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序章  

 

1 問題の所在 

1.1 地域観光における住民の役割に関する議論 

1980 年代から観光による自然破壊、文化の変容、混雑や治安悪化など、観光地の社会に

ネガティブな影響を与える従来のマスツーリズムについての批判が高まった。こういった

批判を受けて自然環境を保全・活用し、地域の社会や文化に配慮する新たな観光（New 

tourism, Alternative tourism）のあり方が模索されるようになったのだが、そういった観光

開発における新たな潮流のなかで、観光地の内発的な開発を通じて地域住民が観光による

利益を享受する仕組みが提案された。いわゆるコミュニティ・ベースド・ツーリズム

（Community based tourism、略称 CBT）と呼ばれる概念であり、主に経営・政策論的な

観点から、観光産業と地域住民間の協力的な関係性を構築し、持続可能な観光開発の仕組

みに関する研究が蓄積されるようになった（Jamal and Getz 1995、Joppe 1996、Sofield 2003、

Andereck et al. 2005、Smith and Robinson 2006、Sharpley 2014 など）。特に第 3 世界を舞

台に、地域住民を観光開発に巻き込みながら、観光産業を通じてホストコミュニティへの

経済的な支援を行い、住民のエンパワーメントを図るというコンセプトで、その影響や効

果と検証する事例研究が多くなされてきた（Stone 2014、中嶋 2015 など）。 

日本の場合、1980 年代後半の大量消費型のマスツーリズムに対応するための全国的なリ

ゾート開発は、自治体の多額の債務や自然破壊など、地域への深刻な被害を与えた。それ

に対する反省もあり、従来の画一的で大量消費的なマスツーリズムから、自然や地域住民

の生活環境とのバランスをとった観光開発のあり方が模索されるようになった（堀野 

2014）。石森秀三は「地域社会の住民が生活の質の向上を目的にして、自律的意志にもとづ

いて自然環境や文化遺産の維持可能な活用を図る営み」（石森 2001: 9）としての内発的観

光開発を提唱し、それによる自律的な観光の創出の可能性について論じた。「自律的観光」

（石森 2001）や「着地型観光」（大社 2008、尾家・金井 2008）など、従来の大量消費的

なマスツーリズムから、個人の多様な趣味や関心に対応しつつも、観光産業による経済的

利益をホスト社会へ還元する観光開発のあり方が重視されるようになったのである。この

ような観光開発をめぐるホスト社会への配慮や地域の役割の強化は、地域社会においても

観光による被害を最小限にし、観光産業と地域社会の発展を並行させていく方法として共
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有されていく。 

こうした観光開発に対する新たな潮流と共に、2000 年代から日本政府は少子高齢化や経

済成長の停滞という課題の解決策として観光産業に注目し、国を挙げた政策を実施してい

る。2003 年に日本政府により「観光立国宣言」がなされて以来、中央・地方行政は、観光

は国や地域経済を支える新たな産業であるという認識に基づいて、全国各地で観光に関わ

る政策が次々と実施されてきた。そこで注目すべきなのが、観光基本法（法律第 107 号）

から改正された観光立国推進基本法は、「第 5 条住民の役割」という条項が新たに追加さ

れていることである。 

昭和 38 年に制定された観光基本法は、「第二次世界大戦後の焼け野原から復興し、東京

オリンピックを翌年にひかえ、国際観光の発展及び国民の健全な観光旅行の普及発達を図

り、もって国際親善の増進、国民経済の発展及び国民生活の安定向上に寄与し、あわせて

地域格差の是正に資する」（盛山 2010: 60）ことを目的としていた。それに改正が加えら

れた観光立国推進基本法は、「観光を 21 世紀の国の重要な政策の柱に位置付ける」ものと

して、観光立国の実現に向けた諸関係者の責務について取り上げられている。諸関係者と

は、具体的に「国、地方公益団体、住民、観光事業者」であり、これら４つの主体の責務

について明記されている。まず、①国は、観光立国の実現に関する施策を総合的に策定し、

実施する責務を有すること、②地方公共団体は、自主的かつ主体的に施策を策定し、実施

する責務を有すること、また広域的な連携協力に努めなければならないこと、③住民は、

魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとすること、④観光事業者

は、住民の福祉に配慮するとともに、主体的に取り組むよう努めるものとすること、と規

定されている（平成 19 年度観光白書: 3）。第 5 条の住民の役割の条項において、「住民は、

観光立国の意義に対する理解を深め、魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう

努めるものとする」と明記されているのだが、観光における住民の役割に関する規定を新

たに置く理由について、盛山正仁（国土交通省情報管理部長を退職し、観光立国推進に関

わった衆議院議員）は以下のように解説を行っている。 

 

１．今回の改正により、観光立国の実現が国家戦略として位置づけられることに伴い、

国及び地方公共団体のみならず、住民及び観光事業者にも観光立国の実現に向けた積

極的な役割を担うことが求められることになった。２．住んでよい街は訪れてよい街

であることから、住民の個人レベルでの取り組みが重要であり、住民の日常の生活に
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観光立国の実現が可能かどうか深く関わっており、魅力ある観光地の形成に住民一人

ひとりが役割を有している旨を明確にしたものである。３．そのため、住民について

は、観光立国の実現の重要性を十分に理解し、自らの居住する地域に国内外から来訪

する観光旅行者に対してもてなしの心をもって接するという重要な役割を担っている

ものであるという住民の役割について新たに規定したところである（盛山 2010: 101-

102）。 

 

観光立国推進基本法には、観光が国家政策として位置づけられていることを住民が理解

し、住んでいる地域への訪問者に対して積極的にもてなしをするなど、住民の個人レベル

での取り組みを促進する内容が含まれている。日本における観光産業の発展に向けて、中

央・地方行政や観光業者のみならず、地域住民の役割が国家の戦略として法律に示されて

いるのである。 

そういった国の政策にしたがって、これまで観光業に関わっていなかった住民が地域観

光の「ホスト」として参加し、観光客をもてなすという事例は、地域観光の新たな方向性

を示すものとして描かれてきた。その文脈の中で見出されたのが「観光まちづくり」とい

う概念である。「観光」と「まちづくり」を相互に影響し合うものとして捉え、観光振興と

地域の経済成長や住民の地元愛の向上を共に図ると仕組みとして注目されてきた。西村幸

夫によると、行政の運営において、観光産業の監督に当たってきた運輪省と、観光地の基

盤施設を有する建設省が合体されることにあたって、そのシナジー効果が期待される一つ

の分野として観光が注目されたという。そのことを背景に 1998 年頃から、運輪省運輪政

策局観光部の主要メンバーと有識者からなる観光まちづくり研究会（主査西村幸夫）が活

動を開始し、観光まちづくりは国の政策として推進されるようになった（西村 2009: 21-

22）。 

行政用語として誕生し広まった観光まちづくりに関する先行研究は、主に地域や住民の

生活に対するトラブルを最小限にし、観光を通じて地域が直面した人口減少に伴う経済低

迷の問題を改善させる仕組みについて論じられている（観光まちづくり研究会 2002、溝

尾 2007、佐々木 2008、西村 2009、敷田・内田・森重 2009、戸所 2010 など）。また住

民が観光に参加することによって、観光客と交流ができ、そこから楽しさや充実感、生き

がいなどを感じることができ、自分が住んでいる地域に対する愛着が生じるなどといった

経験的な効果が期待されているのも特徴的である。中央行政の観光事業に関わる専門家集
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団で構成された観光まちづくり研究会は、観光まちづくりにおける住民の役割について以

下のように述べている。 

 

もてなしの風土は旅館の女将だけでも、ましてや行政の力でもとてもできるものでは

ない。それは、都市や地域の総意である。すなわち地域の人々一人ひとりのもてなし

の総意が訪れる観光客を感動させるのである。外部からの人間を受け入れ、しかも喜

ばせ満足させる精神は自立した市民の精神でもある。21 世紀観光は業者のもてなしか

ら市民のもてなしの心にシフトしていくであろう。そして、その〈シチズン・ホスピ

タリティ〉こそが、真の市民を生み出す苗床にもなるのではあるまいか（望月 2002: 

39）。 

 

住民は、地域に訪れる観光客を感動させるような心構えと行動をとることが重要であり、

地域愛に基づいて観光客をもてなす、「シチズン・ホスピタリティ」というものこそが真の

市民の精神であると主張している。このように観光まちづくりに関する議論では、政策論

的な観点から住民の役割が定められており、その他の先行研究においても地域住民が参加

した観光商品やイベントの企画・実施などが成功事例として挙げられ、その仕組みが主に

論じられてきている。したがって地域観光においては、住民は観光客をもてなす主体とし

て捉えられる傾向にある。同時に、地域観光に対する住民の意識がポジティブであるほど、

観光事業は成功につながる可能性が高いことを示す研究もなされてきた。 

しかしこうした議論は、生活者としての「住民」を扱った議論だといえるだろうか？CBT

を促進する実践的研究や、観光事業を企画し主導する側と実践する住民側が存在する CBT

または観光まちづくりの現場において、「ホスト」となる住民の役割の重要性は強調されて

きた。そこで地域観光に対するホスト側の意識や参加態度、経済的利益の享受の方法に関

する議論が主になされてきた。 

それに対し、CBT を批判的に検討した研究は、CBT による住民のエンパワーメントは

名目上の目的に過ぎなくなっている状況を指摘している。Kirsty Blackstock（2005）は、

CBT に関する多くの研究が、地域住民が協力的な場合に観光はより成功できるという単純

な記述に留まっていると指摘しながら、CBT は観光を通じた利益を追究する集団の経済的

要請や新自由主義的アゼンダーによって推進されているコミュニティ開発の「ペテン師

（imposter）」であると批判した。観光事業を進めることで経済的な利益を得るのは、ある
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利害関係にある集団であり、観光地社会の正義や価値、住民のエンパワーメントというの

は見せかけの目的に過ぎないということである。 

また住民が必ずしも CBT の理論や実践例が求める通りに動いていない例も指摘されて

いる。須永和博（2009）はエコツーリズムに関わる住民たちが、CBT を勧める側の期待通

りに関わるのではなく、観光産業に巻き込まれないため、観光業はあくまでも副収入源と

して位置づけさせながら、本来の日常生活を守っていくことを描き、NGO 団体によって

進められている CBT 事業において、現地の住民たちが観光市場に従属せず、「事業の論理」

に抗する実践として論じた。すなわち、観光事業を主導する側と実践する住民側間におけ

る CBT のあり方は異なっており、そこから観光開発を通じた経済的利益を地域住民が享

受することに焦点が当てられてきた CBT に関する理論や実践を批判的に論じた。 

観光を進める側と住民側の利害は常に合致しているわけではなく、観光に何を求めるか

についても異なる可能性がある。そのため、観光にかかわる住民がどのような人々である

かを見ずに、彼らを語るのではなく、住民がどのような人々であるか、彼らが観光に何を

求めているか等を踏まえて CBT について論じる必要がある。 

 

1.2 観光における「ホスト－ゲスト」をめぐる議論 

観光学は上述の国際的・国内的状況において、観光地における住民の様々な実践を十分

に吟味して正当に評価することができなかった。その理由の一つは、そもそも観光学にお

いて観光にかかわる主体は「ホスト対ゲスト」という硬直化したかたちで扱われてきたた

めだ、と筆者は考えている。 

「ホスト－ゲスト」の理論的枠組みは、ヴァレン.L.スミスと人類学者たちが、1978 年に

出版した Hosts and Guests: the Anthropology of Tourism において、観光客と観光地社会

の接触が、観光地社会にいかなる影響を与えるのかを分析する理論的な枠組みとして用い

られた。観光客が訪れる地域の住民または観光地社会を意味する「ホスト」と、観光客で

ある「ゲスト」の間の異文化接触によって生じる、ホスト社会の社会文化変容が重要な研

究課題として論じられた。具体的には欧米先進国の産業化された大都市から訪れる観光客

がホスト社会に持ち込む社会文化的要素、また一時的に滞在する観光客の期待に応じるた

めの現地の人々の対応が、いかにホスト社会の変容をもたらすのかが主要なテーマであっ

た（Nash 1989=2018）。 

しかしその後の観光研究において、ホスト－ゲスト論がいかに有効なのかをめぐる批判
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的議論が相次いだ。従来のホスト－ゲスト論では対応できない多様なホスト－ゲストのあ

