人も出てこないという現在
のフランス社会を非常に反映した映画になっています。もう 1 個は「星の旅人たち」とい
う 2010 年に出た映画で、マーティン・シーン、「地獄の黙示録」とかで有名な俳優さんと
エミリオ・エステベス監督というのがマーティン・シーンの実の子どもです。マーティン・
シーンの本名はラモン・エステレスという名前で要するにお父さんがスペイン人。これも
マーティン・シーンがどう巡礼するかといったら、実の息子が大学院というとんでもない
意味のないところに行ってしまった。しかもそれを途中でリタイアして自分探しの旅に出
るというわけのわからないことを言い出した。お父さん、お金持ちの歯医者さんの役なん
ですね。息子がちょっとおっちょこちょいで、この後紹介するピレネー山脈で一番最初の
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ところで遭難して死んでしまう。その遺体を引き取りに行って、息子の僧衣を身につけて
代わりに自分が巡礼をすると。なんで巡礼なんて馬鹿なことをするんだということを追体
験するというそういう映画になっていて、これはあまりそんなに面白くない映画なんです
が、誰も信じている人は一人もいないんですが、それでも歩いている人がたくさんいると
いう、そういうことを捉えているという点では非常に面白い映画だと思います。というこ
とで、非常に簡単にここまでのまとめは、サンティアゴ巡礼が何で流行っているのかとい
ったら、各国でいろんなメディアによる表象がたくさんありました。そういうお話として
理解していいと思います。 
 スペイン側の巡礼路は 93年に世界文化遺産に登録されているのですが、ヨーロッパでは
世界遺産というのはほとんど価値がないのでそんなのは一般の人は全く知らない。世界遺
産になったから人が行くということはほぼない。なので、この辺のメディアによる影響が
あるという風に考えていいかと思います。 
 やはり歩くこと自体が目的化しているという下休場先生の問題提起でいうと、一番です
ね。歩くことの魅力とか意味、あるいは小林英俊先生のその背後にある社会変化とか自己
達成感、歩くことが人を変える、新しい信仰みたいなものがこういうメディア作品を通じ
て醸成されてきたのだという、そういう理解でいいのかなと思います。 
 最近、今度はゆっくりゆっくりトレイルとかを舞台にした映画もどんどん撮られている
し、そういう感じだと思います。 
 また実際の巡礼の風景ですが、いろんな人がいらっしゃって、ペットと一緒に行く、み
たいな。この人、フランス人の 70歳くらいの方ですが、一緒に歩いていますという方もい
らっしゃいます。歩いているとスペインなのでガウディの建築があったりする。ほとんど
寄らないですね、巡礼者の方たちは。そんなの見てもしょうがない。黄色い矢印のモホン
というここに「残り 90km」と書いてある目印が 1km ごとにあるのでこれをたどっていっ
ても着く。ただ、スペイン人は雑なので、この距離が間違っている。5km くらい間違って
いるのでかなり致命的なものもあったりする、そういうマークとして有名です。 
 あとはスペイン北部なので、本当に開発から取り残されたいわゆるプレロマネスク。古
い建築。1200 年くらい前の教会、これはエルナデ教会、これはフロリスタ教会というのが
あって、非常にゴシックで大きな教会ばかりと思うんですけど、やっぱり巡礼者の方々は
寄らないんですね。信じていないし、こんなもの自分の地元に行けばいくらでもあるわ、
という感じで飛ばしていく形になっています。 
 これがゴールのサンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂というスペインゴシックの傑
作といっていいようなものだと思います。内部はこういう感じです。 
 これがヤコブ像というやつで、手が 4 つ見えると思うんですが、日本ではちょっと考え
られないんですが、祭壇の中央部一番高いところに飾ってあるのですが、その後ろ側に回
って抱きつけるようになっているんですね。一応、巡礼が終わったらこれをやる、という
風になっている。この 10m下くらいのところに、なんでサンティアゴ・デ・コンポステー
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ラ大聖堂が聖地なのかといったら、カトリックでは聖遺物という風に言うんですが、カト
リックの聖地といえばだいたい何があるかというと、聖人の死体とかその一部とか、生前
着てたとされる衣服とかがおいてある。基本的には全部偽物なんですが、ここは一応、ヤ
コブの遺体があるということになっています。この奧に棺が置いてあって、この中に入っ
ていると。なので、歴史としては中世以来、ヤコブの遺体に祈るために 50万人の人が歩き
ましたというんですが、これも全部ウソ。15世紀、16世紀くらいになると、いわゆるサン
ティアゴっていうのは海から 100Kmくらい入った、割と海に近い場所にあるが、その辺を
イギリス人海賊が荒らすようになる。フランシス・ドリークみたいな人が荒らすようにな
って、そうするとこのままだと聖ヤコブの遺体もあぶない、この聖遺物を取られてしまう
かもしれないということで、1 回隠したんですね、16 世紀くらいに。そうしたらスペイン
人の隠し方が雑だったので、どこ行ったか分からなくなった。そのまま 300 年間くらい分
からなくなったので、そこで巡礼は一回途絶している。1800 年代終わりくらいになって、
時の教皇がさすがになくしたままじゃ困るだろう、探せ！という風に言ったら、祭壇の天
井裏から出て来て、良かった良かったと。骨壺が出て来たんですね。ただし、3つ出て来て
しまった。もうどれがどれだか分からないということで、3つともこの中に入っていて、1/3
ヤコブみたいになって、そのまま。多分、骨壺をどれか取るのは訳がないのですが、そう
いう形になっています。 
 徒歩巡礼というのが一番の手段なんですが、ほかにも手段があって、自転車巡礼とか言
って、先ほども別の発表でお話がありましたが、やはり全部を徒歩巡礼者と行くとあぶな
いので、別の道を走る、国道を走るところも多いという形になっています。二人乗りで行
く人も多い。ただ、やっぱりこういうかなり荒れた道も行きますし、日本みたいにどこに
行っても自転車屋さんがあるわけじゃないので、自分で修理できなければダメだし、修理
道具も自分で積んで走らなければダメなので、パッと見て日本人だと西川先生くらいしか
できる人はいないのかなと。かなり難しい巡礼だと思います。ただし、歩くと 900kmとい
うのは、大体 4～50 日歩くとかかるんですが、自転車だったら本気出せば 1 週間、もっと
速い人だとそれ以下くらいで行ってしまうので、かなり見ている風景が違うと考えていい
かと思います。 
 後は 1 カ月も歩いていれば、5～6 組から 10 組くらい見かけるかなというのはそういう
感じで行ったりします。ただし、馬巡礼は割と大変で、歩きか自転車だったらサンティア
ゴ着いてから自転車でも解体して輪行バッグに詰めて電車か飛行機で帰ることができるん
ですが、着いて馬を解体して馬刺しにしちゃまずいので、持って帰らなきゃいけない。帰
りも同じ距離を歩かなきゃいけないということで、基本的にはスペイン国内、隣のフラン
スあるいはポルトガルの人がやるというそういうものになっています。 
 さらにハードコアな巡礼というのが「ロバ巡礼」というのが、これはこの人一点しか行
ったことないのですが、ロバ巡礼というのはほとんど意味なくて、ロバ自分自身の荷物が
多いのであまり楽にはならない。人はこういう感じで。この人、フランス人だったんです
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が、お話を聞いたら 58歳で、フランス人は働かないので退職してその後、3年間くらいロ
バを育てて、ずっと都会のパリでサラリーマンやっていたので、ロバのことなんか知らな
い。それを育ててロバの習性を勉強し 3 年かけてようやく一緒に旅に出られましたという
方もいらっしゃいます。 
 そのほか、車いす巡礼という方も少数ですがいらっしゃいました。一応、のちほどご説明
する巡礼証明書というのがあって、徒歩で100km以上、自転車で200km以上、馬で100km
以上、動力のついていない車いすで100km以上巡礼するとそれがもらえるという風になって
いて、かなり大変だと思いますが、こういう形でやっている方もいらっしゃいます。 
 巡礼手段別の割合を出すと、8割が歩く。で、自転車がこれくらいで、その後馬とかロバ
とか車いすというのがほぼごくごく少数の方がいらっしゃいます。 
 どんどんツーリズムの産業化が進んでいて、荷物を次の宿まで運んでくれる巡礼タクシ
ーみたいなものが出てきたり、ということが見えます。 
 これがクレーシャムと呼ばれる物でパスポートみたいな物です。旅の最初にこれをもら
って 1 日 2 カ所ずつ押して行く。それを貯めていって、最終的にサンティアゴに行ってこ
れを見せるとちゃんと歩いてきましたね、という証明になる。巡礼宿、ここがサンティア
ゴ巡礼の中で一番重要なのですがここで要するに巡礼者同士が一番交流する。それを巡礼
者は一番楽しみにしている。そういう場所になっています。すごく安くて、今は多分値段
が上がっていると思いますが、これは元修道院のNPO法人が管理しているそういう場所。 
 こういうのが道々、いくらでもある。1km の間に 4 つくらい並んでいる場所もあるし、
今はもう 10km 歩いてもないということは、ほぼない。ほぼ任意の地点で今日は疲れたか
ら辞めようと思ったらいつでも泊まれるという感じでかなりインフラが整備されていると
言えます。これなんかはゲームセンターの地下を改装して巡礼者が増えてきたからここに
入れようみたいな場所があって、だから、上にはスペインのヤンキーみたいなのが溜まっ
ていて、下には巡礼者がいるみたいなそういう場所でした。これは僕が行った中で一番質
素な場所で、教会が経営しているもので、基本的に料金はお志、なんです。翌朝旅立つと
きにいくらでもいいので、なんならゼロユーロでもいいので、という感じで、床置き直マ
ットレスみたいなところで寝るという形になります。 
 ここでも巡礼者同士のコミュニケーションがあって。早い者勝ちなので、こういう形に
なります。大体夜ご飯も付いています。ベッドと夜ご飯とワインとパンは無限に出て来ま
す。いくらでもおかわり自由で、ベッド、シャワー、食事で 10 ユーロとかで 1 泊 1,200
円で泊まれる。家で生活するよりも安く暮らせる場所です。より節約する人は自分で料理
したり、そういう場所です。 
 オスピタレロというのが受け入れる人たちで、この人たちの話がすごく面白くて、巡礼
者の宿を経営している人たちなんですが、こういう人たちは自分は絶対に巡礼なんて行か
ない、なんでこんな馬鹿なこと皆さんやってるんですか？って言うのが基本的には本音で
ある。なので、ホスト-ゲスト間でかなりの温度差があるというのが特徴です。 
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 ラテン語で書いてあってまったく読めないのですが、一応こういうことを書いてあって、
熱心な巡礼者がサンティアゴに見事に着きましたねと書いているんですが誰も信じていな
い。ただし、教会はそんなことないとウソをつく。統計を取っていて、この巡礼証明書を
発行するときに、「あなたが巡礼した動機は何ですか？」と聞くんですね。三択になってい
て、「宗教的かつ文化的理由」、レリジョン＆カルチャーとなっていて、二つ目がスピリチ
ュアルとなっていて、一番下が非宗教的、それ以外となっていて、この割合を見るとカト
リック教会は 90％の人が何らかの広い宗教的意味で歩いている。なので、巡礼者が歩いて
いるというのはカトリック教会への関心が高まっているんだと言うんですが、このトリッ
クは何かといったら、ここで 3 番目の答えを言っちゃうと、ショボい巡礼証明書しかもら
えない。正式な宗教的な人たちの巡礼証明書はこれでそうじゃない人たちには、歓迎証と
か間違えて非宗教的と答えちゃうと、「サンティアゴによく来ましたね」という紙なんです
ね。これは巡礼しなくてももらえる紙なんですね。飛行機で直接サンティアゴに行っても
この紙は簡単に 3 ユーロくらい払えばもらえるので、みんな一切信仰心はないのにもちろ
ん、レリジャスですみたいなことをウソついている。そういう統計になっています。 
 あとは、巡礼の道々で見かけるものとしては、途中で亡くなった巡礼者のモニュメント
です。お墓ではないんですが。このあたりでは、徒歩巡礼者が熱中症とかそのあたりで亡
くなる場合が多い。特に自転車巡礼は事故ですね。スペイン人は60kmくらいの道を200km
くらいで走ってくるので、それに轢かれて亡くなるという方が多い。そういう方を現地で
知り合った仲間とかが後で戻ってきて作るみたいなのがあります。これはちなみに、ピレ
ネー山中で見つけたんですが、日本人ですね。2003 年に 64 歳で日本人巡礼者が亡くなり
ました。たぶん遭難だと思うんですが、あったりもします。 
 最終的に到着すると有名な儀式があって、「ボタフメイロ」、世界最大の香炉とか言われ
て、要するにお香を焚くんですね。中世の頃は、早い話、到着した巡礼者は臭くてしょう
がないので、最初にこれを振っておかないとその後のミサができないと言うことでやって
いたが、今の巡礼者はゴアテックスでみんなきれいな感じなので、まったく必要ないので、
今はミサの最後にやって、そもそもぜんぜん宗教的な意味がない儀礼だったのですが、こ
れがメインイベントみたいになっている。ここからここまで、170cmくらい口径があって、
たしか 300kg くらいある世界最大の香炉と呼ばれています。本気で振るんですね。高さが
30m くらいまで上がって行く。これが上がって行って、下で写真を撮る。二回だけ過去に
結び目がほどけてこれが飛んでいったらしいです。2回とも壁に突き刺さって一人も死人が
出なかったということです。 
 ここから少し、巡礼者の体験とか経験というのに、公開されている出版物から巡礼疾患
を少しだけご紹介しておくと、全部日本人巡礼者なんですが、ある人は、子どものとき、
時間はたっぷりあった、うんぬん言って、サンティアゴの非現実的な世界を思い出すと日々
の暮らしの悩みなどどうでもよくなってきます。これは典型的な語りだと思います。 
 また別の語りとして、ホスト-ゲストの交流は一体どういう風に行われているのかという
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ので、巡礼宿の有名なホストというのが 2 人いるので、それをご紹介しておきます。まず
一人目がクレープ婆さんと呼ばれる人で、これも日本人のまた別の巡礼者が書いています
が、オ・セブレイロという難所があるのですが、そこを降りた後、この彼女に僕も実際会
いましたが、本当に廃墟みたいなところから地元のおばあさんが出て来て、お皿に 5cmは
重ねてあるクレープをいきなり出して、「どうぞ」という。この日本人女性巡礼者の方は、
ブラジル人、韓国人の方々と一緒にクレープを手にした。そうしたら塩を振ってくれて、
食べたとたんに突然 50セント支払えと手を出してきた。このことに関して日本人巡礼者の
方はこれは押し売りである、と。まぁ 50 セントなら労いかと思いお渡ししたら全部で 20
枚くらいあるから 10ユーロ。1,500 円の稼ぎ。いい商売だな。でも、ほどほどのお金で余
生を楽しんで欲しいなと、思ったということで、これを一個の事例としてご紹介したいと
思います。これは否定的な形で紹介されるホストの方です。 
もう一人の方は、サン・ファン・デ・オルテガという街があるのですが、そこのホセ神

父、この人が巡礼者にニンニクスープを振る舞うということで知られている人です。これ
はクレープ婆さんのことを書いた人と同じ人の巡礼手記なんですが、彼女は彼に対しては
非常に肯定的でニンニクスープをどんどん作ってホーローのカップに注いでくれた。ひと
り一人に握手をしてくれた。ホセ神父さんいつまでもお元気でいらっしゃってください。
ただし、注意書きがあって、「ちなみにこのスープはミサに出席しないといただけないので、
必ずミサには出席してくださいね」ということをこの日本人巡礼者の方は書いている。 
たぶん、ご存じない方もいらっしゃるかと思いますが、カトリックのミサというのは出

たら必ず途中か最後に献金の箱というのが回ってくる。一応、みんな空気を読みながら入
れていくんですが、最低 2ユーロ。多い人だと 5ユーロ、10ユーロ紙幣くらいを入れてい
くという感じになっていて、要するにクレープ婆さんは 50 セント、70 円くらいでこんな
ひどい詐欺だとか押し売りだと言われている。逆にこのホセ神父はより金を取っているん
ですけど、すごくいい人だと言われている。じゃあ、この人、ホセ神父に関して別の人が
書いていて、さっきのシャーリー・マクレーンですね。そのとき、彼女、私はホセ神父の
いるまちに着いた。当時、彼女はものすごい世界的女優だったので、ずっと彼女の巡礼に
はパパラッチが着いていた。非常に迷惑だった。本当にシャワーを浴びているところをい
きなりカーテン開けられて写真を撮られたみたいな被害に遭っていた。 
 そうして、ホセ神父の教会に着いたら 200 人以上の記者が私を待っていた。カルロスと
いうマクレーンが一緒に巡礼をしていた人が先に話を聞いていたら、この教会、要するに
ホセ神父がここでマクレーンの記者会見を開いてやるから教会に寄付をするようにといっ
て 200 人集まっていた。マクレーンは「私は彼にそれはフェアではないと伝えて欲しい。
ホセ神父も含めて全員出ていって欲しい」と。で、ホセ神父はマクレーンにニンニク入り
のスープを差し出したが、「私はそれを断り旅を続けた」という手記が残っている。別に私
は、本当はクレープ婆さんがいい人で、ホセ神父が実は悪い人ですと言いたいつもりでは
ないのですが、多分、ポイントとしては要するにサンティアゴの歩いている人たちは、そ
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こで体験したい体験があらかじめ決まっている。要するに、地元の素朴なおばあさんが巡
礼に施しをしてくれる、それはやはり無料でなきゃいけないし、お節介ありがとうみたい
な経験を求めている。そこのなんかある種、ホストもゲストも演技してくれる。ホセ神父
は肯定的にやってくれる。逆にクレープ婆さんはもっと上手で見抜いているわけなんです
ね。この巡礼者によって、私がこの農村、寒村の素朴なおばあさんだと思っているから、
絶対にこいつは私のクレープを取る。取ったら料金を請求しちゃえ。ある種、ゲストの眼
差しみたいなのを先回りしてやっているからすごく叩かれるのだろう。そういう気がしま
す。その他最初のものと一緒なんですが、巡礼者の語りはだいたいこんなこと言ってるん
ですね。就活中の大学生みたいなこと言い出して、本来の自分とは、自己実現とはと訳の
分からないこと言ってる、これは全部先ほど紹介した事前の映画とか本とかに書いてあっ
たことの体験をもう一回体験しに行くという形になっていると思います。 
 簡単にまとめておきますと、この非現実的な世界とか書いていましたが、恐らく本当の
非現実的には経済格差ですね。スペイン北部の経済的実態というのがサンティアゴ巡礼を
ある種、下部構造として支えていることと思います。 
 二つ目は先ほど言ったので、感動しにみんな行ってるんですね。なんせ、信仰心がない
から感動くらいしかすることがない。そういうものを台無しにしてしまう人というのが叩
かれている。なので、ホスト-ゲストである種共犯的に感動の機会を造り上げていくことが
サンティアゴ巡礼の規範みたいになっているという言い方もできます。 
 一方でゲスト-ゲスト同士のつながりというのもサンティアゴ巡礼ではすごく重視され
ていて、さきほど、あった、ここが正しい道ですよと石を積んだり、亡くなった巡礼者の
モニュメントって、やっぱりみんな石を置いていくんですね。同じ道を歩いたということ
の仲間意識というのが同時代だけじゃなくて、過去とか未来も含めてつながっている、つ
ながりの感覚があるというのがサンティアゴ巡礼者の特徴かなと思います。 
 なので、サンティアゴ巡礼の語りで一番多いのは、到着遅延ですね。要するに、着きた
くない、着きたくないということをずっと言う。ゲスト同士でずっとコミュニケーション
を取っていたいので、最後、ゴールにはできるだけ着きたくないということを言っている。
じゃあ、その巡礼者、聖ヤコブを誰だか知らない人がほとんどです。この巡礼者という肩
書きはどのように機能しているかと言ったら、たぶん、こういうゲスト同士のコミュニケ
ーションというものをなめらかにするために機能している、そういう風に思います。 
 ここからちょっと話が変わって、熱心な信仰を持っていて、バスでサンティアゴに巡礼
する人はどういう風に考えているのか。その辺をご紹介して終わりたいと思います。 
 私が同行調査をさせていただいたのは、大阪にあるカトリックの方がやっている、ほぼ
家族経営なんですが、カトリック巡礼専門の旅行会社をやっていて、ここが私が行ったの
とほぼ同じスケジュールなんですが、ルルド、ファティマ、サンティアゴって、前二つは
有名な聖母出現の地なんですが、そこを 10日間で回るというツアーを毎年必ずやっていま
す。10 日間で 38 万 5,000 円。参加しているのは全員カトリックの信徒さん。要するに大
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阪を中心にいくつかのカトリック教会にこのパンフレットを置いて、そこで人が絞られて
やってくる。かなり強行なんですが、南仏のトゥールーズというところからリスボン、こ
れ全部バスで行きます。このうちのサンティアゴ巡礼の部分というのがここになっていて、
ルルドというフランス最大の聖地に行った後にこういう感じで行く。まず歩く人は絶対に
行かない、日本にキリスト教を伝えたザビエルの実家とかが結構離れているんですが、そ
ういうところに寄りながら行ったりする。宗教的というかきわめて儀礼的で、例えば空港
で飛行機に乗る前に、これはスペイン人の神父さん。同行して、普段は大阪の教会に勤め
ている方ですが、飛行機に乗る前に「皆さんで飛行機に祈りましょう」とかバスに乗る前
もロザリオという祈り方を練習したり。 
 で、彼らはバスで徒歩巡礼者の何百倍というスピードで移動していくんですがその過程
で彼らが何をやっているかといったら、徒歩巡礼をつまみ食いする、追体験するというこ
とです。彼らは町によると歩き巡礼者が泊まっている宿に興味を示すんですね。中に入っ
て写真を撮ったり、車窓から見えた徒歩巡礼者の写真を撮るとか、さっきのロバをさわら
せてもらう、馬巡礼者と一緒に写真を撮る、あるいは教会に歩き巡礼者の人がいたら、一
緒に揃って写真を撮ってもらう。こういうことをずっと繰り返している。面白いのは、本
当に信仰を持っていて、そもそも巡礼とは何かと言ったら、聖ヤコブの遺体を拝みに行く
ことが大事なわけで、プロセスなんてどうでもよかったはず。飛行機で直接着けばいいの
ですが、にもかかわらず歩いている、まったく信じてなくて歩いている人たちがいるんで
すが、信仰を持っているバス巡礼者の方々は、彼らこそが本物だと必ず口々に言うんです
ね。「私たちみたいにバスで行くようなものじゃ本当はダメで、あれをやらないとわからな
いんでしょうね」みたいなことをおっしゃる。さらに、歩いている信仰のない人たちがな
んていうかと言ったら、「あんなバス巡礼なんて偽物だ」みたいなことを聖ヤコブが誰かも
知らない人が語る。やっぱりサンティアゴの道ってのは歩かないと分からないよねって、
そういう本来一番大事であるゴールというのが、行程化してこのプロセスの間をできるだ
け延ばして、到着を遅延して延ばして、なぜ延ばすかと言ったら、そこでできるだけコミ
ュニケーションをたくさん取っていくというそういうスタイルがかなり傾向としてはっき
り現れていると言っていいと思います。 
 最後、四国遍路はサンティアゴをモデルにして世界遺産化しようということになってい
るんですが、やっぱりポスターとかも一番前の正面に歩き遍路というのを中心に。ただし、
なんで歩き遍路かと言ったら、まず世界遺産に四国遍路を登録しようとしたときに、文化
財が残っていない。何にもというと極端ですが。やっぱり熊野なんかと比べたらはるかに
ものが残っていないから、モノによる普遍的な価値の証明というのが不可能。それがこの
議事録とかからもはっきりしていて、四国遍路の有形的資産だけではこの普遍的価値は証
明できない。そうするとどうしようか。近世から現世まで歩きが基本である。これを遺産
登録の核にしようという話になった。遍路者は四国遍路遺産の中核的価値の形成者であり、
四国という島を歩くという身体的行為あるいは身体的指導、身体的指標である本来安らぎ
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である云々、かんぬんが大事なんです。という話があるのですが、これは全然どうなるか
分かりませんが。 
ただし歴史的にみてみるとまず、四国遍路の実態というのを調べてみると八十八カ所は

いつからなったかのが全然分からない。せいぜいが江戸時代くらいにどうやら言われた。
今、四国遍路の人が着ている服装もこれなんかは戦後になってからできたもの。戦前の時
点ではみんなバラバラでやっていたし、あまり歴史的なモノとは言えない。さらに、歩い
ている人がいるのかと言ったら、年間 10 万人。これは自動車とかも含めた人が恐らく 10
万人程度と言われていて歩いている人はそのうち 1,000 人～2,000 人くらいじゃないか、
90％位の人は車かバスでしょうということになっています。面白いのが、バスで行く人ほ
ど車で行く人ほど、非常にフル装備をしているんですね。先ほどの宗教的な。当たり前な
んですが、歩いている人はあんなのを着ていたら暑くて歩けないので、もっとトレッキン
グの服装をしていて、そこでも妙な入れ違いみたいなのがあって、なので、四国遍路は完
全なツーリズム産業です。ワンランク上の遍路旅みたいな感じですごく偉いお坊さんが一
緒に行きますよというのだったり、バスが着いたら必ず記念撮影をすると。歩きの人たち
はこの白い服くらいは着てるんですが、あとはやっぱりトレッキングの基本的な格好をし
ていると。若い人ほど、こういう格好をしてあるいは海外の方もこういう格好の方がいま
すが、でもいずれにせよ、サンティアゴとは一部重なる形で、どっちもそうですが、信仰
心のある高齢者はバスで行く。信仰心のない若者は歩いて行く。ただし、前者は後者をみ
て「私たちは偽物で、申し訳ありません」と言っていて、後者は前者をみていて「あいつ
ら全然ダメだ、分かってねぇ」みたいなことを言っていて、巡礼の動機と手段が逆転して
いて、あえて言えば後者が本物の観光客で前者が偽物の巡礼者みたいになっている。この
辺のねじれ構造というのも現代の IT 系の巡礼路の特徴かなと理解しています。 
 ご静聴ありがとうございました。 
 
＜＜質疑応答＞＞ 

岡田真弓 
お話ありがとうございます。岡本先生の話を聞いていて、非常に話に夢中になりコメン

トがまとまりきっていないのですが、すぐに思いついたのは、私が初めて発掘調査に行っ
たのがイスラエルという国で、イスラエルは国自体がホーリーランドと呼ばれているくら
い聖地が集まっているという場所でして、私も発掘調査に行くときに本当に多くの巡礼者
の方々を見かけました。ご指摘の通り、やはり二つ型があって、信仰心がありそうで平均
年齢が高めな人は基本的にバス移動。比較的若年層で、グループではない個人の巡礼者は
歩きが多かったように思い出してきました。 
 聖地が集まっているイスラエルで歩きを重視した聖地巡礼ってどんなものがあるのかな
と考えてみると、二つほど思い出しました。一つが、多くのキリスト教の巡礼者というの
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は、空港からバスで、イスラエルは四国くらいの大きさなんですけど、有名な遺跡巡りを
しながら最後にエルサレム市内に入る。そして、とくに聖地が集中する旧市街では、バス
を降りてイエスが十字架にかけられる前に歩んだヴィア・ドロローサという道をおもに徒
歩で進む。ただちょっとサンティアゴの場合とは違うのですが、彼らは木で造った十字架
を背負って 10 人か 15 人くらいの団体で進んでいくんですけども、例えば、イエスが十字
架の重みに耐えられず膝をついたところとか、壁に手をついたところといったスポットで
停まる度に、聖書の該当する箇所を読んだりする。つまり、イエスの追体験をしていきな
がら巡礼路を進み、最終的にイエスが埋葬されたといわれる聖墳墓教会に入ります。サン
ティアゴの場合だと、聖人、宗教者の想いを追体験していくようなイベントがあるのか、
というのが一つ目の質問です。 
 もう一つが歩くことを主体とした巡礼で、キリスト教ではなく、ユダヤ教の方なんです
が、ユダヤ教と言ってもちょっと定義が難しいのですが、どちらかというとユダヤ民族を
意識した巡礼の話です。1920 年代にヨーロッパで反ユダヤ主義が唱えられたときに、これ
はもう自分の民族の国家を作らないといけないということで、徐々にパレスチナに興味を
抱くユダヤ人の若者が増えてきて、彼らが少数のグループを作って「イェディアット・ハ
アレツ」という､日本語で言うと祖国勉強ツアーみたいなのをするようになりました。パレ
スチナの地を、聖書をたずさえて歩く。その目的はユダヤ教に関する遺跡や聖書に書かれ
ている景観を見て歩くことで、ユダヤ民族の共通性みたいなことを発見しながら民族的な
意識を強めていくという作用があったようです。今、それがイスラエル軍にも受け継がれ
ていて、イスラエル軍の演習のひとつに、イスラエル中を歩いて境界線の確認、祖国の形、
姿を学ぶという活動があります。サンティアゴの巡礼者の場合、巡礼者にとって歩く巡礼
という行為が、ソーシャルネットワークの構築の場みたいな役割もしているのかなと思い
ました。長い間同じ景観をずっと一緒に見てきた人たちの中に、一種の共通の感情とかア
イデンティティとまでは言わないけど、そういうものが醸成されて、例えばそれがリピー
ターにつながるとか、あるいは帰った後も何らかのつながりを形成しているのかどうか、
というのが質問の二点目です。 
 
岡本亮輔 
はい、ご質問ありがとうございました。 

 まず、追体験というところなんですが、聖ヤコブという聖人の一人なので特に彼にまつ
わるエピソードとかがやはりイエスというのが一番中心で重要なので、それほどない。た
だ、一応、そのアルベルベ、宿があってまちまちに必ず教会があって、その教会では夜、8
時とか 9 時くらいに巡礼者のためのミサというのがどこのまちも大抵やっている。ただ、
ほとんどの巡礼者がそれに行かない。眠いし、だるいし、酒を飲んで酔っ払っているし、
そんなもの行ってる場合じゃないって。その辺は完全に「そうかぁ」と言ってしまってい
い。 
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 もう一つ、何かサンティアゴ巡礼者特有のある種、「歩いた人にしか分からないよね」と
いう語りは非常に強く出てくる。日本も含めて各国にサンティアゴ友の会っていう同好組
織があって、日本の場合だったら月に 1 回くらいこういうパワポ使いながらこういう経験
しましたと話す。一方で聖ヤコブという人がかつてのヨーロッパでどうやって表象されて
いたかというと、彼はサンティアゴ・マタ・モロスといって、ムーア人殺しの聖ヤコブと
言っていて、要するにレコンキスタ、国土回復運動のときにキリスト側が押されている時
に突然、キリスト側に白馬の騎士が現れて、イスラム教徒を皆殺しにして勝利に導いてく
れたという伝説がある。今のイスラムフォビアと重なる可能性があるといえばあるが、そ
れほどやっぱりローカルな部分が出にくいという巡礼になっているので、その辺が非常に
違っていて面白いと思いました。ありがとうございました。 
 
関雄二 
関です。私は 20年前、サンティアゴ・デ・コンポステーラを歩きましたので、懐かしく
見ていました。その後、銀の道も全部歩いて、なぜ歩いたのかなって今、思いながら聞い
ていて、ずいぶん、今では、変わったんですね。当時、私はスペインのカンタブリア大学
との共同プロジェクトを 3 年間やっていたので、一気に歩いたのではなくて毎年少しずつ
歩きながら足して行って､全部行った。何に影響されて歩いたのかなと思っていたんですけ
ど、パウロ・コエーリョとかシャーリー・マクレーンとかいろいろな人がサンティアゴの
道のことを書いていますが、私自身はケン・フォレットの「大聖堂」に影響されましたね。
あれも大ベストセラーになっていましたけれど、自分もそのイメージの形成に荷担してい
たんだなと思い返しました。 
 それで、今日のコメントですが、非常に難しいのですね。かなり完璧に宗教社会の関係
性をまとめられていると思いました。特に大きな疑問等はないんですが、ひとつコメント
させていただきます。今日、お集まりの皆さんの専門の方たちは、昔からおっしゃている
けど、観光というものは、ある種の確認作業だと思います。それは旅に関する記憶、イメ
ージの確認作業であって、聖地巡礼もそうでしょう。2年前に研究会で取り上げたアニメの
観光もそうでしょう。アニメというもののイメージを確認していました。その意味では、
サンティアゴの巡礼もこの枠組みの中に入ってしまうのかなと思いました。かつてなら、
観光の雑誌があり、テレビでもってイメージがつくられ、それを確認していくことが普通
でした。しかしイメージにのっとった形で行われる観光の中で、今日うかがった一連の話
ではどこが違うのかなと考えてみました。じつは先ほどのフットパスもそうですけど、歩
くことのイメージ、これが改めて出て来た、強調された、という点ではないかと思います。
たしかに昔から観光ではものすごく歩いていたと思います。しかし、どこかに行くための
手段として歩くのではなく、むしろ歩くということが前面に出てくるという点が違うと思
いました。それからもう一つ、午前中の発表を聞いていて思ったのが、いわゆるボトムア
ップですね。人々がむしろイメージを造り上げていくような作業の場として歩くことがあ
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る点も重要です。つまり名もない道、名もない散歩道をすばらしいと言って、皆さん方が
奨励し、協会を作り、そこを全国に広げ、ネットワークを作りどんどんイメージを作って
いく。もともと何もないところに皆さん方が自由に参加しながら作りあげていく。一方に
おいてはぜんぜん違うサンティアゴ型のようにどちらかというと旧来型のイメージ形成の
中で観光の再確認が行われている。同じ歩くという観光でも、大きなコントラストを今日
感じました。 
 一方において、その先何があるかなとも思いました。と言うのは、この両者の関係がお
互いに影響しているかどうかですね。歩くにしても古典的な旅が新しい脈絡においてコピ
ーされているか、されていないか。フットパスの旅が、巡礼の旅をモデルとしているのか、
あるいは巡礼自体が、フットパスのような旅に逆に影響され、変容しているのか。検証す
るのはすごく難しいですけど、この関係が私はすごく興味があります。 
もう一つは、細かい質問ですが、亡くなった方の十字架、私は歩いているときぜんぜん

気がつかなかったのですが、あれはいつくらいから行われているんですかね？ あれは、
いわゆる私から見ると歴史性が担保されている場所に自分を位置づけるという作業がある
ように思います。一市民であるならば普通は大きな歴史の中に位置づけられないけれど、
ああいうところに自分の名を刻むことによって、大きな歴史の中に位置づけられ、その喜
びを感じることができるのではないでしょうか。そういう行動として十字架を据えるのな
らば、それはいつくらいのことでしょうか、近代の発想なのでしょうか？ もしかなり過
去にさかのぼれるならば、それはもっと宗教的な意味かもしれませんね。現代とどう違っ
ているのか、いつくらいからああいうのができているのか、ちょっと興味を持ちました。 
 