り方が指摘されてきた。太田好信は、観光が原初的な土着文化を破壊する「新帝国主義の

エージェント」として捉えられてきたことに対し、それが現地の人々を支配的な社会勢力

の「餌食」として語り続けることになると批判した。ホスト側の住民が観光という大きな

構造に受動的に巻き込まれるのではなく、観光を利用し、自己の文化及びアイデンティテ

ィを創造していく実践を描き、文化の担い手が自己の文化を操作の対象として客体化し、

その客体化のプロセスの中で新たに創出される文化を通じて、自己のアイデンティティを

形成するといった文化の客体化論の観点から、現地の人々の主体性や創造性について論じ

た（太田 1993）。 

グルーバル化が進む中で、1980 年代以降観光の状況は急激に変化し、ホスト－ゲストと

いう考え方自体にも疑問が呈されてきた。Kirsty Sherlock（2001）は、スミスらの研究は、

観光客と観光地社会の間の社会・文化・経済・政治など諸社会文化的背景の格差が大きい

国際観光に焦点が当てられていたため、「ホスト」と「ゲスト」というカテゴリを明確に分

類することが容易であったと指摘し、二項対立的で固定的な「ホスト－ゲスト」の関係性

のみでは、グローバル化によるホスト社会の再編を見逃することになると批判した。現代

社会におけるグローバルな移動により、そもそもの観光地の住民構成は多様化し、移住者

たちも観光地を消費するなどホストとゲストの地位が曖昧になっているというのである。 

Julio Aramberri はホスト－ゲストという枠組みは、現代観光の本質とは乖離していると

指摘した。Aramberri によると、伝統的なホスト－ゲストの関係においては、「保護

（protection）」、「互恵（reciprocity）」、「双方のための義務（duties for both sides）」といっ

た暗黙的な同意があったと言う。ゲストがホストに受け入れられるというのは、外部から

安全が確保され保護されるということを意味し、また将来ゲストもホストとして、他のゲ

ストを保護するべきである。すなわち、ホスト－ゲストの関係性の核心は、金銭的な関係

ではなく、平等で双方に作用する連帯である。その中でホストはゲストを保護し、ゲスト

はホストの歓待に感謝し礼儀を守るというのがお互いの義務があった（Aramberri 2001: 

741-742）。要するに、ホスト－ゲストというのは互恵性の原理によって働くものであり、

現代のマスツーリズムは商品交換の原理の中で作動するがゆえに、ホスト－ゲストという

枠組み自体が無効であるというのである（Aramberri 2001）。 

このようなホスト－ゲスト論に対する批判的議論を踏まえ、Darlene McNaughton（2006）

は、インドの国際観光市場で工芸品を販売する商人を事例に、国際観光客にとってはホス
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トとして見られており、それに応じた役割を演ずる商人たちが、一方では彼らを招かねざ

る部外者（outsider）としてみなす地元の人々や地元の地主によってさまざまな形で暴力や

搾取をされていることについて論じた。そのことから、従来のホスト－ゲストの枠組みで

は、国際観光の最前線におけるこういった相互作用のより繊細な部分をとらえるには不十

分であると論じながら、ホスト－ゲストの枠組みは、観光が生み出す相互作用について研

究者が考える方法を提供するだけでなく、その方式で観察し、説明し、解釈するために、

そこに存在する関係性について、研究者の理解を事前に決定してしまうと批判した。さら

に、ホスト－ゲスト間の相互作用が内包する歓迎（welcome）と歓待（hospitality）の感覚

は、観光産業における搾取的な関係性を非政治化することに寄与すると論じた。すなわち、

観光は資本の流れを伴う現代の資本主義のシステムとして、新たな権力関係や不平等を生

み出す可能性をはらんでおり、観光における暴力をそもそものホスト－ゲストの枠組では、

有効にとらえることができないため、観光学のパラダイムシフトを求めながら、ホスト－

ゲストの枠組みを再検討するのではなく、廃止する必要があると主張した（McNaughton 

2006）。 

このような Smith et al.（1989）が示した初期のホスト－ゲスト論は、異文化変容に対す

る関心に基づいており、近年の多様な観光状況を十分にとらえきれないという先行研究の

指摘には筆者は同意する。しかし、Aramberri や McNaughton が指摘しているように、ホ

スト－ゲスト間の相互作用の下には歓迎と歓待の感覚が潜在しており、観光客と観光地の

人々という観点のみでは論じきれない意味合いが含まれている。それが、ホスト－ゲスト

論に対する批判がなされてきたにも関わらず、現在も多様な事例を通じて、ホスト－ゲス

トの関係性が研究されている理由でもあると考える。 

また、Aramberri や McNaughton による批判は、観光の考察の前提として、それが資本

主義の産物であり、それ故社会経済政治的な不平等を生み出すものと捉えていることに起

因するのではないか。これに対して山村高淑は、観光におけるホスト－ゲストの新たな関

係性を考えるうえで、「新たな文化創造につながる感性的ネットワーク（架け橋）構築の一

形態」としての観光を捉えていく必要があると論じた（山村 2009: 4）。山村は、アニメ聖

地巡礼を行うファンの実践や、アニメの舞台となった地域とファンとの友好的な関係性の

構築過程を分析しながら、2000 年代以降のインターネットの普及と伴い、観光をめぐる環

境が大きく変容していることに注目した。今は旅行会社や観光地からの情報発信だけでな

く、旅行者個々人が観光地に関する情報を発信し、相互参照しながら、「旧来の地縁や社縁
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（職場での人間関係）に結ばれない多種多様な観光に関する同好コミュニティが生まれ」

ており、そこで旅行者は、「単なる顧客ではなく、観光情報の発信者となり、観光を創り出

す主体」となっている（山村 2009: 7）。それを踏まえると、ホスト－ゲスト論の問題点は、

時代の変化と共に生まれる多様な観光と上手く連動していない点にあり、新たな世代が作

り出す観光文化を理解しながら、観光のあり方の変化の中で、ホスト－ゲスト論をどのよ

うに有効に適用させるかを再考する必要があると考えられる。 

もちろん McNaughton が指摘するように、現代資本主義の産物として、大きな社会構造

の下で行われる観光の権力性を否認することはできない。しかし、観光を人びとの社会的

な関係性やコミュニケーションの中で生まれるものとして、ミクロな側面からアプローチ

する場合、観光にどのような可能性があるのかを論じることも必要である。1 つの方策と

して、ホスト－ゲストの枠組みを、観光の場に集まる人々の行動や経験を理解するツール

として活用することである。具体的には、観光地の住民を必ずホストとして捉え、それを

前提で議論するのではなく、観光の場における人々はどのように観光に参加しているのか

を、彼らに密着しながら探り、ホストとゲストという語を、その場にいる人々がどのよう

に実践するのかという視点から柔軟に解釈・理解することである。 

 

2 本研究の目的 

以上の問題意識を踏まえ、本研究では、本来行政による地域観光振興策として仕掛けら

れた「長崎さるく」について、役割パフォーマンスとしての「ホスト－ゲスト」論を理論

的視座の１つとして据え、まち歩き観光における住民たちのガイドかつ参加者としての関

わり方について捉える。 

本研究では、長崎県長崎市のまち歩き観光事業である「長崎さるく」を研究対象とする

が、その理由は長崎さるくが地域観光における住民の役割を強調しはじめた国の動きをリ

ードした事例であり、まち歩き観光や観光まちづくりの成功事例として多く言及されてき

たためである。長崎さるくの先行研究においては、ボランティアガイドとして地域の観光

振興に貢献する「理想的な住民」が描かれてきたが、国が提示した理想とは異なる様々な

〈住民〉の姿についてはこれまで殆ど論じられてこなかった。 

特に近年の長崎さるくの参加者たちの実態を調査してみると、彼らは必ずしも長崎の地

理や文化的感覚が少ない県外・海外からの観光客ではなく、むしろ長崎の歴史や文化に関

心の高い地域住民が多数を占めていることが分かる。本研究はこの点に着目し、長崎さる
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くにおける住民のガイドかつ参加者としての関わり方を詳細に調査し、その結果を分析す

ることで、現代日本の地域観光における「ホスト－ゲスト」の新たな関係性を考察したい。 

ここで長崎さるくの歴史を簡単に紹介しながら、長崎さるくに何が期待され、どのよう

な問題点があったのかを説明する。2006 年に長崎市において「日本ではじめてのまち歩き

博覧会長崎さるく博’06（以下長崎さるく博’06）」というまち歩きイベントが開催された。

それは世界遺産や文化財、メディアで話題になった名所等、いわゆる観光スポットではな

く、長崎市民が普段利用する商店街や路地裏、小規模のお寺や神社等の地域住民の日常的

な生活空間が観光の対象となる「まち歩きガイドツアー」をテーマとしたイベントであっ

た。そこには、観光ガイドを職業としているプロのガイドではなく、本来なら観光業に関

わることのなかったような地域住民がボランティアガイドになり、ツアー参加者とまちを

歩きながら、長崎の郷土史や生活文化を紹介した。長崎さるく博’06 の住民ボランティア

ガイドである「さるくガイド」は、アマチュアであることが与える新鮮さや地域住民であ

るからそこ語られる地域の様々な物語を打ち出し、人気を博した。長崎さるく博’06 はま

ち歩き観光の先駆的な事例として全国に広く認知され、観光振興や観光まちづくりに取り

組んでいる多くの自治体から注目を集めるようになった。 

観光政策や観光まちづくり関連の先行研究や報告書などにおいて、まち歩き観光の成功

事例として捉えられた長崎さるく博’06 は、その成功要因や魅力として大きく次の 2 つの

要素が論じられた。一つ目は、住民が地域イベントの企画から実施まで参加し、住民によ

って行われたという実施方法にある。そこには「住民主体」という言葉が頻繁に使われて

おり、住民参加型観光あるいは観光まちづくりのあるべき姿として論じられてきた。二つ

目は、数値的な成果である。2006 年 4 月から 2006 年 10 月までのイベント期間中、全イ

ベントにおける延参加者数は約 1 千万人に上り、それに伴う経済的波及効果は約 865 億円

に達したという。それはまち歩き観光という新たな観光が、集客かつ経済にも効果が著し

く、産業的な側面においても可能性があることを示したのである。 

上述したように、日本政府は観光を通じた地方経済の活性化を訴えており、2000 年代以

降全国の各地域では、観光振興のために様々な事業に取り組んでいるが、その状況下にお

いて、多くの自治体の関係者は、新たな観光施設等を作ることなく、すでにあるまちその

ものを観光の対象にすることができるというある種の手軽さや、地域住民がボランティア

として自発的にガイドになる等、地域住民の参加によって運営でき、さらに経済的な効果

も大いに得られた「長崎さるく博’06」の事例に関心を寄せてきた。そして長崎さるく博’06
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の成功ストーリーを求めて、自治体の関係者のみならず、旅行業界や研究機関、大学等の

諸関係者たちが長崎に訪れ、長崎さるく博’06 を仕掛けた行政担当者や市民プロデューサ

ーたちの体験を聞き、そこからの教訓を記事や報告書、論文にしてきた。 

これまでの長崎さるく博’06（長崎さるく）に関する雑誌や新聞記事、報告書、研究論文

等は、長崎さるく博’06 の成功要因に関するものがほとんどである（中村 2014、小林編 

2012、股張 2009、茶谷 2008、江口 2009、川良 2007）。まち歩き観光の主な成果として、

地域住民がまち歩き観光の企画者やガイド、すなわち地域観光の「ホスト」になることに

より、観光客との交流が生まれ、地域に対する愛着が増していったと述べられている。例

えば、住民に主体的にまちをきれいにしようとする意識が芽生えたことや、ツアーで案内

をする商店街の人々との友好的な関係性が生まれたこと等、長崎さるく博’06 の結果、地

域全体においてポジティブな効果がもたらされたことが言われている。 

一方で、長崎さるくの継続を支えているさるくガイドは、リタイアした 60 代以上の世

代がボランティアとして関わっている。彼らはボランティアガイド活動を通じて、長崎市

の観光政策へ貢献しているのだが、一方でさるくガイドになった動機ややりがいなど、彼

らの実態についてはこれまで関心を持たされておらず、明らかになっていないことが多い。

住民を案内するさるくガイドは、いかなる面でやりがいや楽しさを感じているのだろうか。

また上述のとおり、長崎の歴史や文化に馴染みのある地域住民は、なぜ同じ地域の住民ガ

イドが案内するまち歩き観光に参加するのだろうか。長崎さるくにおいて、住民が自分た

ちの日常をより豊かにするために、いかに主体的かつ自発的に観光の場を活用しているか

を明らかにすることが、単に観光振興策の成功事例の分析に留まらず、まち歩き観光の意

義をより深いレベルで明らかにすることに繋がると考えた。 

このような問題意識を踏まえた本研究の目的は、本来行政の地域観光振興策として仕掛

けられた「長崎さるく」について、役割パフォーマンスとしての「ホスト－ゲスト」論を

理論的視座とすることから、まち歩き観光における住民たちのガイドかつ参加者としての

関わり方を捉え、非日常的な経験を生み出す社交の場としてまち歩き観光を活用する住民

たちの実践と彼らの主体性について考察することである。 

具体的には、第一に、長崎さるくがどういう文脈で生まれてきたのか、そして行政は何

に期待をし、行政と住民はいかなる関係性を保ちながら、長崎さるくに取り組んでいたの

かを明らかにする。そのため、住民という言葉がどのように語られてきたかについて明ら

かにする。また、長崎さるく博’06 が終了した後、10 年以上経過しているが、その継続の
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過程における変容や主体間の葛藤について論じる。 

第二に、 行政の期待ではなく地域住民の実践に着目し、さるくガイドにとってのガイド

活動の意味を明らかにする。そのため、さるくガイドの語りを事例に、ガイドの動機やガ

イド活動を中心に展開されていく社会的ネットワークを描きながら、いわゆる「ガイドの

生きがい」といわれるものの実態について明らかにする。 

第三に、まち歩き観光におけるコミュニケーションのあり方から、ホスト－ゲストの役

割パフォーマンスを捉えるために、ホスト－ゲストを往復する「常連」の参加者に注目し、

その役割について明らかにする。そのため、 長崎さるく博’06 を構想した行政側の意図や

予想とは異なるかたちで、同じ地域住民を案内しているガイドたちの実践に焦点を当て、

住民同士がガイドと参加者両方の立場で日常的に「常連」として関わりながら、いかにま

ち歩き観光の場を作り上げているのかを明らかにする。 

第四に、 長崎さるくにおける社会的・空間的条件を明らかにし、長崎さるくにおける住

民同士の役割パフォーマンスが持つ意義は何かを明らかにする。 

 

3 本研究の理論的視座 

長崎さるくのガイドと参加者を構成するのは、同じ長崎市の住民たちであり、彼らは「ホ

スト－ゲスト」として振る舞うことによって、まち歩き観光の場を成立させている。この

ことを踏まえると、長崎さるくに対する研究を進める上で留意すべき問題は、まず一つ目

は、長崎さるくにおいて言及される、いわゆる「ホスト」または「ホストコミュニティ」

が従来の「ホスト－ゲスト」の二項対立図式の中で一面的な特徴付けしかなされていない

点、すなわち地域住民という大きなカテゴリに単純化されることで、彼らがホストとゲス

トの間で揺れ動く実態が十分捉えられていないことである。二つ目は、住民たちの実践が

長崎さるくの場をどのようなものにしていくのか、すなわち、まち歩き観光の社会的・空

間的性質を捉えながら、人々の実践の意義を捉えなければならないという点である。 

Erving Goffman は、人びとが日常生活における相互行為にどのように参加し、どのよう

な経験をするのかを考察する中で、人びとの社会生活は劇的であり、社会的な文脈に応じ

た役割で構築されていると論じた。Goffman は、ある状況において人が自己自身と他者に

対する自己の挙動をどのように呈示するか、他者が自己について抱く印象をどのように方

向づけ、統制するのかについて捉えようとした。そして、「ある特定の機会に、ある特定の

参加者が、なんらかの仕方で他の参加者の誰かに影響を及ぼす挙動の一切」を「パフォー



12 

 

マンス」と定義した（Goffman 1959=1974: 18）。Goffman によると、個人の表出性

（expressiveness）は意図的にする表出（give）と、何気なく非意図的にする表出 （give off）

の二つに分けられるということだ。前者は自己と他者が明確にこれらの象徴の意味を分か

っている情報を伝達することであり、狭義の伝統的なコミュニケーションである。後者は

他者が行為者の何かを示す徴候として取り扱うことができる広範囲の行為を含んでおり、

当の行為は「表面的に伝達されている情報以外の理由で遂行されたもの」である（Goffman 

1959=1974: 3）。こうした狭義および広義のコミュニケーションにおいて、個人が他者に

対し自己をどのように呈示するのかによって、他者が持つ自己の印象を統制することがで

きるのだが、このような統制は他者が定式化する状況の定義（the definition of the situation）

に影響を与える（Goffman 1959=1974: 2-4）。 

自己を演じる個人の行為に反応する相手は、その演技を完全に信用するわけではないが、

行為者による状況の定義を受け入れる「一種の相互行為の暫定協定」を行う。すなわち、

コミュニケーションの参加者たちは「実際に存在する実態の現実に即した合意ではなく」、

ある問題について誰の要求が「暫時尊重されるか」を合意するのかによって、矛盾してい

ない一つの状況の定義がなされるように協力し合うのである。それを Goffman は「作業の

ための黙契（working consensus）」と言う（Goffman 1959=1974: 12）。個人のパフォーマ

ンスは、対面的な相互行為の中で生じており、パフォーマンスが成立するためには、行為

者が示す状況の定義に同意した他者の協力が必要なのである。 

観光におけるパフォーマンスについて、Dean MacCannell は Goffman のドラマツルギ

ーを用いて観光客が求める真正性をめぐる演出された観光の構造を分析した。観光客は観

光地の真正性を追求する一方で、観光客が観光地の実生活として体験する「表舞台」は、

観光地の文化として装ったものである（MacCannell 1976＝2012: 110-131）。MacCannell

は観光地社会への深い関与が観光客の動機づけになっている点から Daniel Boorstin

（1962=1964）による観光客批判を批判しつつ、観光客に置かれている構造について論じ

た。 

Tim Edensor は、象徴的な場所に対し多様な意味を遂行する観光客のパフォーマンスに

よって、観光空間が（再）生産されると論じる（Edensor 2001: 71）。John Urry and Jonas 

Larsen は Edensor のパフォーマンス論を踏まえながら、観光客のまなざしという観点を補

完し、観光地そのものは固定された受動的な場所ではなく、偶発的な公演のように捉えた

（Urry and Larsen 2011＝2014: 300）。こういった観光客のパフォーマンスについての議
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論は、観光の場における人々の主体性に焦点を当てている点が重要であり、観光をボトム

アップ的なものとして捉え直す観点と考えられる。 

偶発的な公演が生じる観光の場を生み出すのがホストとゲストのパフォ－マンスであ

れば、そこでホスト－ゲストの関係性はどのように構築され、彼らはホストかつゲストと

してどのように観光を経験しているのだろうか。遠藤英樹は、現代の観光は従来の社会的

区分、「リアリティ／ファンタジー」「日常／非日常」「労働／余暇」「ローカル／グローバ

ル」における「間－性（between-ness）」の変化を明瞭に映し出していると指摘し、そこで

「ホスト／ゲスト」の関係性においても揺らぎと反転、融合が常に生じていると論じた（遠

藤 2013）。近年は、ホストやゲストの多様な状況が論じられるようになっている。上述し

たように、そもそも観光学においてホスト－ゲスト論が初めて提示された 1970 年代と現

代の社会状況は大きく異なり、グローバル化に伴い、そもそもの地域住民、ホストとは誰

なのかという定義上の問題を根本から見直す必要が出てきている。初期のホスト－ゲスト

の枠組みが、先進国の観光客と開発途上国のホスト間の二項対立的で権力的な関係性を捉

えるためには一定の有効性をもっていたのに対し、現代の観光地においてはそれでは説明

しきれない、ホスト社会の重層化と、ホストとゲストの流動性が見られており、近年の観

光研究において重要なテーマとなっている。 

例えば、McNaughton は国際観光市場に集まった工芸品の商人たちを、ホストでもなく

歓迎されるゲストでもない存在として捉えていた（McNaughton 2006）。また、渡部瑞希

はネパールのカトマンズにある国際観光市場において、商売を契機に移動する商人たちが、

外国人としてその地で余暇を過ごし、また商売の途中には客となる外国人観光客にホスト

になって案内をするなど、ホストとゲストを行き来している様子を描きながら、観光地に

集まる人々を、ホスト－ゲストの二分法で分類しきれないことを指摘した（渡部 2017）。 

渡部が論じた国際市場の商人たちは、現地住民の観点からすれば、ゲストの地位にいるが、

外国人観光客に商売をする時にはその地により詳しい「ホスト」としての役割を演じる。 

二つの事例において、商業のために国際観光市場に集まった人々は、ホスト－ゲストと

しての地位をあらかじめ持っているのではなく、観光地の地元住民あるいは国際観光客と

いった、相手との関係性によってホストあるいは、ゲストとしての地位が相対的に決めら

れている。 

また、岡本亮輔は現代のサンティアゴ巡礼の事例を取り上げながら、ホストとゲスト間、

ゲストとゲスト間の相互作用について論じた。ホスト－ゲストの関係において、現代の巡
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礼者（＝ゲスト）たちは自分たちが抱く「純粋なホスト像」と出会うことで巡礼の価値を