岡本亮輔 
ありがとうございました。あのモニュメントに関しては、まったく古くないんですね。私
が調査していた 2007，8 年頃に聞いたことがあるんですが、たぶんまだその時点で 10 年
経つか経たないかくらいだろうと。その時点でもやっぱり一区間、毎日 20km くらい歩い
ているとその区間で、3つ 4つは見かけるという形でした。恐らく、私が行ってるときは年
間 15 万人くらいで、今、30 万人ですので、数も圧倒的に増えていると思う。場所によっ
てはたぶんピレネー山中を下りたローゼス・バリウスのあのへんの出たあたりにはもっと
たくさんあるという話をお伺いしているので、現代の復興したサンティアゴ巡礼の中で新
しく出て来た文化だと言っていいかなと思います。 
 
関雄二 
そうすると、あれは観光地における落書きとどう違うんですか？ 

岡本亮輔 
まったく一緒だと思います。 
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道尾淳子 
北海道科学大の道尾と申します。昨日から初めて参加させていただいております。私が

今関心を持っていることに移し巡礼（または写し巡礼）がありまして、今、ご紹介いただ
いているような巡礼路を長い距離完歩するというのとは違う発想で、例えば札幌でも藻岩
山には三十三観音、円山にも八十八カ所の写し巡礼があります。今は自然歩道なので北海
道や札幌市が管理されているんですが、確かに市民が行き交う、よく使われている利用路
なんですね。その辺にお考えとか思うところがあったらお聞かせ願いたいのですが。市民
の住むところに隣接されて、宗教行為が今は純粋にはなされなくても開墾された動機とし
ては巡礼路という、そういうものが現にあるということについてお考えがあれば。 
 
岡本亮輔 
はい、なかなか難しいですが、移しの場合は近代以降に四国から始まって最初はデパー

トとか出開帳とかいって、四国八十八カ所のお寺にあるそれぞれのお寺の砂をひとつのデ
パートに集めて、南海電車に乗ってそのデパートに行って、みんなでそこを回りましょう
みたいな商業イベントとして行われていた。たぶん、それを移すということは、ある意味、
信仰心あるなしで言えば、そうとうある人のタイプの話。どうしても行きたいけど遠くて
行けないから持って来ている、という。そういう意味では冒頭に申し上げました、世俗観
みたいなのは逆の方向性。逆に非常に宗教的な人にしかその価値っていうのが伝わりにく
くなっているのかなと理解しています。 
 
道尾淳子 
札幌の三十三観音の場合はそれを設置しているお寺の方ともよく話をするんですが、1番

と 33 番は境内の近い距離に置いてあると。距離がどんどん短くなることに信仰心が色濃く
表れている、おもしろい現象だなということに改めて気づかされました。ありがとうござ
いました。 
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『熊野古道に外国人観光客を呼び込む着地型観光』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

熊野古道に外国人観光客を呼び込む着地型観光 

～世界に開かれた持続可能な観光地を目指して～ 

多田 稔子 
一般社団法人 田辺市熊野ツーリズムビューロー会長

多田でございます。よろしくお願いいたします。岡本先生の後でちょっとしゃべりにく
いですね。実は、『聖地巡礼』の本で熊野をぼろくそに言われていると聞いて読ませていた
だき、ここでお会いできるとは非常に光栄です。 
今日、私がお話しさせていただく内容は、突き詰めると観光による地域づくりという観

点の話です。1000 年以上前から続く巡礼という旅の形を現代風にアレンジし、観光活用し
ているのです。そして、そのアレンジの立役者が、日本が大好き熊野が大好きという外国
人によるものだということが特徴的といえます。それでは、話を始めさせていただきます。 
 「熊野古道に外国人観光客を呼び込む着地型観光」ということで、世界に開かれた観光
地を目指して、この 12年ばかり活動を続けて参りました。最終的に私たちが到達したいの
は、この表題のページにあるような地域の人たちが笑顔で暮らしている姿です。1000 年以
上前から続く「熊野古道」を観光活用することにより、実現できたらと考えています。 
熊野エリアというのは、和歌山県だけではなく三重県や奈良県の一部も含みます。紀伊

半島の南部一帯をいいます。私の住む田辺市ですが、合併により和歌山県の面積の 22％を
有するような広い市となりました。近畿で一番広い面積で約 90％が森林というような所で
す。人口は 74,000 人です。 
 本格的に熊野古道に外国人観光客を呼びこむことになったのは、世界遺産登録がきっか
けでした。「紀伊山地の霊場と参詣道」という世界遺産の本質をきちんと理解し、世界に向
けて情報発信しようと試みたのです。 
 ここで、田辺市熊野ツーリズムビューローが設立した経緯について紹介させていただき
ます。市町村合併がきっかけで生まれた団体です。観光協会はどの市町村にもあるかと思
いますが、市町村の合併と同時にたいていは合併します。我々はいろいろな事情のもと、
結局合併しなかった。地域に密着した活動を今まで通りすることで意見が一致しました。
しかし、プロモーションだけは一緒にする必要があるという判断により、田辺市熊野ツー
リズムビューローを設立したのです。ところが、プロモーションだけではなかなか誘客に
つながらないということで、その後着地型旅行業を開業し現在に至っています。 
合併時に 5 つの観光協会が集まって出来た団体ですから、はじめに方向性―すなわち観

光戦略の基本スタンスを決める必要がありました。ブームよりルーツを大事にしよう。乱
開発より保全保存に重きを置こう。マスツーリズムより個人の観光、インパクトを求めず
ローインパクトで、そして世界に開かれた観光を目指そうということで、当初からインバ
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ウンドの推進をひとつの柱に据えました。そこで、質の高い持続可能な観光地田辺市を目
指そうということになりました。 
そして、この基本スタンスを踏まえ、目的意識を持って旅をする人たちに熊野を伝えた

いと考えました。世界遺産登録直後には、登録バブルがありました。狭い村に観光バスが
一日 100 台くらい来る。どういう観光のしかたかというと、30～40 分滞在して次の観光地
に移動してゆく。熊野は広いですからいろいろ回らないといけない。こんな観光では熊野
の本当の良さはわかってもらえないだろうと感じていたのです。基本スタンスに合致する
ような旅をしてくれる人はどこにいるのだろうかと考えた結果、欧米豪の FIT（外国人個人
観光客）を想定したのです。唐突な気がしますが、さまざまな背景の中でターゲットをこ
う決めたのです。 
 そこで、私たちは外国人を呼び込むには外国人の感性が必要、ということで英語を母国
語に持つ外国人を雇用することにしました。旧本宮町で ALT を経験したことのある、ブラ
ッド・トウルというカナダ人を招聘したのです。熊野に住んだ経験があり、日本が大好き、
特に熊野に愛着があるという彼の視点によるさまざまな整備が始まりました。 
ブラッドの目から見た田辺や熊野、それはそれは魅力的だと言うのですが、日本に最初

に来たときの日本はこんな風に感じたと言うんですね。このスライドを見て、みなさんは
どんなイメージを持ちますか？まったく親しみを感じないばかりか不安になってとても自
由に街を歩けないのでないでしょうか、いくらすばらしい魅力があっても伝える術が必要。
ということで、プロモーションに取り掛かる前に現地のレベルアップに取り組みました。 
現地のレベルアップその 1。先ほどのアラビア文字のスライドでもローマ字を振れば意味

が通じます。ところが、このローマ字表記というのは厄介でして、日本ではさまざまな変
換方式があります。例えば、大塔という地名の変換は、OOTOU OOTO OUTOU OHTO OTO
など数種類あります。ひとつに統一しないといけないんですね。熊野本宮大社にいたって
は当時 19 通りの英訳がありました。19 の熊野本宮大社が存在することになります。それ
から、世界遺産に登録された直後でさえ、熊野古道沿いの看板というのはこういう状況で
した。デザインも材質も表記の仕方もバラバラです。現在の中辺路ルートは、行政の力に
よって統一した看板となりました。もちろん全てに英語が併記されています。この看板整
備により、外国人が熊野古道を歩いても道に迷うことはなくなりました。熊野古道、今は熊
野古道で通じますが、やはり熊野本宮大社と同じでいろんな英訳がありました。これでは検
索しても上の方には上がってきませんし、どの道をいうのか―いわゆるブランドの形成がで
きないわけです。そこで、熊野古道は”Kumano Kodo“と表記していくことを決めました。 
 現地のレベルアップその 2。地元の人たちは外国人を受け入れようと言ったところで、ま
ったく慣れていませんよね。外国人がいるだけでも恐いというか、気後れする。しかも田
舎なので宿泊施設といっても民宿など小さなお宿が多い。とにかく外国人になれてもらわ
ないといけないということで、ブラッドが出向きワークショップを積み重ねていきます。
宿泊関係者はもとより、交通関係者、案内所のスタッフ、それから熊野本宮大社の巫女に
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いたるまで、のべ 60回のワークショップを 3年間くらいかけてやっていきました。決して
英会話教室ではありません。外国語がしゃべれなくても大丈夫、コミュニケーションはと
れるというものです。ワークショップからたくさんのコミュニケーションツール生み出し
ました。こういうものがあれば外国人を受け入れてもいいよ―宿泊施設の人たちなどから
出た提案を、私たちが形にしていきました。泊まること、食べること、移動すること。FIT
と呼ばれる個人で旅行する人たちにとって必要なのはこの 3 つです。少しずつ増やし充実
させていきました。 
路線バスの時刻表などというのは、観光バスで団体旅行するときはいらないのですが、

個人で旅をする場合は必須アイテムです。このバス時刻表は 4 社の時刻表を 1 枚にしたも
のです。バス会社ごとに別々にあるタイムテーブルを私たちがひとつにまとめわかりやす
くしました。バス路線はそもそも生活者のためのものという目的で運行されていて、旅行
者目線ではない。しかし最近では、乗客全員が外国人観光客ということもあり、バス会社
さんもいよいよ重い腰を上げてくれるようになりました。この紀伊半島南部には、さほど
広くないのに 5 社くらいのバスが走っています。本当に旅行者にとって分かりにくい。よ
うやく外国人を受入れるための交通関連協議会が出来、利便性が高まってきました。 
それから食べることも重要です。飲食店に英語メニューも置きました。そしてなんと言

っても外国人を雇った最大の功績は翻訳です。日本人でも分かりづらい熊野の神仏習合を
はじめとする特徴をどんな風に伝えればいいのか、ブラッドが本当にかみ砕いて丁寧に、
日本の歴史や文化を理解しない人にもわかるよう一から文章を書き下ろしてくれました。
つい最近、こういうガイドブックの英語版が出ました。ガイドブックと言うよりは本当に
学術書に近いくらいの内容です。知的好奇心の強い外国人旅行者には必須アイテムとなり
ました。熊野を訪れる前に手に入れるケースも多く、海外発送をしています。 
 現地のレベルアップがほぼほぼ整ったところで、いよいよ情報発信です。我々は観光プ
ロモーション団体としてあらゆる情報発信をしてきましたが、この中で一点、ガイドブッ
クの重要性について申し上げたいと思います。もちろん、ウエブサイトとかパンフレット
とか旅行博への出典等々は重要ですが、この『ロンリープラネット』や『ラフガイド』と
いった外国人個人旅行者のバイブルといってもいいガイド本に、「項立て」で掲載されるこ
とが非常に大事です。項立てで載らなければ、日本の観光地として存在しないに等しいの
です。これにはブラッド独自の営業が大きく貢献しています。 
 もう一点重要なプロモーション、それは先ほど岡本先生お話ししてくださった、サンテ
ィアゴ巡礼ですね。サンティアゴ・デ・コン・ポステーラ巡礼道と熊野古道というのは、
たくさんある世界遺産の中で、数百キロに及ぶ道の世界遺産はこの 2 例だけです。そこで
私たちは共同プロモーションを 2008 年から始めました。和歌山県とガリシア州が姉妹道提
携していたというベースがあったことで、民間の観光局同士が結ばれるきっかけになりま
した。サンティアゴ市の観光局から一緒にやらない？というオファーがあり、始めたこと
でした。それから数年経って、市と市が観光交流協定というオフィシャルな関係を結んで
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くれましたので、非常にパワーが出てきました。 
 2014 年、観光交流協定を結ぶためサンティアゴを訪れた時の写真です。サンティアゴ・
デ・コン・ポステーラの大聖堂の聖ヤコブの眠る真上、そこで熊野の神職が神楽を舞って
います。こういうことが実現するというのは宗教心がさほどないからなのか？そうではな
く、熊野もサンティアゴも非常に多様性があるのからだと思うのです。異質なものをも受
け入れるという熊野とよく似た感じを受けました。熊野は昔から老若男女、浄不浄、貴賎
の別、信不信さえ問わずという聖地ですので分かるのですけども、一神教であるキリスト
教の聖地がここまで寛容でいいのかとびっくりしたほどの光景を目の当たりにしました。 
熊野だけじゃなく、高野山の唱名や修験の法螺貝があの大聖堂に響き渡りました。そして、
市と市同士が観光交流協定を結んだことをきっかけに、私たちは共通巡礼手帳のプロジェ
クトを始めました。先ほど岡本先生のお話でサンティアゴ巡礼のことを詳しく説明してい
ただいたので、非常にわかりやすいですね。 
 皆さんのお手元のパンフレットに詳しく書かれてありますが、サンティアゴ巡礼を
100km 以上歩いた人が熊野歩道の決められたルートを歩くと共通巡礼者として認めようと
いうプロジェクトです。3 年前に始めて、両方歩いた人がどれくらいいると思いますか？ 
サンティアゴ巡礼は巡礼証明書さえ持ってくれば歩いたとみなしています。熊野の場合は
オフィシャルの共通巡礼手帳にきちんとハンコを押してもらわないとダメなんですけど、
片面が熊野、片面がサンティアゴというパスポートです。この巡礼手帳はきちんと大聖堂
のお墨付きもいただいております。 
 ついこの間、1,000 名が達成しました。約 3 年でどちらも歩いたという人が 1,000 人も
いる。びっくりしました。こんなに速いペースで生まれるものかなと。これは、世界には
ロングトレイルを歩く旅を楽しむ人たちが本当に多いという証明でもあります。 
 1,000人目はアメリカ人でした。不思議なことに第1号もアメリカ人で、500人目も1,000
人目もアメリカ人。アメリカ人が多いというのもありますが、偶然でしょうか。 
 1,000 人目に贈られたスペイン大使館からのメッセージなんですが、ここには四国巡礼の
ことも書かれています。「二つの道を歩かれた 1,000 人目となったことを心よりお慶び申し
上げます」。熊野古道と四国巡礼、そしてサンティアゴ・デ・コン・ポステーラはスピリチ
ュアルの道としての三角形を成していますとあります。 
 これが 1,000 人の内訳です。一番多いのが日本人で次がオーストラリア、アメリカ、そ
して次いでスペインです。たぶん市と市同士が交流協定を結んだり、共同プロモーション
をやっているということの中で、熊野古道の認知があちらでも上がってきたという風に思
います。エリア別に見ると、4分の 1が日本、4分の 1がヨーロッパ、4分の 1が北アメリ
カ、4分の 1がオセアニアということになると思います。合計 45カ国になります。やはり、
熊野でのゴールが多いのですが、サンティアゴでのゴールもその内 88名います。 
さて、二つの道の共同プロモーションの考え方なんですが、道の世界遺産は生きている

と私たちは思っています。遺産というと過去のモノですが、生きた遺産であるという共通
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認識です。歩く人を呼び込む観光プロモーションによって巡礼道の風景を作る。観光の側
からの勝手な言い分かもしれませんが、歩く人がいないことには巡礼道としての価値がな
い。このことは、道の世界遺産サンティアゴ・デ・コン・ポステーラ巡礼道の手法から学
んだことです。サンティアゴ巡礼も大聖堂を訪れる人の 5～6％しか歩いていません。しか
し数％の歩く人をとても大切にしています。歩く人がいることで道の世界遺産としての風
景が保たれるからです。先ほどの岡本先生のお話にあったように、巡礼宿が本当に数キロ
おきにあるのです。今は数ユーロ必要ですけど、十数年前はたぶん無料で泊まれたと思い
ます。歩く人をとても大事にした観光プロモーションをやっている。この学びは、熊野古
道を観光活用するに当たり大きな支えとなっています。また、山道というのは 1 年歩かな
いと木が生い茂り山に戻ります。歩くことによって山道が守られるのです。保存・保全と
活用は補完し合う関係にあるということがいえます。歩く人を呼び込むことが、道を守る
という点においても世界遺産の価値を高めるという意味においても、非常に大事なことだ
という考えのもとでやっています。 
 このようにしてたくさんの人が歩きに来てくれるようになったんですけども、有名にな
ればなるほど、熊野には来にくいということが判明しました。恐らく皆さん、熊野古道へ
行きたいと思ってもなかなか来れないでしょう。どの宿を手配して、どんな行程で歩くの
か、分からないですよね。私たちは歩く仕組みを持たないのに、無責任なプロモーション
をしていたのだということに気づくんですね。そこで、これを解決するために、いわゆる
着地型の旅行会社を設立していきます。大変な苦労だったんですけども、継続は力なりで
今では大きな成果を生み出すまでになっています。情報発信と現地のレベルアップだけで
は誘客に繋がらなかったのが、着地型の旅行会社を作ったことによって、上手く結びつい
たのです。外国人観光客と地元の人との関係には、大きな二つの壁があるんですね。言葉
と決済です。この 2 つの壁を、ツーリズムビューローが間に入ることで取り払いうまく結
びつける、そういう仕組みを作りました。熊野古道を歩きたいと思ったら私たちにコンタ
クトをしてくれれば、ワンストップで全てのサービスが整います。お宿の手配だけではな
くお弁当の手配、ガイドの手配、移動の手配、それから歩く間に荷物を運ぶ荷物搬送の手
配。これは最近うまれたビジネスです。今では 10社くらい出来ました。こういったサービ
スの充実とともにずいぶん売上も伸びてきました。最初は 4,000 万円くらいの売上だった
のですけども 28年度は 3億を超えるような売上になっています。今年度はもうちょっと増
えそうです。 
 とはいうものの、入れ込み客数が増えたかというとそれほど増えてもないし、減っても
ない。世界遺産の登録直後 40万人強だったのが今もほぼ横ばいです。ただし、風景が変わ
っています。登録直後の 40万というのはほぼこういう形でした。ところが、今は、歩く人
たちが増えた 40万人です。観光バスで来て巡るというスタイルは非常に少なくなり、代わ
りに歩く外国人が増えている。観光の質が変わったと言えるのではないでしょうか。 
 このような観光戦略の基本スタンスを続けてきたことが、今では地域の誇りが再構築さ
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れることにつながったように思います。こんな田舎のどこがいいのとか、こんな山道は我々
にとっての生活道、どこが世界遺産なの？と思っていた地元の人たち。そこに百ヵ国以上
の国々から歩きに来てくれることで、そんなに価値があるものだったのかが思うようにな
り、そう思うと自分の言葉でどんなにすごいのか語り始める。するとなおさら価値が上が
っていく。好循環が始まっているように思います。 
 そのほかにも地域への波及があります。観光から出発したことがさまざまな広がり見せ
ています。教育の現場では、総合学習で語り部ジュニアの養成をしています。熊野古道の
補修は、地域のボランティアだけでなく企業の CSR 活動で行っています。消防は多言語で
対応を始めました。I ターンの人たちが熊野古道の景観を守るために棚田を耕してくれたり
と・・・。 
しかし、増えてくると問題も出て来ます。今でも駅にある田辺市観光センターは、カウン
ター対応の 3 人に一人が外国人という状況です。トリップアドバイザーでエクセレンス認
証もいただいたりしました。ところが、なんの手配もせずにいきなり来る外国人が増えた
んですね。ノープランです。これって困るんですよね。できませんというわけにもいかず。
我々のインターネットの予約システムでは、当日の対応はできないのです。でも、当日な
んとか手配してあげないことには訪れる外国人も地域も困ります。宿がなければ野宿でも
いいというバックパッカーもいます。そんな旅行者が増えると地域の人たちが不安になり
ますよね。ここを上手く収め地域に迷惑をかけないようにしないと、せっかくやってきた
ことが水の泡になりますので、当日の予約決済ができるトラベルカウンターを設けること
にしました。ここに飛び込んでくれば、当日のお宿も歩く行程も決まり、同時に決済もで
きるという仕組みが出来ました。まだまだ採算が合うまでにはなっていませんが、必要な
仕組みですのでやり続けながら採算が合うように持って行きたいなと思っています。 
 歩く外国人は増えましたけど、日本人はまだまだ増えてきません。やはり、日本人が歩
いている風景というのも必要ですので、熊野古道女子部というのを立ち上げました。加入
資格は熊野エリア外の女子のみです。合宿という名のもとでがっつり歩いてくれる女子た
ちです。インフルエンサーの人たちが初期会員になっていますので、徐々に熊野古道を PR
してくれる人たちに変わるかなという期待の中でやり始めたところです。 
 こういった旅が、観光なのか巡礼なのか非常にわかりにくいところではありますけれど、
サンティアゴ巡礼も熊野詣でも途絶える時代がありながらも 1000 年以上続いています。サ
ンティアゴと熊野はすごく似ているんです。共に中世の頃に始まり、いったんは途絶えて、
盛り返して。そして明治の頃にはまた途絶えて・・・そして世界遺産になったことをきっ
かけに最近また増えてきています。ここ数年サンティアゴ巡礼も徐々に増えてきています。
両方の巡礼道が宗教の違いを超え、互いに高め合いながら「巡礼の文化」というものを世
界中に発信していけたらなら、素晴らしいことだと思います。 
 以上で終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございました。 
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＜＜質疑応答＞＞ 

栗山潤一 
貴重なお話をありがとうございました。 

 私は北海道観光振興機構で海外のプロモーションを担当しています。今日の先ほどの多
田様のお話において、ターゲットを絞ってしっかり情報発信なさって、来てもらうための
着地型の旅行会社まで作られているので、本当に進んでいると思いますし、我々も学ぶと
ころがたくさんあると思っております。 
中でも特にターゲットを一本に絞られたということで、今日、その理由が先ほど割愛が

あったのですが、一つはそのあたりを補足いただきたいなと思います。 
私どもも北海道の観光を進める上で同じような悩みを抱えています。具体的には欧米の

方をどうこれから招いたらいいのかということです。欧米の方を招くという意味は二つご
ざいまして、一つはリスクヘッジでございます。つまり、北海道の観光は中華圏の方に依
存しておりまして、8 割 5 分、ないしは 9 割近くをそういったところに依存している。で
すから、逆に言うと、中国の方が 50万人来ていただいていますが、この方たちが減ってし
まうとあっという間に北海道の観光が下火になってしまう。そういう意味で欧米の方に来
ていただきたい。 
もう一つは欧米の方はトレンドセットの役割があると思います。観光に関する歴史を紐

解くまでもなく、欧米の方は旅行の最先端を行っていると思います。そのトレンドの動き
をASEAN、中華圏の方が追うのだろうと思っております。 
では実際にどうしたらいいのかというところで非常に迷っておりまして、招聘事業で来

ていただいて意見交換を重ねたり、私ども自身が海外に出向いて情報の収集をしておりま
す。そういう中で、浮かび上がっている問題点ははっきりしておりまして、3 点あります。
一つは言語の問題。もう一つが日程の問題、三番目がアクセスの問題です。言語の問題は
標識の問題が今日もありましたが全くその通りで、バス停の問題、熊野古道の表記の問題
がありましたが、欧米の方に言われるのが最低限、英語の表示はしっかりしてくれ、と。
今日、関係者の方がいらっしゃれば大変申し訳ないのですが、ホテルの中でもそういった
あたりが整っていないという指摘も受けています。 
  2 点目の日程の問題ですが、これについては欧米の方、特にヨーロッパの方は実質 10
日間くらいの日本滞在になる。機中泊を除いて 10日間。そうするとどこで過ごすのかとい
うことになるのですが、やはり一生に一度の旅行で日本に来るということになると、いわ
ゆるゴールデンルート。つまり、東京、京都、大阪。そして、私どもがヒアリングしてい
ますと、最近は和歌山県という名前も入ってきます。プロモーションの結果が現れている
のかなとお聞きして思いました。 
 3 つ目のアクセスですが、先ほどもご指摘がありましたが、北海道の場合はとくに東京か
らの距離をきちんと示さないといけない。欧米の方とお話ししていて最近、ショックだっ
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たことがひとつありまして、その方とお話しする前にどういう旅行商品が出るんだろうと
調べておりましたところ、残念ながらその旅行会社がいくつか掲げられている日本地図の
中に北海道の地図がない。つまり、ゴールデンルートを中心に売っておりますので、北海
道の地図がない。そういう方には私の方からぜひ北海道の地図を書いてくださいと言って
います。 
 このような 3 つの問題をどう克服するかということで、常日頃悩んでいるのですが、そ
こで質問です。まず一つは、ターゲットをなぜ絞ったのか、恐らくそこで悩むこともおあ
りだったと思うのですが、最終的に絞りきったプロセスについてひとつ、補足をお願いし
たい。 
それと、もう一つは私自身の業務に関わることなのですが、情報発信について、特に欧

米の中でもヨーロッパの方は個人旅行がきわめて進んでおりまして、アメリカよりも非常
に把握しにくい層ではないかと思います。そこに対して、先ほどもお話があったように、
サンティアゴとの連携もあるのでしょうが、それ以外でどんなアプローチをしているのか、
この二つを教えてください。 
 
多田稔子 
まずはターゲットの絞り込みについて。とにかく世界遺産になったときは団体のお客さ

んがたくさん来ていただいたんですけども、その旅の仕方っていうのは地元の人たちにと
ってうれしいものではなかった。もっとここの地域をきちんと知って欲しい。これは語り
部と言われる熊野古道のガイドさんがいるんですが、その人たちを中心に地元が感じたこ
とでした。ほんのわずか熊野古道を団体でぞろぞろ歩くというのはそんなにいい風景では
ない。やはり静かに物思いにふけりながら、何かに挑戦する気持ちでもくもくと歩く、そ
ういうのが望ましいかなと。旅の仕方は進化します。団体で旅行していた日本人も今では
ほとんど個人旅行にシフトしました。おそらく、今団体で旅行している中国人も、近い将
来個人旅行になると思います。私たちは熊野にふさわしい風景を作りたかったということ
と、そういう旅の仕方をする人たちは世界中のどこにいるかというと、欧米豪だろうとい
うことになったのです。もうひとつ、重要な要素、それは大型旅館が田辺市にはなかった
ことです。100 室規模以上がひしめく観光地であればこの戦略はなかった。とんでもない
と言われていたと思います。そういう地域の実情もありました。 
 二つ目の質問の情報発信についてですが、個人旅行者といえども、熊野のようなわかり
にくいディスティネーションというのは、意外と海外のエージェントを通じての予約も多
い。最近では海外のエージェントの比率も高まってきました。エージェントによって得意
分野があります。熊野なら、歩く旅や秘境の旅などを造成するのが得意なエージェントで
す。北海道の場合はどういうエージェントが好ましいのか分からないですけど、そういう
ところにアプローチをすることだと思います。あと、ガイド本に項立てできちんと載せて
もらうことも。ファムトリップとかよくされますかね？ 大人数集めてしますか？ 私た
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ちも最初は結構大人数 10 人とか 15 人とか集めてやって来たんですけど、最近では一人の
ためだけのファムとか、こっちの方がよっぽど効果が大きいと思います。べったりくっつ
いて、一人、二人のためだけにやるんです。必ずファンになってくれますし、きちんと情
報発信してくれます。それから情報発信能力の高い人たちをファンに着けること。それが
熊野古道女子部なんですけど、その人たちが持っている自分のコミュニティーにきちんと
情報を届けてもらう。ブログとか SNS とか。そういうことでしょうかね、最近、私たちが
やっていることは。 
 
増本貴士 
奈良県立大学の増本でございます。非常に楽しくてわかりやすいご説明ありがとうござ

います。 
私の方からは 3 点ありまして、まず 1 つ目はおっしゃっていましたように、やはり熊野

というブランド化、そこにどうコンテンツを出させるか、ということだと思います。今、
奈良県立大学の教員の 1 人として、吉野の活性化に取り組もうとしております。最初のス
ライドにございましたように、熊野と吉野のところにちゃんと線を引いていただいてあり
がたいことで、そうなりますと、修験道を出そうではないかと思いました。外国の方にも、
日本には文化として修験道があることをお伝えしたいと思い、その広報に取り組もうとし
たのですが、修験道の考え方を英語にすることがまず我々の頭ではできませんでした。修
験道の方に、どういう言葉を使えば良いのか、まず日本語で教えてくださいとお願いしま
した。そうしますと、「お山と一体になるんだ」とおっしゃるので、「すみません、それは
どういうことですか？」と質問して説明を受けるのですが、これを英語に訳すのはまず無
理ですねという結論になりまして、なかなか言い表せない。そうなりますと、そのスライ
ドにありますように、金峯山寺の世界遺産では回峰がありましてね、とか。金峯山寺の近
くにある吉水神社も、世界遺産であり、実は後醍醐天皇の玉座や御物があり、源義経が静
御前と別れを惜しんだ場所であるという日本史的なことでしか説明できない。また、熊野
の方に行こうとすれば修験道とかぶってしまいますので、これも難しいという思いがあり
ました。実は、少し前に吉野の方とお話をする機会がありまして、「京都や大阪から来て、
奈良に入って、奈良からその道を通って熊野まで行きたいんだ」と言われたそうです。「京
都、大阪を通って和歌山の沿岸を通ってそこまで行くと時間がもっと長くなる」とも言わ
れたそうです。そうなりますと、メディアで情報発信する時に、どういう情報の内容を伝
えていけばよいのか、そこのところが非常に大きいと思います。 
2 つ目に、ご発表にありましたように、ガイドブックに載って項目立てられること、これ

は私たちもいろいろと調べましたけれども、これが一番大きかったです。例えば、兵庫県
に城崎温泉がございまして、城崎温泉がすごく有名になったのはガイドブックの項目に
KINOSAKIONSENと載ったことでした。まず、地元の老舗旅館の西村屋では、英語対応で
きる仲居さんが育ち、インバウンド対応できています。次に、城崎温泉街は古い町並みで、
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外湯巡りができて、英語も完璧な老舗旅館があるということで一気に名前が広まって、今、
予約が取りにくい状況にもなりました。やはり、メディアをどのように使い、どんな情報
の内容を発信するのか、そういうところも重要になってくるのだろうと思います。 
 3 つ目でございますけども、本日も前日もそうでございますが、年齢層を考えるとシニア
や外国の方が多い。じゃあ、日本国の若者たちはどうなんだろう？ そういった人たちに
受け継いでもらう、伝承してもらわないとこれだけ手をかけて前日のお話では 100 数億も
お金を入れて整備したものが無駄になってしまう。先ほど女子部のお話もありましたよう
に、若い人たちをどう引き込んでいくのか。引き込むためには当然、モチベーションを維
持させていかなければならないし、まだロイヤリティというものも恐らく必要になってく
る。となれば、マーケティングの考え方も出てくる。そうなれば、地元でご協力いただけ
る企業はどれぐらいいるのか？ 同業他社が山のようにありますので、1社にお世話になる
場合は選別する必要もあるでしょう。また、複数の場合はどういうステップで入れていく
のか。これらが悩ましいところだろうと思っています。 
 そういったことを学生たちと考えて来週の今の時間、吉野でイベントをやっていたりし
ます。最後すみません、告知もさせていただきました。長々と失礼しました。以上でござ
います。 
 
多田稔子 
吉野は実は私たちにとって重要な場所。情報発信するときには世界遺産は聖地が 3 つあ

ってはじめて 100％なんだと思っています。ついつい自分のまちだけやりがちですよね。
それでは、世界遺産の価値を縮小して伝えることになります。ですから、行政区を越えて
できるだけきちんと世界遺産を伝えていくということは価値をきちんと伝えることであり、
観光地を高めることにつながりますので、私たちは必ず吉野大峯のことにも触れておりま
す。もしかしたら、このガイドブックの中で吉野大峯のことも触れているかと思います。
これはうちの外国人スタッフの目線でわかりやすく説明しています。特別に差し上げます。
このガイドブックは、今年は中辺路を作っていますけれども、小辺路、伊勢路、大辺路と
どんどん広げていくつもりでおりますので、その節はよろしくお願いいたします。 
 
臼井冬彦 
熊野古道はまだ歩いていないのですが、二つ質問があります。勝手に推測しているので

すが、ここに来られるインバウンドの方のかなりの比率が高野山経由じゃないかと思って
いるんですが、どれくらいの方が高野山についでそちらへ流れてくるのか。高野山だけで
帰られる人もいるけど、その関係でなにか高野山の地域と一緒にやられている活動がある
のでしょうか。 
もう一つは、多田さんがものすごく頑張って、こういうスタイル面白いなと思っておら

れるのですが、残念ながら南の速玉新宮のほうは何をしているか見えてこない。インバウ
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ンドが流れてはいるんでしょうけれど、どうしていいのかというのが見えてこない。せっ
かくですから、そちらの地域との連携は何か始まっているのでしょうか。 
 
多田稔子 
高野山から熊野に下りてくる道は小辺路というんですけど、この道を歩かれる人も外国

人はそこそこいます。でもそれほど多くない。歩いてくるのも険しくて難しいいがバスで
来るのはもっと難しい。このアクセスがかなりよくなくて、長い間定期路線がなかったが、
10 年間言い続けてようやく定期的に路線バスを走らせていただけるようになりました。こ
の告知がきちんとできればもっと高野山から熊野にきていただけると思います。 
 新宮とか那智勝浦との連携ですけど、行政が違うと非常にやりにくい部分があるんです
が、私たちは旅行業をやっている立場においては民間ですので、どんどん契約事業者を増
やしています。なので、旅行会社としてけっこう送客しています。田辺市内に龍神温泉と
いうエリアがあるんですけど、そこへの送客以上のお客さまを新宮や那智勝浦に送り込ん
でいます。私たちの考え方としては、紀伊半島の南部は熊野地域。田辺市にこだわらず、
最後のポスターの意気込みでやっています。 
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『佐世保時旅、水郷柳川ゆるり旅』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

佐世保時旅、水郷柳川ゆるり旅 

高山 美佳 
株式会社 LOCAL & DESIGN 代表取締役 

よろしくお願いいたします。昨日から参加させていただいて、大トリということで大変
恐縮です。今まで発表された方とは、ちょっと九州は地形が違うので、若干事情が違うか
なと思います。じつは、長崎から大分までは約 5 時間。福岡から鹿児島までは約 2 時間ち
ょっと。しかも空港から天神という真ん中までは地下鉄で10分というのが九州なんですね。
じつは、たくさんの方に視察に来ていただいているのですが、昨年ですね、上士幌、豊浦、
登別のみなさんに視察に来ていただきました。まさに、歩く泊まる滞在交流型観光を、去
年、オーダーメイドでコースを作らせていただいて、雪の降る棚田のなかを歩いていただ
いた後に、柳川で飲んで川下りを楽しんでいただいて。また、地域の人たちとたくさん会
っていただいて、非常にいい交流をさせていただきました。 
たしかに、北海道の方は絶対帰りませんね。日帰りは不可能なので、2泊 3日していかれ