高めており、そこでホスト側はゲスト側が欲求する巡礼のシーンが成立するように協働し

て参加する。岡本は、これをホストとゲストの「共犯関係」として捉えている。他方で、

ゲスト同士の関係においては、ゲストたちは他のゲストとの出会いや些細な助け合いに感

動し、ゲスト同士が生み出す巡礼がより劇的なものになっていくと論じた。さらにベテラ

ンの巡礼者が他のゲストとの交流の機会を増やせるために、自ら巡礼道の宿のホストにな

るなど、「ゲストからホストへ」と地位を変えることも見られる（岡本 2012）。 

市野澤潤平は、プーケットの日本人ダイビング・ガイドたちに焦点を当てながら、ホス

トでもゲストでもある彼らの実践について論じた。タイのインバウンド観光にとってのゲ

ストであったはずの日本人が、現在のプーケットではホストとして働いており、彼らは休

みになれば他の地域へと遊びに行き、現地のダイビング・ショップの客ともなっている。

また観光ダイビング・ガイドは、他の観光アクティビティと比べて安全確保のための円滑

なコミュニケーションが求められており、そのため彼らは日本人観光客を客としている。

そのダイビングの現場において、彼らは海中活動の専門家として振る舞うだけでなく、客

とともにダイビングを楽しむ場を演出する。そういったゲストとの親密性を演出すること

は、ゲストの満足度を上げるための印象管理や感情労働によって成り立っていると指摘し

つつも、職業上の演出またはホスト－ゲスト双方による役割演技としてしか成立しない複

雑さがあり、それは、そもそもホスト側が職業を選択するうえで、ダイビングを楽しみた

いという非経済的な動機が含まれていたからであると論じる（市野澤 2018）。 

サンティアゴ聖地巡礼やプーケットの日本人ダイビング・ガイドの実践におけるホスト

－ゲストは、常にその地位が維持されているのではなく、揺れ動いていることが見て取れ

る。さらに、ホスト－ゲストの関係が単純に金銭的なやりとりによる「売り手」と「買い

手」として成立しているわけではないことをホストとゲスト双方が認知している。 

これらの先行研究において、このように、現代観光においてホスト－ゲストの地位は、

流動的で常に揺れ動いており、「観光地の住民＝ホスト」、「観光地の外部からの観光客＝ゲ

スト」という図式が、必ずしも成立しない。また、ある社会的な状況の中で、ホストある

いはゲストを「役割」として選択している可能性が示唆されている。ホストは地縁や血縁

等によってその地と結ばれた固定した存在ではなく、相手との対面的な状況の中で決めら

れている。ゲストもそういった状況を認知する場合が多く、その状況にふさわしい振る舞

いをしながらホストとの関係性を作っている。そのため、ホストあるいはゲストを決まっ
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た「地位」として捉えるよりは、状況に応じて振舞う Goffman（1961=1985）が言うとこ

ろの「役割パフォーマンス」としてとして捉える方が有効ではないかと考える。しかし、

これまでの研究において、ホスト－ゲスト関係の流動性については論じられてはいるもの

の、その多くは観光地におけるホスト－ゲストとしてみなされる人々の相互行為について

であり、ホスト－ゲストを地位
．．

ではなく、役割
．．

パフォーマンス
．．．．．．．

として捉える議論はなされ

ていない。ホスト－ゲストという地位、または役割について、Goffman の議論をもう一度

参照する。 

 

地位
．．

は、いくつかの位置からなるあるシステムあるいはパターンのなかの位置のこと

である。この地位は、その単位のなかの他の位置と、相互的紐帯によって、すなわち、

その組織内の在職者（incumbents）を結びつけている権利と義務（duties）によって、

関係づけられている。役割
．．

とは、在職者が、彼の位置にある者に課せられる規範的な

要請との関係だけで行為しなければならないとした場合に、携わるであろう活動から

なるものである。この規範的な意味での役割は、役割パフォーマンス
．．．．．．．．．

（role performance）

あるいは役割を演じること（role enactment）とは区別されるべきである。それらは自

分の位置で職務についているある特定の個人の実際の行為のことである（Goffman 

1961=1985: 85）。 

 

本論にとって重要な点だが、Goffman はそのような地位と役割の典型的な意味と、役割

パフォーマンスとは区別している。個人が役割を演じることは、役割他者（role others）、

すなわち関連するオーディエンスとの対面的な社会状況の中で生まれてくる（Goffman 

1961=1985: 86）。要するに役割パフォーマンスは、「個人や他の人びとが個人について抱

くイメージ、彼が経験するであろう喜びや不安、彼が他者との対面的相互行為で直面する

偶発的な出来事、彼が形づくりであろう諸々の関係、さまざまな人びとを彼に敵対させた

り、彼を支持させたりする公共的な問題に対する彼独自の取り組み方や立場」（Goffman 

1961=1985: 94）等の「状況」に深く関わっている。つまり、地位による役割は、責務や期

待といった他者からの合法的に強要によって遂行することであることに対し、役割パフォ

ーマンスは「地位や役職の位置によって伝えられるものとは異」なり、個人と他者間の状

況にかかわりのある「個人についてのイメージを形づくる」ことである（Goffman 
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1961=1985: 100）。  

このようにある地位からなる役割と役割パフォーマンスについての Goffman の議論を

踏まえてホスト－ゲストの関係に注目した先行研究を振り返ると、まずゲストをもてなす

ことが義務付けられ、期待されることは、ホストとしての地位にあるからである。例えば、

巡礼者の宿で働くベテラン巡礼者やプーケットの日本人ダイバーは、一次的には売り手と

買い手として、ゲストとは金銭関係によって結ばれており、ゲストは支払った料金に値す

るサービスを期待するだろう。しかし、それに留まらず、ホスト自身の仕事に対する愛情

や相手との関係性によって責務を超えた行為を行う場合もあり、そこでホストとゲストは

単に売り手と買い手ではない新しい関係性を構築できる。要するに、両者の観光経験を左

右するのは、地位からなる役割を超えた役割パフォーマンスだと考えられる。 

上述した Edensor はホスト－ゲスト両者のパフォーマンスの実践は、観光地という場を

めぐる観光経験の内容を左右する可能性があると論じ、観光地の空間的構成、予測可能性

等によって、観光客が行うパフォーマンスの種類に影響を与える可能性があることを示唆

する。また観光客の感情と情動の体験は、その場所そのものだけでなく、連れ立って旅を

する社会関係の質にもかかっている（Urry and Larsen 2011＝2014: 311）。すなわち、人々

は観光をする際に劇的な場面を追究し、観光に出かける前に持っていたイメージや期待に

応じて、またその場所の空間的性質や社会関係といった状況に応じて、それに相応しく振

る舞っているのだが、そのためには、ホスト－ゲストとしての役割を選択し、それに応じ

た役割を振る舞っている可能性を考えられるのである。 

観光地に集まった人々が、ある状況に応じて「ホスト」あるいは「ゲスト」としての役

割を演じているとすれば、観光の場において生まれるホストとゲストの関係性の構築や、

状況に応じた役割パフォーマンスについて捉えることで、重層化している観光地のホスト

社会の状況や、人々の観光経験における相互行為の意味を理解することに繋がる可能性が

ある。Goffman は、相互行為（interaction）は「双方が直接身体的に相手の面前にあると

き、それぞれの行為主体が『与え合う』相互的影響」と定義した（Goffman 1959＝1974: 

18）。このようなパフォーマンスが主に生じる表舞台は、一人以上の参加者の緊密な協力に

よってつくりだされ、維持されており、演じる一組の人々を「パフォーマンスチーム」と

示した（Goffman 1959＝1974: 93）。それでは、まち歩き観光の場に集まった住民たちが、

パフォーマンスをする一つのチームであるとするならば、彼らはなぜホスト－ゲストとし

て振る舞う必要があるのか。ホスト－ゲストを演じることで、何が生まれ、何が期待でき
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るのだろうか。 

住民の役割パフォーマンスの意味を明らかにするためには、彼らはホスト－ゲストをど

のように実践しているのかを把握する必要があるのだが、そこで本研究では「さるくガイ

ド」と「常連」といった曖昧な存在に注目する。長崎さるくにおいてさるくガイドは、観

光客と住民間の交流やつながりを媒介する存在として論じられてきた。しかし、彼らはい

わゆる長崎生まれ長崎育ちである場合はかなり少なく、むしろ長崎出身ではないケースも

多い。また長崎の歴史や文化の解説は、長崎さるくにおいて重要なテーマとなっているの

だが、彼らは歴史の専門家ではない。こういったさるくガイドの曖昧な特徴は、まち歩き

観光の場においてどのように働いており、人々とのつながりを形成するうえで、どのよう

な貢献ができるのだろうか。 

またさるくガイドと友好的な関係性を持ちながら、継続して長崎さるくに参加している

住民たちを現場では「常連」と呼んでいる。「リピーター」ではなく、「常連」という言葉

が使われることの意味は、おそらくまち歩き観光において彼らがさるくガイドたちと一定

の関係性を保っているということであり、参加を繰り返すという数が重要なのではなく、

彼らが長崎さるくにおいて、ある役割を果たしていることを推測させる。 

このような地域住民ではあるが、その意味や役割が明確にされていない人々の実践を探

ることで、長崎さるくにおけるホスト－ゲストの関係性を明らかにするとともに、地域社

会におけるまち歩き観光の機能も捉えることができると考える。そのため、本研究では「社

交」に関する議論を参照にする。山崎正和は、社交的関係について次のように論じた。 

 

友人とはもちろん家族や血縁の親族ではなく、また地縁が宿命的につくりだす共同生

活者でもない。ときに近隣の居住者が友人になることはあるが、そうなるかどうかは

必然的ではない。むしろ真の友情はそうした強制的な人間関係に縛られることなく、

しばしばそれに逆らってさえ結ばれる絆だと考えられる（山崎 2003: 18）。 

 

血縁や地縁等に結ばれず、強制された関係ではない社交的関係性は、長崎さるくという

観光の場に、自発的に参加をする住民たちの実践を理解するうえで重要な視点と与える。

なぜなら、彼らは同じ地域に住んではいるが、強い結束力を持っていたり、それを求めた

りするようには見えず、むしろ自分が何者なのかを明らかにしないように振る舞っている

ためである。まち歩き観光のガイドと参加者、ホストとゲストという役割を状況に応じて
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演じることができるのも、彼らの社会的な地位が明確に示されておらず、お互いが比較的

に平等な関係性を形成することができるためではなかろうか。 

以上を踏まえ本研究では、長崎さるくにおける住民の役割パフォーマンスについて、そ

れが社会的な秩序を維持させるためではないこと、すなわちまち歩き観光の場を形成する

うえで必要と判断した住民たちの主体性によって行われているという視点を持ちつつ、そ

ういった主体的な役割パフォーマンスの実践が、人々が社交というゆるい関係性を形成す

るうえで重要であるという観点から議論を進めていく。 

 

4 研究方法および調査過程 

4.1 研究方法 

本研究では、観光に関わる地域住民のホスト―ゲストとしての多様な経験を捉えるため、

参与観察及びインタビュー調査を基にしたエスノグラフィーを研究方法として採用にする。

まず、エスノグラフィーを記述するための調査方法は、調査者が研究テーマに関わるフィ

ールドに自ら入って、現地の人々の生活に参加し、観察を行う参与観察を基本とする。数

か月から数年にわたってフィールドでの観察を行い、人びとに個別に話を聞いたり、フィ

ールドで見聞きしたり考えたりしたことを、ノートに日々記録し、それをデータとして分

析に用いる（藤田・北村編 2013: 19-20）。エスノグラフィーは人類学のみならず、諸人文

社会科学において用いられる手法で、近年はその対象や方法も多様化しているが、とくに

本研究においては「ガイドになる」「ホストになる」といった個々人の経験を捉えるため、

生活史（ライフヒストリーあるいはライフストーリー）やオートエスノグラフィーを試み

る。 

ライフヒストリー研究法やライフストーリー研究法、個人誌的研究法、ナラティブ研究

法、オーラルヒストリー研究法等とも称される社会の構造内の個人に焦点を当てる一連の

方法論は、「ナラティブの転換」「個人誌的転回」とも呼ばれる知のあり方の検討を要請す

る一種のパラダイムシフトに連動されている。それは個人がこれまで歩んできた人生全体

ないしはその一部に焦点を合わせることで、その人自身の経験から社会や文化の諸相や変

動を読み解こうとするものである。社会科学が「生きられた現実」から乖離してしまった

という反省から、主体の経験の主観的な意味やアイデンティティなどを重視するところに

大きな特徴がある（桜井 2002: 13-14）。 

個人の物語を記録することに対して、現実からの乖離といった社会科学の反省は、学術
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的な意味のみならず、研究の社会的な役割とも関係している。岸政彦は、「記録として残す