ます。その間に、ものすごくお金を使われるのが印象的ですね。あんなにカニの国の方々
なのに、山太郎蟹っていうのがいるんですけど、「おいしい」と言って、発砲スチロールに
入れて飛行機に持ち込んで帰られました。かさかさいっていましたけど。食の交流って、
こういうことなんだろうなと思いながら、非常に印象深かったところです。そういう狭い
ところでやっておりますので、私たちも、ちょっと商品の作り方が違うのですけれども。
まず、私がどこから来たかを。 
私は、この山の中腹からまいりました。福岡県の東西に連なります、耳納連山の北側、

久留米市とうきは市にまたがっておりますけど、ここに 15年前に嫁ぎまして、ひとりも知
り合いがいないところに嫁に行ってしまいました。しかも農家に。ぶどう農家に嫁に行っ
たので、一眼レフを買って写真を撮りためていたのが、これからご紹介する表現のもとに
なったものです。 
 さっき、ぶどう農家に嫁いだと言ったんですけれども、じつは田主丸は、巨峰開植の地
です。巨峰という天才と言われたぶどう品種、戦前の品種改良だったために、民間学者が
開発した遺伝子ということで、国から推奨しない、作ってはならないと言われた禁断のフ
ルーツが巨峰でした。このために、どこも産地になることがなかったなか、田主丸が、戦
後 5 人の農家さんが挑戦されて、巨峰の産地になったということがあります。このひと房
の巨峰がですね、この形になるまでに約 10回のハサミが入り、最後に袋がけをして、うち
の小さな畑だけで 2万房ありましたので、20万回の手をいれて、やっとこの大きさになる。
これが大体ふた房、ひと皿千円に仕立てて、露地で売るという 7 年間を、私は過ごさせて
いただきました。じつは、それはぶどう狩りという観光農園の大きな資源があったんです
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けれども、まさにお客様は、マイカーで来られて、散策を楽しんで、ぶどう畑が一面に広
がる筑後平野をゆっくり歩きながら、カフェに行ったり、レストランに行ったり、ワイナ
リーを楽しんだり。そういう町で、私は今、暮らしています。 
 この直後には、はると君、食べちゃってたので、商品にはならなかったと思いますけど。
生産者のおじいちゃんの肩に乗っています。今回、提言のなかにありました、ロングトレ
イルとか、フットパスというところは、もう他の皆さんがお話しになったので、私は町歩
きというところを話させていただこうと思います。 
 実は私は、イギリスのグラウンドワークという活動を学んでいたので、イギリスは何回
も訪れて、娘たちを連れていってフットパスを歩き回っていました。娘がうれしいことに、
「お母さん、田主丸に似とる」って、5歳のときに言ったのが忘れられないんですけど。 
 江戸時代からの植木苗の町なので、人工物がほとんどないんですね。境界線を石垣、植
物で作る町なので、そこがフランス、イギリス、ヨーロッパの風景に似たところなのかな
と思って。そういうところを、山苞の道（やまづとのみち）という名前を付けてですね、
なんの変哲もない農免道路なんですけども、まだ景観というお話しが一般の人たちのなか
には馴染みのない 25年前から、田主丸の方々は、この 5kｍの農免道路沿いに、「美術館が
建ちやがる」となったときに、「いや、箱ものじゃなくて、道の周りに住んでいらっしゃる
方をつないで、道に名前を付けましょう」という、昔でいうエコミュージアムみたいな感
じの活動をされていた町です。山苞の道というのは、源氏物語の句からとられた、「山苞に
もたせ給へり紅葉」という「山のお土産」ということを意味します。これは読めないんで
すけど、読めないって聞かれるんですよね。「なんて読むんですか？」って。なので、忘れ
ないという。これで私は、名前が命だということを学びました。地元の会長さん、今、事
務局長をしていますが、地元の会長さんが彫る、この版画のポスターが、いつも秋にある
お祭りの名物になっています。この山苞の道が、さっき言った農村景観の風景を表してい
るんですけれども。最初にやったことは、トラック 2 台分の看板を、所有者を確かめて撤
去するということでした。これは当時、もう亡くなられた筑紫哲也さんにもすごく気に入
っていただいて、「ニュース 23」なんかでもご紹介いただいたんですけど、それを 1 枚の
看板に、行政から受けた補助の半額のお金を使ってまとめたのが、この地元自慢の山苞の
道の看板です。 
 マイカーで来ても、この 5kmの道を、ゆったり歩いていただけるようになりました。そ
のあと合併ということをしましたので、2万人の農村からいっきに 30万人の中核市になっ
たんですけれども、その農村の観光地、みなさんが暮らしていらっしゃるような「これぞ
熊野」、「これぞ北海道」みたいな、そういうものがない町なんですけれども、ここにたく
さんの人がゆっくり訪れて、楽しんでくださるような観光のかたちが出来上がったという
形です。境界線に人工物がなく、歩くととっても気持ちよくて、こちらが耳納連山、こち
らが一面、筑後平野という風景が広がっている、開けたところなんですね。ただ、合併特
例策によって、久留米市が遊歩道をこの左側のサイドに作ってくれまして、それがこうい
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う木とかの景観を削り取ってしまったので、今、ちょっと残念なのですけど、そこにせっ
せと木を植えているところです。 
 そのうちにこの山苞の道を中心に、「ほとめき歩き」、久留米弁でおもてなしという意味
なんですけど、「ほとめき歩き」という活動・プロジェクトが始まりました。 
 地図がこんな形です。町の人たちと一生懸命、地域を歩いてですね、こんなものがある
ね、小さなお地蔵さんがあるね、恵比寿さんがあるね、ここは冬は枝だけだけど、春はし
だれ梅になるんだよっていうようなことを見つけていきながら、作った地図がこれです。 
 まさに、今日、町田のフットパスのお話しをされていましたけれども、フットパスとよ
く似たような、小さい小道を、マップが片手にあればなんとか歩けるといったようなこと
を、この時からなんとか始めてまいりました。 
 今ですね、11 エリアに広がって、じつはこれ校区ごとになっているんですけれども、そ
れぞれの町にボランティアガイドが立ち上がって、「ほとめき歩きの会」という、お客様が
いらっしゃった時とか、そういう時に、みんなおそろいのジャンパーを着て、ご案内する
ような仕組みが出来上がっています。もっと町なかの方も、この仕組みが出来上がってい
るんですけれども、この時思ったのは、やっぱりまち歩きは、まちづくりなんですね。外
から来られた方におもてなしして、気に入っていただいて、また来ていただけるっていう
のがあるんですけど、要は地域の方が、自分たちの小さな小道を見て、外から来た人から
褒めていただくことで、ものすごく自分のまちを好きになる。子どもたちの通学路でもあ
りますので、これを子どもたちと一緒に共有するという点で、この「ほとめき歩き」はも
う 12年目になります。相変わらず、マップを増刷してエリアを増やしていきながら、この
活動をやっているところです。 
 「よかよう春も」、ということで、ガイドしている時は、こういう風景なんですね。神社
のちょっとした、地元の人しか知らないようなネタをお話ししながら、爆笑されていると
ころですけど。このオレンジ色が、私たちの校区のガイドさんのユニフォームになります
ね。この久留米「ほとめき歩き」、本当に愛すべき活動となっています。 
 さっき、1番最初に見ていただいた耳納連山を、ぐーっとズームインすると、この風景が
あって。じつは昨日今日とお祭りなんですよね。ここ、何の花かわかります？今、咲いて
いるお花です。こぶし、当てられましたね。もう一個あります。北海道と植生が違うから
ですね、みなさん、ピンクと白とあるんです。こぶしを当てる人の方が珍しいですけれど
ね。これですね、ハクモクレンです。 
 これは花の名所で、非常にたくさんの方に訪れていただく、下はレストランなんですけ
れど、これ、ただの花の名所かっていうとそうじゃなくて、世界に誇る、田主丸が本社の
内山緑地の、植木畑の風景です。ある日突然掘り起こされて、下の植木市場に出荷されて
いきます。 
 お嫁に来たときに、「10年先を考えて風景を作っています」と、内山緑地の方が言われて
すごく感動したのと、私は長崎生まれなんですけれども、家が爆心地のすぐそばなんです
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ね。もちろん両親は、戦争当時はそこに住んでいませんでしたが、長崎市が、原爆被爆地
になったときに、ここに平和公園を作りたいと。ひいては造園してくれる業者を募ったん
ですけど、一本の草木も生えないと言われていたそうで、受け手がなかったときに、唯一
受けてくれたのが、田主丸の内山緑地だったと聞いて。以来、お話しする機会をいただい
た時には、必ずお見せしている風景です。今回歩くということなので、じつは内山緑地さ
ん、ここがちょっとした有名なところになったので、真ん中に遊歩道を作られてですね、
約 2kmちょっとくらいの、山を巡れる、遊歩道が出来上がりました。たくさんの方がここ
を訪れて、ハクモクレン越しに筑後平野を見られるというちょっと珍しい風景を味わう名
所になっています。近くに温泉もありますので。約 6～7km の間に、パンのワールドカッ
プの最終選考に残った、「シェサガラ」というパン屋、「巨峰ワイナリー」、素敵なレストラ
ン、この花の名所「みのう山荘」という、じゃらんの風景ナンバーワンに選ばれた露天風
呂がある温泉みたいなところを、きゅきゅっと回れるような、そういう歩くコースが出来
上がっています。今日まさに、この花の風景とワイナリーと焼酎蔵、酒蔵、商店街をシャ
トルバスで結んだ春祭りをやっているところですね。 
 着地型のおすすめということで。そのうちに、私たち小さな町でこうやって、本当に、
私たちが来てほしい方に来ていただけるまちづくりというのをやっていたんですけども、
歩いてもゴミを落とさない方、それから歩くのが好きな、ゆっくり楽しんでくださる方。
そういう方に来ていただきたいと思っていたんですが、30 万の中核市になり、九州新幹線
が開業することになり、新しい旅行商品を作ろうということで観光戦略会議が立ち上がっ
て、私、田主丸のひとりとして行ってまいりました。 
 そうやって立ち上がってきたのが、この「長崎さるく」と、「大分オンパク」というのを
参考にした、着地型観光という、勝手に来て、勝手に帰って楽しむという観光です。その
パンフレット、お手元にあるのがバックナンバーで申し訳ないですが、今年 10年目を迎え
ます。こんな風に、今、会議をやっているんですけど、会議は 100 人近い地域の方が、今
年はいらっしゃいました。 
 80 プログラムを採用して 20 は落ちるので、だいたい企画会議をやって、それからブラ
ッシュアップの会議をやって、「やるぞ！」のキックオフをやって、必ず打ち上げをやる。
打ち上げの時は、80 のプログラムみなさん来られて、ひとりひとりプレゼンをするってい
うのが名物です。そうやって、みなさんの心をつなぎながら、この着地型のプログラム、「久
留米まち旅博覧会」は毎年開催されています。 
 今、話しているのは、城戸工場長ですね。3人衆です。公務員で畜産担当の近藤さん、ニ
チニチ新聞のモリさん。のちに「ブラモリ」というまち歩きを立ち上げられた方です。こ
ういったいろんな人たちが、「まち旅」というひとつのキーワードでつながって、久留米を、
今、盛り上げているところです。 
 「まち旅」のガイドブックを写真も撮影しながらデザインさせていただいているんです
けども、有馬藩のお膝元ですので、その菩提寺「梅林寺」で本格座禅体験や、地酒めぐり
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のまち旅、こういう今までなんとなくできなかったことや、なんとなくあったもの、歩く
メニューも、着地型でひとつにまとまりました。 
 こういった風景が生まれます。雲水さんの顔は、撮ってはいけません。それから 6 時間
本格座禅体験は、11 月なので寒くて脱走者が出たり。ただ、人生が変わる経験ということ
で、外国人の方も多く訪れていただくんですけど、非常に、日常では味わえないような体
験ができます。雲水さんと同じものをいただいたりします。広域でいろんな町のプログラ
ムをやっていますが、基本、その町でないとできないこと、私たちは実施者さんと呼ぶん
ですけど、その実施者さんならではのおもてなしということで、通常のキットを使ったり、
どこにでもあるようなプログラムは作らない、やらないというのが信条です。 
 これはマイ企画のひとつ、地酒めぐりのまち旅ということで、久留米の食材を、食器を
引っ張り出して、使わなくなった雑穀倉庫で食事会をいたしました。ここから食前酒で出
した、ゆずリキュールなんかのヒット商品も生まれていきます。 
 これは先ほど、城戸工場長をご紹介しましたけれども、ムーンスターという会社はです
ね、ゴム産業のひとつで靴の会社なんですけれども、マイシューズづくりがしたいと言っ
たら、5回断られました。スパイが来たらどうすると、いろんな形で断られたんですけれど
も、フタを開けたらキャンセル待ちが 170 人きたという、伝説のプログラムになります。 
 同時に荘島のまち歩きというのが、この工場のまわりの荘島という町であったんですけ
ども、やがてこのムーンスターもコースのなかに入り、博物館のなかにある、本田宗一郎
さんが初めて発注したライダーブーツとか、そういったものを見たり、久留米大空襲で残
った昭和の鉄骨工場みたいなのも、そのコースに入っていくことになります。 
 これは久留米絣ですね。人間国宝の松枝玉記さんのお孫さんの哲哉さんで、うちの娘が
ハンカチを染めさせていただきます。こういった伝統産業を、敷居の高かったものを下げ
るというのも、この着地型のプログラムは果たしてきました。同じく町なかの風景からは
絶対わからない、こういう、広大な農地の風景というのも同時に発信して、農業体験とい
うのも、ああいう産業体験とか、歩くメニューと一緒にやっています。 
 これで勉強になったのはですね、もともと、「ほとめき歩き」というのを、一章分歩くメ
ニューとして章だててたんですね。ところが一章分、章だてて行ったら、そこだけお客さ
まが来ないんですよ。もともと歩くファンはいるんですけど、歩きに興味のないファンは、
「まち歩き」と書いてあるだけで、そこを読み飛ばすんですね。これは残念だと思って、
以後、「ほとめき歩き」というプログラムを、いろんな章だてのなかに混ぜていきました。
そうすると、満席になっていく。これは勉強になりました。 
 やがて「ほとめき歩き」のなかに、甘納豆屋さんに寄って試食をしたり、お菓子屋さん
に行ったり、お茶を飲んだり、フルーツを召し上がったりというような、そういったもの
が組み合わさっていく、独特な「ほとめき歩き」へと成長していきます。 
 夜のまち歩きもあります。これは、企画運営委員のなかに、寺嶋さんというバーのマス
ターがいらっしゃるからなんですけれども、これは今、ワシントンホテルと一緒に連携し
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て、ワシントンホテルに泊まると、このプログラムとセットになったものが商品化されて
います。 
 この方ですね。池町川の寺嶋さん。このお店めぐりが、ちょっとした話題になりまして
ですね、今、池町川の空き店舗が埋まってくるという、そういう現象が起こっています。
この、名キャッチ、私、千本ノックのように作り続けているんですけども、通常だったら
町歩きの A とか、何コースとか、ものづくりなんとかで終わっちゃうんですけど、絶対、
それじゃ人が来ないんですよね。なのでこの 2 行のキャッチを読めば、この内容がわかる
ように作り込んでいき、本文に物語を。キャッチで捉えて、読みたい人は情報を小さな文
字で見る。字が小さくても怒られない。読みたい人は読めるっていう、このスタイルに、
行き着いて久しいんですけど。だいたいこれで、事故なく来て帰って行かれますね。こん
な風に、みんなでわいわいやっています。 
 歩くを縦糸に、着地型を横糸にということですけど、私たちみたいなまちですと、まち
歩きはまち歩き、着地型は着地型となりがちなんですけど。それを一緒にやることで、ど
っちの人にも楽しんでいただける、この学んだノウハウを、他のエリアから、これ作りた
いと言ってこられるので、作ったのが、この佐世保の「時旅」です。おもしろかねぇ、朝
も昼も夜も。これは、泊まって欲しいんだと言われたので、朝も昼も夜もというキャッチ
を付けました。 
 こういう風に、時旅デスク、名前を「時旅」、佐世保にイカリをおろして佐世保の時を楽
しむというコンセプトを立ち上げて、「時旅」という名前を付けたんですけど、すぐに商標
登録されましたね。コンベンションに。 
まちが変わるとこんなに表現も違うんですね。軍艦が出てくるんですけど、港町歩きと

いうことで、米軍基地のなかを、米軍の方がご案内してくださるガイドですとか、軍艦の
なかをガイドする、これもちょっとした歩きのプログラムですね。こういうものと一緒に、
もう従前あった佐世保の港町歩きというノーマルなものと組み合わせて、そこに佐世保ナ
イトツアーみたいなのも立ち上がっています。 
 これ、ブルータスにも取り上げていただいたんですけれども、無人島に行ってキャンプ
するっていうプログラムです。こういう夜のイメージを付けることで、泊まるってイメー
ジを付けてもらうと、この時、学びましたね。これすごく話題になったプログラムです。
無人島で過ごす満月の夜。これは、セラピーウォークとか、パワースポットウォーキング。 
こういった歩きのプログラムと、さっきの軍艦のご案内みたいなものを編んでいくって

いうのが、着地型のおもしろさ。それによって、また違った佐世保が見えてくる。 
 これは、黒島の朝ミサの体験ですね。これはやがて世界遺産になっていくことになりま
す。これは三川内焼きです。非常に高名な陶芸家と、ネオ三川内と呼ばれる若手のプログ
ラムを上下で配置したという、ちょっと画期的な誌面になっております。こういう地域バ
ランスも大事ですね。 
 どうしたら滞在するだろう。北海道は、1泊以上泊まって欲しいとお悩みでしょう。私た
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ちですね、みんな日帰りになっちゃうので、まずは 1 泊していただかないといけないんで
すね。今日は「町まち歩き」、明日は「ゆるり旅」。ということで、町歩きと着地型を組み
合わせた、宿泊の流れというのを作っています。ここは柳川です。ちょっと場所が変わっ
て。もともと中世時代からのクリークが、立花藩の城堀として整備されて、それが今、川
下りの舞台となっておりますが。北原白秋が、水郷（すいきょう）と呼んだ水郷（すいご
う）の町です。 
 今まではこの川下り、お雛様の下げもん巡り、白秋祭、これが観光の王道でした。これ
を何とかしてくれと言われ、じゃあ着地型をやりましょう、それから立花宗茂公、今、大
河ドラマの誘致で頑張っています。この水郷柳川ゆるり旅というのを立ち上げました。こ
ういった、川下りのお稚児サンたちですけど、こういったいつもの風景の中に、これ、も
ともとあった街歩きのプログラムをちょっとブラッシュアップして、柳川の深い歴史巡り、
古文書編、城督誾千代姫、立花宗茂公が有名なんですが、実は直系は誾千代姫です。こう
いったものを立ち上げてきたり、ガイドと行く御花中巡りと君主邸名所立花氏邸、これも
コースの中の一つだったんですけど、引き上げてより特色をつけた形になります。 
 こういった歩きのプログラムと一緒に、お菓子作りであるとか、農業体験とか。これは
魚市場の早朝、集合朝 4 時です。大ヒットプログラムですけど、これが今旅館と朝市見学
がセットになったプログラムが誕生しています。味噌造り、こういったモノも今人気です。
でも一番ヒットしたのはこれです。古賀神棚店で宝くじ入れ神棚作り。九州でも 2 件しか
ない、古賀神棚店の古賀さんがお友達に作ってあげた宝くじ入れ神棚で当たったんです。
注文が殺到して 3 カ月待ちになったので、古賀さんが来て作るなら 2,000 円でいいと言っ
たのが、この着地型の始まり。今やそれでも 1 ヶ月半待ち。北海道の方もこれを作って帰
りました。古賀さんが作っている間に鉄板トークがあるんですね、古賀さんの。職人魂炸
裂の。みなさん、もちろん、宝くじ入れ神棚作りはプログラム作りなんですけど、私たち
の目的はそこにはなくて、この 2 件しかない神棚作りの職人さんの世界をこの工房で味わ
ったり、体験された方、みなさん神棚頼むんですって。正しい神様の祀り方を古賀さんに
教わって。それと同時に宝くじに当たったお礼状もこんなに厚いファイルを見せられる。
すごいんですよ。現金書留 10万とかあるんですよ。当たったら。それとか当たらなかった
ら、くそじじいとか。去年、1 億が出たんですよ。当たった方、ただ誰も言わないですよ。
その方は言ってくださった。1億円当たりましたと。でも、名前は言わなかった。でも古賀
さんが大牟田弁やったって。これが今、ゆるり旅の本当に象徴するような伝統工芸復活と
着地型と北海道からも皆さん楽しまれましたけれども、宿泊をもう 1 泊延ばすという装置
になっています。これによって、6年やったことで、ついに柳川の宿がガイドブックを作り
たいといい、これ、藤、もうすぐ 5 月になったら咲きますが、インバウンドでも、すごく
外国人の方がいらっしゃいます。こういった今までにはなかった風景を合わせ、着地型の
中から期日限定じゃない通年受け入れのモノが 10個ほど立ち上がってきて、これとお宿が
良く内容を理解しながらお客さんを送客するという仕組みがいよいよ始まってきています。
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そして、夜のプログラムですね。灯り船、というイベントだったプログラムが今、月を延
ばしてこの何カ月間かは夜の川下りが楽しめます。冬はこういった体験が楽しめますとい
うような、冬場落ち込んでいたお客さんを着地型とともに引き上げるというような流れを
今作っているところです。 
 歩く滞在交流型観光ということで、九州のスケールからいうと、皆さんに昨日、いろい
ろ学ばせていただいて私たちにとってはこれなのかなという歩くついでに泊まる旅のスス
メ。歩いて欲しい。本当にまちを巡って、人に会って、楽しんでもらうと、みなさんやっ
ぱりリピーターでたくさん来られる。最初は1名しか予約のなかった着地型プログラムも、
催行不能にしないで来てくださいって言ってくださって、結果、その 1 名と漆器作りをし
たことが僕は本当に良かったって末吉籃胎（らんたい）漆器の方が言われたんですけど、
その次の年、満席になるんですね。そういったことが、同時多発的に起こってきてそれが
泊まる旅というのになってきている気がします。まだまだ 2泊、3泊にするには大変なんで
すけど、北海道の人たちに宣伝してきてねって九州のみんなの声援もあってここに来まし
た。今日はちょっと色んなまちをご紹介しました。本当に学ぶことの多い 2 日間でした。
ぜひ、直行便もありますので、福岡の方にもお越しください。ありがとうございました。 
 
＜＜質疑応答＞＞ 

池ノ上真一 
発表ありがとうございました。北海道教育大学の池ノ上です。よろしくお願いいたしま

す。僕も大学時代は福岡だったので、田主丸には知り合いがいて、観光農園というか、ぶ
どう狩りを当時行かせていただいたり、最初におっしゃった通り、マイカーというか、車
で行くスタイルではあったので、今日見せていただいた写真とかいろんなキャッチと、お
っしゃっていた暮らしの様子みたいなことをほとんど知る機会がなくて今日は改めていろ
いろ気づかせてもらいました。 
 二つほど質問させてください。一つは、今回、佐世保の話があったり、いろんな地域の
お話をしていただいたと思うんですが、高山さんとそれぞれの地域との関係性について教
えてください。例えば、久留米は田主丸を含めて合併されたので住民としての関わりも含
めてあるかなと勝手に思っていたのですが、それ以外の地域について、離れているところ
との関係はどうなのかなと。もう少し補足して教えていただけたら幸いです。その上で、
それぞれの地域の資源、魅力をうまくプロデュースされて、きれいな写真とわかりやすい
体験プログラムとして表現していただいていると思うんですが、そのときの条件、何を基
準にしているとかあるいは大切にしていることがあれば教えてください。もう一つ質問で
すが、オンパク（温泉泊覧会）のプログラムの考え方が反映されているのかなと思いまし
た。私がいまいる函館も、十年くらい前にオンパクの仕組みを取り入れてやった経験があ
るんですけど、結果的にはかなり苦い失敗という形となり、むしろオンパクという言葉が
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タブーになっています。こういった仕組みを提案すると、少なくとも行政の人たちが苦い
顔をしているという状況になります。そのときの失敗の原因はいろいろあり、最初の立ち
上げは良かったみたいですが、継続をしていくことに課題があったのではないかと考えて
います。いかに運営を継続していくかについて何か秘訣があれば教えていただけるとあり
がたいです。 
 
高山美佳 
地域との関わりですが、私は、ローカル＆デザイン株式会社という会社をやっているん

ですが、実は 3 人社長がいる変な会社で、私が農村、もう一人が天神というど真ん中をや
っている福田忠明、もう一人が津屋崎といって 1,000 人くらい移住者を呼び込んでいる山
口覚という 3 人の会社なんですね。本社を福岡に置くことなく、あと那珂川市と柳川市に
も「柳川物語研究所」という拠点を置いて地域の若い人をお預かりして食べていけるよう
にして、35 歳定年で出す、ということをしています。なので、離れた地域、柳川とは拠点
を置き、姉妹関係的などっぷりと浸かっております。もうひとつは、佐世保とかはまち旅
はこの 4 年間、参加率が 100％超えなんですね。お手元にお配りしたガイドブックを九州
のみなさんが見られてお声がかかる。委託事業みたいな形で関わりますが、本当に地元を
歩いて探して、私は外からの人でしがらみがございませんので、それまで地域バランスの
ブレイクスルーを一つは頭に置いています。いつも人間関係を観察しながら。そこがやっ
ぱり肝ですね。地元では超えられない壁をみんなで低くして、私が代わりにちょっとはし
ごかけます、というところは気にかけております。 
 そういった形で各地、北は岩手から南は鹿児島まで、出歩いていってる感じですが、私
たちがいなくても自走するというのが信条で、柳川も佐世保もいずれも自走されていて、
広域観光圏の大きな計画のなかでも一本柱に着地型をあげていただいているといううれし
い感じです。 
 
比田井和子 
未来研の比田井でます。大変興味深く、楽しいお話ありがとうございました。素敵なパ

ンフレットを眺め、すばらしいところ、いいところなんだなとあ実感します。それこそが
高山さんのお仕事の一部であり成果があるんだろうと、ブランド作りという点で思います。 
お話を伺っていて地域づくりに取り組む場合、組織を作って人を作ってプログラムを作

って、それから発信して実際にどう運営して回していくかという話になるんですが、先ほ
どの人作りの話を伺いまして、人作りからやってらっしゃるのかと感銘を受けました。実
際にきれいなパンフレットの裏側でどんなふうにやっていらっしゃるのか、その現場を拝
見したいところです。 
一番最初に嫁がれた先で始められた山里の道ですか、そういう会をお作りになった、最

初のきっかけをお伺いしたいと思います。地域の方々と一緒にマップを作られ、それが今
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も地域の課題の解決につながっているようですが、うやはり地域の人たち自身が自分の地
域を発見して行くプロセスとを経験し、かつそのアウトプットを地図という形で見られる
ということが大切なところかと思います。 
久留米では「百人会」という形で、市民、あるいはいろんな団体からの個人含めて、ど

のような形で組織されたんでしょうか。なんらかの中心になるプロジェクトの主体になる
ような組織があったと思いますが、そのあたりはどうなんでしょうか。 
もう一つ、田主丸は車で旅行に行く場所だったが、それを歩く場所にしたといわれました。
歩くことによって、隣の集落との近さの感覚など近代的な交通体系以前の地域の空間の形
を身体を通して感じることができます。「歩く」旅が地域を再発見する意味で、いかに有効
かを新ためて感じました。 
 
高山美佳 
山苞の道は私が嫁に来るはるか昔から先輩たちがやっていた活動です。マップ作りはこ

れは久留米市の委託です。如何に行政のプロジェクトが地域の人にも愛されるモノになる
かというのは常々心がけるようにしています。 
もう一つは組織の問題。さっきのまち旅の問題はもともと JTB が委託を受けてオンパク

とかと並んで立ち上げようということで始まったんですが、26 人の戦略会議がそのまま実
行委員になり、行政も入っていたんですが、4年目に予算削減と運営自立という壁がありま
した。NPO 久留米ブランド研究会という組織が行政の働きかけのもとに生まれ、事務局に
なっています。そのときさっきボランティアガイドの赤いジャンパーを着ていた荒木さん
が会長になられた。その方が市長にこれはすごくいいプロジェクトだから行政もちゃんと
手伝いなさいと、青木繁旧居の保存活動も立ち上げられたまちづくりの名士が、関係性を
繋いでくださったことが行政との協業を生み、予算は広域圏からもとりながら、専従スタ
ッフを雇い、またその専従スタッフがまち旅を愛する濱ちゃんという方が来て、いい人た
ちに恵まれて今があります。ほかのところでやるときも協議会を作って、その下に 7～8人
の実働部隊を作って、レイヤーを 2 つにして動きやすくして形にしていきます。地域と行
政、民間が、どれも欠けることなく柔らかく繋がることが大切だと思います。 
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『総合討論』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

下村 彰男 
東京大学大学院農学生命科学研究科森林科学専攻教授

木村さんの話を聞きながら、改めてトレイルとフットパスと使い分けた方がいいと思い
ました。宿泊しつつ移動する主幹のトレイル、これはある意味人に結びつく話です。そこか
ら派生する形で地域のフットパスがあって、これは地域を知る、理解するという側面の話で
す。本来、背反する移動の話と滞在・滞留の話とを結びつけるには、どのように考えるとよ
いのか。やっぱり歩くということが基本であり、宿泊しながら移動するトレイルに関して言
えば、アクターは基本的に歩く人がいいですし、それから地域と関係するフットパスに関し
て言うと、ホストとゲスト、両者は分けない方がよいという話もありましたけれども、そう
いう役割分担に関わる話題がありました。それで、両者を結びつけるために細かい矢印を幾
つか付けましたけれど、歩くことが目的化してきているというお話なんだと思いました。近
年の歩く観光において、移動の話と滞在・滞留の話は結びついているのだけれども、やはり
二つの側面があることを認識し整理しておいた方がいいというのが、まず感じたことです。 
じゃあ何で結びついたのかということに関連して、昨日以来いろんな話が出てきていま

す。それらを考え合わせると、歩くことが目的化してきているということではないかと思い
ます。基本的に歩くことは移動手段です。移動であったり、運動のプロセスであったりです
ね。そういうことが歩くことの意味だったわけですが、歩くこと自体が目的化してきている
ということなんですね。 
 それでは、なぜ目的化してきたのかということに関しては、社会的な背景に関する話があ
りました。私は風景計画が専門ですので、そういうところに結びつけてお話をすると、風景
とは人が環境をどのように取り込むかという問題なんですが、このところ風景認識つまり
人の環境認識の形式が大きく変わってきており、その点とも深く関係しているだろうとい
うことです。風景の資源化、環境の資源化の形式が変化してきて、歩く過程で見えたり体験
したりするいろいろな風景・景観が、楽しむための資源となってきているということです。 
もうちょっとお話をすると、文化的景観という言葉が何回か出てきました。風景というの
は皆さんが見ているもの、実景です。ここに実像と書きましたけれど、見えている風景つま
り実景は、実像であると認識されています。ただ、風景とか景観を実像として捉えるように
なったのは、近代になってメディアが発達したり、交通機関が発達して人がいろいろな場所
に行けるようになったりして、様々な風景を目にすることができるようになってからです。 
しかしながら、実は風景というのは実像だけでなくて、情報と一緒に形成されている。例

えば平安時代には和歌の浦というところが名所だったんですが、当時、和歌の浦を実際に見
ている人はそんなにいないわけです。それは多くの歌人だとか文人だとかの情報でもって
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共有していたと言えます。この情報と実像との比率、風景を認識する際の両者の比率は、時
代によってかなり変わってきている。近代以降、ずっと実像が中心だったものが、今また文
化的景観、これは 1992 年に世界遺産にジャンル化されるんですが、日本だと 2004 年に文
化財保護法が改正されて文化財に組み込まれますが、この文化的景観に象徴されるように
情報の比率が高まってきているわけです。この情報については、その風景や場所がどういう
風に形成されてきたという形成型の情報と、世界遺産やジオパークなどのように、価値づけ
や評価を外部から付与するとい付与型、特化型の情報があって、そういう諸情報と実像とで
構成されているのが風景とか景観だということですね。 
 そして風景や環境の認識において、こうした情報の部分がかなり重要になってきたこと
によって、移動のプロセスというか、移動中の各地点地点が資源化してきているという理解
です。つまり移動中の何でもない日常的な実像が、情報を付与されることによってある種の
資源になっていく。エコツーリズムやガイドツーリズムがまさにこれですね。何でもないも
のに情報を付与することによって資源化していくという考え方であり方法です。そういう
時代背景が歩くことを目的化している。 
これまで風景・景観は、土地や地域と深い関係を有するものとして十分に意識されて来ま

せんでした。デザインマニュアルとか景観マニュアルとかをずいぶん作りましたけれど、風
景・景観と場所や地域とを分離しないと、標準的な共通解を示すことも、自由度の高い創造
的なデザインを示すことも難しく、風景・景観と場所や地域との乖離は必然だったわけです。
現在は、この両者のつながりを再生して行こうという動きになっているということだと思
います。 
また、昨日は｢若い人が歩かない｣ということが問題視されていました。しかしながら、こ

れはやむを得ないのではないかと思います。というのは歩く過程での風景や体験が資源化
しないと、歩くことは面白くならないわけですが、風景や体験を資源化するために必要な情
報を実像等から読み取ることが、経験や知識の浅い若い人にとって難しいと思います。何で
もない日常的な風景や環境を資源化することはとても難しいことだと思います。そうなる
と若い人の場合は、移動の過程を別の形式で資源化する必要があって、昨日は自転車とか、
カヌーとか、といった話題が出ていました。若い人には、ただ歩かせるだけではなく、何ら
か別の形で付加価値を付与しないと難しいのかもしれない。でも、その人たちも年をとって
くれば、あるいはいろんな情報を与えることによって、風景としてちゃんと経験していく。
だからあまり急がなくてもいいのではないか。時代に応じて、年齢層も想定しながら、各々
に対応するやり方を考えていけばいいのではないかと思います。 
若い人に関して、それ以上に悩ましいというか、わからないことが、情報社会における

Web 情報の影響についてです。このところ風景のことに関して、実像中心から情報の価値
が高まってきているという話をしてきたのですけれど、ここにきて SNS、インスタグラム
いった、脈絡とか関係なしにWeb上で単発に発信される情報が大きな力を発揮しています。
これらのWeb情報は発信されると短時間に広く拡散していきます。これがどの程度そして
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どのように影響を及ぼすのか、私も全く読み切れていません。本当は、若い人のことを考え
ようとすると、この問題をどう考えるのかについて議論する必要があると思います。これか
らの課題ですね。 
その他、これまでうかがっていて｢歩く｣ということと、どのように結びつけていくのかと
いうことに関してもっと議論を深めた方がよいと考えたのは以下のような点です。 
まずは、街の特徴や認識に関しての話です。今日もフットパスに関係して地域サイド、滞

在型観光における地域の担い手のことで、色々な話がありました。街の良さを再認識して地
域の人が街に対する誇りとか意識を高めるという話題がありました。それから、先ほどゲス
トとホストの話で、両者をあまりはっきり区別する必要はないのではないかと。街内外の
人々の交流を促進することによって、新たなコミュニティーが形成されるのではないかと
いう話です。 
街らしさ、街の特徴をどのように抽出するのか、どのように伝えるのかについて、計画論

や技術論をちゃんと構築しなければいけないと考えています。西山先生と最近、阿蘇の世界
遺産に向けての議論をしているのですが、阿蘇のカルデラが持っている価値とは何かにつ
いて時間をかけています。文化財関連で本質的価値と言われるものですね。風景・景観には
見る主体と対象との関係の中にいくつかの構造があります。対象の表層がまず見えて、それ
を支えてきた歴史やその土地の自然、社会があって、これらの関係の中に地域らしさや、地
域個性が存在しています。それがいったい何なのか。この点についてしっかりと考えていく
必要があって、表面的でわかり易い実体だけではなく、地域の自然や歴史との関わりの中に
本質的なものがある。それを抽出したり演出したりする方法論があるんじゃないかと思い
ます。 
見る方も最終的にはイメージを頭の中に描くわけですが、時代の価値観というのがあっ

て、よく美人というものが時代ごとに違うというような話がありますが、社会の価値観とい
うフィルターを通して実像を見るわけです。風景とか環境を資源化することを考えるとき
にはこういった構造についてちゃんと考える必要があります。そのうえで地域や場所の特
徴を抽出し、地域の人々や来訪者に分かり易く伝えたり演出したりすることを考える。ガイ
ドの人やインタープリターとの付き合いがありますが、彼らの話を聞いていると、ある種、
演劇における演出論と似ていて、舞台芸術的な技術があるわけです。そういう技術の問題に
ついても考える必要があります。 
それから、コミュニティーの再構築に関しても、域外者から住民に至るまで連続的あるい
は段階的に推移していて、先ほどの地域らしさや地域個性を知ることとつながっている。立
ち寄りの人、親しくなってきた域外の人、地域のファン、第 2住民というように段階的に交
流型の地域コミュニティーを考えることも重要です。そういった異なるタイプの人々を位
置付けつつ地域資源管理を考える必要があります。地域の資源管理をどんな財源で賄うの
か、地域コミュニティーの中でどういう風に担い手を考えていくのか。もちろん行政が主導
することが重要ですけれど。そういう関係や仕組みのことをちゃんと考えなければいけま
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せん。 
それから、やはり継続性とか持続性に関して、ビジネスモデルという表現がありましたが、
経済の循環についても、もっと議論を深めなければならない。もっとちゃんと考えなければ
いけませんね。時間もないので最後に、ビジネスのところ、つまりモノを循環的に動かすた
めのお金の問題について、私たちの調査をひとつ紹介したいと思います。今日のお弁当の具
材は全部北海道産だったんですけれど、北海道も広いので色々な地域があると思うのです
が、一応、全て北海道の産物を使っていました。我々のやった調査は、レストランで同じメ
ニューがあって、全て地域素材の料理と、産地不明でどこから輸入したかわからない素材で
つくった料理があったときに、それぞれに対してどのくらい払いますかと聞いたんです。結
果がこれです。湯布院産が 50％、100％、有機的な素材を使ったもの、これらを比較すると
地域産 100％に対する支払意志額が一番高い。あるいはどういう場所で食べるかというケ
ースで、地域ならではの風景が見える場所、もっと高級感のある場所、これらを比較しても
支払意志額が結構違ってきます。つまりこの調査は、地域性というものがどれくらいお金に
なるのかということを調べたものです。 
その結果、今の時代は地域産、あるいは地域らしい風景の方が、二割五分から三割くらい

上乗せされる。そのくらい地域らしさということがお金になっているのですね。そういった
時代状況をもうちょっと上手に使えないかということです。 
また合わせて、他の方が実施された調査を再編したのですが、観光収入がどのくらい地域
に残り、どのくらい域外に流出するのかについて分析しました。宿泊施設と飲食店と土産物
について分析しています。例えば宿泊施設ですと、半分ぐらいは市外に流れてしまうんです。
それから飲食店だと三分の二が市外に流れる。土産物にいたっては四分の三が市外に流れ
ている。これが地域の現状で、農業においても生産のシステムと消費のシステムがバラバラ
になっている。地域の中で循環するということをもう少し考えていく必要があると思いま
す。 
今の経済の動きというか、お金の動きは、地域の産物をできるだけ高く売ってたくさん儲
け、不足しているものを域外から買ってくるという考え方です。農産物のブランド化は、そ
の考え方に則っていて、その結果、地域は一面のキャベツ畑とか、レタス畑になってしまい
ます。高く売って、その代わり米は作ってないので外から買ってきますよというような循環
をしている。 
ただ、それをもっと地域内で循環できないのかということについて考えていく必要があ

ると思います。これは地産地消の話ですけれど、それによっての地域野菜、それから地域の
料理、地域の味付けというものが洗練され、価値が上がっていくという想定ができますし、
それを持続させていくことによって地域づくりのエネルギーになってくると思います。 
そのことに観光はもっと貢献できるのではないか。観光というものには観光客が持って

くるある種の市場があり、観光客は厳しい目と緩い財布を持って来るという話をしていま
す。この観光がもたらす市場をちゃんと活用できれば、産物等の域内循環を実現することが
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できるはずで、観光に関してはその点をもっと考えておくべきであると考えています。 
歩くということと滞留・滞在、特に滞在とのつながりを考えた時に、観光の役割というか、

滞在させるということの意味合いが明確化すると思います。これらはもっとちゃんとお話
しなければ十分に伝わらとないと思いますが、昨日からの話題や議論と、日ごろから考えて
いることとを結びつけてお話ししたということでお許し願えればと思います。 
 
＜＜質疑応答＞＞ 

西山徳明 
無理なお願いをして申し訳ありませんでした。本研究会では毎回設定したテーマに即し

て、その分野の権威の先生に来ていただき、｢なかなか良い議論していますね｣と言ってもら
えるか、あるいは｢こんな議論ではだめじゃない｣といわれるか、客観的に評価、コメント頂
く趣旨でお越し頂いております。下村先生には最初に褒めていただくことができ、ありがた
く存じます。 
改めて二日間で議論してきたことを、先生が言われる風景という問題と域内での経済の

循環などの視点からあらためて整理頂き、また大切なご提案をいただきありがとうござい
ました。 
今の下村先生からのコメントに対しても良いですし、追加のコメント等いただけますで

しょうか。まずは当学大学院の清水先生、お願いいたします。 
 
清水賢一郎 
みなさまお疲れのところだと思います。今、下村先生から大変シャープなまとめをいただ
いたところで、緩いコメントをするのも気が引けるのですれども。昨日と本日と二日間のみ
なさんのプレゼンテーションとコメントを伺っていて、私も大学院の観光創造専攻という
ところで 10年あまりやって参って、今、すっかり専門家ヅラをしていますが、非常に学ば
せていただくことが多くて、ありがたいと同時に感銘を受けつつ、また恥ずかしいなと思っ
ているところです。時間もあまりありませんので、少し下村先生のコメントにかぶせるとい
うか、同じ様なことを私も考えて二日間聞いておりました。とくにこの歩くというのと、そ
れから滞在交流型、これを泊まるという言葉に言い換えていいのかわからないですけれど、
歩くにしろ、泊まる、あるいは寝るという当たり前のことと言いますか、人間の根本的な条
件。特に歩くというのはもちろんイヌやネコも歩いているわけですが、二本足で歩くという、
人間の根本的な条件に関わるところで、それがどういう風に今の私たちの現代の観光的な
営みというものと結びついてくるのか。あるいはどれくらい結びつけられるのかというと
ころを考えようということだったと思います。 
どうでも良いことを言いますけど、実は私、先週にヒザをやってしまいまして。今非常に

歩行困難な状況なんですけれど。歩くということがどれだけ並大抵でないかということを
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痛感している 10日間ほどなんですが。そういうことも含めて、人間が過去からずっとやっ
てきた中で、特にこの巡礼ということも含めて中世から、一旦あるいは何回か途切れながら、
近代の産業革命、あるいは労働と余暇、そういう中でのリクレーションというような、それ
がさらに高度経済成長、さらにバブル、それがはじけるというポスト近代、あるいは近代へ
のアンチテーゼという、そういう時代を進んでくる中で、どういう風に生産というものをや
っていくのかという所と、それをどう消費していくのかという。生産の構造と消費の構造と
いうものが変化してきている。そこのところをきっちりと考えていくということなんだろ
うと思います。 
そこに特に歩く、そして泊まれる滞在型というところで、当たり前のことですが我々の体
に直結している、ちょっと格好付けて言うと、身体性がより強固に結びついているという、
そういう部分が今回の研究会の根幹のところにあるんだろうなと。そういう意味で先ほど
先生が映してくださった風景・景観というものに対象物、つまり見えているものの本質とい
うものが、表象を通じて価値観のフィルターみたいなものを通って、イメージを結ぶという。
そこのところの価値観に、単に情報とか、頭の中だけで考えるものじゃない、体というもの
が大きく入ってくるというのが重要で。そういう意味でも、私たち自身のリアリティーの変
化、何が自分にとってリアルなのか。例えば、町田の神谷さんのお話の中で｢自分が生きて
いる感｣という言い方をされていましたけれど。何をしたときに｢ああ生きている｣というよ
うな、そういう感覚……まあ、それを今ざっくりとリアリティーと言っていますけれど、そ
ういう感覚が重要な問題性としてあるんだなと、改めて感じた次第です。 
昨日から何回か問題になっている｢若い人が歩かない｣、あるいは｢若い人をどう取り込ん

で行くのか｣というところで、今、下村先生からもご指摘がありましたけれど。私なんかは
まさにこれを本当に考えなければいけないポイントなんだなと思っていて。例えば情報社
会。先ほど SNS とかインスタグラムといった話も出ていましたが。今の若い人たちが情報
デバイス、ICT というものをどういう風に使って、それらがどういう風に彼らの、あるいは
私たちのリアリティーみたいな部分を支えているのかというところでの探求が、やはり、も
う一歩も二歩も進んでいかないと。それを進めていくことがこういった歩く滞在型、あるい
は滞在交流型観光というものを考えていくことに、非常に重要なところになってくるのか
なと感じていました。そのあたりをやっぱり、今回オブザーバーの形で発言権ないんですか
ね。後ろの方で座って聞いていらっしゃる大学院生の方とか学部生の方たちが｢いや｣とい
う声が本当は聞きたいなという気持ちが無きにしも有らずです。そういうところで、あまり
まとまっていませんが。 
 
西山徳明 
ありがとうございます。若い者の話が話題になっていますけれど、若い方で聞いていて、
ちょっと一言言いたいと言う方、もしおられたら。いいですか。それでは清水先生ありがと
うございました。もう少し、私からご指名させてください。田代先生、お願いします。 
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田代亜紀子 
下村先生と清水先生の高尚な話の後でまさか私にくるとは。二日間お聞きしまして、二つ
の点を考えました。問題意識として、「歩く観光」「滞在交流型」という話をしていたのです
が、実は二日間を通して私が考えていたのは｢道とは何か｣ということです。これは研究会の
主たる問題意識ではないと思いながらも｢道って……｣という風に感じてしまった二日間で
す。まあどうでも良いことですが。もう一つは、イギリスのガーデンツーリズムについて最
近研究していることもあり、日本って意外にイギリス好きなんだなと思いました。フットパ
スもそうですし、ナショナルガーデンスキームというプライベートなガーデンを公開する
こともそうですし。ナショナルトラストもですが、意外に本場英国のことが日本って好きな
んだなと。フットパスの研究を聞いていて、自分のガーデンの研究とも重なって考えました。 
さて、道ということに戻りますと、点から点へと結ぶものと塩路先生がおっしゃっていま
したが、話を聞いていくと、歩くことの必要性とか、辿り着くまで、目的地に行くまでの経
緯ということを考えないといけない場合もあるんだろうなと思いました。つまり到達点が
最大の理由であって、その過程では実は手段はどうでも良くなったのかもしれないけれど、
岡本先生のご発表にあったように、バスを使った人の方が宗教的行為としての巡礼である
場合があり、歩いている方がそうでもない、というような形になっている。あとはメンタル
ですね。癒されに行く。私の友人でもいるんですけれど、癒されにサンティアゴ・デ・コン・
ポステーラを歩くというという人もいまして。宗教とはまったく関係ない、メンタルな理由
ですね。ただ、昔はたぶん修行とかですね、修行で歩くというのは身体的なトレーニングの
意味もあったとは思うのですが。そういう歩く意味の変化と道の関係がだいぶズレてきて
いるのかなと。 
後は、二日間お話を聞いてきたときに、ヘリテイジトレイルとか、見せるものが計画され

ている、見せることをしっかり捉えられていて、それでトレイルを作るという話と、おそら
く、フットパスというのはもうちょっと違う感覚で環境のある空間を歩いて眺める、という
ようなふたつの考え方があると思います。塩路先生がおっしゃっていた WaW の展開とい
うのは恐らくフットパスでさえも文化財化された、フットパスというものを利用して、新し
く出てきた価値をつけて、道を創っていく。ある道を利用して道を新たに創っていく。それ
がまさしく滞在交流型に繋がっていくんじゃないかなと思いました。 
最後に、地域と地域を結ぶトレイルというものがあって。地域と地域の連携とかですね、
協働があんまり見えてこないものなんだなというのが一つ疑問点として残りました。一旦、
トレイルを使った後、その場所に行った後のこととか。今回はテーマになっていなかったか
らかもしれないのですが、あまり話題に出て来なかったので、行った後のネットワーク構築、
行った後からの展開というのはどうなったのかなという疑問が私のなかでありました。 
 
西山徳明 
最後のお話はどなたかに一度質問していただきましたけれども、あまり展開はしなかっ
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たんです。どうもありがとうございました。 
なるべく全員の方にお話をいただきたく、10分間くらい追加できればと思います。 
 
栗山潤一 
実は私、現在は北海道観光振興機構に所属していますが本職は銀行員です。その観点で先
ほどのスライドの中で最終的に下村先生にまとめていただいた、地域にお金がどうやって
落ちるかという話がありましたが、そこで二つほど補足といっては大変失礼ですが、話をさ
せていただければと思います。 
一つはフローとストックの話があるんだと思います。つまり、地域循環というと、お金の

イメージで、お金がぐるぐると回るということです。先ほどの先生のスライドの中にも、そ
れぞれの産業ごとにどれだけ地域乗数と、内部乗数をしているかという話があったと思う
のですが、そのフローの話の中で例えをあげれば、自分の会社の従業員がどれだけ地域のモ
ノを買っているかということもやっぱり大事だということです。乗数効果について、例えば
100 の価値を生み出している会社があって、80の人件費を払っているとします。その 80の
払った人件費のうち 50 が地元の食材に回っているのか、あるいは、80 のうち地元の食材
に回るのが 10なのか、5なのかということで、かけ算をしていけばわかると思うのですが、
地元への効果が違ってきます。ですから、何を申し上げたいかというと、ここでは地域の方
が自分たちの土地で生み出されたものを食べるということを地域の人にも会社としても勧
めることによって、地域全体のフロー、地域価値が上がっていくという話が一つです。 
もう一つは、ストックの話です。下村先生の図で見ますと。小売業が例えば 10あったと

しましょうか。その 10 の会社が、去年と 10 年前とで 10 の会社の合計の現預金、持って
いるお金の絶対数が、10 年前と比べて減っているのか増えているのか。増えているのであ
れば色々な形で地域の中で価値を生み出して、外からお金を持って来て小売業全体として
10年前よりも現預金が増えたということであります。 
これはただ増えればいいということではもちろんありません。お金というのは使って価

値を生み出します。ですから先ほどのフローの議論に戻るのですけれど。いずれにしても、
増えたということをまず確かめた上で、それではどのように増えているのか。借金をすれば
当然増えますし、投資をするとお金は減るわけです。また、溜め込んでしまってもダメです。
使いながらきちんと増やしていくことが大事です。そうすると、適切な利益を上げながら従
業員にもお金を払って、地域の中のものをしっかりと従業員が消費するような形に持って
行かなければならない。こういう話だと思います。 
申し上げたかったのは誠に僭越ながら、私も今日一日だけの参加で大変勉強になりまし

たけれども、やはり今日のような地域の持続的な発展ということを考える研究会にはどう
しても、すべてではないですが、経済的な話、特に雇用の問題が大事だと思います。そこを
考えるときには、人を一人雇うときには何百万かかるということを前提において、そこから
継続的にお金を生み出すためにはどうしたら良いか。そういう観点が必要だと思います。 
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提案としてはぜひ地元の金融機関とか信用金庫だとか、そういう方たちもこういう議論
の場にいていただいて、できればそういった方たちにデータを出してもらって、そこで議論
をするとなると、より現実的で持続的な発展に向けて、何をしたら良いかという話ができる
のではないかと思います。以上です。 
 
西山徳明 
我々が数字に基づかずに雰囲気で発言しているところを、下村先生が具体的に出し、さら
にプロからのアドバイスがありました。栗山さんには、振興機構から本社に戻られてもぜひ
継続して研究会に出ていただきたいと思います。ありがとうございます。 
 
朝倉俊一 
ドーコンの朝倉です。昨日ですか？小林先生が「歩くことがどうして現代社会で必要にな
っているか」ということをおっしゃっていて、その問いに対して情報化と絡めてお話したい
と思います。 
情報化によって、効率的に無駄なく情報にアクセスできるという環境にあるのですが、それ
は一方で見たくないものは見ないというようなことに繋がる。それというのはａｍａｚｏ
ｎで本を買うというより本屋に行った方が目的以外の本を見つけて、それで視野が広がる
ということもあるのですが。旅というのも見たくないところまで見えてしまうというとこ
ろに価値がある。そういう所に現代的な価値が出てきているのかなと思います。 
私は去年シドニーに行って、歩く旅をしてきました。ボンダイビーチからクージービーチ
へ 2～3時間でした。ビーチとビーチの間にすごい大きな墓地があって、それが海を眺めら
れるところに墓がいっぱい立っていました。まるでイギリスから渡ってきた先祖が海を見
ているような感じで。私も祖先が本州から北海道の道南、せたな町に渡り、墓地が日本海に
向かっているところで育ったもので、すごく感動したというか、自分と重なりあって。歩く
旅をすることによって普段だったら見るはずのない墓地に出くわし、そのことが自分の旅
に独自性を与えたのではと思ったことがありました。 
歩くことは立ち止まりやすいということで、ノイズを受けとめやすいという構造もあり、

それが旅の豊かさを感じるところに繋がっていくという面もあるかもしれません。昨日か
ら歩くことが本物の旅に繋がるという意見が挙げられていたんですけれど、見せたいもの
がブライトサイドのことだとすると、見えざるを得ないダークサイドがあって。陰影をつけ
ることによって、今日神谷さんがおっしゃっていた立体的とか本物につながるという構造
があるのではないかなと思います。 
情報化社会での旅の価値のことを申し上げたのですが、次に工業化社会のことについて述
べます。歩くことが鉄道や車に変わって、視覚の価値、五感の中で目で見ることの価値が高
くなりすぎて、そこでこぼれ落ちた匂いを嗅ぐとか、聞くとか、足の下で大地を触る触角と
かという感覚を取り戻す。そういうところにも歩くということは関わり合っている面もあ
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ると思います。このように工業化や情報化が進展することによってこぼれ落ちたものが、歩
くことによって再発見されるということが、現代的に非常に重要な役割を果たすのではな
いかと感じました。 
もう一つ、｢若者がなぜ｣という話だったんですが、昨日は志賀さんが｢歩くことというの

は自分と向き合うこと｣というような話をおっしゃっていて、すごいロマン主義的な価値観
に基づく側面が強いのかなと思っていまして。北海道の観光の例で、礼文島の｢愛とロマン
の 8時間コース｣という散歩のコースがあるんです。それが昔、今で言うところのフットパ
スなのかもしれないですが。それがロマン主義的な価値観に基づいて生まれた商品だと思
っています。今は全然流行らなくなってしまって。これはやっぱり、カニ族の時代はロマン
主義に基づいていた旅が、その後消費社会的な価値観になって、それがおしゃれな街を散策
するような旅を好むようになってきて、そしてさらに今の若い子ってすごく快楽主義的な
価値観に基づいた旅をしていると思っています。そうした価値感の変化に歩くという行動
を重ねようとすると、｢幻のカニ炒飯を訪ねて歩く旅｣とか｢ザンギ巡り 8 時間コース｣とか
でしょうか。そんなことを打ちだすことによって、若者に参加してもらうためには、快楽主
義的なものと歩く旅を組み合わせることが今後必要だったり、そういうマーケティングが
大事だったりするのかなと思いました。以上でございます。 
 
西山徳明 
どうもありがとうございました。最後の方、リアルな話が出ましたけれど、前半の見ない

ものを見る、見なくて良いものまで見ることで豊かになるのが大きなヒントになると思い
ました。ありがとうございます。 
 
八反田元子 
昨日からの濃密なお話と下村先生のご講話をお聴きし、大いに刺激を受けています。その
上で、若者が歩かないのは何故かと言われていることに触れたいと思います。 
私は札幌国際大学で教員をしております。学部生の一年、二年を中心に教えています。授業
では観光が地域に及ぼす効果について、意識的に取り上げています。 
学生の多くは道内出身です。札幌近郊と道内各地から来ている学生に対して、自分のまち
の良いところをどのように捉えているかを、質問の角度を変え機会あるごとに問いかけて
います。繰り返して問いかけるうちに、自分のまちに対して非常に愛着を持っているし、ま
ちの良いところを知っていることが分かります。また、歩くということに関連しては、車社
会と言われる今日にあって、車に執着心があった年代の人たちに比べ、車に対する執着心が
薄いと思われます。経済的なことも理由として考えられますが、歩くより少しスピード感の
ある自転車を活用しています。そうした段階の若い人たちに、歩くことの意義や効用を説い
ても、身体感覚に合わないのではと思うのです。一般的には年齢とともに移動速度もゆった
りしてくると思いますので、いずれは歩くことで地域を知り自分と向き合うことが出来る
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ようになると思われます。若い世代に対して気づきを喚起するためには、時間をかけて色々
な形で刺激を与え続けることで、行動の変容が期待できるのではないかと思っています。 
私は博論にワインツーリズムを取り上げました。ブドウ畑という農村景観、その実景とと
もに生産活動にともなう情報やそこに築かれた文化に魅力を感じました。こうした情報や
文化は、来訪者が現地で生産活動に直接触れることによってこそ伝わるように思います。 
もう一点、二日間のお話を北海道と九州のスケール感覚の違いを思いながら聞いていま

した。今日のお弁当を例にとると、素材の産地は全て北海道とあります。しかし、北海道の
何処なのかを特定した表記ではありません。九州の場合ですと、各県に特産品があり明記し
県の特色が打ち出される例が多いと思います。北海道と大きな括りで表現すると、地域の特
性が埋没してしまうように思います。もう少し丁寧に打ち出すことによって、北海道の魅力
を来訪者の皆さんに明確に伝えることが出来るのではと思っています。 
道南で旅館を経営している女性の言葉に、とても印象的なものがあります。｢私たちは毛

細血管です、全道規模の大きな観光の動きにおいて、私たちはその先端の位置で観光に携わ
っています。その先端がイキイキしていないと、全体として活力に満ちたものにならない。
だから私たちは頑張ります。｣と仰っています。地域を上手くプロデュースしていく取り組
みを、ぜひ北海道の中でも実現して頂ければと願っています。この二日間、刺激に満ちたお
話しをお聞きし色々と勉強させて頂きました。ありがとうございます。 
 
山田義裕 
大変勉強になった二日間で、言いたいことはたくさんあるんですけれど、時間が無いので
一点だけ申し上げます。 
今日参加された発表された人たち、それからコメントや質問をした人たちから、たくさん
刺激を受けて私も大変勉強になりました。実はこの会には、ここにいらっしゃるみなさまだ
けではなく、もうひとつ重要な参加者がおります。人じゃありません。私たちの目の前のマ
ップです。私たちはマップを囲みながら議論をしていたということと、この重要性をもう一
度考えたらいいなと、その観点からコメントをさせてください。 
今回ご発表されたみなさまは、さまざまな素晴らしいマップを作っておられることが分

かりましたが、地図を見ながら歩くという私たちの行動について少し考えてみましょう。地
図を見ながら歩くという行動は、一体いつぐらいからはじまったのでしょうか。清水先生が
さきほどお話していたように、歩くことは私たちの動物的な本能であるというのはそのと
おりですが、人間が地図を片手に歩く場合、それは動物と違ってある意味「社会的」あるい
は「メディア的」な行動でもあります。人間はある時期くらいから地図を使いはじめるので
すが、それはそれほど昔のことではありません。例えば、19 世紀のイギリス・ロマン派の
詩人にワーズワースという詩人がおります。彼を始めこの時代の詩人たちは、徒歩旅行の際
に相当な距離を歩いたようですが、その際には地図を持たずに歩いた。その後、人が地図を
もって歩くようになったのは、20 世紀に入ってからのようです。つまり、私たちが現実の
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物理的な場を移動する際に、その間にマップというメディアを挟み込むという行動様式が
一般化するのは、さほど昔のことではないようです。地図を片手に歩くというのは、非常に
メディア的な行為ですが、そのメディア、マップ自体が変わりつつある。インターネットに
アクセスしながら、たとえばグーグル・マップに私たちは自分の行き先の水先案内をしても
らっている。 
このメディアの変化が、今後恐らく私たちの歩く行為になんらかの影響を及ぼすという

風に私は考えます。その際に、オーグメンテッドリアリティー、拡張現実というのがひとつ
のキーワードになると思います。以上です。 
 
西山徳明 
どうもありがとうございました。確かにこのマップたちもみんなの議論を吸い込んだこ

とかと思いますが、この環境を提案していただいた木村先生、どうもありがとうございまし
た。 
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『総括コメント』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

総括コメント 

石森 秀三 
北海道博物館長／北海道大学観光学高等研究センター特別招聘教授

 
総括コメントを行うことになっていますが、先ほど下村先生が総合討論の冒頭で総括的

におまとめいただきましたので、私は先ずご参加いただいた皆様方に対してお礼を申し述
べさせていただきます。九州から志賀さん、韓国から済州オルレ事務局長の安さん、同日本
支社長の李さんにご参加いただきました。そして、下休場先生と木村先生の問題提起にはじ
まって、合計 11 人の方々にご発表していただきました。また、22 名の方々にコメントを
いただいたということで、濃密な二日間となりました。本当にありがとうございました。 
 私は 2006 年にたった一人で北大観光学高等研究センターを創設しました。そして 2007
年に大学院観光創造専攻を創設し、ただいまお話をしていただいた山田研究院長・学院長、
西川副研究院長、清水専攻長、先ほどパワフルな報告をいただいた岡本准教授などの数多く
の方々と一緒に仕事をさせていただきました。この 12年間を振り返って、本当に有り難い
ことであり、心から感謝しています。  
 私は北大の研究者仲間と一緒に大学院を創設する際に単なる「観光学専攻」では駄目だと
主張して、「観光創造専攻」を創るべきと提案しました。もちろん、日本には観光創造学会
がありませんので、学会もないのに大学院観光創造専攻が認められるはずないと批判され
ました。しかし私は当時の日本の状況（2003 年からの小泉政権による「観光立国」政策の
推進）を踏まえて、新たな観光の在り方を生みだすことのできる人財をこそ養成するべきで
あると主張し続けて、最終的に「観光創造専攻」で大学院設置申請を行いました。幸い、文
部科学省の大学等設置審議会の厳しい審査をほぼ 100 点満点でクリアーして、2007 年 4月
に北大の独立大学院としての「観光創造専攻」を創設することができました。設置から 11
年目を迎えて、すでに 10人近い研究者が「博士（観光学）」号を取得され、大学で教授や准
教授として観光学を講じています。さらに、150 人以上の修士課程修了者が各界で様々なか
たちで大活躍してくれています。 
「観光創造」という概念は様々に定義できますが、英語で言いますと「ツーリズムイノベ

ーション」になります。当然のことながら、観光やツーリズムは「ライフスタイルイノベー
ション」を前提にして変化していきますので、北大では「ツーリズムイノベーション」研究
の前提として、「ライフスタイルイノベーション」研究に力を入れてきました。今回の二日
間の議論でも、ライフスタイルの問題が様々に論じられました。 
私は北大に移籍する前に、30 年間ほど、国立民族学博物館（以下、民博）に在籍してい

ました。民博は「大学共同利用機関」ですので、毎年数多くの共同研究プロジェクトが実施
されていました。私も民博で数多くの観光に関する共同研究を行いました。そのプロセスで、
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私は今から 30年ほど前に「観光革命」という新しい概念を提唱して、「2010 年代のアジア
で観光ビッグバンが起こる」ことを予測しました。さらに、30年ほど前に「21世紀には地
域や旅人が自らルールを決めて、自律的に観光を行う時代が来るとか、「文明の磁力」とい
う概念などを提唱しました。さらに、2006 年に北大に移籍して、観光学高等研究センター
や大学院観光創造専攻を創設して、観光創造研究を行う中で「今後の日本は『ライフスタイ
ルツーリズム』の時代になっていくだろう」と予測しました。 
ただ、私はいま 72歳の高齢者ですので、現在の日本観光の在り方に対して非常に危惧を

感じています。私は 2003 年に小泉首相の下で「観光立国懇談会」が立ち上げられた際に懇
談会委員に指名されましたので、何度も首相官邸に出向きまして、今後の日本における観光
政策の方向性について議論しました。幸い、懇談会報告書の起草委員を命じられましたので、
とくに「観光立国の理念」について起草しました。この観光立国懇談会の報告を受けて、当
時の小泉首相が国会で「観光立国」宣言を行い、その後に観光立国推進基本法が制定され、
2008 年には「観光庁」が設置されて、観光立国政策が順調に遂行されました。 
ところが、安倍晋三首相の登場によって、新自由主義や市場原理主義にもとづいて「稼ぐ

観光」という方向性が強調されるようになり、インバウンド政策に力点が置かれるようにな
りました。その結果、インバウンドの数値目標として「2020 年に 4,000 万人、2030 年に
6,000 万人」が提唱され、インバウンド政策が強力に推進されています。とくに 2020 年の
東京オリパラを目途にして、インバウンド 4,000 万人の達成が至上命令のようになってい
ます。昨年のインバウンドは 2,869 万人を記録しましたので、2020 年に向けて、なお数多
くの訪日外国人観光客を増やすために多くの国費が投入されているわけです。 
一方で、私は日本でも観光嫌悪症（Tourismphobia）が生じるのではないかと危惧してい

ます。すでにイタリアやスペインなどでも、観光嫌悪症が生じていて、数多くの地方都市で
「これ以上、観光客が増えて欲しくない」という地元民によるデモが発生しています。私も
北海道で 10年以上暮らしていますが、道内各地で訪日外国人観光客が溢れるようになって
いて、だんだんと観光嫌悪症のような気分に陥ることが増えてきています。 
インバウンドが増えることは基本的に重要なことですが、観光によって日本の各地域が

本当に元気になっているのかどうかについて、きちんと調査研究を行い、地域住民を中心に
して、民産官学の協働によって、より良いかたちで「自律的観光」を推進していくことが必
要になっています。また、「観光」だけでなく、ホストとゲストの双方が観光を通して幸せ
を感じられる「感幸」や、ホストとゲストが歓び交わることのできる「歓交」の実現を図る
ことも大切です。 
そういう意味で、北大で推進されている「観光創造学」の今後の更なる発展に期待したい

ですし、大学院観光創造専攻の更なる充実化に大いに期待しています。さらに、日本の各地
の観光系大学でも地域が観光でより豊かになり、元気が生じるように、研究教育や地域連携
や産学連携が強力に推進されることを祈っています。全国から数多くの方々にお集まりい
ただきまして、本当にありがとうございました。 
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『趣旨説明』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

趣旨説明 

下休場 千秋 
北海道大学観光学高等研究センター教授 

 
このコロキアムを開催する前提として、『歩く滞在交流型観光の新展開』というテーマで
今年の 3 月に北大で観光創造研究会を開き、そこで歩く滞在交流型観光の意義、現状と課
題について話し合いを持ちました。さらに今回、『旅育』という新たな概念、考え方を合わ
せてこの歩く観光を考えてみようと企画いたしました。 
その 3月の研究会において歩く滞在交流型観光の事例として、全国から 10名以上の専門

家に集まっていただき、例えばロングトレイルに関しては信越トレイル、潮風トレイル、九
州自然歩道の事例について発表していただきました。フットパスに関してはイギリスの事
例や日本各地、北海道の事例が取り上げられました。さらにオルレについては済州島や九州
や宮城県の事例について発表がなされました。また聖地巡礼は歩くという意味を考える上
で非常に重要なテーマだと思いますが、スペインのサンティアゴ巡礼、四国のお遍路、熊野
歩道については、何故人は歩くのかという非常に根源的な話もありました。もっと身近なま
ち歩きは各地で行われていますが、佐世保、水郷・柳川など、さまざまな事例の報告に基づ
いて議論をいたしました。 
まず初めに、人は観光に何を求めるのか、ということですが、根源的というか観光行動を

取る発動要因として、ひとつは日常から離れて非日常の暮らし、空間になかにおいて緊張を
緩和したいということ。二つ目は楽しいことをしたい、楽しみたいというのが観光の非常に
大きな要因です。三つ目は人間関係を深めたい。四つ目は知識を豊かにしたい。五つ目は自
分自身を成長させたい。以上です。 
要するに、人はなぜ観光するのかと言うときに例えばこの 5 つの要因が考えられるとす

ると、現代の観光というのが、5つを満たした観光になっているのかということをもう一度
考えてみる必要がある。歩く観光の重要性は、このように何故、人は観光するのかというこ
とを考えると見えてくるのではないかと思います。 
次に、現代の観光をこの自立的地域社会と「旅育」ということで考えてみますと、横軸は

地域住民の誇り・自慢。左側の方はあまり誇りとか自慢を持てない人たちがいる地域、右の
方に行くと地域の人が誇りを持って地域を自慢することのできる人が多い地域。縦軸は観
光客の責任意識。責任意識というのは例えば観光問題、オーバーツーリズムの問題などいろ
いろありますが、ゴミを捨てない、地域に迷惑をかけない観光をする。そういう意識が低い
か高いかで考えてみると、例えば左下の地域住民の誇り・自慢があまりなくて、そこに訪れ
る観光客の責任意識も低いような観光はどちらかというと発地型、周遊型観光、気晴らし、
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レクリエーションを目的とした観光に位置づけることができるのではないか。 
歩く観光というのはそれとは違って、右上のほうに地域住民が誇り・自慢を持って生活し
ている、さらにそこを訪れる観光客も問題意識なり地域の人と交流したいなど明確な目的
を持ってやってくる人たちがいる。これはどちらかというと着地型、滞在交流型観光、エコ
ツーリズム、歩く観光といった、ただ単に楽しむだけではなく自分が生きている実存体験、
生きている喜びを感じる、自身を成長させようとする特定の価値観や目標を持った観光と
して位置付けられる。旅育や歩く観光は、右上の地域住民と観光客のそれぞれの意識を高め
るような基盤がないと成り立たないと思います。 
旅育という言葉は学術用語としてはまだ決まったものではありませんが、ここでは「旅す
る人と地域の人が共に多様な学びの機会を得ることにより、旅を通して人間として成長す
ること」という意味で考えています。 
さらに「歩く旅育」とは、「歩くことを通して、人は何かを学ぶことができ、どのように