こと自体の意義」を論じ、自らの声や物語、つまり歴史（ライフヒストリー）を他者に伝

えることや後世に残すことが極めて難しい集団や個人について論じた。特に、従属的な集

団や抑圧され差別された少数者たちにとって、「それは単に記録文書を残すことができな

いというだけではなく、少数者の経験そのものが、グラムシのいう支配的社会集団の発動

するイニシアティヴ」によって組織化され言語化されているからであると論じる（岸 2005: 

111）。 

ただし、少数者のみならず我々の日常生活において他者から注目されない、あるいはほ

とんど関心を持たないことで、その主体の意味や役割を見逃してしまうことは大いにある

と考えられる。むしろ、少数ではなく、どこにも存在するからこそ、その声に耳を傾けな

いこともあるのではないかと考えられる。そういった意味を踏まえ、本研究における住民

ガイドの物語を分厚く記述していくことを通じて、「彼ら／彼女らの語りを共に聞くこと

で、ほんの数時間のあいだ、「私ではない私」の人生を垣間見る」また「他人の人生の記録

や時間、感情、経験を、語りを通して共に分かち合う」（岸 2014: v-vi）ことを目指す。そ

れは先述したような個人が歩んできた人生の一部をみることを通じて、この社会のあり方

を読み解くことにもなるためである 。 

それは、研究者自身の経験を語る「オートエスノグラフィー」を加えることの理由でも

ある。データの分析と解釈は客観的かつ中立的に行われるべきであり、そのために研究者

の匿名性が求められる。その際に「誰が研究の資料となる証拠を集め、それを検討し評価

したか」は重要ではなかったのである。しかし、調査者を匿名にしないことの重要性につ

いて、谷富夫は調査者と調査対象者の対話の構築に基づいて論じる。その一例として人類

学者がある部族社会で性に関する習俗や体験を調査するときに、人類学者が調査対象者と

同性の場合と異性の場合とでは聞き取る内容や深さは異なるだろうし、また、ある少数民

族のメンバーが、差別問題に関心がある調査者との対話で構築するストーリーと、民族宗

教に関心がある調査者との対話で構築するストーリーとは同じであるとは言えない（谷 

2008: 14）。つまり、調査者が変ることによって別のストーリーが構築される可能性がある

のである。桜井厚・小林多寿子は、インタビューについて、研究者と調査対象者、「二人の

主体が〈いま－ここ〉で出会い、ストーリーを構築する文化的営為の場」であると論じ、

ストーリーの内容もさることながら、調査対象者が、他ならぬその調査者にそれを語って

聞かせる理由や伝えたいと思っているメタ・メッセージを見落としてはならないと述べた
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（桜井・小林 2005: 39-45）。 

一方で、研究者の匿名性を維持しないことと同時に、研究者自身の経験を語ることの意

味は何であろうか。それは、調査の過程における調査者の個人的で主観的な状況であるか

らこそ得られたデータを描くことで、その状況や文脈の上を踏まえながら、より詳細で豊

富な解釈を可能にすると筆者は考える。つまり、著者は自己の文化の中の自分自身の経験

を対象化し、自己について再帰的にふり返り、自己―他者の相互行為を深く理解しようと

する試みを可能にするのである（Ellis and Bochner 2000=2006: 131-137）。  

それでは、調査過程において出会う研究対象者の経験をどのように理解していくべきな

のか。谷は、フィールドで出会う異質な他者に対して「彼らの主観的現実に対する内在的

理解」が求められると論じた。また激しい変動が常に生じている現代社会において、我々

の日常生活そのものが異質との出会いの連続でもあり、従来の文化や生活様式、あるいは

既存のデータや知識が、通用しない経験が日々頻発している。そのため、「異質な他者との

出会いは、行為の意味の自明性の判断停止と、彼らの主観的現実に対する内在的理解の努

力を要求する」と論じた（谷 2008: 23）。 

このような調査に対する観点から、「対話的構築主義アプローチ」は有効であると考えら

れる。桜井厚は、生活史は語り手とインタビュアーの「共同作品」であり、両者の相互行

為を通して構築されると説明し、インタビューの際に語り手が「何を語ったのか」という

語りの内容に関心が集中するが、その一方で、「いかに語ったのか」といった語りの様式に

も注意をはらうアプローチであると述べる。具体的に語り手の発話を阻害しないように配

慮しつつ、比較的自由な会話を行い、経験した出来事や社会過程の主観的意味を把握する

ため、語り手自身の概念ないし言葉の定義や語りのコンテクストを尊重する（桜井 2002: 

28）。 

繰り返すと、このような調査の過程で見聞きした様々なエピソード、人々の語りは、た

だ特定集団の特殊で固有なものであるとは捉えられない。岸政彦はエスノグラフィーのデ

ィテール（厚い記述）は、「現場で出会ったディテールを通じて、何か一般的なもの、普遍

的なものに触れた瞬間」（岸 2017: 78）に現れると論じた。そのディテールを描くことは、

読み手に対して共感的で、臨場感のある経験を喚起させるだけでなく、歴史的につくられ、

そしてそれがいま語られていることを示すためにも必要不可欠であるという（岸 2017: 

67）。以上を踏まえ本研究では、調査と分析を交じり合いながら得たデータを基に、研究者

自らの主観的な経験を排除せず、まち歩き観光の場に関わる人々の現実のディテールを描
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き出すことを試みる。 

 

4.2 調査過程 

本研究で提示する資料は、長崎市を中心に 2015 年 5 月から 5 回にわたり行った短期調

査と、2017 年 8 月から 2018 年 8 月まで 1 年間実施した住み込み調査から得たデータに基

づく。  

最初の調査（2015 年 5 月 22 日-25 日）では、 長崎さるく博’06 のコディネートプロデ

ューサーである茶谷幸治の書籍を基に、長崎さるく博’06 を企画した人々にインタビュー

をし、まち歩きツアーを体験した。具体的には、「長崎国際観光コンベンション協会」の長

崎さるくの担当者や、長崎さるく博’06 の企画に携わっていたワーキングチームメンバー

であり、元市民プロデューサーであった 4 名にインタビューを行った。そこで元市民プロ

デューサーを中心に構成された NPO 長崎コンプラドールの存在を知ったのだが、彼らは

長崎さるく博’06 の成功が知られ、評判が高まったことにより、全国各地から長崎さるく

博’06 の成功ストーリーを聞きに来る自治体や旅行業界、大学等の諸関係者など、いわゆ

る対外向けの活動を展開していた。例えば、オーダー式でまち歩きツアーを提供したり、

講演や筆者のようなインタビュー要請に応じていた。また、他地域のまち歩き観光のルー

ト開発やガイド養成も手掛けるなど、長崎さるく博’06 を機に様々な活動に関わっていた。

行政担当者も含め、長崎さるく博’06 の企画者たちは非常に親切であり、「長崎さるく博’06

の成果と成功秘訣」について、見学者用の資料を用いながら詳細な説明を行っており、そ

ういった活動に非常に慣れている印象を受けた。このように最初の調査では、アマチュア

だとは思えないほど話が上手でユーモアのあるさるくガイドたちと活気あふれる商店街の

老舗の店主たちの姿を見ることができ、非常に楽しむことができた。 

第 2 次調査（2015 年 8 月 19 日-23 日）では、一般の観光客と同様の体験を試みた。な

ぜなら、NPO 長崎コンプラドールの関係者たちは、他地域の自治体や企業からまち歩きの

手法についての講演や研修の依頼および団体客からのオーダーがあった場合にはガイドと

して案内をしているが、通常運行される長崎さるくには参加していなかったためであった。

というのも、彼らは長崎さるくの全般について提言することもあり、ある意味さるくガイ

ドに応募し、ガイド資格をとる一般のさるくガイドたちとは立場が異なっていたのである。

長崎さるくの全体的な構造を理解するためには多様な立場の人々に出会う必要があった。

そのため、2 回目の調査では長崎さるくに参加を希望する一般の観光客が行う方法をとり、
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長崎さるくのホームページに入り、参加してみたいツアーを選択して申し込んでみた。し

かし、その調査過程で、参加者が筆者 1 人となるケースがほとんどであり、現在の長崎さ

るくには参加者の減少が深刻になっていることに気づいた。ツアーが終わった後に案内し

てもらったさるくガイドとインタビューを行った際に、ガイド自身がガイド活動を継続す

ることに行き詰まりを感じていることを語ることもあった。そのことについて NPO 長崎

コンプラドールの川良真理氏に正直な感想を言い、再びディスカッションを行った。そし

て彼女も長崎さるくの問題については承知しており、その対案として近年はガイドが自ら

自分のコースを企画する「学さるく」に取り組むガイドが増えていると語った。 

第 3 次調査（9 月 17 日-26 日）では、「学さるく」を体験したうえで、学さるくに取り

組んでいるガイド、とくに NPO 長崎の風の関係者を中心にインタビューを実施した。そ

の過程で、現在の長崎さるくにおいて長崎市民向けのツアーが定着しており、常連の住民

参加者が形成されていること、長崎市内を網羅した全域で行われていると同時に、長崎県・

市の行政や企業がサポーターかつスポンサーとして関わっている等、新たな展開が生じて

いることを発見した。そういった現状は、先行研究においても論じられたことはなく、長

崎さるくに対する長崎市民の新たな試みであることを直観的に感じた。そして 1 次･2 次調

査ではまち歩きコース参加やガイドとのインタビュー調査に集中したことからより視野を

広げ、長崎さるくのコース内に入っている商店街の人々の話を聞くこともできた。幸いに

お土産ももらえるなど歓迎されながら、大いに協力してもらい、インタビュー調査を終え

ることができた。その後、NPO 長崎の風のガイドの提案により、筆者が自らさるくガイド

として参加者を案内してみるという実践を試み、川良氏の提案によって「第 4 回日本まち

歩きフォーラム in 長崎」において長崎さるくを最初に構想した田上長崎市長と対談する機

会を得るなど、現地の人々と関係性を保ちながら、調査と実践とを平行して進めることが

できた。 

そして、2017 年 8 月から 2018 年 8 月までは、長崎市で住み込み調査を行い、さるくガ

イドの資格を取り、参与観察を実施した。長崎出身でも、長崎の歴史や文化に対する専門

家でもない韓国人留学生である筆者でもガイドになれるというのが、長崎さるくの性格を

表すことでもあると考え、活動に関わり調査を実施した。 

1 年間の調査に対しては、長崎さるくという事業に関する知識や長崎市の地理的・文化

的感覚はある程度持っており、研究対象者であるさるくガイドたちとの関係性があったた

め、フィールドに入ることに対して、混乱は比較的少なかった。ガイドたちの日常世界の
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模様を調べたく、多様な人々に出会うことに試みて、ツアーのみではなく、さるくガイド