成長することができるのか」ということを考えることであり、ここではこのような意味とし
て取り上げたいと思っています。 
それでは、どのような観光が旅育といえるのか。例えば、この 3つの要素があって、まず

体験そのものが充実した異文化や非日常の体験、旅先での交流などができるかどうか。二つ
目は人との時間の共有。普段忙しく生活している人が、ゆっくりと家族や友人、未知の人と
出会って共通の体験を持つことができ、思い出を作ることできたり、日常の暮らしから離れ
てある程度長く共有する時間がもてるかどうか。3つ目は旅を素材とした教育、例えば、観
光に関する職業教育、郷土教育、地理・歴史教育、国際化教育、防災教育などさまざまな旅
を通した学びが重要視されています。この 3 つの要素が整っている観光が旅育と言えると
思います。 
そこで、私が専門としているエコツーリズムはまさしく旅育の一つのかたちであると考

えます。エコツーリズムの 3つの目的は、地域の自然・文化の保護と保全というのが前提に
あり、そのような資源を生かして地域固有の資源を生かした観光の推進を図る。3つ目が地
域経済を敢行の推進によって活性化する。これら 3 つの目的を同時に達成するというのが
エコツーリズムの考え方なのですが、これはまさしく歩く滞在交流型観光の目指すところ
と同じです。 
それでは誰がこのような旅育の目的を達成するエコツーリズムを実現できるような地域

作りをするのかというときに、5つの関連主体というのが一般的に言われています。地域住
民が 5つの主体の中でも中央に位置し、それをサポートする研究者、行政、観光客、観光業
者がそれぞれ情報提供、開発ガイドラインの作成、人材育成などを行うことにより、地域づ
くりに関わる五つの主体がそれぞれの立場から、観光地域づくりを目指すという考え方が
基本にあると思います。 
エコツーリズムの進め方として地域づくりのプロセスがあります。一番目は宝探し。地域
の自然・文化・産業・歴史・名人などの資源の発掘、そういうものを地図化した宝マップや
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フェノロジーーカレンダーのような生活季節暦を作って地域住民参加型の情報収集と整理
をします。二つ目の段階はエコツアーのガイドの養成です。地域のさまざまな宝の価値を伝
える人が必要になるので、プロのガイドであったり地域住民の方が、酪農であれば酪農のこ
とを一番良く知っている酪農家の方に説明していただき、それぞれ得意分野を持った方々、
名人、達人、一般の方々がガイドの人材として関わっていただくというのが第二段階です。
3 つ目はエコツアーの具体的なプログラムを開発していくという地域の宝の魅力をツアー
を通して、来場者と共有できるような具体的なツアープログラムを開発する段階です。4つ
目は体制づくり。地域住民が主体となって NPO であったり、観光事業者、行政、研究者、
最近注目されている DMO などの観光地域づくりの組織、さまざまな利害関係者が 1 つの
地域の空間において生活をしており、地域の自然や歴史文化の地域性があるので、それらを
いかにマーケティングして、人を呼ぶための運営組織づくりです。最後は、観光資源として
利用するだけではなく、保全するということを前提に、地域資源の価値を壊さないためのル
ール作りが必要です。地域資源保護の協定、実施ルールをきっちりと地域で作った上で観光
客の誘致を行っていくことが重要です。こういった 5 つのプロセスがエコツーリズムの一
般的なプロセスですが、歩く観光を考える上でも非常に重要です。 
改めて歩く滞在交流型観光と旅育を考えると、なぜ我々は歩くのか。直立二足歩行、当た

り前のことですが、動物の中で人間だけが可能な行為です。ゴリラとかチンパンジーとかペ
ンギンとかも直立二足歩行しているように見えますが、実際には直立していない。骨格的に
人間しか直立して歩けない。歩くということは一番人間的な行為であるということができ
ます。歩くことによって手が自由に使え物を運ぶことができ、重たい脳を直立歩行で支える
ことによって頭脳が発達したのではないかとかいわれています。それによって人類が進化
してきた。そう考えると直立二足歩行という歩く行為は非常に重要であると改めて思いま
す。「歩く旅育」という言葉には、「歩く」と「学ぶ」という 2つの内容が含まれています。
歩くというのはある道があってそこを自分の身体を使って二足歩行するということです。
その周りには物質的な環境が存在しています。一方、学ぶということは精神的な側面で、歩
く中で体験したり人と話して交流したり美しい景観に感動したり、地震とか津波とか地域
の危険な場所を体感したりし、いろいろな情報を得ることです。歩くという物質的な環境の
中での行動において、精神的にさまざまな学ぶ行為をしている。旅育というのは物質的な歩
く行為と、精神的な学ぶという行為とを同時に経験しているということがいえます。ただ考
えるだけではダメ、ただ体を動かすだけじゃなく両方ですね。身体と精神と同時に活性化す
るというのが歩くという旅育の重要な視点ではないかと思います。 
3 月の研究会の議論の中では、歩く滞在型観光に関する様々な課題が取り上げられまし

た。例えば、担い手の問題。実際に地域において、住民と行政と民間とボランティアとがど
のように利害対立を乗り越えて1つの方向性を見いだしていくのかという課題が出ました。
また、歩き手のほうも最近、若い人は歩いていないのではないか。どうしたら若い人にも歩
いてもらえるのか、そういうことも考えないといけないのではないかということも課題と
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して上がりました。さらに、ゲストとホストの関係や間に立つインタープリターとかガイド
の役割について、必ずしも歩く観光というのはゲスト・ホストという関係ではなく、何か新
しいコミュニティが生まれているのではないかといった指摘がありました。場合によって
はゲストとホストが逆転するような関係性もできたり、対等な関係でいろいろと交流して
楽しむ現象が起こっている。このように、歩く滞在交流型観光を支える担い手や利害関係者
の問題があります。 
観光の内容として、ウォーキングだけではなく、自転車やカヌーを使ったり、環境に負荷

を与えない行為が中心になります。そこでいかに魅力的なツアーのプログラムやコンテン
ツを作っていくのかが問題になる。ただ歩くだけではなく、時間を使って滞在・交流すると
そこでお腹が空けば食べる必要も出てきます。また単に食べるだけではなく「旅育」という
言葉は、食育からヒントを得ているわけですが、食べる文化、自然の恵み、その地域で取れ
る食材を使って地域住民の工夫によって作られたおいしい旬の物を食べるという食育、そ
ういうものを歩く観光の中で楽しみながら学ぶことができます。泊まるということも、どう
いう泊まり方をするのか、どのような泊まるサービスを提供するのか、ということも考えて
る必要がありあます。 
3 つ目の課題としては、継続性とか持続性の問題が挙げられます。自律的地域社会の意味

は、観光だけで自律するのではなく、その地域に固有の産業や歴史文化に基づく暮らしがあ
って、そういう地域社会が自律しているところに、さらに新しい観光の視点を取り入れて地
域を活性化していくという考えが基本にないと、短期的に多くの観光客に来てもらうこと
だけを考えていても持続しません。逆に地域住民の暮らしに悪影響が及びます。ビジネスモ
デルをきっちりと考えていかなくてはいけない。土産物の開発、特産品の開発、要するにリ
ピーターや場合によっては移住したいと思えるような地域の魅力を発信できるような観光
が歩く滞在交流型観光では重要となります。このように、長期的に持続、継続することが大
きな課題であると前回の研究会で出ておりました。 
本日の論点としましては、歩く楽しさとは何なのかということを一つは考えたい。二つ目
は歩くことと旅育との関係はどこにあるのか。三つ目は歩くことでどのような交流が生ま
れるのか。四つ目は歩くことで地域がいかに元気になるのか。これらを考えることが今日、
皆さまに集まっていただいて多少なりとも議論できれば今後の地域作りに有効な情報が得
られるのではないかと考えております。 
これから事例報告、発表等、みなさま方も交えて議論を活発にしていただきたいと考えて
おります。本日この後、ご登壇していただく佐伯様の「北根室ランチウエイ」の取り組み、
次に小林様の「境界をたどる旅」、3 番目の発表としては博士課程の樋口さんによる「台湾
桃米村、南三陸における歩く観光」、そして、最後に山村先生による「北大キャンパスと南
砺市におけるヘリテージ・トレイル」といった 4 名の方に非常に興味深いお話をしていた
だけると思いますのでよろしくお願いいたします。 
また、明日の午前中はエクスカーションがあり、①コースは境界を実際に探索し、②コー
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スは北根室ランチウエイを歩かせていただく予定です。非常に盛りだくさんの予定ですが、
よろしくお願いしたいと思います。以上で趣旨説明を終わります。 
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『北根室ランチウェイの取り組み』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

北根室ランチウェイの取り組み 

佐伯 雅視 
北根室ランチウェイ代表／佐伯牧場元代表

 
みんなさん、こんにちは。佐伯雅視と申します。ランチウェイは今年で 13年目を迎えま

した。キラウェイというのは、北根室ランチウェイの北のキとランチのラと、ウェイという
のはイギリスでペナンウェイとかウエストハイランドウェイと呼ばれている、そうい
う・・・・略称がキラウェイといいます。 
今日はランチウェイの構想からのことと、整備の工程、歩いてということを考えるという
ことでいろいろトレイルランニングをやっていますのでそういうことを見ていただきたい。
それから先ほど木村教授からいわれました現在の課題と問題点についてお聞きしたいと思
いますのでよろしくお願いいたします。 
ランチウェイの位置は 71.4kmですけど、たったのこれだけです。摩周湖の縁を通って弟

子屈町のこちらに来る。中標津交通センターから広大な酪農地帯を越えて、摩周湖のふちを
通っていただきます。これが最終地の JR美留和駅です。最近、JR北海道も昔は結構あった
のですが、今は 3便しかなくなって、12時 5分釧路行きの 1本しかなくて、それに間に合
うように朝 4時頃出て山を歩くようです。 
ランチウェイの歩みですが、2005 年に構想を考え、2006 年、イギリスに視察に行き、

イギリスは歩く文化の発祥の地。そこに行って 10日間歩いてきました。そこをモデルに作
りました。あとはずっと 2011年 12年、ロングトレイル協会に入会させていただきました。
最近では 2017 年から、学校教育にロングトレイルを使えないかということで、以前に知り
合った文科省教育課長の中標津での講演会、その課長の表題が「ロングトレイルでいじめを
なくすという」壮大なテーマが印象的でした。子どもたちに体験してもらい、次世代に続く
ような道になればいいと思います。2018 年にも北見の自然学校、2018 年には諸問題、2016
年くらいからたくさん人が来るようになって諸問題が出て来たのは確かです。 
以前はノースヒルとかいろんな名前を付けていました。これはモアン山周辺ですが、こう
やってGPSを付けて道探しをした証しです。11月の末くらいに歩いた。開陽台近くを歩い
た。以前は手刈りでやっていましたが今は機械でやっています。7人のメンバーがいました
が、公務員など仕事があるので、最初は僕 1 人でやってシルバー人材センターの方の力を
借りてやりました。これはメンバーの中に看板屋さんがいたので、今はもう亡くなったので
すが、佐藤さんには看板の作り方をずいぶん教えてもらいました。 
川が見えて橋を架けるときに、これは簡易的に流れてもまたロープでたぐり寄せれば載

せられる。丸太で橋を作ったり。ここはシカの猟期が 11月 1日でしたか、誤射される可能



-234-

性があるので、たくさんの「発砲注意」と猟師さんに向かっての喚起の看板。今は、こうい
う機械を使っています。「発砲注意」は猟師向け。歩く人には派手な格好をして歩いてくだ
さいと言っています。 
モアン山は牛のいる時期は登れない。11 月上旬から春先、5 月まではモアン山に登れる

ので、ここは季節限定特別コースとしています。これは僕と、同期の長正路さんという方が
二台、こういうカタチで運び、下ろしてはまた運び。全長でだいたい 2人で 40kg ぐらいで
したか。これは町からお借りして養老牛温泉の裏の土地に紅葉まつりをやったとき、草がボ
ーボーだったのでランチウェイの場所として「いこいの広場」お借りしました。 
うちの農場は美術館だとかいろいろありまして、彫刻家の宮島さんという方がランチウ

ェイのために作ってくれたモニュメントです。古材を使った大地を歩く人というモニュメ
ントです。石の橋があったり、以前は馬も歩けるということで実際には実現していないので
すが、そんな看板を作りました。 
こういう熊よけの鈴。人間がいることを熊に教えないと行けない。英語でそういう風に書
いています。熊に自分が来たことを教えましょうと。これは人間が通れても牛は行けないと
いう、僕が作った言葉ですが「マンパス」と呼んでいます。イギリスではキッシングゲート
とかなんていうでしょうね。いろんな呼び方があるみたいです。これもイギリスで見てきた
ものを日本流にアレンジして作った物です。この×のところがイギリスではオーソドックス
なマンパスですね。バラ線が 2本走っていて×で登って向こうに下りる。 
これもそうですね。歩く旅については最初から僕のコンセプトは小さな町から小さな町

へ歩いて旅をしよう。この道は中標津町から標茶町を通して弟子屈町まで続きます。先ほど
もいいましたが、キラウェイは次世代まで続いて欲しいという願いを込めてやっています。
こちら、北見のアドベンチャークラブのこの子たちが 3班、これの 5倍くらい、20数人い
た。大雨の中を今日来ている増田さんがあそこにいます。 
これは中標津の計根別地域に計根別学園という小中一貫校のチャレンジウォークが去年

から全校生徒でやっています。これは木村教授が 3 年目を迎える観光学院のマネージメン
ト演習を昨日やりました。上から撮りました。夜、焼肉パーティをやりました。 
産業と観光を繋げる、6 次産業化といわれているですけどもなかなか 6 次産業化といっ

ても国が言うが現場は難しいというのが事実。牧場の中を歩いたり、去年から僕のところに
来るマイクロジェットという会社の企業研修にキラウェイを使ったりしています。牧草地
の真ん中を突っ切る。日本のロングトレイルの中で牧草地を歩いたり牛のいるトレイルは
たぶん、ここと長野美ヶ原くらいだと思います。うちの宿泊施設のトレイラーハウスです。 
モアン山の、通年は通れないけれども季節限定コース。モアン山歩ける春先の牧草。放牧

直前のモアン山で撮った写真です。モアン山は正面から見ると牛というマークが入ってい
ますが、登山口は裏側に見えないように作っています。ランチウェイは冬も楽しむというこ
とで、スノーシューとかスノーハイクというスキーを履いて楽しむことも頻繁にやってい
ます。これはうちのモデルのキラウェイのスキー。これはスノーシューです。雲に向かって
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キラウェイ。モアン山は素晴らしい景観。冬も真っ白いところを歩ける。これが楽しくてツ
アーをやると多くの人が集まってきます。山の中で弁当を食べたり、スノーシューで思い切
り走ったり。みんなでハイキング。西別岳も道が開いている時は登ります。 
いろいろなカタチでランチウェイを使ってもらおうということで、トレイルランニング

もやっています。奥宮俊祐さんという、アディダスに所属している選手なんですけど、この
前信越 5 岳 100 マイルで優勝しました。奥宮さんが主催するトレイルツアーは、トランス
ジャパンという日本海から太平洋まで抜ける 400km くらいのレースを完走した人が二人
もスタッフとして参加してくれた。こんなスタートのときの写真。エイドはけっこう充実し
ていて、パンだとか中標津羊羹とゴーダ-チーズとかけっこう人気です。参加するツアー客
はリピーターがおおいです。 
最後に書いてありましたが最近 2016 年くらいから町への要望事項として酪農家さんた

ちからたくさんの怒り、「農作業の邪魔になる」とかマナーの問題とかいろんな問題が提起
されて町への要望事項として入っています。 
今年、閉鎖宣言をしたのですが、辞めるのも大変だしやるのも大変。それだったらあと何

年か頑張ってみようという決断をしました。それでルートを大幅に変更して、酪農家の庭先
は歩かないルートで新設してみました。苦情が出たときはすべて対処してきたつもりです
が、それでもなかなか酪農家のメリットがないんですよね。こういう農場内では作業車両の
後方には近づかないでください。農場主は自分の農場にはどこに何があるか分かっている
から後ろもみないでバックしちゃうんですね。人がいたということがたくさんあって、そこ
でもし事故が起きたらお互いに大変。こうやって注意喚起しています。 
ルート変更を機に、僕がイギリスに行ったときモーターバイクもMTB、トレイルランニ

ング、ハイキングもみんな共存していていて、ランチウェイを作ったときからそういう誰で
も自然に接することができる道にしたいというのは視野に入っていましたので、これから
できるかどうか分かりませんけど、新ルートを機にだれでも入れる道にしていきたいと思
います。 
中標津空港、僕はこの道を作るときに一番考えたことは全国でただ 1 つ、空港からトレ

イルが･･･。木村さんと一緒に参加する本州方面のシンポジウムでこの話をすると結構すご
くビックリして、「空港から歩けるの？」と。これはすごい売りだと思っている。それを売
りにした方がいい。こういうポスターにも「空港から歩ける」ということを書いたコピーで
アピールしている。 
こういう川を渡ったり、空港から摩周湖まで歩いたというコピーを付けたり。空港からず
っと歩いている。これは開陽台なんですけど。今、僕もいろんな問題が出てちょっとトーン
ダウンしているんですけど、こういう構想を考えたこともありました。 
今、花咲線が廃止になり、釧網線が次に。その釧網線沿いや花咲線沿いにトレイルを作っ

たら面白いな、と。もうひとつ、僕がいつも言っているのは、道東には女満別空港、中標津
空港、それから釧路空港という 3つの空港、実際は 5つある。120km圏内に 3つある。そ
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の空港をトライアングルでトレイルで歩いて繋げたらすごいいいだろうな、と。この話を先
ほどみたいに本州方面のシンポジウムで言ったら大ウケしますね。絶対にすごい人が来る
よと。こういう夢のあるトレイルを作れたらなというのがあります。 
構想から 13年、今後どうしていくのか。どう続けていくべきか今、一生懸命考えていま

す。これを読ませていただきますが、ランチウェイについて構想から 13 年なんですよね、
自分 1 人でやってシルバー人材センターの人にお願いして有料でやっていました。少しず
つ延伸して 5 年でやっとつながったのですが、誰も来なかったのでいっそのこと辞めてし
まおうかと思ったんですけど、6年目くらいからポツポツと歩く人が来るようになって、僕
の知り合いで朝日新聞の論説委員の浜田陽太郎というのがイギリスのシーフィルドという
ところに留学していたときによく遊びに行ったので、僕のところにしばらくぶりに遊びに
来たら、佐伯さんがそんなのを作っているなら面白いから新聞に載せてもいいかと朝日新
聞の「窓」というコラムに載せてもらったきっかけで全国的に知られた。 
誤算は、僕がトレイルを作ったときにたくさんの人が来てくれるとみんな喜んでくれる

と思ったんだけど、意外にそういうところは中標津の人には理解されなかったのが誤算で
した。たくさんのハイカーが来るようになり個人で解決できるレベルを超えたと思ってい
ます。このトレイルが永遠に継続されるかどうかは、僕には分かりません。やれるだけやっ
てみますが、その後はみなさんが必要なら存続を考えてください。 
ちょっとみなさんに問いかけなんですけど、この道が中標津の町民にとって将来の財産

として必要なのかどうかと言うことも考えていただきたい。それからたくさんの人が中標
津に歩きに来ることをどう思っているか。そのことが町に有益なのか迷惑なのかそのこと
を僕は問いたいと思います。最後、欧米では歩いて旅をすることが一番尊敬されている。歩
いて旅をする人に「トレイルエンジェル」というのがいて、道ばたにお茶を出したり、町に
買い出しに行ったり、そういう文化が育っている。そういう文化を育てるには相当な時間が
かかると思います。「歩く旅」がもっともっとリスペクトされるようなことになっていけれ
ば、ランチウェイも持続するのではないかと思います。ということで事例報告を終わらせて
いただきます。ありがとうございました。 
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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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『台湾桃米村、宮城県南三陸町における歩く観光』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

台湾桃米村、宮城県南三陸町における歩く観光 

－震災復興地域でのフィールドワークから－ 

樋口 葵 
北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院博士課程 2年 

1．はじめに 
こんにちは。私は国際広報メディア・観光学院博士課程 2 年目の樋口葵です。本報告で

は、私が博士論文の対象地域としている台湾桃米村と宮城県南三陸町の 2 地域のフィール
ドワークを通して歩く観光、旅育を考えていきたいと思います。台湾桃米村に関しては、去
年の夏に初めて行き、今年の夏に再度行きました。南三陸町については震災の次の年から入
っていて、現在で 7年ほど通っています。 
こちらが本日の予定です。 
本日の発表では、エコミュージアムという概念を使って発表していきます。今回のメイン
テーマである旅育についても、同様にエコミュージアムの概念を用いて考えていきたいと
思います。事例としては、先ほど軽く申した通り、台湾桃米村と南三陸町です。本日はその
なかでも、台湾桃米村における重要な組織、「新故郷文教基金会」と南三陸町の観光を担う
組織「南三陸町観光協会」、そして、震災後にできた地域住民による組織「一般社団法人復
興みなさん会」に焦点をあてて、歩く観光について見ていこうと思います。 
 
2．エコミュージアムについて 
まずは、エコミュージアムとは何なのか、その概念について説明いたします。エコミュー

ジアムとはエコロジーとミュージアムを合成した言葉で、地域全体を博物館と見立てるも
ので地域住民が主役のミュージアムです。「Museun」という博物館としての活動と、
「Heritage」、「Participation」という住民の主体的な運営が要です。「Museun」という博物
館としての活動とは、要するに参加博物館、資料館、生涯学習施設と言われて展示するとい
うことです。「Heritage」とは、地域内の遺産の現地保存ということです。簡単に言うと、
どのように保全していくかということになります。そして 3つ目の「Participation」が住民
の主体的な参加です。特にこれは、エコミュージアムの中で極めて重要な部分です。この 3
つから、歩く観光を捉えていきます。 
 
3．台湾桃米村の事例 
（1）桃米村の概要と 921大地震における被害 
事例の 1つ目は、台湾桃米村における組織です。台湾桃米村は、台湾の真ん中辺りに位置
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する村です。台湾全体は九州と同じくらいの大きさと言われています。桃米村は、埔里鎮と
いうまちの市外にあって、自然豊かな地域です。海抜 420～800ｍという起伏に富んだ場所
にあって、周辺には日月潭という湖があります。ここは有名観光地であり、日本のガイドマ
ップにもよく掲載されています。人口は約 1,100 人で、主な産業は農業や観光業です。な
かでも観光業に関しては、1999 年にあった地震がターニングポイントとなった新しい産業
で、それ以前は農業が主な産業でした。震災以前、桃米村は埔里鎮の中で最も貧しい地域の
1つと言われていました。 
次にターニングポイントとなった地震について説明します。その地震とは 1999 年 9 月

21 日に起きた「921 大地震」です。これは別名、集集大地震ともいわれています。なぜな
ら、台湾中部の集集付近が震源域となった地震であったためです。マグニチュードは 7.6 で、
被害は、台北市のまでいたりました。被害の特徴は農村が広範囲にわたって被災したという
点です。倒壊建物が多くみられ台湾全体での死亡者数は 2,455 人でした。ただ、桃米村に
おいては、死者はゼロで、倒壊建物が 369 戸でした。その内の 168 戸が全壊、68戸が半壊
でした。桃米村における建物の半分以上が被害を受けたという状況でした。 
 
（2）震災後の桃米村における桃米生態村構想 
そのような桃米村ですが、震災後はエコツーリズムを中心とした桃米生態村に生まれ変

わりました。スライド 3 枚目が桃米生態村の全体の地図になります。中国語で書かれてい
て、さらに字が小さすぎて見えないかと思うのですが、桃米村で今、有名な名所となってい
るのが桃米生態村「新故郷見学園区」内にある「紙教堂」（ペーパードーム）です。この周
りに、色々な公園、民宿があります。地図の青い点の部分が民宿で、今、ここには 39軒の
民宿があります。震災前、民宿は 1 軒だったにもかかわらず震災後はこれほど民宿ができ
ています。また、この近くには、国立曁南国際大学という大学もあって学生さんもたくさん
いらっしゃいます。横の表が、主な公園、動植物などの自然資源、産業資源、文化資源で、
インタープリター（ガイド）には、「新故郷文教基金会」、「桃米社区発展協会」、「桃米休間
農業区推展協会」という組織があります。これら資源を結びつけるものとしてトレイルがあ
り歩けるようになっています。 
 
（3）桃米生態村構想のキーパーソン 
このエコツーリズムの考え方はどのように出てきたのかというと、キーパーソンである

「新故郷文教基金会」の理事長 A 氏の存在があります。この基金会というのは震災が起こ
る半年前の 1999 年の 2 月に創設されました。今年の夏に桃米村を訪れ A 氏に聞き取りを
行ったところ、「新故郷文教基金会」を中心に村の復興計画が生態村構想になったというこ
とがわかりました。震災後桃米村の資源を調べたところ、村は豊かな生態資源に恵まれてい
ることが明らかになったそうです。例えばカエルでいうと台湾には固有種が 31種類いるな
かで、桃米村には 23種類のカエルがいます。トンボに関しても、162 種の固有種がいるな



-263-

樋口 ｜ 台湾桃米村、宮城県南三陸町における歩く観光 ｜ 

かで桃米村には 69種類います。小さい村でこれだけのトンボやカエルが見られているので
す。これをどう活用しようかと言う流れになり、この資源を守る、産業を起こすためにエコ
ツーリズムという考え方がよいのではないかということで、現在の桃米生態村ができたと
いうことです。 
現在、この基金会は、「新故郷見学園区」という入園料が必要な園区を運営しています。
「紙教堂」（ペーパードーム）を有する部分です。「紙教堂」は阪神・淡路大震災から 10年
後の 2005 年に、神戸で記念交流活動が行われたのをきっかけに、その後台湾に移設された
建造物です。本当は取り壊す予定だったのですが、そのときちょうど記念交流活動で来てい
た「新故郷文教基金会」の A 氏が「これを壊すなら台湾に移設して再生したい」と提案し
たことから、神戸より桃米村にやってきたのです。「新故郷見学園区」での所要時間は 1時
間ほどで、園区内には、「紙教堂」のほかにレストランや土産物屋があります。地域の食材
を使った、例えばハスの実を使ったランチ、アナナといわれるフルーツのフルーツジュース
があります。桃米村内には至る所にカエル、トンボ、チョウのモチーフの看板や置物があり
ます。この村に行くと「ここはカエルのまちかな」というくらい、カエル等のキャラクター
がたくさんあります。 
観光客数はどのくらいかというと、スライド 4枚目です。これは「新故郷見学園区」にお

ける 2014 年から 2018 年までの月別、年別の人数です。2014 年からだと下がっているよ
うに感じますが、それでも 20万人が生態村なかでも「新故郷見学園区」に来ています。月
別では 2月と 8月、とくに 8月が観光シーズンとなっていて、一番お客さんが多いです。 
 
（4）桃米生態村における住民の主体的な参加 
住民の主体的な参加について、具体的に言うと、2001 年、ちょうど 1999 年に構想がで

きてその 1 年、2 年後あたりから、ガイド養成講座が開催されています。スライド 5 枚目
は、私が調査に行った 8 月時のガイド養成講座の模様です。シニア層が多いのかなと思っ
ていたら若い方、20 代位の女性の方が結構いらっしゃいました。上の写真がガイド講座の
授業風景です。教えている先生も実際にガイドをしている方で、以前にガイド講習を受けた
ことのある人です。この講座は、午前中に園内を回って、チョウやトンボの写真を撮ってき
て、午後から講義という流れです。下の写真は、標本のチョウを見ながら、実際にこのチョ
ウは何という名前なのかということを調べているところです。ガイド養成講座は、毎週月、
火、水曜日に開かれていて、毎回、桃米村の人や桃米村のある埔里から約 20人の参加者が
いるとのことでした。 
最近の出来事でいうと、 2018 年からは A 氏、国立曁南国際大学の専門家を中心に、も

っと中長期的な視点で今後のことを考えていて、桃米村だけでなく埔里全体を対象とする
チョウをテーマにしたエコミュージアム、大埔里胡蝶森林公園という新たな展開が試みら
れています。 継続的にいろいろな取り組みが行われている状況です。 
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4．宮城県南三陸町の事例 
（1）南三陸町の概要 
次に、2事例目、宮城県南三陸町について説明していきます。宮城県南三陸町は、宮城県

の北東部に位置していて東は太平洋に面し、三方を 300 から 500ｍの山々に囲まれた海と
山とが一体となった自然環境を持つ地域です。町土の約 75％が森林となっていて、三方の
山が山の尾根となっていて、降った雨水がそれぞれの川をつたって、南三陸町唯一の湾であ
る志津川湾に流れていくという分水嶺になっていることが特徴です。沿岸部に関してはリ
アス式海岸になっていて、特有の豊かな景観を有していて三陸復興国立公園の一角を形成
しています。その反面、こういった地形のため津波の影響を受けやすく、何度も大津波を受
けています。 
この地域は、2005 年に、志津川町と歌津町の 2 町が合併し、南三陸町となったのです

が、それ以前は、入谷、志津川、戸倉が志津川町で、歌津が単独で歌津町でした。それより
もずっと前にさかのぼると、入谷村、戸倉村、歌津村、本吉村にわかれていました。志津川
は、昔は本吉村という名称でした。この名残からか、町は 4つの地区にわかれていて、現在
も「入谷の人」と「歌津の人」というとらえ方がなされています。 
人口は 2018 年 10 月で 1 万 2,300 人くらいです。これは長期で見ると緩やかな下降で

す。南三陸町が推測している今後の人口では 2025 年で多くて 1 万 1,000 人、少なくて
9,500 人くらいになるだろうとされています。また産業に関しては、南三陸町は宮城県内で
五番目の水揚げ高の漁港を擁していて、水産業を基点とした産業構造を形成しています。養
殖業が中心で、ホヤ、牡蠣、ホタテやワカメが養殖されています。そのほか観光業や商業も
一部で産業として発達しています。 
ここは皆さんご存じの通り、2011 年 3 月 11 日に東日本大震災の被害を受けた地域で

す。南三陸町で最大震度 6 弱、津波は最大で 15.5ｍでした。死者は 619 人で、行方不明
者 216 人、建物罹災率は中心部の志津川で 74％でした。志津川は南三陸町の市街地で、
ここに役場、病院、商店などがありました。そこが 74％で役場や商店、病院が流されまし
た。その他、高いところで戸倉の 77％でした。入谷は、海に面していない山奥に位置して
いたため、ほとんど建物が流出するということはなく、1.5％ほどでした。ここがいろんな
地区の被災者を受け入れていました。ライフラインについては、電気で 2 カ月くらい止ま
り、水道は 5カ月、避難者は 1万人弱、33の避難所にいました。 
 
（2）震災前後の南三陸町の観光動向 
震災前の南三陸町の観光客数はというと、2008 年に、南三陸町で JR のディスティネー

ションキャンペーンがあったことを機に、それ以降伸びています。観光客を受け入れよう、
どう受け入れたら盛り上がるのかということを地域全体で考え、2007 年に地域の人に自分
の地域のことを語れるようになってもらうため、「ふるさと講座」というのを立ち上げまし
た。これは地域住民がガイドになって南三陸町の歴史や産業などを話せるように勉強する
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講座です。ここで、観光客を受け入れる体制が築かれました。そして、2008 年に観光客数
が 100 万人を超えました。その後も 100 万人を超えていて、今後も増えていくであろうと
いうときに、東日本大震災が起こりました。その年は 36万人にまで減りました。 
ただ、その翌年には、80 万人まで戻っています。今年、南三陸さんさん商店街における

観光客数が 100 万人をこえたという報告もあり、震災前に戻ってきている状況です。ほか
の被災地域よりかはその後回復率が早いのが特徴的です。しかし宿泊観光客数はなかなか
上がらないというのが今の町の課題です。南三陸町には三陸道が通っていますが、現在、南
三陸町はその最北のインターとなっています。そこから下りて、さんさん商店街等に行く観
光客が多いのですが、その後三陸道が気仙沼の方まで伸びていく計画になっているので、今
後は訪れる観光客が少なくなっていくのではないかという懸念があり、それが町としての
課題でもあります。 
そのような南三陸町との出会いは、今から 6 年ほど前に遡ります。震災時は、高校三年

生で、私は大阪にいました。出身が大阪でして、翌月から東京の大学にいく予定でした。
入学式がなく、計画停電などがあったのを覚えています。東北地方に以前から縁があった
わけではなく、大変だなと思ってテレビ越しに見ていた、ただの傍観者でした。そんな私
に転機が訪れたのは、大学 2 年生の時です。大学のエコツーリズムゼミに入った時です。
そのゼミのフィールドワークの対象地域が南三陸町だったのです。南三陸町で、地域活性
化の手段の一つとして、持続可能なエコツアープログラムを開発するという、エコツーリ
ズムの事業化が主な目的で、その頃は、集落歩きをしたり、南三陸町の観光協会のプログ
ラム体験をしたり、森の整備、地域住民への聞き書き、地域の祭りの手伝いなどをしてい
ました。 
 
（3）南三陸町の地域資源 
では、南三陸町をエコミュージアムの視点で見ていくとどうなるのか、その視点で見てい
きます。すると、色々な資源があることが分かります。スライド 8枚目に、志津川、歌津、
入谷、戸倉地区でどのような自然資源、産業資源、文化資源があるのかを一部ですが、まと
めました。産業の部分が大きく変容していることがわかります。一部、宿泊施設を書き漏ら
しているのですが、宿泊施設に関しては震災以前に行っていた場所から他の場所に移動し
たり、もともと宿泊施設だったのところを震災後にレストランやカフェにかえたりした施
設があるなど、震災前とは大きく変わっています。またその他、新しい商店街ができていた
り、新たな水産業の直売所、飲食店ができていたりしています。また、震災後は、海だけで
なく、地域にある山、森にも焦点があたり、山の価値を見直そうという考えが多く出てきて
おり、海の見える命の森や ANA こころの森、花見山という昔からある山で桜見物ができ
るようにと、花見山プロジェクトが行われていたりして、山や森という資源をいかした活動
も行われています。  
そのほかに文化資源として載せた防災対策庁舎、高野会館については現在、震災遺構とし
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て残っています。防災対策庁舎に関しては、解体か保存かで揺れた末、2015 年に宮城県の
有識者会議で、宮城県が当分保有するという方針になりました。インタープリター（ガイド）
としては、南三陸町観光協会や民間のガイドサークル潮風の語り部、一般社団法人復興みな
さん会、南三陸ホテル観洋の語り部バスなどがあげられるかと思います。 
 
（4）南三陸町における歩く活動 
では、南三陸町ではどういった歩く活動が行われているかというと、震災後はスライド 9

枚目に載せた活動が行われています。南三陸町観光協会が行っている語り部コースとして 8
つのコースがあります。また、ホテル観洋では語り部バスを出し、一般社団法人復興みなさ
ん会では椿の避難路という避難路を整備していてそこを歩けるようにしています。また、環
境省による施設、海のビジターセンターにもみちのく潮風トレイルという歩く観光があり
ます。今回は、南三陸町観光協会が行っている歩く観光と、一般社団法人復興みなさん会が
やっている歩く観光について焦点をあてて話していきます。 
 