がよく集まる場所（歴史の公開講座や勉強会など）に頻繁に足を運ぶことを心掛けた。そ

してさるくガイドたちとインタビューまたは対話をする際には、解釈的客観主義的方法論

を参照し、既存の概念やステレオタイプ、理論的枠組みにできるだけ捉われないよう留意

し、インタビューに応じてくれた対象者との会話を通じて、次のインタビュー対象者を決

めるなど、調査過程から分析と解釈を往復するかたちをとった。 

研究対象者の選定基準および過程について具体的に説明する。長崎市においては、さる

くガイドが生まれた 2006 年以前から、長崎市民観光ボランティアガイドや、被爆者を中

心とした語り部なども存在していた。2006 年以降、彼らはさるくガイドの枠に統合された

ため、同じさるくガイドと言っても原爆遺構を主に案内するガイドや、浦上地区や五島と

縁のあるカトリック信者で隠れキリシタンの歴史に焦点を当てて案内するガイドなど、動

機も活動内容も多様であった。彼らは当事者であり、当事者としての語りを活かせるコー

スのみに絞って案内をする場合が多かった。そこで本研究において取り上げるガイドは、

一見すると当事者性が比較的薄く、歴史の継承に対するある種の使命感や強い責任感、参

加の動機が不十分に見えるような人々である。つまり「ただ何かやってみたかった」と思

い、何気なくガイドに参加した普通の人々の話である。 

現在登録されているガイド数は 300 名以上であり、これまでの 20 年以上のガイド事業

の歴史を考えると、数えきれない人々がボランティアガイド事業に携わってきたと思われ

る。そのうちには、高齢で亡くなられた人もおり、様々な理由で活動を休んでいる人もい

る。当然ながら質的調査を行うことで、すべての人をカバーすることは難しく、偶然的な

出会いを重視しつつ、現場に出かけた際に頻繁に出会い、会話を重ねた人々が自然と研究

対象となった。そしてガイドたちは基本的に面倒見がよく明るい性格で話が非常に上手で

あり、「問わず語り」とも呼ばれるように親近感が増してからは勝手に自分のことを話し出

し、ある意味調査対象者としてはありがたい存在でもあった。 

そこで、ガイドの年齢、出身、家族関係、学歴、職歴など、個人事項については、筆者

から聞くことは控えた。人によっては個人事項を聞かれることに敏感であると思い、また

関係性が深まっていったなかで、自然と関連する会話が生まれ、研究対象者本人からプラ

イベートな話も聞かせてもらうことも多くあったからである。そのため、調査過程で関わ

ったすべての人の個人的状況を把握しているわけではないが、ある程度の傾向は把握して

おり、彼らの意思によって語った内容については記述をしている。そのほか、日常的な会
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話や関わりのなかで把握しきれなかったことは、時間を設けてインタビューを行ったケー

スもある。彼らの言葉、行動、人間関係、服装などを観察し記録しながら、一つの文化集

団として住民ガイドの日常世界を理解するように試みた。彼らのモチベーションやガイド

するスタイルは様々であるが、意欲的に活動し、彼らのライフスタイルにおいてガイド活

動が非常に重要な位置を占めていることがわかった。 

このような過程で得た資料においては、まず事前に要請して行ったインタビューは文字

起こしを行った。しかし日常的な会話の中の方が、研究に重要な示唆点を与える発言が多

くあった。その時には会話が終わった後、可能なかぎり話し手の言葉を引用してメモを取

った。また現場に入って感じたこと、観察したことは日々観察日記で記録をした。 

筆者は 2017 年 9 月から「さるくガイド」として観光客や長崎市民を案内できる資格を

持つようになった。しかし自分がガイドになって案内した体験は５回に留まった。なぜな

ら、さるくガイドの行動や認識を観察しその意味を究明するという研究者としての役割と

は別に、長崎の歴史や文化等、観光地としての魅力を観光客や長崎市民に伝えるガイドと

しての役割には、住み込み調査期間の最後まで深い愛着や責任を持つことができなかった。

そういった筆者個人の経験から、長崎のさるくガイドたちはなぜそこまでガイドとしてあ

ろうとしているのか、という問題意識が次第に強く湧いてきた。本研究は、筆者の経験を

排除することなく、ガイドたちと共に行動しつつも、ガイドになりきれなかった調査者の

立場を基盤にすえて記述していく。 

本研究では、筆者が調査期間中に作成した観察日誌を事例として大いに使うが、筆者の

自己記述と研究対象者の証言を区分するため、自己記述はイタリック体に表記している。

また、すべての調査は研究対象者の同意を得たうえで行われており、個人情報保護の観点

から、必要に応じて話し手が特定できないように記述した部分もある。 

 

5 本論文の構成 

本研究では、長崎県長崎市のまち歩き観光事業「長崎さるく」の事例を取り上げ、本来

行政による観光振興策として仕掛けられた観光事業が、住民たちのガイドや参加者として

の参加を通じて、住民の日常をより充実させるものとして利用され変容していくダイナミ

ズムを明らかにする。 

まず第１章では、長崎さるくが構想された背景から継続過程を追いながら、観光事業と

しての構造的・制度的変容を明らかにする。そして長崎さるく博’06 がどのように評価さ
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れてきたのか、また仕掛けられる際にその手法とされた「住民主体」という概念は、いか

なる意味合いで用いられたのかを明らかにする。 

第 2 章では、さるくガイドの日常的な実践を描きながら、さるくガイドたちの多様な生

き方について明らかにする。さるくガイドになることは観光産業に対する貢献にとどまら

ず、地域社会のネットワークに入るきっかけになり、新たな社会的な役割としてさるくガ

イドの生活において重要な位置を占めていることを論じる。 

第 3 章では、同じ社会文化的背景を共有している住民たちがガイドかつ参加者としてま

ち歩き観光に参加している現象の詳細を描き、ガイドや参加者にとってまち歩き観光の楽

しさや価値はいかなる場面から創出されるのかについて明らかにする。そして、オートエ

スノグラフィーを用いながら、ガイドになる経験における会話の重要性について論じ、ま

ち歩き観光における人々のコミュニケーションのあり方について論じる。 

第 4 章では、長崎さるく博’06 以降の現在に至るまでのまち歩き観光の変容を批判的に

検討する。長崎さるくが望ましい経済的目標を達成するために、最初の趣旨とは離れたか

たちで、観光産業における話題性に合致させたものにまち歩き観光が再編成されていった

ことを述べ、その過程で生じた利害関係者間の葛藤について論じる。このように本章では、

第 1 章で述べるように長崎さるくというまち歩き観光の場を最初に生み出し、住民ガイド

の可能性に着眼した行政側の功績を認識したうえで、長崎さるくを継続させるための行政

の役割の限界を指摘する。そのことから、第 2 章と第 3 章で取り上げる住民の役割や多様

な参加のあり方の重要性をさらに浮き彫りにする。 

終章では、第１章から第 4 章の議論を理論的視座に従って要約し、本研究の研究課題を

考察する。最後に本研究の意義と今後の課題について提示する。 

 

6 調査地の概要 

本研究の調査地である長崎県長崎市は、2020 年の現在人口は 409,556 人であり、面積は

約 406.4 ㎢の九州北西部かつ日本の最西部に位置した都市である。長崎市の地形は長崎港

とそれを取り巻く標高 300～400ｍ級の山が周囲を巡らしている形になっており、斜面地

が非常に多いことが特徴である。全面積のうち、市街化区域の面積が約 64.8 ㎢で、残りの

区域は主に山林や農地となっており、全市域の 13.1％の地域に約 76.8％の人々が居住し、

1ha 当たり 75 人という地方都市としては非常に高密な市街地となっている（長崎市ホー

ムページ）。 
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歴史的に長崎は 1570 年の開港以来、ポルトガルやオランダ、中国等の海外との交流を

通じて、多種多様な伝統や文化を生み出しながら発展してきた都市でもある。国際貿易を

中心に発展してきた歴史を背景に、国際性豊かな観光資源が多数存在し、それらの資源を

活かした観光は、長崎市において水産業や造船業と並ぶ重要産業の一つとして位置づけら

れる。現在に至る観光名所や史跡のほとんどは、長崎の開港と人々の往来によって形成さ

れた文化と歴史の産物でもあり、長崎を代表する観光名所である大浦天主堂や出島、グラ

バー園、眼鏡橋等がその例である。 

歴史的な積み上げが観光資源となっている長崎において、地域の歴史や文化、関連遺産

に対し、さるくガイドのみならず、多くの住民が関心を持っており、誇りに思っている。

長崎くんちやランタンフェスティバルの期間、全国からの修学旅行生が訪れるシーズン等

には、街中に観光客が溢れており、路面電車に乗車できない程込み合う状況が頻繁に生じ

るが、それについて多くの市民は迷惑がられることや批判的に捉えるというよりは、「賑わ

っている」と嬉しく受け入れる雰囲気が広く形成されている。 

 

6.1 観光とともに発展してきた長崎 

長崎の郷土史家である嘉村国男は、長崎における近代的観光の始まりを外国人観光客が

長崎県雲仙温泉に訪れた時期からみている。明治の初年、まともな宿泊施設もなかったに

もかかわらず、長崎の居留地に住んでいた外国人たちは、山駕籠に乗って雲仙に登り、レ

クリエーションを楽しんだという。明治 25 年（1892 年）には 60 人を超える外国人がひ

と夏滞在できる施設ができ、そして大正時代に入ると雲仙を皮切りに全県下にわたって観

光開発が始まった。それまで生活道路建設といっていた事業が、観光という目的で取り上

げられるようになった（嘉村 1989: 359-360）。その他にも、長崎市内から約 8 ㎞離れた茂

木町には、明治 39 年（1906 年）に茂木ホテルが建設され、長崎で商業活動を行っていた

外国人の避暑地として利用されていた。その頃に外国人観光客を運ぶ人力車が通るために、

新たな道が作られたという 。このように長崎は国際貿易が盛んでいた歴史的な背景とと

もに、日本の他地域よりも早い時期から外国との交流や観光が活発に行われていた。長崎

の居留地で商業活動をしていた多くの外国人たちは、観光・レクリエーションを求めたた

め、明治時代からはその需要に応じて観光インフラ（道路、ホテル、娯楽施設等）が建設

されるようになり、そのことによって街の景色や機能も大きく変容したのである。 

とくに長崎の行政は、早い段階から観光客を受け入れる態勢になっており、観光事業を
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積極的に取り組んでいた。例えば、昭和 2 年（1927 年）に雲仙が大阪毎日新聞の「日本新

八景」で 1 位に入選したことにより、長崎県内では雲仙国立公園設定運動が起こるように

なった。その結果、昭和 9 年（1934 年）3 月 16 日に、雲仙は霧島、瀬戸内海とともに日

本最初の国立公園として指定された（嘉村 1989: 359-360）。また、昭和 25 年（1950 年）

には、日本観光地選定会議と毎日新聞が共催した「日本観光地百選」で長崎市が 1 位に選

ばれ、長崎観光ブームに大きな役割を果した。その背景には、立候補を決定した同年に、

長崎市が商工課に観光係を新設し、観光協会や青年団、学校、町内会等に呼びかけたこと

がある。ハガキ投票で首位が決められるため、官民あげての大運動が生じ、その結実とし

て「日本観光地百選の 1 位」を得られたのである。それは一例ではあるが、このように戦

後長崎は「戦災都市から観光都市への脱皮」を目指していたのであり、観光がもたらす効

果に関しては、広く世論として一致していた（加藤・外山 1984: 254-255） 。  

そして戦後長崎の復興と関連したもう一つの重要な出来事は、「ザビエル渡来 400 年祭」

であった。第 2 次大戦中、原爆により甚大な被害を受け、多くの観光資源が破壊された長

崎においては、戦後生活の安定とともに観光は再び脚光を浴びるようになった。それは経

済的な面だけでなく、長崎市民にとって精神的な面においても大きな支えになったと言う。

その最初となるイベントが、昭和 24 年（1949 年）に開催された「聖フランシスコ・ザビ

エル渡来 400 年祭」なのである。ローマから聖人、教皇特使ギルロイ枢機卿が来日し、20

ヵ国から参例者が訪れ、全国で 15 日間にわたって式典が繰り広げられたが、それは戦後

の日本にとっても初の国際行事でもあった（長崎市史編さん委員会 2013: 172）。以下では

長崎のまち全体をあげて盛大にイベントが行われていたことを現わせいている。 

 

「5 月 26 日にパンアメリカン航空機で羽田に到着した聖腕と 70 人余りの国際巡礼団

は、27 日午前 9 時 50 分に東京駅を出て 28 日午後 6 時 46 分に長崎駅ホームに入っ

た。翌 28 日、一行は唐八景でのハタ揚げを見物し、宝塚劇場（本石灰町）で日本舞踊

を楽しんだ。29 日朝、浦上天主堂の焼け跡の仮祭壇で荘厳ミサが行われた。午後 2 時

からは大浦天主堂から西坂公園まで聖腕行例が行われ、到着した西坂高原音楽堂で日

本カトリック教区連盟主催の聖体降福式が行われ、感動は最高潮に達した。30 日には、

諏訪公園の丸馬場でお別れパーティーが開かれ、一行は長崎駅から鹿児島に出発した。

巡礼団は各地を巡り、大阪西宮球場の野外ミサに 4 万人、東京神宮外苑大スタジアム

の荘厳ミサに 3 万人の参例者を集めた。この 400 年祭は、全収入 640 万円のうち 532
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万円を行政補助金でまかなうなど、観光振興の側面が強くにじみ出ている。また、長

崎駅の建て替え、西坂公園の開設、幹線道路の修理、公衆衛生施設の整備、浜町商店

街におけるスズラン灯の設備など、これを機に街の美化も進んだ」（長崎市史編さん委

員会 2013: 172-173）。 

 

戦後の長崎において、観光は経済的な復興ともに、市民の精神的支えとしても重要な役

割を果たしたのだが、昭和初期からなる雲仙の国立公園化や日本観光地百選への行政の積

極的な取り組みやそれに対する市民の高い関心と参加といった、長崎の観光に対する姿勢

は、近年の長崎市におけるまち歩き観光「長崎さるく」や世界遺産登録に向けた取り組み

とも非常に類似している。また、キリシタン弾圧、原爆被害といった負の歴史の存在は、

戦後の長崎においては全世界からの人々の訪問を生み出すことにもつながった。このよう

に、長崎は人々の往来によって街が形成され、繁栄してきた歴史があり、長崎の人々は観

光客や外部の人々を歓迎する風土に古くから馴染んできた。 

 

6.2 高度経済成長期から現在まで 

1950 年以降、長崎市は「国際文化都市建設」をスローガンとし、本格的に長崎の観光産

業の基盤を整えていった 。昭和 26 年（1951 年）に経済部内に観光課を設置し、観光推進

体制を強化し、昭和 28 年（1953 年）には観光客へのサービス向上と市内の美化を図るた

め観光週間を制定し、京都と東京で観光物産展「長崎祭」を開催した。同年に観光振興の

指針となる「観光事業計画」を策定するが、その具体策として観光概念の普及、観光資源

の保存、観光地・ルートの開発、観光施設の整備、都市美化などの 5 カ年計画を実行する

ことが掲げられた。なかでも重要な事業であったのが、昭和 30 年（1955 年）に長崎国際

文化会館を完成させたことであった。昭和 24 年（1949 年）に開設された原爆資料館がそ

の 5 階に移転、市立博物館などの施設が整備された。また昭和 30 年（1955 年）8 月には、

爆心地に北村西望作の「平和祈念像」が完成し、平和長崎のシンボルとなった（長崎市史

編さん 2013: 175）。 

観光地形成に関する行政の取り組みの一例を紹介する。長崎を代表する観光名所であり、

2015 年に「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼・石炭遺産」の構成遺産として世界遺産

に登録された「グラバー園」は、この時期に整備されたものでもある。昭和 32 年（1957

年）10 月 10 日、三菱長崎造船所は創業百年記念事業として旧グラバー邸を長崎市に寄贈
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した。グラバー邸は、昭和 14 年（1939 年）6 月 30 日に、倉場富三郎（イギリス人貿易商

トーマス・グラバーの長男）から三菱造船所が買収、戦時中は三菱造船所のクラブ（大浦

クラブ）として利用していたが、終戦後の約 4 年間は、米進駐軍の司令官公舎として接収

された。接収解除後は、長崎の観光地としてクローズアップされ、昭和 27 年（1952 年）

以来、長崎市はその譲渡を申し入れていた。その寄贈に伴い、翌昭和 33 年（1958 年）3 月

にグラバー邸条例を制定され、翌月から入場料を徴収して観光施設としての整備の費用に

充てることとなった（嘉村 1989: 363）。 

このように長崎市において官民が観光産業に取り組んでいく間、生活にゆとりを取戻し

つつあった国民は、長崎に押し寄せた。それに合わせて長崎市は昭和 27 年（1952 年）4 月

に長崎駅前 2 階建の観光案内所を設置し、長崎港を巡る市営観光船を就航させた。また、

長崎自動車と長崎県営バスの両社が市内定期観光バスを走らせ、観光インフラも急速に充

実していった。その結果、来訪者数は、昭和 25 年（1950 年）の 12 万人であったことか

ら、昭和 28 年（1953 年）には 100 万人と飛躍的に増加し、昭和 30 年（1955 年）には 200

万人を突破して、観光産業の黄金期に突入していく（長崎市史編さん 2013: 175）。高度経

済成長期にかけて、長崎への観光客数は急速に増加し続けていった。 

そして 2017 年度には、初めて年間観光客数が 700 万人を突破した。平成 2 年（1990 年）

に長崎『旅』博覧会、2006 年には長崎さるく博’06 が開催され、2015 年、2018 年に世界

遺産の登録もあり「２つの世界遺産があるまち」を打ち出しながら、継続して観光資源の

開発、観光客の誘致に力を入れている。 
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第１章 行政主導の「住民主体」観光の形成 

 本章の目的は、まち歩き観光及び観光まちづくりの先進事例として捉えられてきた「長

崎さるく」の観光事業としての仕組みについて明らかにすることである。そして地域住民

をイベントに巻き込みながら「市民総ガイドのまち」を打ち出した長崎さるく博’06 は、い

わゆる草の根的な運動をイメージさせる住民主体意味とは異なる特徴を持ち、「住民主体

の観光」を戦略として掲げ、行政が主導して主催したイベントに民間の力が加わったかた

ちの観光イベントであった可能性について検証する。 

 

1 「住民主体」という戦略 

 本節では、2006 年に長崎市で開催された長崎さるく博’06 について概観する。そのため、

長崎さるく博’06 が企画された経緯から基本理念、イベントの実施内容や成果について述

べる。 

 

1.1 行政と市民意志によるイベントの計画 

 まず、長崎さるく博’06 が誰によってなぜ構想されたのかについて、その経緯から説明

する。長崎さるく博’06 の計画に携わった当時の行政担当者の証言によると、当時の伊藤

一長市長により長崎市の国策事業が完了する 2006 年を目処に大型イベントを開催したい

という意見があったという。長崎市では 2003 年から 2006 年の春にかけて、国や県との協

調事業として国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館、長崎県美術館、長崎歴史文化博物館、

女神大橋及び出島バイパス等の建設をはじめとするハード整備事業が実行されていた。そ

れらを記念するとともに、長崎市を訪問する観光客数が伸び悩んでいる状況1もあったため、

2006 年を目処に大型イベントを開催し、観光客誘致にもつなげるという計画がなされたの

 
1 長崎さるく博’06の開催において、目標であった観光振興かつ観光客数の増加には、長崎の

観光客が減少していることに対する危機感も背景にあったと考えられる。長崎県は長崎にお

ける観光客数の減少の原因として、海外旅行熱の高まりによる国内観光客の減少や福岡市な

どでの新たな商業開発、新幹線の開業による鹿児島市への観光客の増加などをあげている。

また九州の他地域において新たな観光資源開発が進められたなか、長崎市の既存の観光資源

が観光客にとって魅力を欠いたものとなり、相対的に取り残されてしまったと分析している

（長崎県 2006）。 
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である。 

そこから長崎市は「観光 2006 アクションプラン」を策定することを決定し、当時秘書

広報課係長であった田上富久氏（現在長崎市長）を担当者に任じ、事業を進めていった。

2003 年 5 月には、観光事業者や有識者 23 名を中心に「観光 2006 アクションプラン策定

委員会」を設立し、田上氏の人脈から地域活動に積極的に取り組んでいた 9 名を集め「ワ

ーキングチーム」を組織した。「ワーキングチーム」は、当時長崎情報誌『ザ・ながさき』

の編集長であった川良真理氏、大浦青年会で活動していた地元呉服店の経営者である桐野

耕一氏、「ネットワーク市民の会」という市民交流組織を立ち上げていたビル管理会社経営

者である田中潤介氏、丸山町に位置した料亭「青柳」の経営者山口広助氏など、様々な地

域活動に取り組んでいた有志で構成されていた（茶谷 2008）。 

事業企画が進み、観光 2006 アクションプラン策定委員会は、2004 年 2 月に「観光 2006

アクションプラン」を長崎市長に提言した。その要旨は、箱物の整備が完成する 2006 年

に合わせ、大型イベントを企画し、それを通じて今後長崎観光のあり方を見直し、停滞し

ている長崎観光に新たな転換を呼び起こすことであった。以下は「観光 2006 アクション

プラン最終提言書」における基本理念である。 

 

①本来、地域の誇りであるべき多くの財産が、これまで観光客専用の名所・名物とし

て「商品」ととらえられてきた面がある。そのために地元のことを知らない住民が増

え、次代に伝えていくべき価値のある財産が地域に埋もれ、あるいは失われてきた。

地域を知ることからはじまる「まち活かし」によって、市民が地域の財産を再確認す

る機会としたい。   

②観光を、単に経済的側面からでなく、まちを活かしひとを活かす手段としてとらえ

直す契機としたい。これまでの「観光＝観光関連業者が潤うためのもの」という発想

から脱し、「観光＝地域の資源を活かして、地域全体の活性化や暮らしやすさにつなげ

るもの」へ広げることになり、観光は長崎市民共通のテーマとなる。市民をはじめ企

業、大学、NPO など多様な人が参加するなかで、まちが磨かれ、人が活性化し、「住

み良いまち」と「観光客にとって良いまち」とが融合する方向をめざす（茶谷 2008: 

36）。   

 

「観光 2006 アクションプラン」の基本理念は、2006 年以降の長崎観光のあり方を大き
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く２つの方向性で示している。一つ目は、地域住民が地域の資源を知るきっかけにするこ