（4）-1 南三陸町観光協会による「まちあるき語り部」 
南三陸町観光協会による、まちあるき語り部とは、ガイドさんとともに町内のコースを約
1時間歩くプログラムです。これが始まったのは震災から 4年後の 2015 年です。少人数で
歩くことができ、最小だと 1 人から、最大で 5 人までです。ガイドは、観光協会のスタッ
フ 6 人が行っています。この 6 人は南三陸町出身者や震災を経験した人で、自分の言葉で
語るということを大事にしています。ただ、当初は個人向けの少ない人数でのプログラムで
したが、最近は 10 人くらいの研修で来る方が増えていて 10 人を 2つのコースに分けて、
まちあるき語り部プログラムが行われているそうです。個人の場合は、子連れや友だち同士
のグループで訪れることが多いそうです。人気のコースとしては、高台から湾を眺める高台
コース、防災対策庁舎を訪れる中心部コースです。まちあるき語り部の販売数は年々増えて
いるという状況です。 
 

（4）-2 一般社団法人復興みなさん会による「椿の避難路」 
次に一般社団法人復興みなさん会の活動について説明します。 
この組織は震災後にできて、仮設住宅内のコミュニティづくりや復興寺子屋、集落単位の
話し合いの場作り、暮らし懇談会、南三陸椿ものがたり復興といった取り組みをしています。
復興過程で地域住民の間で出てくる問題をどう解決していこうかということをテーマに活
動が行われています。そのうちの 1つが、椿ものがたり復興です。 
なぜこれが出てきたのかというと、2015 年の 5月に仮設住宅の集会所で開催された造園

学会の報告会の後に 1 人のおばあさんによって「町も家もなくなってしまったけど、椿は
根っこが強いから津波が来ても生き残ったんだ。でも、こんなおばばの言うことなんて誰も
信じないから誰にも言わないでね」という発言があったことからです。それを復興みなさん
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会のある人が聞いていて、椿から復興のストーリーを作るのはどうかという話が出てきた
のです。そして、2012 年の 8月に椿をテーマにワークショップが行われ、椿には様々な活
用方法があることがわかったのです。種からは笛が作れたり、椿油が取れたり、花は天ぷら
になったり、落ちた椿の花では首飾りができたりする、そして葉っぱからは漬物の塩抜きや
お茶ができるということが話し合われました。このように椿はいろいろな展開が期待でき
る植物だねということがわかり、そこから椿を用いた復興まちづくり構想ができていきま
した。 
そのなかには、椿を使った避難路を作ってはどうかという防災観光の提案も行われまし

た。現在、椿の避難路は 4つ作られていて、それらに共通していることは椿がもともと自生
しているところだったこと、東日本大震災の時に実際に人々が逃げた道であったことです。
ここでは、その一つである志津川にある上山公園と志津川小学校をつなぐ避難路をみてい
きます。上山公園は避難場所に指定されていて、東日本大震災時には地域住民 300 人避難
したと言われています。ただ、ここでも津波の恐れがあり、もっと上に上がろうと、その上
の山にかけ登っていったそうです。その道が避難路になっています。両脇に 16本ずつ植樹
がなされました。現在はその植樹の椿が 160cmくらいまで成長しています。実際に私も歩
いてみたところ、上山公園を駆け上っていくと、多くの民家があって、その民家と民家の間
に細い通路があります。その通路を通って行くと、椿の避難路と書いてある看板が立てられ
ていました。その看板も復興みなさん会が作ったものです。看板の先は、鬱蒼とした森の中
というイメージでした。この避難路に関わった人々としては、仮設住宅の人々のほか、南三
陸町外の人も多く、2014 年には兵庫県の修学旅行生 150 人が植樹していたり、福岡大学の
学生が草刈りに来ていたりするなど、地域住民と地域外からボランティア、みんなで作って
います。避難路の整備の他、仮設住宅の人向けに椿のバスツアーも行われています。 
そのほか環境省によるみちのく潮風トレイルというトレイルもあります。南三陸町は

2017 年 4月 30 日に全 38kmのルートが開通しました。みちのく潮風トレイルは志津川、
入谷、戸倉、歌津すべての地区を通っています。 
 
5．まとめ 
以上をまとめると、震災復興地域での歩く観光では、キーパーソンと中間組織が重要であ
ること、住民の主体的な運営が必要であることが分かります。南三陸町の椿の事例では住民
たちが椿の存在に気づいて、楽しみながら活動していこうという主体的な運営が行われて
いることが分かります。それらは記憶の継承、震災から学ぶという学びの場になっていて、
こういったことが震災復興地域での歩く観光に含まれているといえるのではないかと思い
ました。 
以上です。ありがとうございます。 
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＜＜質疑応答＞＞

木村宏
ありがとうございました。実は樋口さんのところでも質疑の時間を取ろうと思っていま

したが、時間がほぼ無くなっています。2つの震災を経験したその後に出来上がった地域の
コミュニティやそれを紡ぐ道の話をしていただきました。質問ある方はいませんか。 
 
岩本晃典
北海道大学の同じ所属の岩本です。僕も歩く観光について、イギリスを射程にして研究し
てきたのですが、特に震災という大きな出来事があった以降に、なぜ歩くという観光をトピ
ックにして町の協働意識やシビックプライドを醸造する手段として使ったの疑問です。そ
の二者間の共通性、文化の価値観の違いもあると思いますが、その差異について、また、実
施してからの違いに何か特徴的なものがあるのかお聞きしたいです。 
 
樋口葵
これまで、この地域含め田舎は車で移動するのが日常でした。それが、震災という災害時

においては、違ったのです。自分たちの命を守るためには、車で通れない道、例えば獣道を
使わないといけない、避難時にはそのような道を知っていないと逃げ切れない、それに気づ
いたことが、震災後に、歩くということに注目が集まったきっかけだと思います。自分たち
が自分たちの町を知って、どこに逃げれば一番よいのかを知る必要があると気づかされた
のだと思います。 
そのほか震災後に、多くの人が気づかされたこととして、山と海のつながりもあります。
震災後に南三陸町では国際認証を取った漁港、山の方では FSC 認証を取った森があります。
震災で、海に大きな被害が出て、海の産業がやられたことで、山、森に目が向けられたので
す。水産業って、海だけでやっているわけではなく、山からの養分等の流れも関係していて、
山から海まで一連のつながりからできている、その価値に地域住民が気づいたのです。そこ
から山も活用していこうと、椿の避難路のような山を活用した活動、歩くことにつながる活
動が始められたのだと思います。 
椿の避難路に関しては実際、まだ歩いている人は多くない、どう継続的に歩ける場所にす
るかが課題となっています。特に夏は、草がボーボーになるので、歩けないという問題があ
ります。そこは、どうにかしないといけないところです。 
 
木村宏
私がずっと関わっています潮風トレイルは、2011 年に被災してから 7年、8年目に入り

ますが、今、樋口さんが言った、つながる、いろんな意味で道がつながることの価値を見い
だしながら今、正規の道になっており間もなく開通しようかというところです。そこでは、
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震災の遺構を地域の人たちが知るということ、外から来た人にもそれを知っていただいて
自分たちの地域に誇りを持ち、それによって震災で忘れられない人の命がつながらなかっ
たことも含めてこの道というものを歩くことで思い起こす、つながるということをテーマ
にしています。環境省が進めているこの潮風トレイルが、まさに樋口さんが取り組んでいる
地域の道の中に入ってきています。これがバイウェイとして椿の避難路にもつながってく
るとまた少し勢いが付いてくるのではないかなと思います。また人が歩くことで新しい交
流が生まれてくるということにも期待したいところです。 
 
 
文献
大原一興 
  1999 『エコミュージアムへの旅』 鹿島出版会 
若生麻衣 
  2012 「台湾桃米生態村における産業構造の変容とインターミディアリの役割：復興再

建型『社区総体営造（地域づくり）』政策と社区自治の発展」『龍谷大学大学院政
策学研究 1』 pp.169-186 
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『北大キャンパスと南砺市におけるヘリテージ・トレイル』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

北大キャンパスと南砺市におけるヘリテージ・トレイル 
 

山村 高淑 
北海道大学観光学高等研究センター教授 

 
 
■はじめに 
山村高淑と申します。よろしくお願いいたします。最初にご覧いただきたい写真が 4 枚

ございますので、お見せします。 
これは分かりますか？お腹に子どもを乗せたり何か割ったりする、ラッコですね。これは
私の自宅で撮った写真、シシャモです。そして、サンタクロースの荷物を運んでいるトナカ
イ。最後にこちら。雑誌の『ノンノ』です。 
これらには共通点があります。分かる方いらっしゃいますか？これはいずれもアイヌ語

なんですね。ラッコ、シシャモ、トナカイ、ノンノ。ノンノはアイヌ語で花です。今日の導
入部分ですが、私が関わっている歩く関係のお仕事をご紹介したいと思います。 
ひとつ目は「アイヌヘリテージトレイル」というプロジェクト、ふたつ目は「間野山トレ

イル」というプロジェクトです。現場でいろいろと取り組む中で感じている悩みをみなさん
と共有し、アドバイス、助言を頂ければと思います。 
さて、事例紹介に入る前に、今私自身が関わっている仕事の全体像について簡単に紹介を
させて下さい。それは、ポップカルチャーとツーリズムに関わるお仕事です。いわゆる「コ
ンテンツツーリズム」と呼ばれる分野で、メディアで流通する作品＝コンテンツをきっかけ
としたツーリズムを指します。最近は皆さんも「アニメツーリズム」という言葉を耳にされ
ることも多いかと思うのですが、そうした分野のお仕事をさせていただいています。例えば
埼玉県の「アニメの聖地化プロジェクト」とか、アニメ産業と観光産業のコラボ、アニメ関
連イベントの運営のお手伝い、等々させて頂いています。北海道でいうと、中標津町の隣の
隣、浜中町さんで、ルパン三世で町おこしのプロジェクトのお手伝いをさせて頂いたり、洞
爺湖温泉では次回で 10 年目になる TOYAKO マンガ・アニメフェスタのお手伝いをさせて
頂いたりしています。また、地域発で演劇をしているみなさんが演劇を通して心の復興をし
ていこうという、岩手県大槌町のおおつちバラエティーショーさんともいろいろとご一緒
させて頂いています。 
そんな中、「コンテンツツーリズム」とは何なのかという指摘を良く受けます。通常の観
光においては、地域と旅行者、すなわちホストとゲストの関係性を論じることが多いのです
が、コンテンツツーリズムになりますと、コンテンツを作る人たち（クリエイター、著作権
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者）が入ってくる。つまり 2 者関係から 3 者関係になって、関係性、利害関係が複雑にな
る。それをどう調整して関係者がより良い関係性を構築できるかが論点になります。 
 
■四つの問題意識 
そして、こういったお仕事を通して学んだこと、気づいたことが四点ありました。この後

お話するふたつの「歩く観光」事例を貫く私自身の問題意識にもなっています。 
ひとつ目は、アニメなどのコンテンツをきっかけとしたツーリズムを見ていると、もとも
と地域にあった資源というよりは、アニメというメディア作品がきっかけになって、通常の
観光現象ではつながらない人、いわゆるアニメファンと地域の人がつながっていく、という
点です。通常つながらない人たちが、あるコンテンツをきっかけにつながっていく。これは、
コンテンツとツーリズムの関係性を考える上で、非常に大きなキーワードになると感じて
います。 
ふたつ目は聖地巡礼です。2016 年に『君の名は』という映画がヒットし、流行語大賞に

「聖地巡礼」という語が入ったことを記憶されている方も多いと思いす。宗教的な「聖地巡
礼」だけでなく、通俗的な意味での「聖地巡礼」も人口に膾炙するようになった。そしてポ
イントは、通俗的な聖地巡礼者も歩くという点です。アニメオタクは部屋でテレビばかり見
ているのではないか、とみなさん思っていらっしゃるかも知れませんが、それは誤解です。
私も 1人のアニメオタクとしてここで断固、証言したいのですが、歩きます。徹底的に歩き
ます。好きな作品のためならとにかく歩きます。何のために歩くかというと恐らく旅先で大
好きな作品の追体験をしている。裏を返せば、歩くためには自分が参加可能な物語世界が必
要である、というポイントが浮かび上がります。 
三つ目はツーリズムの目的を「ファン・サポーター作り」と考える必要があるという点で

す。そのためにはマーケットを広げていかなければいけない。つまり潜在的マーケットやそ
れまで無関心だった層にリーチしていかないといけないわけです。そしてそのためのフッ
ク、きっかけをどう作るのか。ファンを増やすことというのはなかなか難しいなと痛感して
います。 
そして四つ目。「娯楽性」「楽しさ」をしっかりと考える必要がある、という点です。自責
の念を込めてなのですが、私たち教員、研究者がガイドマニュアルを作ってしまうと専門性
が仇になって難し過ぎてしまう。結果、ファンが逃げてしまい、潜在的なファンも開拓でき
ずに終わることが往々にしてあるわけです。コンテンツツーリズムでいうところの「コンテ
ンツ」については、平成 16年の「コンテンツの創造保護及び活用の促進に関する法律」で
定義がなされています。そもそも、コンテンツとは一般に、メディアを通して流通するアニ
メとか漫画とか音楽といった情報のことをいうのですが、同法の第二条に、「人間の創造的
活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう」とあります。
つまり、「娯楽」と「教養」が並列して考えられているわけです。このあたりも、コンテン
ツを考えていくうえで、そして「歩く観光」を考えていくうえでも、大きなヒントになると



-279-

山村 ｜ 北大キャンパスと南砺市におけるヘリテージ・トレイル ｜ 

考えています。  
 
■日本の先住民政策の転換  
それでは事例の紹介に入ります。2011 年から始まったアイヌヘリテージトレイルプロジ

ェクトについてです。CATS というのは我々の観光学高等研究センターのことですが、この
プロジェクトは、北大のもうひとつのセンター、アイヌ先住民研究センターとの共同プロジ
ェクトとして立ち上がりました。教員、学生、若手のアイヌの方にも参加していただきなが
ら、トレイルコースを作ろうというプロジェクトです。札幌、登別、白老、それから知床の
ウトロでトレイルコースを作りました。今日は時間の関係で北大キャンパスについてご紹
介します。 
まずこのプロジェクト自体の経緯なのですが、大きく三つあります。北海道全体に共通す
る重要な課題なのでここで詳しく触れておきたいと思います。 
まず一点目。日本において先住民政策がこの10年で急激に変わりました。目下、2020年
のオープンに向けて、白老に、民族共生象徴空間、国立アイヌ民族博物館が整備されていま
す。ですが、日本が国としてアイヌ民族を先住民族として公に位置づけたのはごく最近のこ
とです。2007年に国連総会で先住民族に関する宣言がされて、それを受ける形で2008年に
衆参両院「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」があった。恥ずべきことですが
それ以前は、アイヌ民族が先住民族であるという国の公式な見解は無かったわけです。こう
した流れの中で、2007 年には北海道大学にアイヌ先住民研究センターが設置されています。 
 
■「手つかずの大自然」「フロンティア精神」を批判的に捉えること 
二点目。知床半島が 2005 年に世界自然遺産に登録されました。その際、専門家の間で非

常に大きな議論がありました。各国から推薦された世界自然遺産候補地を、ユネスコの世界
遺産リスト登録に足るものかどうか評価を行うのが、IUCN（国際自然保護連合）という
NGOです。この IUCNによる評価の際、注文が付きました。日本国政府が作った推薦状に
対して、IUCNが不十分だと伝えた。日本政府の文書には「先住民族の関与」について記載
がない、という指摘があったわけです。当時、先住民族文化に関する仕事をしていた人々は
この指摘に非常に注目した。今でもそうですが、知床のイメージは、「手つかずの自然」。日
本政府が推薦したのも世界「自然」遺産。そこには先住民の営為という歴史文化的概念がな
い。でも本当はそうではない、ということなんです。IUCN の指摘を簡単に要約しますと、
知床という地名はアイヌ語である。このこと自体がまず、先住民にとって重要、意味のある
場所だったことの証左である。そういう先住民の知識や現在の地域住民の智恵という物を、
自然遺産の持続可能な管理に役立てなければいけない、ということです。つまり、アイヌ民
族の参画が遺産のマネジメントにおいて重要なキーですよと警告を受けたわけです。ただ
このことに関しては、まだうまい仕組みが出来上がっていません。こうした問題意識も、
我々のトレイル開発の大きな経緯になっています。 
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というのも、実際に北海道の観光の研究をしていると、北海道の観光イメージとしてよく
出てくるのが、「手つかずの大自然」とか「フロンティア精神」とかいうキーワードである
ことが圧倒的に多い点が、非常に気になるわけです。例えば、北海道大学は、旅行者にとっ
ても教員・学生にとってもクラーク先生、フロンティア、開拓、というイメージが圧倒的に
強い。しかし、先住民族の方からすると北海道大学というのは北海道を明治時代に正式に日
本国の領土に組み入れるために作った植民地開拓のための大学です。決して先住民にとっ
ては開拓、フロンティア精神、という言葉は心地よく響かない。確かに北大の歴史としては
クラーク先生は大事だけれど、先住民の方にとってはどうなのか、という当たり前のことに
思いを馳せる想像力を、実は北海道大学は未だ十分に持ち合わせていない。この辺を学問や
研究をする人間はしっかりとバランス取った方がいいなと個人的には強く思っています。 
「手つかずの自然」というイメージも、事実誤認です。知床半島、私は環境省の方と上陸

したことがあるのですが、すごいんです。続縄文とか擦文時代の土器なんかがゴロゴロ転が
っていたり、縦穴式住居があったり、人の立ち入りが制限されているだけに、今でもすぐわ
かる状態にあります。つまりもともと人が住んでいて、そして開拓も入っている。そういう
当たり前のことを、あたかもなかったかのように、「手つかずの」というイメージで覆い隠
してしまう。そこは観光の持つ危険性だと思います。 
当たり前のことを伝える必要性がある、ということです。北海道はずっと先史時代から人
が住んでいるんですよ、と。明治以降の開拓の歴史は北海道の歴史の一部なんですよ、と。
こうしたことを、歴史を重層的に語ることで説明できないだろうかと思いました。ことさら
開拓文化やフロンティアのロマンを語る観光プロモーションやプログラムは、歴史を曲解
して伝える危険性があるということを強調しておきたいと思います。 
 
■ツーリズム開発の主体と文化遺産観光の目的 
三つ目は、これもちょっと難しい話ですが、では、我々は一体どんなふうに先住民ヘリテ

ージツーリズムを行ったらいいのだろうかという、ある種、理念的なお話です。関係者と議
論している中で、ヘリテージツーリズムの中で先住民の役割って何だろう、ということにつ
いて調べました。そうすると 1999 年に世界文化遺産を審査している NGO 、ICOMOS が
「国際文化観光憲章」というものを出していることを知りました。この中にすごく重要な、
目からウロコが落ちる表現がいくつもあって、このコンセプトは使えるんじゃないかなと
言う発見がありました。ここに簡単に書いておきますが、この憲章の The Key Charter 
Concept として、次のようなことが明記されています。すなわち、「ツーリズムとは最も重
要な文化交流の手段のひとつである」。まずはそういう風にツーリズムを考えよう、と。 
そしてツーリズム開発をするときに主体者は誰なのかということもこのチャーターには

書かれていて、それは三者だとある。すなわち、「ホストコミュニティ（今住んでいる地域
の人々、生活者）」、「その資産の所有者」、「その土地・場所に対する伝統的権利を有する先
住民族」。この三者の関わりが必須であると書かれていました。我々は目からウロコが落ち
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ました。北海道大学のキャンパスにぴったり当てはまるんですね。ひとつ目のホストコミュ
ニティというのは現在キャンパスで生活している大学の教職員であり学生である。ふたつ
目の資産の所有者は、国立大学法人北海道大学になるわけです。そして三つめが北大ができ
る前に住んでいた人たち、先住民である。その三者が協力する形で何かしないといけない、
ワーキンググループでもそういう話になっていきました。 
そして、もうひとつこれも重要なキーワードが書かれています。同憲章の中に、文化遺産

を管理・活用・公開することの一番主要な目的は何か、という項目があります。それは「文
化遺産の重要性と保護の必要性をホストコミュニティ並びにビジター双方に理解してもら
うことにある」と明言している。「双方に」というのが重要だと、私たちは思いました。観
光においては、お客さんに地域の重要な事柄をどうやって理解してもらうべきだろうか、と
いう点について我々は悩みます。それも大事なのですが、それと同様に説得すべき相手は身
内である、と、明らかに書かれているわけです。 
こうした理念を参考にしつつ、私たちワーキンググループでは次のような結論に達しま

した。つまり「ツーリズム振興」とは文化継承に対する「ファン・サポーターづくり」であ
ると、戦略的に捉えるべきであろう、と。ツーリズムをツールとして踏まえる必要があるの
ではないかということです。特にアイヌ文化関係ですと、普及、啓蒙、啓発という言葉で語
られることが多い。もちろんそれも大事なのですが、それ以上に、ファン・サポーターづく
りを位置付けよう、と。 
 
■実践場所の選定へ 
こうした議論を経て、実践に入りました。具体的にトレイルコースを作っていろんな人に
歩いてもらって文化を知ってもらおう。理解してもらおう。道内全域に地名や遺跡をはじめ
アイヌ文化が存在する。先ほど小林さんがご紹介下さった松浦武四郎の本にも詳しく書か
れていますが、アイヌ語地名は今でも多く残っています。そして、さらに言うと身近な動植
物からも神話や伝統的活用法を語ることができる。そもそも道内全域で暮らしているアイ
ヌ民族の現在そのものが文化である。どうしても我々研究者がコースを作ってしまうと、過
去の物を提示して「こうだったんですよ」と言ってしまう。でも、アイヌの方と話してると、
「うちらそんな服とか今、着てないし。スーツ着て仕事行ってるよ。今の私たちの姿って、
私たちの文化じゃないわけ？」って、真顔で指摘を受けました。そうなんですよね。当たり
前のことなのですが、いっしょにやっているからこそ得られた指摘で、衝撃的でもありまし
た。 
特にファン・サポーターを増やすという点については、潜在的なファンをどう掘り起こせ
るかという点がポイントになってきます。そのためには、アイヌ文化に接点がなかった人に
どう伝えるかということを考えていかなければなりません。 
北海道に旅行に来た人の多くは、新千歳空港から入って、札幌に来て、そしてアイヌ文化

を体験しに行こうとなったらどうするか。白老か、平取か阿寒に行く。でも遠い。札幌じゃ
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できないのだろうか？札幌でできるようなことはないだろうか？と言う風に考えたわけで
す。北海道内、地名の 8割はアイヌ語であると言われています。もちろん札幌市内にも多く
の地名が残る。札幌に来ている大勢の旅行客、その多くはアイヌ文化が目的ではないかも知
れない。でもなんとなくアイヌ文化にふれることで興味関心を持ってもらうきっかけにで
きないだろうか。 
こうした経緯で実践場所選びを始めました。札幌市内で先史時代の遺跡からアイヌ時代

の遺跡、開拓期の文化遺産まで 2000 年以上の歴史的な蓄積を感じることができる場所。重
要文化財もある。河川名が現在もアイヌ語である。有用植物や野鳥が多く見られる。札幌市
内随一の観光スポットである。その場所が身近にありました。北大です。 
JR 札幌駅から徒歩 5分。航空写真をご覧頂くと町の中の緑の飛び地のようになっていま

すが、これが北海道大学の札幌キャンパスと付属植物園です。 
 
■北大キャンパス「アイヌヘリテージトレイル」の「軸線」 
そういう北大キャンパスでツアーを作れないか。北大キャンパスには川が流れています。

これは「サクシュコトニ川」という、今でもアイヌ語で呼ばれている川です。そうだ、この
川を軸線に、いろいろな物語を紡いでいくような作業はできないだろうか。北大を 2000 年
以上の時間軸の中で重層的にレイヤーを重ねながら見せたいと思いました。 
これがサクシュコトニ川。これが図書館。非常に綺麗な川ですが、今は枯れ川になってい

て、ポンプアップして水を流しています。 
コースの基本設計をし、ガイド雑誌を作りました。こういう形のＡ5判です。これが先ほ

どのサクシュコトニ川です。基本的にアイヌ語で川の名前が付いているということは先史
時代からこの川でいろいろな生活が行われてきたと言うことですから、川を軸線にいくつ
かスポットを並べることで北大を重層的に見せたいと考えたわけです。 
お恥ずかしい話、私自身、学部時代の 4年間を北大で過ごしましたが、当時はこうしたこ

とを全く知りませんでした。同様に、現在の北大の学生さんたちの多くも、全くキャンパス
内を歩かない。みなさん自転車です。家と教室をものすごいスピードで行ったり来たり。そ
れ以外のキャンパスは本当に歩かない。ですが、この川沿いに竪穴式住居の跡や昔アイヌの
方がサケを捕った漁労施設が出土した場所とか、いろいろな遺跡・遺産が点在しています。
そういったものを加えながらコースを作りました。 
簡単にコースを写真交えながら紹介します。入り口、正門を入ったところに交流プラザ、
いわば大学のビジターセンターがあります。そこをスタートし、新渡戸稲造の奥さんでアメ
リカ人のメアリーさんが寄贈したエルムの木が 5 本あります。歩いて行くとサクシュコト
ニ川沿いに、アイヌの漁労施設「ウライ」の出土跡があります。かつてアイヌの人たちがこ
こでサケを捕っていたことに思いを馳せます。その後、北大生の方は分かると思いますが、
古川講堂があってクラーク像があります。旧札幌農学校の建築群が今の農学部のすぐ近く
にあります。現在の農学部本館は、第二次世界大戦の直前に新築されていますが、陸軍の大
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演習を行った際、大本営として使用されています。これが昔の農学校の建築群になります。
ガイドはアイヌの方が担当します。歩きながら昔から現在に至る歴史を見ていく。いわゆる
開拓を目的とした北大の歴史を長い歴史の一部に位置づけていく作業です。 
 
■歴史の「重層性」を感じてもらうルートに 
これは旧理学部。現総合博物館になります。川に沿っていくと、大野池があります。大野

池はアイヌ語で「メム」と呼ばれる湧き水があった場所。ポプラ並木を見て遺跡保存庭園。
遺跡保存庭園には今から約 1,200 年前の擦文時代の竪穴住居跡が 36基あります。この場所
にアイヌの皆さんが祭壇を作って、自分たちの遠い先祖の住んでいた、ルーツの場所として
毎年お参りをされています。 
こういう昔の写真なども使いながら、ポプラ並木は 100 年くらい前からあるんですよ、

ポプラは寿命が短いので今 3 分の 1 くらいは台風で倒れて歯抜け状態になっていますが、
そのうち何本かは無理矢理立て直してボルトで留めていますよ、という話もして歩くと面
白がってもらえます。シンボルであるポプラ並木がそろそろ寿命だということで、このポプ
ラのDNAを完全に引き継ぐ苗木を作って、それを植えた新しい並木「平成ポプラ並木」と
いう場所もあります。この「平成ポプラ並木」まで来る観光客はほとんどいないのですが、
ぜひ知っていただきたいなと。 
この写真はモデルバーンですね。クラーク博士が当時作らせた模範家畜房。一軒の酪農家
が揃えるべき施設のモデルです。 
そして、遠友学舎。新渡戸稲造先生の教育理念が今でも北大で脈々と受け継がれています
よ、というストーリー。 
と、以上見てきましたように、一見、ばらばらのストーリーなのですが、そういったバラ

バラのストーリーが蛇行する一筋の川沿いに点在し、そこに「北大」もあくまで歴史の「一
部」として存在する。そんな歴史の「重層性」を体感してもらえればと思っています。景色
としても非常に素敵な場所です。以上のようなコンセプトでコースを作りました。 
 
■まずは未来のファン・サポーターを増やすという発想で 
そして、次に実施上の工夫についてです。これが非常に重要なポイントだと感じています。
教育的になりすぎず感覚的な部分を大切にする、ということです。とくに若者向けの場合は
この点を強く意識したほうが良いと感じています。そして過去から今、ではなく、今のアイ
ヌ文化から過去に、という触れ方をすること。今のアイヌ文化に、というのは、先ほどの「今
はスーツ着て仕事に行っている」という部分です。 
そして一番目の教育的になりすぎず、という点については、自分たちの反省も含め非常に
ショックを受けたふたつの出来事がありました。 
ひとつ目は、以前、より教育的な効果、啓蒙的な部分を重視してツアーを行った際の出来

事です。講師の先生に特にアイヌ民族が受けた負の歴史を強調したツアーをやって頂きま
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した。もちろん、大変感銘を受ける非常に素晴らしいツアーだった。ただ、そこに一般の参
加者に混じって、北大に入学したばかりの若い学生が何人か入っていた。アイヌの歴史や文
化に触れるのが初めての学生さんたちです。ツアー終了後、この学生さんたちが皆さん重苦
しい面持ちになってしまった。決して間違ったことは教えていないしガイドさんは非常に
熱心に話してくださった。内容的にも素晴らしかった。ところが、ツアー終了後、北大に入
学したての学生さんたちは、「怒られているような感じがして、確かに分かるけど、楽しく
なかった。もう参加したくない」というわけです。この点はよくよく考えなくてはいけない
なと思いました。つまり、初心者にはレベルが高すぎたのです。なんとなく興味を持って「入
り口」に立ってくれた人に向けてそれをやってしまうと、消化不良で、高いハードルだけ残
して終わってしまう。結果、我々からすると、潜在的なマーケット、将来のファン・サポー
ターを逃してしまった。内容が良かっただけに痛恨でした。こうしたこともあって、まずは
ファンを増やす、というところから始めよう、ということになりました。 
 
■感性的体験の重要性 
もうひとつが、私の作業に直結する出来事。私と他のメンバーでガイド冊子をものすごく
気合いを入れて作りました。いろいろな資料を入れて。これは研究者のクセなのですが、出
典や引用が間違っていないようにファクトチェックをして、最後に参考文献リストなんか
もつけて…と頑張りました。これを配布して各自見て頂きながら、アイヌの方にも同時に解
説していただいてツアーをやりました。終わってアンケートを取りました。そうするとガイ
ド冊子が良かったと答えた人、ツアーの途中に話した専門的な知識が良かったと答える人
は、何と一人もいなかった。では何が良かったのか。というと、一番多かったのは、ツアー
が終わった後にガイドさんと食堂で一緒にお茶を飲んだのが楽しかった！という意見。こ
れが圧倒的に多かった。この感想で気付かされました。知識よりもエモーティブな部分。ま
ずはそういう部分を重視する必要があるのだということです。 
そこで、これは外国人向けにツアーをしたときの写真ですが、まずはガイドさんといろい
ろと会話をしながら、民族衣装を着てもらったり、歌や踊りを一緒に楽しんだり、といった
体験的な要素も加えつつ、北大の中を歩く、というやり方をしました。これはアイヌの食用
として多用されていたオオウバユリ。その食べ方を紹介してもらったりします。それから先
ほどお話したサクシュコトニ川や遺跡保存庭園。そこで自分たちの遠い先祖の家があった
ことを紹介してもらったり。あとは一緒に踊りましょうと言うことで屋外で踊りや歌を披
露してもらったり。サクシュコトニ川のほとりは綺麗にウッドデッキが整備されていて、ア
イヌの方が今作っている新しい衣装をお持ちいただいて、それを着させていただいて念撮
影をしたり。 
これはアイヌ協会札幌支部の方が実施された例なのですが、アイヌの方がひもを作る植

物がキャンパスに自生しているので、それを観察したうえで、外から持ってきた材料を使っ
て（キャンパス内の植物を採取することはできないので）実際に紐を作ったり、というツア
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ーもあります。いずれにしてもキャンパスを歩きながら、いろいろな体験をすることができ
るんですね。そうすると何気ないことなのですが、知識以上に体験したこと、アイヌのガイ
ドさんとしゃべったことが一番の思い出になると言うことがよく分かってきました。よく
聞くのが「アイヌの方としゃべったのって初めて」という方。そういう機会はすごく大事な
んだなと。 
冒頭でお見せした雑誌『ノンノ』の表紙や、ラッコやシシャモやトナカイ。こういう写真

も、中高生にアイヌ語への興味関心の入り口として、私たちの身近な存在なんだよ、伝える
ときに非常に効果的です。 
それと、我々がやりたいと思ってできていないのがこれです。これは白老のアイヌ民族博
物館で出しているアイヌ料理の定食。食べるってすごく大事な体験ですよね。ちょっと行儀
が悪いかも知れませんが、外で歩きながら食べられるようなものが作れたらいいなと思っ
ています。食事は毎日するものなのに、アイヌ料理は食べる機会がないし、イメージがわか
ない、というのが多くの方の感覚だと思います。だからこそ、食を是非ツアーに組み込みた
いなと思います。 
 
■コンテンツツーリズムの可能性 
入り口の敷居を下げる、潜在的なファンを増やしていく、という意味において、最近、興

味深い出来事がありました。ご存じの方も多いと思います。原作はマンガ、アニメ化もされ
ました『ゴールデンカムイ』という作品です。非常に面白いお話で、ファンも多く、もとも
とアイヌ文化に関心はなかったけれど、マンガやアニメからアイヌ文化に興味をもったと
いう人が非常に増えている。これまでいろいろな作品がアイヌ民族やアイヌ文化を描いて
きましたが、アイヌの方々からすると、表現がおかしいでしょう、という作品がほとんどだ
った。ですが『ゴールデンカムイ』に関しては、作者の方が徹底してアイヌの歴史や文化を
調べていらっしゃるし、アイヌ文化研究者の先生が監修で入られてもいるので、事実関係、
特にアイヌ語、アイヌ文化に関する表現が非常にしっかりしていると評判です。私の知り合
いのアイヌの方の複数が、これはすごい、面白い、とおっしゃっている。実は、去年くらい
から道内の博物館で、『ゴールデンカムイ』での作中描写と実際のアイヌの民具を並列して
展示する企画が行われたりもしています。 
こういうきっかけづくりという意味において、コンテンツツーリズムは大きな可能性を

持っていると感じています。従来とは違う入り口から、潜在的ファンを取り込む上での大き
なフックに、良質な作品はなり得るわけです。 
 
■「アイヌヘリテージトレイル」今後の五つの課題 
さて、次に生々しい話なのですが、今後の課題について五つ上げておきました。 
ひとつ目はスタッフの不足。実際、北大の関係者の多くもこのプロジェクトに関して無関
心というのが実情です。これは歴史的背景もあり、今までアイヌ関係の研究をすると「それ
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は間違っている」とか「政治的におかしい」とかいろんな批判を受けることが多々あった。
そういったこともあり、実際に今でも大学関係者の中に、アイヌ関連の事業に関わると面倒
に巻き込まれるから避けたい、という雰囲気があります。我々のプロジェクトに関しても、
仲間が増えない状況が続いていて、プロジェクト自体が存続の危機にあると言っても過言
ではありません。 
ふたつ目がガイドの不足。これまでアイヌの若手の方々にガイドをしていただいてきま

したが、そういった方々は学外の方です。学外の方に大学のプロジェクトに入って頂く際、
例えば身分的になかなか自由に図書館が使えない、等々、いろいろ難しい問題、制度的ハー
ドルがある。加えて昨今大学は予算が年々削減されていますので、正直なところ皆さんに手
弁当をお願いしなければならない。こういった長期的視点を持った地味なプロジェクトに
はなかなか予算も付きにくい、という面もある。 
三つ目は研究者が考えなければならない問題です。研究者はどうしても専門分野に関し

て間違いを許さない。職業柄それは当然のことなのですが、その厳密さが、現場のやる気を
削いでしまうことが多々ある。これはあらゆる分野でそうだと思うのですが、とりわけ観光
分野はそうです。「専門的知見」と、「入り口を下げてまず楽しんで、知ってもらう」、とい
うふたつの側面のバランスをどうとるか。どこに落としどころを求めるか。真剣に考えなけ
ればならないと感じています。 
四つ目は、『ゴールデンカムイ』のように、若年層における認識の変化をどうプラス要因

として取り込むことができるか、という点です。先入観なく関心を持ってくれる若い世代、
そうした雰囲気を、追い風として、是非ともファン、サポーターを増やす方向に流れをつく
っていきたい。 
五つ目は、文化の担い手としてのアイヌの方々と、サポーターの皆さんが、肩書きを超え

てどのように協働関係を構築すべきか、という点です。アイヌの方々と研究者、大学関係者
と学外の方々、といった線引き、枠組みでプロジェクトを続けていくことには限界があると
感じています。 
以上が事例の一点目、「アイヌヘリテージトレイル」のご紹介でした。 

 
■「間野山トレイル」開発の経緯 
ふたつ目の事例は、「間野山トレイル」プロジェクトです。これが、我々が作ったマップ
です。実物はＢ4判両面印刷したものをふたつ折りにしています。雨にはちょっと耐えられ
ない素材ですが…デザインは、私と博士課程の鑓水くんと二人で原案をつくり、地元のデザ
イン会社さんに仕上げをしていただきました。掲載している写真や案内文は、ほぼ鎗水君と
私によるものです。 
このマップは、富山県の南砺市さんと、地元の一般社団法人 PARUSさん、そして私ども

観光学高等研究センターとの三者で、２0１5 年から包括連携協定を締結しておりますが、
その共同研究事業のひとつとして行っている事業です。私自身がコンテンツツーリズム研
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究を進める中で、富山県南砺市に本社を構えるピーエーワークスさんというアニメ制作会
社さんとご縁がありまして、いろいろとシンポジウム等でご一緒させて頂く機会がござい
ました。そうしたご縁がもとになって、先程申し上げました三者連携が始まりました。 
南砺市に、桜ヶ池という綺麗な溜池があります。農業用水確保を目的として戦後間もなく
できた溜池なのですが、このほとりに 2016 年の 4 月、「南砺市クリエイタープラザ桜クリ
エ」という施設がオープンしまして、市民の皆さん、クリエイター、研究者等々の交流拠点
として、様々な活動が行われています。 
この桜クリエの隣が、アニメ制作会社であるピーエーワークスさんの本社です。アニメフ
ァンにとって、好きな作品の舞台地は重要な「聖地」なのですが、実はこうした「聖地」の
中でも、好きな作品の制作会社本社というのは非常に重要な場所なんです。ピーエーワーク
スさんの制作された作品のファンの皆さんの多くは、作品の舞台モデル地を巡った後、本社
の前で写真を撮る。とても多くのファンの皆さんがいらっしゃるわけです。そうした皆さん
に是非桜ヶ池周辺の魅力を知って帰ってほしい、せっかく拠点としての桜クリエもできて
クリエイターさんたちを含めいろいろな方がこの地にいらっしゃることになる、いらっし
ゃった皆さんに気持ちよく歩いて頂けるルートを提供できないだろうか…といったことを
関係者の皆さんからお伺いしたのがそもそものプロジェクトのスタートだったように記憶
しています。そこから、南砺市役所さん、PARUS の皆さん、ピーエーワークスの皆さん、
市民の皆さんと一緒に歩きながら、コンセプトを出し合って開発していったコースになり
ます。 
 
■「間野山トレイル」のコンセプト 
コンセプトについてはマップをご覧ください。マップの真ん中の下に位置するのが桜ヶ

池。そのすぐ上に東海北陸自動車道城端サービスエリアがあります。名古屋からも高速バス
でここに来られる。このサービスエリアがハイウエイオアシスになっていて、車をここに停
めて桜ヶ池まで出てこられる。そういった人たちのニーズも見込めます。 
さて、コース開発の調査を始めて、資源を掘り起こそうといざ歩いてみると、すごく面白

い。実は地元の方が知らなかった場所も多かった。中世から近代、現代、と重層的に資源が
あることがわかった。そこで、先ほどのアイヌヘリテージトレイルの「歴史の重層性を見せ
る」というコンセプトを生かせないかと思ったわけです。 
例えばこのマップの左下に写真がありますが、頭のような形の遺構がありますよね。これ
は戦前に陸軍第九師団が金沢に置かれた際に、射撃の練習場がこの辺に作られたことの名
残です。監的壕（かんてきごう）といって、中に人が入って着弾したかどうかを安全に確認
するために作られた施設です。かなりいい状態で残っています。周りの田園風景の中にぽつ
んとあって、ランドスケープ的にもすごい迫力がある。さらにアニメファンのようなこだわ
りの層に、造形的にも訴えかけるものがある。そういうものがいろいろあったので、組み込
みながらコースを作りました。 
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もうひとつのポイントは、2017 年、ピーエーワークスさんの作品で、南砺市を舞台モデ
ルにした『サクラクエスト』というアニメが TV 放送されました。この作品は全 24 話で、
間野山市という架空の町の観光協会のお話です。観光協会で働く女の子たちが悪戦苦闘し
ながら、地元の人たちと協力しながら、成長していく、というまさに今日のテーマのような
お話がファンタジーの中で広がる。こうした背景もあり、昨年（2017 年）10 月、日本初と
なる、現実の自治体とアニメ作品の劇中の自治体との間（南砺市と架空の間野山市）で、姉
妹都市提携が締結されました。その記念という意味も込めて、間野山トレイルを作りました。 
表紙の右下にその記載がありますが、実はこのウォーキングマップは、「間野山観光協会

推薦」になっています。この「間野山観光協会」は実在しません。ファンタジーの中にある
観光協会です。このように、ファンタジーとリアルが実際の場所で交錯するトレイルルート
を作れないか、というのも関係者の意図するところでした。特にこの作品の中で、主人公た
ちは観光協会のスタッフとしていろいろな活動をしていくので、それも踏まえて、今回のマ
ップを第一弾としつつ、南砺市の他のエリアにもコースをつくり、第二弾、第三弾として「間
野山トレイル」をシリーズ化できればなと考えています。 
 
■「間野山研究学会」の設立へ 
実はこのトレイル開発に関連してご紹介したいのが学会の設立です。これはこのトレイ

ルコースの担い手と言ったら言い過ぎかもしれませんが、今後のトレイル開発をどうして
いくのか、という文脈で出てきたアイデアのひとつです。日本各地の自治体で、アニメーシ
ョン作品と地域とのコラボレーションをどう進めたら良いのか、ですとか、地域振興に何か
新しい切り口がないだろうか、等々、現場で悩まれている方々か多くいらっしゃる。『サク
ラクエスト』という作品の放送、先ほどご紹介した姉妹都市提携、といった流れがひとつの
大きな契機となって、実際に各地で観光・地域振興に現場で携わっている方々がつながった。
そして、こうした方々が実際に南砺市に定期的に集まって、情報交換や課題共有できないだ
ろうか、ということで、だったら学会をつくろうという話になりました。こうして今年（2018）
年 4月に設立されたのが「間野山研究学会」です。僭越ながら現在、私が会長の任を仰せつ
かっております。 
姉妹都市提携の調印式では、南砺市長と『サクラクエスト』のプロデューサーが、こうい

う形で姉妹都市の提携を行って、私も基調講演をさせて頂いたりしました。この講演の中で
も、学会を作っていこう、と会場の皆さんに呼びかけました。いろいろな共通のテーマを地
域や立場の違いを超えて、いろいろな人で共有して考えていくネットワークが必要だな、と
ずっと思っていました。地域だけ、北大だけ、あるいは研究者だけ、ではらちがあかない。
だったら志を同じくする人がつながった方がいいんじゃないか。 
しかも実はサクラクエストは非常に面白い作品で、地域で観光やまちづくりに関われて

いる皆さんにはおすすめの作品です。話しの中で非常に印象に残っているエピソードがあ
ります。地方はネガティブに捉えられるけれど、地方が持つ力って逆に何だろう、と言う議
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論です。これは作品の受け売りですが、間野山という田舎町には観光協会や商店街のように、
人の立場が均質化していないつながりがある。学校の同窓会でも田舎に帰るといろんな肩
書きの人が集まるわけです。我々、都市部で生活していると付き合う人はだいたい職場関係、
といったように均質化した人々とのつながりになってくる。そういう中で議論するよりも、
こういう立場を超えたつながりの中で議論した方が、いろいろ出てくるのではないだろう
か、と作品の場面を見ていて感じました。だったら地域や職業を越えた学会を作ったら面白
いのでは、と。 
ピーエーワークスさんは、金沢市の湯涌温泉を舞台モデルにした『花咲くいろは』という

作品も作っていらっしゃって、その作品がきっかけで、「ぼんぼりまつり」という劇中の架
空のお祭りが、湯涌温泉で実際のお祭りとして実施されるようになり、今でも続いています。
アニメから生まれたお祭りがあるのであれば、アニメから生まれた学会があってもいいん
じゃないか、と作品関係者の方々からも背中を押して頂きました。 
 
■学会の実践的活動に向けて 
今、学会員が 35名、40 名くらいいます。みなさん、もしご関心があれば是非ご入会くだ

さい。三つの点で「シェアができるネットワーク」になればと考えています。ひとつ目は「過
去の経験のシェア」。ふたつ目は「現在の悩みや課題のシェア」。三つ目が「未来の夢や想い
のシェア」です。 
学会も、担い手の皆さんにどのように継続して関わって頂くかということが大きな課題

です。活動のための財源も必要です。事務局を地元の PARUS さんに置いて頂いています。
そこの運営がしっかりできるように会員には会費をしっかり納めていただいて、活動を継
続的に担保できる仕組みをつくっていきたい、と考えています。 
トレイルコースについては、マップ以外に大きなパネルを作りました。パネルのデザイン
は PARUS さんが中心になって、作品の製作委員会さんのお力添えを頂きながら、実際のア
ニメの場面画像を多く入れて、大きなポスターとして作りました。これをクリエイタープラ
ザ 2 階のカフェの一角、ピーエーワークスさんの作品の展示スペースの横に置いて頂いて
います。クリエイタープラザにお越しいただいたファンの皆さん、地域の皆さん、そして
様々な方々に、ここを拠点（スタート）にしたこういうトレイルがありますよ、よかったら
歩いてみてくださいね、という感じで掲示しています。 
また、今回このマップを作る際には NEXCO 中日本さんにも協力頂きました。サービスエ
リアのすぐ隣ということもあり、サービスエリアでの告知でも多大なご尽力を頂きました。 
コースの距離についてです。ロングコースで約 9km、ショートコースで約 5kmの設定で

す。起伏も結構あり、基本的に周辺は農地で、農地の中の公道を歩く形になります。農地の
中に入るのではなくて、農地を眺めながら一般に通れる道を歩くコースです。今のところ、
地権者さんたちに協力をお願いする段階には入っておりませんので、看板等のサインの設
置はまだできずにいます。その辺を今後どうするのか。実は来週末に南砺市で間野山研究学
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会を開催することになっていて、そこで議論する予定です。木村先生にもゲスト講師として
間野山研究学会にお越し頂くことになっています。 
 
■「間野山トレイル」今後の課題 5 つ 
今後の課題ですが、南砺市のトレイル（間野山トレイル）で直面している課題は大きく 5

つあります。 
ひとつ目は、地域住民の皆さんにどう参加して頂くか、という点です。学会という母体を

作りました。学会という母体を作って、北は北海道、南は九州まで、地元で観光振興やまち
づくりに関わっていらっしゃる皆さん、そうしたことを学んでいる学生さんたち、が会員に
なってくれているのですが、地域住民の方の参画はまだまだです。いろいろな機会にお声か
けをしたり、市役所で広報を打っていただいたりしてはいるのですが、トレイルウォークを
市民参加型で開催しても、市民からの参加はせいぜい 10人くらいというのが現状です。こ
の点は実は根が深い課題でして、そもそも地元の皆さんは歩かない。車なんです。これは地
方部に共通することなのですが、車社会で、歩くことを楽しみに感じていない方が圧倒的に
多い。ですからなんとかそこを変えていかないといけない。今、市役所の方と考えているの
は、来年は健康ウォークといった形でウォーキングのプロにお越しいただいて、健康をテー
マに何かイベントができないだろうか、と考えています。 
ふたつ目はサイン掲出の難しさです。基本的に農地中心なので、どこで曲がってどこに行
くかの説明は、このマップを見て頂くだけの状況で、非常にわかりにくい。例えば、これに
関連して九州のオルレも関係者で歩いたりしたのですが、オルレだと木にリボンが巻かれ
ていて、そのリボンを見て曲がったり、という方式でサインを掲出している。何かそういう
ことができないのかなと思っています。 
三つめは、歩きながら楽しむ内容をもっと幅広く考える必要がある、という点です。歴史

だけではなく、動植物ですとか、農作物について、いろいろと楽しめる内容が用意できない
かと。このコース自体、非常に美しい農業景観の中を歩きます。そういった目に映ったもの
をどのように情報としても楽しめるか、そうした情報を用意できないかなと考えています。 
四つ目は、発想の転換です。こちらでコースを提示して、情報を用意して歩いて頂くので

はなく、参加者自身が地域資源を発掘する歩き方に変えた方がいいのではないか。資源発掘
型トレイルです。大まかなコースは設定するものの、そこでいろんなものを発見していただ
いて深掘りするという歩き方もこの地域には合うのではないか、と思っています。 
五つ目として、収益事業化という大きな課題です。プロジェクト自体を継続するためにも、
財源を確保して次につなげることは必須になります。 
 
■おわりに 
最後に、私が経験したエコツアーの事例を紹介して私の発表を終わりに致します。 
非常に有名なアイヌのアーティストの方がツアーを組んでくださって、知床で「チャシ跡」
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跡（アイヌの砦跡）を登る経験をさせていただきました。登る前に参加者全員でお祈りを捧
げて、山に入って、頂上、チャシ跡に登ります。そこで祭壇を造っていただいて、火を焚い
てお祈りをする。その後、伝統的な楽器を演奏して頂く、というようなツアーです。実はチ
ャシは日本百名城にも含まれていまして、百名城ファンの間では、訪れるのに一番難易度が
高い場所としても良く知られています。道内には多くのチャシ跡があるのですが、そういっ
たチャシを登るというのも「歩く観光」として非常に興味深い体験でした。 
また、これは歩くことから離れますが、アイヌ文化関係でもうひとつ非常に興味深かった
ツアーとして、海から見るアイヌ語地名ツアーがありました。室蘭で地元のアイヌ協会が実
施して下さったツアーです。明治以前、北海道の交通網は道路ではなく、当然海や川であり、
アイヌ民族は舟を主要交通手段として移動していました。だから海や川から地形を見ると、
なぜそうしたアイヌ語地名が付いているのか、非常に良くわかるんですね。これは素晴らし
い経験でした。 
以上、駆け足ですが、私が現場で抱えております悩みを共有させて頂きたく、とりとめの

ない話ではありましたが、お話をさせていただきました。ご清聴誠にありがとうございまし
た。 
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『全体討論』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

全体討論 
 

木村 宏 
北海道大学観光学高等研究センター特任教授

木村宏 
それではここで全体討議ということで進めてまいります、今まで 4 名の方にお話いただ

きましたが、歩くことに対する共通の思いがあったり、今回のテーマでもある旅育を通して
地域が成長する部分や苦労談、みなさん共通していたのではないでしょうか。小林さんから
は苦労談はまだ聞けてませんが、このあたり、会場も含めて意見を伺いたいと思います。佐
伯さんは話してからかなり経ったので、どうですか。 

佐伯雅視
一つだけ言い忘れたことがあります。最初に言った課題の中で地権者から苦情が出てい

るのですが、それをどういったカタチで地権者に返したらいいか。僕はやっぱり、中標津町
は酪農やジャガイモなど農産物がたくさんある。そのブランドの後ろ盾になればいいかな
と。たまたま、偶然ですが、ランチウェイの歌を僕が作詞して、京都のトモコさんという方
が作ったみんなの一本道という曲があるんです。そのフレーズが「ラララランチウェイ～♪」
というのですが、うちの農協が作った牧場の名前が「ララファーム」なんです。それは偶然
なのですが「ララ牛乳」というのを出したらおもしろいかなというのが僕のアイデア。「歩
く旅」と食品、イメージ的にも相性がいい、中標津産の牛乳が売れ始めて地元の人に何か恩
返し、お返しができたら最高だなというのが僕の願いです。以上です。

木村宏
ありがとうございます。小林さんも何か。

小林政能
みなさんの話しが大変素晴らしくて。コースの設定というのにみなさんご苦労されてい

るのをしみじみよく分かりました。歩く距離とその間に見られる物とどういう風にバラン
スを取るのかすごく興味があって、僕は大変勉強になりました。先ほど山村先生がおっしゃ
ったようにファンを増やす努力ですとか、僕の方だと若い女性は来るんですけど、若い男性
は来ないので、若い男性はアニメの方で歩いているのかなと一つの回答が出てきました。感
想みたいで恐縮ですが。
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木村宏
歩かれている層はどうですか

山村高淑
九割男性です。

木村宏
この中で歩いた人はいますか。いないですね。

山村高淑
「アイヌヘリテージトレイル」の方はいろいろな層にご参加いただいています。一方、「間
野山トレイル」でアニメがフックとして作用する層は、20～40 代の男性が中心です。 
 
木村宏
会場からもいかがですか。 はい、女性の方からどうぞ。

道尾淳子
北海道科学大学の道尾と申します。歩く層でまず導入部のレベルをどうするかというお

話の中に、私も歩く研究をしていて大学の若い学生と歩いて調査をいろいろしていると、10
代と 30 代は結構歩くのですが 20 代はぐっと下がるという結果が取れました。ただ、娯楽
性のお話がありましたが、ゲーム性が加わるたとえばオリエンテーリングとかスポーツ競
技になるとそちらの人口は爆発的に若い世代が多いと思います。山村先生にお聞きしたい
のですが、娯楽性の中のもうひとつゲーム性というところに関して、どのようなお考えをお
持ちでしょうか。 
 
山村高淑
私はあまりゲームをする人間ではないのですが、リアル脱出ゲームは参加したことがあ

って、ものすごく歩くんですね。参加していると、結構、10代、20代の方が歩いているこ
とに気付かされます。ですので、ご指摘のとおり、ゲーム性については若い世代に強く訴え
かけるものがあるなと感じます。歩くことが目的、というよりも、ゲームの手段として歩く
という行為が含まれる、という感じでしょうか。 
余談になりますが、現在の世代的な問題というよりも、ひょっとしたらどんな時代でも 20

代は歩かなかったのかも知れません。自分も 20代を振り返るとそんなに歩くことに楽しみ
を見出していなかった。 
それと若い世代に関して言えば、大学で授業をしていて気づいたことがありました。ヘリ
テージトレイルの授業で結構歩くのですが、中国からの留学生の皆さんが結構多くダウン
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する。日本人以上に中国の経済発展は著しく、交通も発達しているので、歩かなくなってい
るのかなという印象です。インバウンド誘致を考える際、その辺りも考慮する必要がありそ
うです。 
 
小林政能
私は、話しの中にオリエンテーリングを入れようか悩んで外しました。先ほどの三角点や
水準点とかを探し出したりというのをテーマにした、オリエンテーリングの派生スポーツ
の「ロゲイニング」のイベントでも都内でかなり集客がありました。インフラツーリズムと
も被るような、測量遺産のような。そういう面では、イベント、ゲーム性は期待ができるの
かなと。

木村宏
20 代の中国からの留学生も今回何人かいまして今回、中標津で歩く観光について調べる

班に属している二人がいるはず。周さんからひと言どうぞ。 
 
周寰
若者としてどうかと。確かに中国はものすごく速いスピードで発展していて、あまりにも
歩く時間とか余裕がないので、それも原因かなと思います。若者として、個人的にも歩くこ
とは嫌なわけではありません。その機会があまりないので歩く楽しみが分からないのです。
接触することがないので分からない。その辺についてもう少し積極的に若者たちにプロモ
ーションしていただければみんな参加するようになるかなと思います。

木村宏
なかなかプロモーションとして 20代に刺さっていないというのもある。もうひとり。自

ら観光の仕事をしながら今回はトレイルを歩いた、林さんお願いします。 
 
林景ホウ
30 代で、出身は台湾ですが、台湾は車社会じゃなくてスクーター社会です。20代に入っ

てからあまり歩かなくなっていると思います。私も日本に来る前にスクーターで移動して、
来てから歩くようになりました。歩くことにより今まで見えなかったものが見えるように
なってきてすごいいいなと思っています。スクーターのスピードが速くて周りが見えなく
なっている中で歩くことにより、違う景色を見ることができるので、もうちょっと出て歩い
たらいいなと思います。 
 
木村宏
中標津を歩いてみてどうでしたか。感想は。
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林景ホウ
すごくよかったです。話しながら進むと普通と同じ景色ではなくて、景色が変わったり歩
く道も結構違っていて特徴も道路の横を歩いたり、全部、変化に富んだとても素敵だと思い
ました。

高野剛
楽しまれた方の声や発想をとらえられるかどうかについて。小林さんのお話しに強く印

象を受けたのですが、私自身も通訳ガイドをしていることもあり、ガイドの仕事は気づきを
与える仕事だということは今まで頭になかったので非常に衝撃を受けました。それを聞い
て歩きながらガイドの想像を超える気づきを得ている人もいるのではないですか。それも
また楽しいことですが、ガイドの想像を超える気づきについて、歩いて説明をしながらしっ
かりコースを提供する側がキャプチャーできているだろうか。あるいは、それをキャプチャ
ーできる優れた方法があるかどうか。 
もう一つは山村先生のお話の中に、資源や魅力を自身で発見してもらうというのもある

な、と。提供者は気がつかないけれど歩いている人がこれ、すごいなと。365 日でこれ 1回
しかないかもしれないけど魅力に感じて感動されているというのを発信されるといいと思
うのですが、それを提供者側、主催者側はトレイルを作ったり、プログラムを提供したりし
ている側がしっかりキャプチャーできているだろうか、とらえられているだろうか。そこを
歩く人、話しを聞く人の気づきや感動を提供側の想像を超えている場合に、それをとらえた
いですよね。それをとらえるいい方法、こういう風にやっているよというのがあれば知りた
いですし、結構それは研究されていてこういう優れた方法があって、トレイルを歩く人、参
加した人の感動や気づきを非常に優れた方法で取られる研究があるなら教えて欲しい。 
 
小林政能
今のお話、自分がガイドをやっているときに、自分自身はそのコースのことを一番詳しい
と思っていないのです。なので、実際に歩いている方が、いろんなことを見つけられるのは
僕も知りたいと思っています。境界協会のコンセプトは「発見の旅」。自分の二つの目だけ
では絶対に見落とすものがあります。先ほどの境界のマークなんて、人の目の数が多くあっ
たほうが見つかると思っています。このようなことは多々あります。先ほどのお話の中でも
3つの振興局の境目も今日、一緒に行ったメンバーから教わりました。自分の場合のガイド
は、コーチであり、一緒に歩く人との共感の場ですので、コミュニケーションが最重要とい
うことになってくると思います。 
山村先生のお話で、最後にアイヌの方とお茶を飲んだのが一番楽しかったというアンケ

ートの結果について、僕はとても心に残っています。境界協会では、最後はどこで飲もうか、
飲み会をどこでやろうかということでコースを決めることにしています。講座をやってい
てもそうです。冗談半分ですが、デートで映画を見るのは、映画を見に行くことが目的では
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ないんです。同じ物を見てその後に話しをするのが目的なんです。なので、僕は同じ物を見
た後に話す時間を重要視したいと思います。 
 
山村高淑
私も小林さんとまったく同感です。私からは、自分の経験に基づいて 2つ、申し上げたい

と思います。 
ひとつは、小林さんがおっしゃったのと同様、我々がいつも心がけているのはアフターを
どうするか、という点です。ツアーが終わった後にお茶を飲んだり食事をしたりする時間を
設けてそこで雑談をするようにしています。雑談がすごく大事だと思っています。コースの
設定で他と違うところがあるとするなら、「アイヌヘリテージトレイル」も「間野山トレイ
ル」もエコミュージアム的なコンセプトを持っていて、コア施設をスタート地点、ガイダン
スの場所として設定していて、そこに戻ってくるようなルートを組みます。北大だと学食だ
とか博物館。南砺市だとまさにクリエイタープラザのカフェ。戻ってきた後に休みながら、
ツアー終わりましたよ、だけどみんなで雑談しましょう、という中でフィードバックをいた
だくようにしています。 
もうひとつ、これはおそらくまちづくりのワークショップの手法とかエコツーリズムの

宝探しの手法とかに重なると思うのですが、マップ等に参加者が気づいたことをどんどん
記入していく手法があると思います。歩きながらどんどん書いてもらったり、今ならグーグ
ルマップなんかで共有できるものを作ってどんどん入力してもらったりすることもできま
す。今、我々がやろうと思っていることは、南砺市のクリエイタープラザのカフェにひとつ
白地図みたいなのを置いておいて、歩いた人に「今日、ここでこんな鳥を見たよ」とか、「こ
んな発見があったよ」とか、何かあればどんどん書き込んでいってもらうようにしたいと考
えています。 
 
木村宏
ついでに私もガイドの養成とか自分もガイドやったことがありますが、ガイドの資質を

上げるという意味では、ゲストが何を感じたかとか目からウロコみたいなことをどうやっ
て引き出すかが非常に大事なところだと思います。ガイドの質を上げるにはそれをどうや
って聞き出すか。コミュニケーションを取るのが私も一番いいと思っています。
ただ、職業ガイドになればその後お茶飲みましょうということにはならないので、基本的
には最後、終わったところのアフターミーティング、「今日、どうでしたか」「何か分からな
いことありませんでしたか」などの質問にアンケートで答えていただく。アンケートにはな
かなか悪いことは書けませんので、アンケートに書いていただけないようなら、のちほどイ
ンターネットでどうぞというような案内を出す。
一番大きいのはいろんな人たちがいろんなことを、例えば桜が池のトレイルを歩いた後

に今、これで上げてくる。（スマートフォン）ここからの情報をいかに拾えるか。ここは一
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番確かな情報が上がってくる。それを拾う術をそれぞれ持つのが大事です。それは組織的に
トレイルを運用するということにもかかってきます。個人でやれることは限られているの
で、いかに組織的に情報を得て、ガイドにフィードバックするか。そこはガイド養成でも非
常に気になったところでして、通り一遍の良かった悪かったみたいなアンケートではダメ
だと感じています。
樋口さん、客観的な事実はお話いただいたのですが、具体的に桃米村の方とか南三陸の方
が悩んでいたりすることとか、肌で感じた課題をもう少し生々しく話していただきたいの
ですが。

樋口葵
桃米村は「紙教堂」のある「新故郷見学園区」内がメインとなってガイドがいる状態で、

認定ガイドは 30人ほどいます。その一人から話を聞くと、それだけでは食べていけないと
いっていました。お金をもらうためにやっているというよりは、自分の生きがいのためにや
っている人が多くて、それだけで生計を立てようとは思っていないようです。 
南三陸のほう、語り部の方だと、自分たちが震災を経験してきているので未だにその日の
気分によって違うみたいです。悲しい気分の日は、涙を流しながらしゃべっちゃうという時
もあるそうです。ガイドの気持ち次第ではあるみたいですが、どうしようと思う日もあって、
心の奥ではそのような思いを抱えているそうです。観光協会のまちあるき部がやっている
コースもですが、椿の避難路は、特に日常的に歩くということにはなっていなくて、自分た
ちで道を作りながら、ここを日頃から歩きましょうねという程度です。誰が日常的に草を刈
るなどの整備をして、いつでも逃げられるようにするのかが課題ではあります。 
 
木村宏
会場から何かありませんか。

加藤寛
樋口さんに教えてもらいたいのですが、私が例えば南三陸町に行くとすると、訪ねるビジ
ターの立場になったら自分の楽しみのためには歩ける道があるのは嬉しいことなんですけ
ど、一方、訪ねるところが被災を受けているところによそ者が勝手に入り込んでいいのかと、
なんとなく行きにくい感じを持つのですが、地元の人たちは平和なところと同じような感
じで受け入れてくれるようなものでしょうか。

樋口葵
南三陸だと震災後すぐにボランティアの人が入ってきていて、震災後は地域外の人との

ふれあいが多くなっています。そのため震災後は、昔より受け入れが広くなっている印象で
す。南三陸町自体、2，3 年前から地元の人が、自分たちの町を知って、観光客を受け入れ
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ていきましょうという対応をしていた部分がありますが、南三陸全体に広がっているとい
うよりは、その中の一部の人だけでした。ただ、震災後はそれ以上に外の力の大きさに地元
の人が気づいたという点があり、以前よりも受け入れが大きく、スムーズになっているので
はないかと思います。誰が行ってもすぐ受け入れてくれるような雰囲気があります。 
 
木村宏
境界協会のみなさんも 20～80 代ということですので何かありませんか。 

 
竹村香都
出身は大阪で今は関東にいます。すごくみなさんのお話がおもしろくて、今ここのグルー
プ 6 人で山村先生のお話を聞いていたときに我々はやっぱり一般の感覚です。一般の間口
を広げようと思っていろいろされていると思うんですけど、それの参考にこの 6 人はまっ
たくならないなと感じます。お話を聞いただけでもう地図を広げて地形が出てくるアプリ
を広げて、「何ここ、地形みるだけでもうおもしろそうじゃない」と、ここにもう全員が行
きたくなっているというような状態なんですね。それであまり参考になる意見が言えなく
て申し訳ないです。 
 
山村高淑
ぜひ、お越しいただいてフィードバックを頂ければ嬉しいです。

竹村香都
これは個人的なお願いですけど、配ったときに不評だった詳しい方のアイヌのガイドが

まだあるならいただきたい。

山村高淑
1 部手元にございますので境界協会さんに後程ご謹呈申し上げます。 
 

竹村香都
いや、個人的にすごく興味があります。

木村宏
同じ歩くでも視点が全然違うというのがこれで分かったと思います。小林さんに伺いた

いのですが、境界を追っていくことで、どんなことが発見されたのか、小林さんも予期され
なかったことで新しい展開になったとかありませんでしたか。
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小林政能
歩いているとその辺りに住んでいる方はすごく境界線を意識しています。なにやってる

のあんたたちっていう感じで話をしてくださる方がいる。そうすると、その地元の方々が、
なんでこうなったんだとか詳しくお話いただくことがあります。歩いてみないと、そういう
ことには出会えません。ネットや書籍を調べているだけでは出会えない発見がフィールド
にはあるかなと。東京都の公園の管理センターのパネルに昔の土地の所有者のラインがあ
って、それで境界の理由が分かったこともあります。実際に見て歩かないと分からないとい
うことが多々あって、必ずしも全部が全部行ける場所ではないのですが、やはり見て、歩い
て分かること、発見することというのがたくさんあるなと正直思います。

木村宏
明日行かれる中標津と標津の境界線、たぶん地域の人にとっては通り過ぎるかまったく

行ったことのない場所だと思います。その中でどんな発見ができるのか、私よりも地域の人
が何を感じるのかなと非常に興味がありますので、明日、数に限りがありますが余裕があり
ますので、中標津の方がいらっしゃいましたら隣近所にお声をかけてください。
その中標津で境界もいろいろお調べになっているでしょうし、地域の方の声とか歩いて

いる人の声も、いろいろ佐伯さんの耳に入っていると思いますがその辺り教えてください。

佐伯雅視
僕たちのメンバーにこの町の経済部長もいます。メンバー全員、「今日、歩きに行くか」

と言ったら、時間があれば必ず「行きます」と言うんです。とにかく歩くのが大好き。目的
が何が見えるから、風景がいいからとかではなく、歩くのが大好き。それでテレビ局とか新
聞社が「何かいい景色がありますか」とか「動物が見えますか」って聞かれますが、そのと
きは答えに窮する。
僕たちは歩くのが好きなので見えるものはおまけですからと言われるので、私は人間っ

てただ歩いてみたいと思っている人はたくさんいると思います。ただ歩きたいだけ、その中
におもしろいことがあればそれはおまけ、そういう気持ちでやっています。

木村宏
単に歩くと言ってもみなさんいろんな想いがあって歩いているんだなということが分か

りますよね。いろんな想いの中に、今日は被り物をして来ている人がいて、何の人なのかな
って思っている人がいると思うのでちょっとお聞きしたい。

大橋勝憲
クマゴロンという被り物で、シレトコドーナツというドーナツの中に熊が入っていたり、

パンダが入っているインスタで調べていただくと一番早いのですが、そのものを東京とか
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で売っている、クマゴロンの大橋と申します。佐伯さんとは三年くらい前に僕も全国、東京
でシレトコドーナツを売りに行っていて、ちょっといい気になって東京の人になろうかな
なんて思ったときがあって、佐伯さんから話しがあって、佐伯さんも実はレストラン牧舎と
言うところで何十年か前に自分のところの牛乳やチーズケーキを全国に売り歩いて、自分
は人を使うのが苦手だからということですっと辞めて、歩く道を作ると言うことで 13年前
から始めたらしくて。そんな佐伯さんが「大橋さん、東京で物を売るのはいいんだけど、片
脚くらいは地元に足をつけて地元と都会とを行き来しながら自分の商売が長く続くんじゃ
ないか、自分の感性をもっと磨けるんじゃないか」という話しがあって、それで戻ったら道
を作っていた。 
たまたま開陽台の麓にあるカフェ開陽台をうちで運営していまして、久しぶりに戻った

らリュックを背負ったハイカーというんですか、歩く方が訪れるとメンバーが言っていて、
なんだろうと思ったら佐伯さんのキラウェイだったという。 
そんななかで 3 年前から関わるようになったのですが、今、山村先生とかのお話を聞い

ていて、僕が一番佐伯さんに今でもどう思っているのかなというのが一つあって、こういう
場でどうなのかと思いますが、僕は被り物してるのですが、佐伯さんとかはすごいまじめな
方なんですよ。めちゃまじめで。今の答えにあるように、歩くことが好きだから歩いている、
という。木村先生も佐伯農場に行ってますけれども、どう考えても佐伯農場のイメージに被
り物は合わないのではないかと思いながら 3 年間、佐伯さんは許してくれているのか分か
らないですけど、僕を受け入れてくれている。そんななかで山村先生のお話を聞いて、僕は
実は会社をやっていて、ファン＝ファンという想いがあり、楽しいことをするとファンが喜
ぶ、ファンを作るためには自分が楽しく、仕事と生き方を一致されるというポリシーがあり
まして、どんなときでもプライベートは逆に被り物を脱ぐことはありますけど。僕は久々に
文字を書きたいなと思ったのですが 5 ページくらい書いてめちゃ歩くことに関してこれか
らいろいろしたいなと思います。 
先ほど言っていた楽しさをキャプチャーしているか、捉えているかということで、僕もシ
レトコドーナツを知らないところで売っているんですね。東京の上野とか品川駅とか。そし
て実際に買ってはもらっている。年間 5 億くらい、150 万個くらいのドーナツを販売して
いるのですが、どうして買うのかな、買った後どうやってお客さんは食べてるのかなって。
今の時代ＳＮＳとかで。実は、キラウェイもハッシュタグでキラウェイとか北根室ランチウ
ェイと打つと北根室ランチウェイを歩いた人がどんな写真をアップしているのか、僕はず
っと見ているんですよね。どんな部分に感動しているのかとか、あれ、こんなところの写真
撮ってアップしてるとか、例えば牧舎さんで食べてる食事風景とか。そういうところを捉え
ている。 
佐伯さんは大変忙しいのでガイドとか一緒に行ったらそういう話は聞けるけれど、やっ

ぱり木村先生が言うようにコミュニケーション、そばにいないとなかなか伝わらない。昨日、
実は佐伯さん、マンサードホールのジンギスカンの写真をアップしてくれた。なんでアップ
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したかというと、僕が今朝 5 時くらいにフェイスブックに写真をアップしたんですよ。こ
の写真、今日のフォーラムで使ってくれたら嬉しいなってアップしたのを佐伯さん、見たと
思うんですよね。僕、渡してないので、写真を。もしかして、この写真をアップすることが
大切なことなのかなと。実は昨日北大生のみなさん、木村先生、マンサードホールに観光協
会の佐々木理事長という入りたての若いバリバリの、あとは地域おこし協力隊の 4 名が初
めてマンサードホールに集まって北大のみなさまとコミュニケーションを取って、ランチ
ウェイも何回か歩いたのでみんなと話したり。あと木村先生のすごいなと思ったところは、
一人ひとりに自己紹介をさせて挨拶をさせた。それがコミュニケーションなんじゃないか
なと思います。僕は 3年来て、僕が何をキャプチャーしたかというと、マンサードホールで
佐伯さんに「来いよ」と言われて行ったら、いろんなところから来ていて、関西から東京か
ら。僕は自分のことを紹介するのが苦手なので佐伯さんが必ず「シレトコドーナツって知っ
てる？その大将だよ」って。「あ、そのドーナツ東京駅で見たことあるよ」とか「知らない
です」と聞くのが僕は楽しみで、そこで自分のブランドがどのくらいまで価値があるのかを
実は自分なりに見て、札幌から来た人は知らない、そういえば札幌で売ってない、東京、関
東、関西は催事に行ったからあれだよねという感じで受けたりします。そんなことでこれか
らもいろいろあるとは思うのですが、僕なりに佐伯さんの舟に一度乗った身なのでできる
限りサポートしながらいければいいなと思いました。 
 
木村宏
マンサードホールというのは昔の牧舎、牛舎を改造したコミュニティホールです。という
ことで、予定をしていた時間を過ぎてしまいましてこの後、交流会に参加される方もいらっ
しゃいますので熱い話はこの次の場につなげていければと思います。下休場先生にまとめ
をお願いします。

下休場千秋
まとめにはならないと思います。感想というか、最初に歩く観光とか歩く旅ということを
お話ししたのですが、こういう視点というのはこれから観光を考える上で非常に重要だな
ということを改めて感じました。観光資源があるとか人が集まるとかではなく、そこに人が
暮らしている地域であれば歩けば何かが見つかる、今は何か分からなくても必ず何かがあ
ると言うことが分かりまして、今日は境界協会のお話やコンテンツツーリズムのお話、さら
には、被災地域や地元のランチウェイにおける歩く観光のお話しなど、どの地域でも隠れた
宝物が埋まっているということを改めて思いました。それらの価値を地域の人もそこを訪
れる人もやはり知るには歩くしかないというのを改めて感じまして、そういう意味で今日
の機会は非常に私自身にとっても勉強になりましたし、観光の一つの方向性として歩く観
光、歩く旅育ということを観光を考える上では忘れないで、これからも様々なところへ歩く
観光に出かけたいなと思っております。この中標津から北根室ランチウェイの灯を消さず
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に将来にわたって歩く観光が広がっていくことを期待したいと思います。ありがとうござ
いました。

木村宏
最後は中標津にエールを送るカタチで総まとめをしていただきました。今日、みなさんの
お話の中で交流とか体験、共有、まさに地域の連携、仕組み作りといういくつかのキーワー
ドが出てきました。それはすべて道がつながることであり、それを次の世代へつないでいく
ということをみなさん課題としてお持ちになっていたと思います。
そういう意味では、まだまだエンドレスに話をしていかないといけないテーマだなとさ

らに感じたわけで、三月に北大でこのテーマで話したときにまだ消化不良だなということ
で今回になっている。まだ消化不良が増したような感じがありますので、また引き続き歩く
観光について議論していきたいと思います。さしあたって、今回、中標津のみなさまにご尽
力いただき、理解いただき、このシンポジウムができましたことを感謝申し上げてこの場を
閉めたいと思います。また登壇いただいた皆様方にはお忙しいなか、ありがとうございまし
た。以上を持ちまして北海道大学コロキアム修了させていただきます。ありがとうございま
した。
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『滞在時間を確かな観光消費に繋げていく為の手法を考える』 
CATS 叢書第 12 号，北海道大学観光学高等研究センター（2019） 

滞在時間を確かな観光消費に繋げていく為の手法を考える 

～中標津：北根室ランチウェイにおける稼ぐ仕組みづくり～ 

二木 匡 
一般社団法人エリアクラフト北海道 専務理事／ 

北海道大学大学院国際広報メディア･観光学院博士後期課程 

1.はじめにi 
2018 年 10 月北海道中標津町にて開催されたコロキアムにおいては「歩く観光」に関す

る様々な発表と有意義な議論がなされた。特に昨今北海道内の様々な市町村で模索されて
いる地域活性化のための取組みに対し、歩く観光が及ぼすであろう可能性について示唆に
溢れた有意義なコロキアムであったと強く共感を覚えた。 
一方で、地域の取組みをどのように持続可能なものにしていくかという課題についての

言及や議論は若干少なかったのではないだろうか。これまで拝聴してきた様々なフォーラ
ムや勉強会においてもヒト、モノ、カネに関わる「取組みの持続性」については多くの場合
「今後の課題」とされ、乱暴に言えば先送りにされ続けてきた印象が強い。その中でも特に
後回しにされがちな「カネ＝収益性」については今回のコロキアムにおいても残念ながら積
極的に触れられることはなかった。 
本寄稿においては，地域における滞在時間延長への取組みを如何にして確実な観光消費

に繋げていくかという命題の端緒として、同コロキアム開催地でもある中標津町が擁する
日本有数のロングトレイル「北根室ランチウェイ」を例に、歩く観光の収益手段について考
えてみたい。中標津町がどのようにトレイルというツールを活用し、顧客の対価に見合う魅
力的なサービスを創出し、実際に稼いで（地域にお金を落とさせて）いくかについての手段
を、より具体的に提案出来れば幸いである。 
 
2.「歩く観光」の効果と課題について 
まずは今回のコロキアムでの議論を参考に、ロングトレイル、フットパス、まち歩きとい
った「歩く観光」が地域にもたらす多様な効果と現時点での課題について、筆者なりに簡単
に整理しておく。 
 
～歩く観光の効果～ 
 
▷地域資源の再発見 
ルートを整備する過程で今まで目を向けてこなかった地域内に眠る潜在的な資源を発
見･再確認し顕在化させることが出来る。 
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▷知る・学ぶことを通じ相互理解を深める 
地域外から来訪する人々がその地域を知る端緒となる。加えて地域内においても各々の
共通点や違いを学ぶことで世代間、職種間、集落間等が持つ潜在的な障壁を取り除く効果
が期待できる。 

▷入込客数の増加 
魅力的なルートを整備することで当該地域に目を向けるきっかけが生まれ、地域を訪れ
る観光客の増加が見込める。 

▷地域内滞在時間の確保 
歩く観光は、一定距離を「歩く」というその特性から、地域内での滞在時間確保を自然と
促すことになる。「入込客数増加×滞在時間確保 観光消費増加」を目指す際の環境を整え
る手段となり得る。 

▷環境保全意識の醸成 
地域の貴重な資源を「守る」という意識が芽生え、周辺の環境とあわせて保全していく一
端を担うことができる。 

▷新たな協働への波及 
整備されたルートを目的に地域外から訪れる観光客はもとより、ルートを整備する過程
においても、地域内外の様々な集団の交流･協働増進の手段となり得る。そうした新たな
紐帯の形成が、他の地域施策の協働基盤として地域の財産になっていくことも期待でき
る。 

 
このように「歩く観光」を観光地域づくりの中心施策に据えた場合、単なる入込客数の増

加のみならず、地域内外の様々な人を巻き込みながら多様な波及効果が見込めることが特
徴といえるのではないだろうか。 
 
～歩く観光の課題（現時点での）～ 
 
▶歩く文化の不在 
そもそも当該地域に歩く文化が無く、効果を自分事として受け止めきれない場合が多い。
本当にそんな効果があるのだろうか、という疑念を払拭できない。 

▶様々な権利の侵害への配慮 
土地所有権のみならず、地域住民の生活権や生業に対する権利などに対しては従来以上
のきめ細かい対応や配慮が必要となる。阿吽の呼吸では済まされない。 

▶生活者と来訪者の心理的な軋轢 
生活エリアと観光エリアの線引きが曖昧になりがちで両者の軋轢を生みやすい。交流と
軋轢の調整が運営者（組織）の大きな負担となる場合も多い。 

▶地域ビジョンの不在 
「地域の〇〇を実現するために」というビジョンが欠落しているため、ルートの設定自体
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が目的化してしまう。ルートが出来たら満足。 
▶継続運営の担い手の不足 
住民も行政も、価値探しやルートマップづくりまでは力を注ぐが、一端ルートが出来上が
ると熱が冷めてしまいがち。案内板の改廃や草刈りなど長期にわたるメンテナンス活動
の負担がごく一部の有志によって賄われている。 

▶具体的な観光消費手段（サービス）の不足 
滞在時間の確保が観光消費の増大に直結するという安易な認識が根底にあるためか「稼
ぐ」という視点が後回しにされがち。施策の持続性を担保する意味からも消費を促す戦略
的な仕組みづくり、ノウハウの構築が求められている。 

 
歩く観光に対する取組みは一言でいえば「持続性」に関する課題に直面する場合が多いと
いえるのではないか。地域が必ずしも得手としていない、権利、担い手、収益といった取組
み継続に欠かせない要素から目を背け続けることはできない。他方で伝統的な視点に立て
ば、日本国内にもお遍路や登山道の整備といったある種の歩く観光がその持続性を確立し
ている好例も多く、そういった歴史や枠組みから学ぶ部分も決して少なくないだろう。 
 
3.中標津：北根室ランチウェイにおける稼ぐ仕組みづくり 
前述(2.)の通り、歩く観光においてはルートづくり（コースの選定やマップ作成等）その

ものだけが目的化してしまいがちで、継続に不可欠な収益性を置き去りにするシーンが散
見される。コロキアムの舞台ともなった中標津町が擁する北根室ランチウェイを例に、その
収益確保＝稼ぐ手法について具体的に考えてみたい。 
 
3.1 北根室ランチウェイの概略 
北根室ランチウェイは中標津空港（もしくはバスセンター）を起点に JR釧網線美留和駅

を着点とした全 70km 超からなる国内有数のロングトレイルである。途中 5 つの中継地点
（開陽台、レストラン牧舎、養老牛温泉、西別岳山小屋、摩周展望台）を配置した 6ステー
ジで構成されている。そもそもはイギリスの歩く権利に強く共感をした個人による高い志
のもと整備が開始され、地域の酪農資源を体感するコースとしてランチウェイの由来とも
なる根釧の牧草地帯や北海道遺産に指定された格子状防風林を通り、阿寒摩周国立公園へ
と至る雄大なルート設計は国内外の多くのハイカーを魅了している。途中まちなかエリア
を通過する機会はほぼ無く、住民の居住空間を侵害しない半面、住民の無関心や交流の希薄
性を助長する側面を生んでいるともいえる。 
交流や消費といったトレイル由来の波及効果を多くの住民が実感できる仕組みづくりや、

現状では一部の個人に偏重しているコース整備等運営上の負担（ヒト、カネ）を軽減・平準
化していくことが急務であろう。 
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3.2 滞在時間と観光消費にまつわる短絡的な常識 
ここで昨今地域の観光を検討する際に必ずと言っていいほど議題に上る「滞在時間の延

長」について考えたい。 
前述の通り「歩く観光」は地域内滞在時間の延長効果が期待でき、特に北根室ランチウェ

イの様な長大なコースではその施策効果は大きいと考えるのが常套であろう。しかしなが
ら滞在時間の延長はそのまま消費の拡大に直結するのだろうか。「域内滞在時間の延長が観
光消費の増加に比例する」という定番認識のもと、観光による恩恵が思ったほど地域に及ば
ないのは「当該地域が通過型エリアだからで、一定程度の滞在時間さえ確保すれば観光消費
も増加する」という課題意識は極めて短絡的な思考と思えてならない。闇雲に「滞在時間延
長」を謳うことは 1日 24 時間どの部分でもいいと言っているようなもので、域内消費への
反映には更にいくつかの階段が存在することを忘れてはならない。 
地域は滞在時間のグロスではなく、観光客（顧客）の消費が最大化されるであろう『消費

時間帯』の獲得に目を向け、地域が提供可能な『消費手段（サービス）』を開発しマッチン
グさせていくことに対して戦略を組立てなければならない、といった咀嚼が必要であると
考える。 
観光庁発行の平成 30 年度版観光白書から日帰り旅行者の旅行中総支出額を概観すると上
位二傑（土産と食事）で金額構成比の 75%を占めている（地域波及が見込みにくい交通費を
除く）。宿泊を伴う場合は金額ベースで土産は約2倍、食事は3倍強となる。端的に言えば地
域の観光消費拡大の第一歩は、地域資源由来の「価値体験」と「食事（カフェ含む）」「土産
（装備グッズ含む）」の連動（組合せ）を如何に作り出していくかに収斂されると考える。 
 
◆地域の観光資源や取組みは、どの『消費時間帯』での地域滞在を促すものか 
◆その時間帯にふさわしい『消費手段（サービス）』は整っているのか 
 
滞在時間の延長を地域の観光消費拡大に繋げていくには、道づくり等で顕在化させた地

域資源と照らし合わせたうえで、消費の最大化が見込める主要な『消費時間帯』を獲得し、
その時間帯に見合った『消費手段（サービス）』を準備することが大前提であり、そういっ
た戦略的視点とノウハウ構築無くして観光消費の拡大は見込めないといえるのではないか。 
 
3.3 北根室ランチウェイにおける消費波及ステップ 
こうした問題意識を踏まえ、観光消費を最大化する『消費時間帯』と『消費手段（サービ

ス）』について具体的に検討する場合、前述の態様を持つ北根室ランチウェイにおいては 3
つのステップ、すなわち「線の構築」「点の充実」「面への波及」に分けその戦略と手段を考
えていくことが有効だろう。 
 

【STEP 1】～線の構築～ 
「線」とは人々が「歩く道＝北根室ランチウェイ」そのものである。歩く観光の本質はルー
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トの魅力や楽しさが絶対条件であり、ここでの価値創造が全ての提供サービスの根幹とな
る。トレイルを歩く人々が多くの時間を費やすルート（線）上においては、安全・快適とい
ったトレイル構築上不可欠な要素を備えることは言うまでもなく、北根室ランチウェイ独
自のルート価値を確立し、更には新たなサービスを模索･提供する取組みを継続することで
この価値を高め続けていくことが求められる。この際住民や地権者との関係構築を置き去
りにしてはならない。 
 
▶広大な牧草地や北海道遺産（格子状防風林）を歩くという価値 
▶適切なルートの設定、工夫 
▶案内板、トイレ、休憩場所、エイド関連 
▶情報の更新、万が一の緊急対応体制の構築 
▶管理・運営の担い手、体制づくり（個から公へ） 
▶ブランド化が可能な、統一性のある洒落たデザイン 
▶価値（ルート）を維持していくための様々な見直しや修正 
▶ガイドの配置、イベントの開催 
▶地権者や住人、行政など多様な関係者との関係構築 
 

【STEP 2】～点の充実～ 
「点」とはコースを構成する中標津空港や開陽台といった「起点（ｽﾀｰﾄ）-中継点（ｺﾈｸﾄ）-
着点（ｺﾞｰﾙ）」である。現時点においてトレイルを歩く人々が何らかの用途で必ず歩を止め
るであろう出発地点や中継スポットといった場所は消費の観点からは極めて重要な「点」で
あり、収益の中核を成す場となる。前述の「消費時間帯」「消費手段（サービス）」を念頭に
消費を最大化する為の戦略建てをしていきたい。歩く観光の特性を見極めた「稼ぐカテゴリ
ー」「稼ぐ時間帯」「稼げる場所（地点）」を相互に掛け合わせ合致･融合させることでランチ
ウェイの適儲モデル（適切な儲けの確保）を組立てていく必要がある。 
 
▶コアステージを新たに設定 
ここさえ歩けばランチウェイ大満喫、と言える中核ルートを設定 
初心者やトライアルの敷居を下げ、中核を構成する稼ぐ拠点に人々を誘う 
第一～第三ステージ（中標津空港 開陽台 牧舎 養老牛温泉）が候補 
▶機能附設と稼ぐ拠点づくり 
上述 4地点にそれぞれにふさわしい機能を附設し稼ぐ拠点づくりを推進する 
起点機能 ：装備、情報、食（弁当含む）、ガイド、アクティビティ、着替え、移動、荷

物預り＆配送、トイレ… 
中継点機能：食、休憩、喫茶、情報、学び、移動、エイド、トイレ… 
着点機能 ：土産、休憩、喫茶、食、宿泊、学び、周辺アクティビティ、着替え、移動、

… 



-316-

▶肝となる共通項の確認とその整備・工夫 
必要機能：情報と学び、トイレ、緊急対応、移動 
充分機能：食、喫茶、装備やグッズを含む土産 

▶資源やノウハウの集中 
 
【STEP 3】～面への波及～ 
「面」とは「中標津町全体」を指すと考えて頂きたい。「線」と「点」への取組みの結果確
立するであろうランチウェイブランドの価値をまち全体の生産･消費といった経済に広く
活用し、更には多様な交流の一助となる流れを模索していきたい。ランチウェイを単なる一
アクティビティ（ツール）に留めておくのではなく、中標津町ブランド全体を高めていく先
導役として昇華させることが到達点となる。ブランド価値をまち全体で受け止める体制の
確立とその為の関係者の意識改革を地域全体で醸成していくこともまた中標津町にとって
欠かせない課題となろう。ランチウェイは「個の財産」から「公共の資源」への成長段階に
進まねばならない。 
 
▶KIRAWEYブランドの無償公開＝ランチウェイと地域のブランド連携 
▶ランチウェイと地域特産品を同時想起させる特産品の開発（6次化商品） 
▶ランチウェイと連動可能な周辺アクティビティの開発 
移動系：バイク、カヌー、気球、馬、eモバイル、… 
体験系：根釧開拓歴史探訪、格子状防風林の整備体験、牧場体験、農泊、… 
中標津版スイスモビリティの確立、等々 

▶ハイカー目線に立ったまちなか消費サービスの確立（夕食、飲み、宿泊、土産、グッズ等） 
▶ハイカー交流の場づくり（聖地づくり） 
夜を含め交流推進が可能な、ランチウェイ公認･推奨の宿舎や飲食店の組織化、正統性の
賦与 

▶まちなか消費を促す動線づくり 
▶各点とまちなかを結ぶ手段の構築＝ハイカーの利便確保、消費者の集約 
往路：各自負担（養老牛送迎やタクシーの活用） 
復路：安価な委託バス運行（夕方一便のみ、最盛期土日のみ、運営への委託） 
宿泊施設の既存送迎サービスとの連携 

▶担い手のオープン化（現運営側、地域側双方の意識改革） 
▶ランチウェイに関する住民の学び、体験、実感の促進 
▶まちなかイベントとランチウェイイベントの連携拡大 
▶まち全体での受入れ窓口一本化 
▶ブランド活用の為のマネジメント組織の構築（DMO等） 
 
北根室ランチウェイにおいてはコース自体の価値が内外で高く評価されている現状を鑑
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二木 ｜ 滞在時間を確かな観光消費に繋げていく為の手法を考える ｜ 

みれば、ルートの改修や微調整を除き既に「線の構築」はほぼ達成されているとみるべきだ
ろう。今後は稼ぐ視点を加味した上で「点の充実」を図ることでコース自体の収益性を確保
し、更には「面への波及」施策を試みることで住民や地域事業者へと恩恵を広めていく道筋
を示すことが急務である。そうした多様な取組みが顧客としてのハイカーの満足度を更に
高め、地域内にスパイラル的な好循環を生み、真の持続性を確立する道へと繋がっていくの
ではないだろうか。 
 
3.4 具体的な「点の充実」提案 ～中標津空港の起点機能充実案～ 
北根室ランチウェイを考える時、起点、中継点、着点はハイカー各々によって自由に設定

可能で機能的にも重層的附設が求められることは言うまでも無い。起点としては、中標津空
港だけでなく牧舎や養老牛温泉がその役割を果たしうる場となろう。中継点を考えれば、特
に開陽台、牧舎、摩周展望台の機能充実が急務である。着点機能に関しては、何らかの工夫
をもって美留和駅に最低限の機能附設を試みる一方で、空港や牧舎、養老牛温泉にもゴール
としての意味合いを持たせる必要もあるだろう。それぞれの場が持つ意味合いを吟味した
上で、可能な範囲で最大限の機能充実を図ることが、「点の充実」はもとより「線の構築」
の大きな一助ともなるはずである。 
最後に起点（スタート地点）のありかたとその機能について、中標津空港を例に具体的に

考えてみたい。現状多くのハイカーは中標津空港を起点としてランチウェイを歩き始める。
現在も観光協会の出張カウンターが配置され、ささやかな情報発信と物販機能が配されて
はいるが、顧客満足、消費最大化の観点からみてその起点機能は甚だ物足りない。稼ぐ起点
としての中標津空港に必要な取組みについて考えてみる。 
 
【無償サービス】 
▶統一した案内窓口の設置 
▶基本的な情報提供： 

地図の配布（販売）、全容、注意事項、緊急連絡先等々 
▶直近の情報提供： 

季節特有の危険個所や見どころ、直近の天候情報など 
▶公式スタンプの配置： 

各ステージのスタート&ゴールに「公式スタンプ」を配し、より多くのステージへのチ
ャレンジを促す 

▶中標津町とトレイルの連携に関する情報やサービスの提供 
 
【有償サービス】 
▶食事、弁当等の提供： 

空港レストランと連携しスタート前の食事や弁当を提供する 
※ランチウェイオリジナルメニューの開発を促したい 
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▶グッズ販売、トレイル必需品の販売：
デザイン性に富んだ、高品質なオリジナルグッズの販売（町内事業者連携） 
アクティブフード、水、カッパ等最低限のアウトドア装備の品揃え 

▶多様なレンタルサービス：
バイク、スノーシューなどトレイル価値の多様化に対応したアイテム 
※各中継点での返却可能な体制の構築が必須 

▶移動サービスの提供、もしくは紹介：
各ステージ（第 2ステージ以降）への移動手段を確保 
タクシーや公共交通以外に「移動付きガイドツアーとの連動」「宿泊施設が実施してい
る既存の送迎機能の活用」等を検討 
最低限、窓口としての機能は持つべき 

▶荷物預かり、着点や宿泊施設への配送サービス
▶ツアーの実施、もしくは紹介

極めて限定した条件下、且つその選択肢は多岐に亘ることを前提にしたものではあるが、
機能附設と収益性に対するイメージを膨らませて頂く意味合いから、上記の提案を基にし
た起点（空港）における事業規模の試算を示す。 
同様の機能は着点、中継点においても順次配していく必要がある。開陽台の事業者や養老
牛温泉のホテル、美留和駅近隣商店などと連携し顧客目線で点の充実を図らねばならない。
その際肝心なのは「志への共感」のみならず、適正な流通マージンの確保など通常の経済活
動のルールにのっとった対応をトレイル側が積極的に提案し協働体制を構築していく姿勢
を持つことが何よりも肝要であろう。 



-319-
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※開陽台や牧舎、養老牛温泉に附設されるべき起点機能、中継点機能、着点機能の具体的提
案は残念ながら省かせて頂く。それぞれの場において獲得可能な「消費時間帯」「消費手段
（サービス）」を念頭に「顧客目線」で適切な戦略建てをしていく必要がある。 

4．観光地域づくりにおける、より大きな（長期的、俯瞰的）フェーズについて
今回の提案は「滞在時間の延長を如何に消費に繋げていくか」（下記 3～4 ステージ）の

一端を考えたに過ぎない。観光地域づくりを志向し効果を挙げていくには前後の様々なフ
ェーズやステージにおいて、目標（短期・中期）を明確にした上で戦略建てしていくことが
求められる。更にはそのフェーズやステージ毎に相応しい主体（担い手）やルールがあり、
そのバトンの継承と合わせて全体戦略を考えていく必要があるのではないだろうか。 

【観光まちづくりの関わるフェーズとステージの仮説】 
取組み開始 
第ゼロフェーズ 
0：現状分析、ビジョン策定＝どうなりたいか 

第一フェーズ 
1：資源を発見・開発する=何が売り物になるのか 
2：来訪者数を増やす＝流れを増やす 
3：滞在時間を増やす＝たまりをつくる 

第二フェーズ 
4：来訪者の消費を促す＝何ですくうか 
5：消費を地域循環させる＝どうやって回すか、どこで漏れているのか 

循環フェーズ 
X：評価、反省、見直し、推進＝描いた姿に近づいているか 

【フェーズやステージ毎の主体（担い手）、ルールづくりに関して】 
▶消費最大化の為の、関係者の合意を促す仕組み
▶ブランドの育成･管理･活用 「個人の財産から公的な資源へ」
▶経済的取り分、負担の分担等のルール化
▶まちの産業（酪農･農業･商業等）や教育･文化への全体波及構想
▶それぞれのフェーズやステージを担う人材や組織形態
・創設者、有志、住民、愛好家、事業者、域外人材、専門家、企業、等々
・行政、準公的組織（観光協会、商工会等）、DMO等全体マネジメント組織、農協、
広域連携、振興局や道、等々 

5.まとめ
検証や実行を伴わない現段階において今回の提案の正当性を云々出来ないことは重々承



-320-

知しているが、「歩く観光」延いては「観光」を地域施策として現場で議論する時「何を目
標としているのか」「どの段階（フェーズやステージ）について議論しているのか」「ベンチ
マーク事例は我がまちに何を示唆しているのか」「誰が担うのか」といったセグメント分け
を明確にしていく思考や手法を欠落させないことが極めて重要であると強く感じている。
そうした思考や手法はビジネスの世界においては不可欠な必修要素でもある。 
地域づくり施策において様々なシーンで「残された課題」として一纏めにされ、「地域の

課題は結局のところヒト（担い手）だよね」「如何に経済的に自立し、儲けるかが鍵です」
といった常套句のもとややもすると先送りにされ続けてきた「ヒト」「カネ」についての議
論も、フェーズやステージ、場所や時間帯、経年状況や想定する担い手等をセグメントした
うえで、明確な目標を掲げて一つ一つ議論し解決に向け取り組んでいくことが求められて
いる。 
中標津町北根室ランチウェイがこれからも永く国内外のトレイル愛好家を魅了し続け、

更には中標津町の皆さんに広く恩恵を波及し地域の誇りとして愛され、将来に亘りその存
在が高い価値とともに持続していく姿を願っている。（了） 

（参考文献） 
「中標津町五十年史」（1995 年）町史編さん委員会編 
北根室ランチウェイHP 

「観光白書（平成 30年度版）」（2018 年）観光庁 
「フリー 無料からお金を生み出す新戦略」（2009 年） C アンダーソン NHK出版 
「新版ブルーオーシャン戦略」（2015 年） Wチャン・キム他 ダイヤモンド社 
「エスキモーに氷を売る」（2000 年） J スポールストラ きこ書房 

本稿では、※1「地域」が主体となり、歩くルートを観光地域づくりの手段として整備
していくシーンを想定している。※2更に、重層的な意味合いを持つであろう「観光地域づ
くり」という言葉を、「観光地域づくり 地域の活力確保 地域経済への波及」を目的とす
るもの、と限定的に置いた。そうした前提のもとで提案を進めていくことをご了承頂きたい。 
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第 26回 CATS 観光創造研究会プログラム（北海道大学学術交流会館第一会議室）
2018年 

3月 17日（土） 
（1日目） 

3月 18日(日) 

(2日目) 

13:00 

13:30 

14:15 

15:30 

16:15 

9:00 

9:10 

10:10 

11:05 

12:40 

13:40 

14:25 

15:20 

16:10 

16:20 

開会挨拶と共同研究員紹介 
趣旨説明と問題提起 
研究発表① 
「ロングトレイルと滞在交流型観光 
―体制づくりの現状と課題―」 
事例報告① 

「九州自然歩道における住民参加活動」 

事例報告② 
「済州オルレを通じたコミュニティービジネス」 

「日本におけるオルレの推進について」 

2日目の挨拶 

研究発表② 

「英国のフットパスと地域活性化 

―Walkers are Welcome タウンの活動―」 

事例報告③ 
「日本におけるフットパスの展開とまちづくり」 
事例報告④ 
「北海道におけるフットパス活動」 
研究発表③ 
「聖地巡礼のプロセスと真正性 
～サンティアゴ巡礼と四国遍路の事例を中心に～」 
事例報告⑤ 
「熊野古道に外国人観光客を呼び込む着地型観光 
～世界に開かれた持続可能な観光地を目指して」 
事例報告⑥ 
「佐世保時旅、水郷柳川ゆるり旅」 
総合討論   
総括コメント 
閉会 

西山徳明 

下休場千秋 

木村宏 

志賀壮史 

安殷周 

李唯美 

西山徳明 

塩路有子 

神谷由紀子 

小川浩一郎 

岡本亮輔 

 

多田稔子 

高山美佳 

下村彰男 

石森秀三 
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第 6回 CATSコロキアムプログラム（北海道標津郡中標津町なかまっぷ）
2018年 

10月13日（土） 
（1日目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 14 (日) 

(2日目) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:45 

13:50 

14:00 

 

 

14:30 

 

15:55 

 

16:45 

 

 

17:55 

18:25 

9:00 

 

 

 

12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催者挨拶 
中標津町からの挨拶 
趣旨説明 
事例報告 
「北根室ランチウェイの取り組み」 
発表① 
「境界をたどる旅」 
発表② 
「台湾桃米村、宮城県南三陸町における歩く観光」 
発表③ 
「北大キャンパスと南砺市におけるヘリテージ・ 
トレイル」 

全体討論 
閉会 
エクスカーション① 
「中標津町内の『境界』探索」 
エクスカーション② 
「北根室ランチウェイ」 
解散 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

西山徳明 

西村穣 

下休場千秋 

 

佐伯雅視 

 

小林政能 

 

樋口葵 

 

山村高淑 

 

木村宏 
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第 26 回 CATS 観光創造研究会に出席した共同研究員
（招聘発表者を含む，五十音順，所属は当時）

（学外）
朝倉俊一 

安殷周 

麻生美希 

李唯美 

池ノ上真一 

石丸幸夫 

内田晃 

岡野隆宏 

小川浩一郎 

尾久土正己 

海津ゆりえ 

神谷由紀子 

栗山潤一 

黒見敏丈 

毛谷村英治 

佐藤信吾 

塩路有子 

志賀壮史 

下村彰男 

関雄二 

高山美佳 

多田稔子 

土金慧子 

土居功 

徳永哲 

中村純子 

八反田元子 

比田井和子 

廣川祐司 

松本秀人 

増本貴士 

ドーコン 都市・地域事業本部 総合計画部 次長 

社団法人済州オルレ常任理事兼事務局長 

九州大学 人間環境学研究院 講師 

社団法人済州オルレ日本支社長／ 

元九州観光推進機構海外誘致推進部韓国担当 

北海道教育大学国際地域学科 准教授 

北海道観光振興機構 地域支援事業部長 

北九州市立大学 地域戦略研究所 副所長・教授
環境省 自然環境局自然環境計画課 保全再生調整官 

株式会社ジオ 代表取締役／北海道科学大学客員准教授 

和歌山大学観光学部 教授／評議員 

文教大学 国際学部 国際観光学科 教授 

日本フットパス協会理事、NPO 法人 みどりのゆび事務局長 

北海道観光振興機構 海外プロモーションＧ担当部長 

岐阜女子大学 家政学部生活科学科住居学専攻 教授 

立教大学観光学部学部長／教授 

エスティ環境設計研究所 取締役 

阪南大学 国際観光学部 国際観光学科 教授 

九州自然歩道フォーラム事務局長 

東京大学 大学院農学生命科学研究科 森林科学専攻 教授 

国立民族学博物館 研究戦略センター 教授 

株式会社 LOCAL & DESIGN 代表取締役 

一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー会長 

株式会社乃村工藝社 事業統括センタープランニング統括部企画 3 部 

北海道観光振興機構 広報・国内プロモーショングループ次長 

Landscape Architect (RLA)／九州大学・福岡大学・九州産業大学 非常勤講師 

横浜商科大学 商学部 観光マネジメント学科 教授 

札幌国際大学観光学部 教授 

未来政策研究所 主任研究員 

北九州市立大学地域創生学群 准教授 

北海学園大学 常任講師 

奈良県立大学 COC/COC+推進室 特任准教授 
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道尾淳子 

村上佳代 

八百板季穂 

吉原秀喜 

（学内）
石森秀三 

臼井冬彦 

小林英俊 

山田桂一郎 

岡田真弓 
西山徳明 

下休場千秋 

木村宏 

石黒侑介 

上田裕文 

清水賢一郎 

西川克之 

山田義裕 

田代亜紀子 

岡本亮輔 

福山貴史 

伊東美菜子 

三崎圭美 

四戸秀和 

石川満寿夫 

中林光司 

平井健文 

北海道科学大学 未来デザイン学部 講師 

文化庁 地域文化創生本部事務局 広域文化観光・まちづくりグループ  文
化財調査官 

岡山理科大学 建築学科 准教授 

平取町アイヌ施策推進課アイヌ文化保全対策室室長

株式会社乃村工藝社 事業統括センタープランニング統括部企画 3 部 部長

北海道博物館長／北洋銀行顧問／北海道大学 観光学高等研究センター 特別
招聘教授 

臼井事務所 代表／北海道大学 観光学高等研究センター 客員教授 

青森大学 観光文化研究センター長／北海道大学 観光学高等研究センター 

客員教授 
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