とであり、二つ目は、経済的な側面のみを追究した地域観光ではなく、それを地域住民の

住みやすさにつなげることである。こうした地域にある資源や人を活かし、観光客だけで

なく住んでいる地域住民にも何らかのポジティヴな影響を与えようという基本理念は、ま

さに 2000 年代から台頭した「観光まちづくり」の考え方や、観光地として認識されてこ

なかった地域で新たな観光資源を発掘する、いわゆる「宝探し」や、着地型観光開発の議

論と重なっている。しかし日本各地で盛んになっている観光まちづくりの多くは、本来観

光地として認識されていなかった地域においても、観光の可能性を認識し、地域が中心と

なって取り組んでいるが、長崎の場合は、本来有名な観光地であるがゆえに、観光客専用

の商品として捉えられてきたまちの資源を、住民のものとして捉え直そうという意識があ

った。観光業者のみが利益を得る観光から、地域全体に利益が回る公益的なものへの転換

を提唱している。 

「観光 2006 アクションプラン」の策定後、具体的にイベントのテーマが「まち歩き」に

決められるのだが、その決定的なきっかけになったのは元ワーキングチームが、別府市の

温泉街で行われていた「別府夜の路地裏散歩」にて自主的に視察を行ったことである。「別

府夜の路地裏散歩」とは、1999 年頃に別府市八湯温泉地の住民で構成された「別府八湯竹

瓦倶楽部」が、寂れた温泉街の路地裏や歓楽街に「レトロ」というキーワードで再び光を

当てて取り組んだまちづくり活動の一つである。夜の温泉街を案内するおじいさんガイド

のパフォーマンスは住民や観光客から好評を得ることができ、まち歩き観光の草分け的事

例として知られている。そこでワーキングチームは「まち歩き」というものを楽しむこと

ができ、さらにメンバーの一員である山口さんは花街としての歴史がある丸山地区におい

て、すでに郷土史に詳しい人々とまち歩きに取り組んでいた経歴もあったため、長崎でも

実施できるのではないかという合意が形成されたという。 

2006 年にはまち歩きを中心としたイベントを開催する方針を定めた後、都市博覧会など

のイベントや観光のプロデューサーを長年務めた経歴のある茶谷幸治2をコーディネート

 
2 株式会社電通大阪支社クリエーティブ局CMプランナーを経て、株式会社経営企画センタ

ーを設立。「アーバンリゾートフェア神戸’93」チーフ・プロデューサー、「ジャパンエキスポ

世界リゾート博」催事プロデューサー、「ジャパンエキスポ南紀熊野体験博」総合プロデュー

サー、「しまなみ海道’99」広島・愛媛両県総合プロデューサー等を歴任。2002～2003年社団

法人日本観光協会都市観光活性化会議委員、2003年社団法人ひょうごツーリズム協会ツーリ
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プロデューサーに委嘱した。彼を中心にイベントの名称や具体的なコンセプトが定められ、

長崎市観光 2006 アクションプラン推進委員会は、「長崎さるく博’06 推進委員会」に名称

を変更し、長崎さるく博’06 公式ホームページの開設やコースづくり、ガイド養成等のイ

ベント開催の準備を進めた。地域活動に活発であった人々で構成された市民プロデューサ

ーは、 コースづくりやイベント運営企画を行い、最終的に 95 名の市民プロデューサーが

参加した（表１－１－１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ズムプロデューサーを歴任。2004～2006年「長崎さるく博’06」コーディネートプロデューサ

ーとしてに携わった後、地元である大阪で、2008年から一般社団法人大阪あそ歩委員会代表

理事として勤めている（茶谷 2008）。 
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【表１－１－１】イベント開催の決定と準備過程（長崎さるく博’06 推進委員会 2007） 

2003 年 5 月 長崎市観光 2006 アクションプラン策定委員会およびワーキングチー

ムを組織 

2004 年 2 月 長崎市観光 2006 アクションプランの策定および長崎市長へ提言 

4 月 長崎市 2006 プロジェクト推進本部設置 

（市全庁組織・本部長は長崎市長） 

長崎市観光 2006 アクションプラン推進委員会設立 

（2004 年 8 月「長崎さるく博’06 推進委員会」に名称変更） 

長崎市観光 2006 アクションプラン第 1 次実施計画策定 

茶谷幸治をコーディネートプロデューサーに委嘱 

6 月 長崎さるく博'06 公式ホームページ開設 

8 月 シンボルマークとマスコットキャラクター決定 

長崎さるく博'06 第 2 次実施計画策定 

9 月 4 つのコースマップ完成 

第 1 回さるくガイド研修終了式（56 名） 

10 月 04 プレイベント開催（10/23～11/23） 

さるく茶屋開始 

11 月 さるくガイド公募開始 

2005 年 4 月 公募開始後初のさるくガイド研修終了式（総数 181 名） 

7 月 05 プレイベント開催（7/30～10/16） 

さるく見聞館開館（16 箇所, 2006 年 2 月に 3 箇所増加） 

9 月 長崎さるく博'06 第 3 次実施計画策定 

10 月 公式ガイドブック完成 

「長崎」からの手紙キャンペーン開始（2006 年 3 月で 5 万通達成） 

市内全自治会への説明会開始 

近畿日本ツーリスト「地域ブランディング大賞・観光まちづくり奨励賞」

受賞 

12 月 100 日前イベント実施 

「長崎さるくマップブック」、「長崎通さるく手形」販売開始 
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2006 年 1 月 九州内ローソン、九州内主要普通郵便局、リンガーハット全店舗に公式ガ

イドブック設置 

2 月 通さるく等の予約受付開始 

テレビ CM 開始（首都圏、名古屋、大阪、九州全域） 

 

1.2 長崎さるく博’06 の開催 

2006 年のまち歩きイベントは、「歩き回る」「ぶらぶるする」という意味の長崎方言であ

る「さるく」が採用され、「日本ではじめてのまち歩き博覧会 長崎さるく博’06」という

名称で行われた。2006 年 4 月 1 日から 2006 年 10 月 29 日までの 212 日間行われたが、

2004 年と 2005 年には、プレイベントが行われ、2 年以上の準備期間を経て、イベントが

幕を開けた。イベントの基本方針は、一つ目にすべてのイベントを、市民が企画し、市民

が実施する。二つ目はイベント実施による直接的な利益は、すべて市民が享受する。三つ

目は実施されるイベントの大半は継続されることを前提にするとなっており、長崎市民の

役割や参加が重要なイベントとして規定された（長崎さるく博’06 推進委員会 2007）。 

まち歩きイベントの種類は３つに分かれていた。一つ目は、まち歩きコースマップを持

って自分で自由に歩く「遊（ゆう）さるく」（42 コース）であり、二つ目は、さるくガイ

ドの案内を受けながら 2 時間程のコースを歩く「通（つう）さるく」（31 コース）であっ

た。通さるくの 31 本のコース自体は、游さるくの 42 本コースの中に含まれており、通さ

るくでさるくガイドが案内をしないコースは、マップを持って自らまち歩きをすることに

なる（図１－１－１、図１－１－２）。最後の三つ目は、専門家や有識者、有名人による講

座や体験等を単発的に行う「学（がく）さるく」（74 テーマ）で構成された。他にも、イ

ベント期間中、グラバー園や出島、稲佐山、中島川などの観光名所を拠点に会場イベント

や記念イベント等、様々なプログラムが実施された（表１－１－２）。 
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【表１－１－２】長崎さるく博’06 の概要（長崎さるく博’06 推進委員会 2007） 

企画要旨 長崎には、他所にないユニークで魅力的な資源が数多く存在するが、それらの

すべてが十分活かされているとは言いがたい。これまで発信されず、楽しまれ

ることお少なかった多くの素材の楽しみ方を創造し、発信し、「長崎での新し

い時間の過ごし方」として定着させる契機とするためにイベントを開催する。

また、市民主体でイベントを運営することで、市民が観光資源を「市民の財産」

として再認識し、交流にかかわるさまざまなノウハウを取得する契機とする。 

基本方針 ①すべてのイベントを、市民が企画し、市民が実施する。 

②イベント実施による直接的な利益は、すべて市民が享受する。 

③実施されるイベントの大半は継続されることを前提にする。 

名称 日本ではじめてのまち歩き博覧会 わからんまち体験 長崎さるく博’06 

テーマ 【メインテーマ】 

知らなかった長崎の体験と発見 

【サブテーマ】 

すてきに・ちてきに・げんきに 

開催期間 【プレイベント】 

平成 16 年 10 月 23 日（土）から 11 月 23 日（火）までの 32 日間 

平成 17 年 7 月 30 日（土）から 10 月 16 日（日）までの 79 日間 

【本イベント】 

平成 18 年 4 月 1 日（土）から 10 月 29 日（日）までの 212 日間 

イベント 

構成 

①基礎イベント 

・長崎游さるく：自由気ままに長崎散歩 

・長崎通さるく：長崎名物・ガイドツアー 

・長崎学さるく：専門家の講座＋ガイドツアー 

②会場イベント ③演出イベント ④記念イベント ⑤長崎体験 ⑥タイア

ップイベント 

延参加者数 1,023 万 3 千人（目標 960 万人） 

主催 長崎さるく博’06 推進委員会 
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【図１－１－１】長崎さるく博’06 游・通さるくコースマップ 長崎市中心部・浦上周辺

（長崎さるく博’06 推進委員会 2007） 
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【図１―１－２】長崎さるく博’06 游・通さるくコースマップ 外海・東長崎・香焼・

伊王島・高島・三和・野母崎周辺（長崎さるく博’06 推進委員会 2007） 
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長崎さるく博’06 において話題を集めたのが、さるくガイドが案内する「通さるく」であ

った。通さるくが人気を博した理由の一つは、まちを案内するさるくガイドの解説により、

住んでいても気づいていなかったまちの歴史を学び、暮らしの中での過去の思い出を喚起

できたことが挙げられる。また一律 500 円の手ごろな参加費や様々な特典が付いていたこ

とも参加者の誘致に効果的であったと考えられる。まち歩きツアーは 2 時間程度を所要し、

午前と午後二つに分けられ、定刻出発で行なわれた。  

通さるくを行うさるくガイドとガイドサポーターには 395 名の住民が関わった。さるく

ガイドの場合は、以下の二つの経路から参加者が現れた。一つ目は、1994 年から活動を行

っていた「長崎市民ボランティア観光ガイド」であり、二つ目は、長崎さるく博’06 を機に

新しく公募した人々である。ボランティア活動として位置づけられていたが、完全に無償

ではなく、一度のガイドツアーにつき謝礼金として一律 1,000 円が支給されていた。さる

くガイドの年齢層については、確実なデータを持っているわけではないが、2006 年長崎さ

るく博’06 の当時から活動してきたガイドたちが、調査を実施していた 2018 年度現在に

70 代から 80 代になっていることから換算すると、現役を引退した 60 代から 70 代前半の

年齢層の人々が主流であったと考えられる。 

その他、長崎の老舗や伝統工芸の仕事場、コレクション等を店主自身が訪問客に紹介す

る「さるく見聞館」が 19 ヶ所誕生した（表１－1－３）。さるく見聞館は、地域住民が愛用

する店舗であるという意味でもあるが、観光客に長崎らしさをアピールしやすい長い歴史

を持った老舗やお土産屋が中心に構成された。長崎さるく博’06 以前からも観光客向けの

商売を行っていたお店がほとんどであった。加えて、「さるく」途中でトイレを借りたい時

や休憩したい時に立ち寄りが可能なホテルやレストラン、喫茶店等 118 店が「さるく茶屋」

として協力した（長崎さるく博’06 推進委員会 2007）。 
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【表１―１－３】さるく見聞館の一覧 

1 岩永梅壽軒（和菓子見聞館） 

2 小川凧店（長崎ハタ見聞館） 

3 江崎べっ甲店（べっ甲見聞館） 

4 老舗菊水 大徳寺 （焼餅見聞館） 

5 ツル茶ん（レトロ見聞館） 

6 理容たていし （くんちミニチュア見聞館） 

7 瑠璃庵 （長崎ガラス見聞館） 

8 四海楼ちゃんぽんミュージアム （ちゃんぽん見聞館） 

9 万寿庵（まんじゅう見聞館） 

10 高野屋（からすみ見聞館） 

11 鍵屋薬品本舗（くすり見聞館） 

12 文明堂総本店（カステラ見聞館） 

13 きっちんせいじ（電車マニア見聞館）（2017 年 12 月閉店） 

14 十八銀行史料展示室（銀行見聞館） 

15 坂本屋（卓袱見聞館） 

16 長崎路面電車資料館 （路面電車見聞館） 

17 千寿庵 長崎屋（有平糖見聞館） 

18 三菱重工業（株） 長崎造船所史料館 （長崎造船所見聞館） 

19 平野楽器店（和楽器見聞館） 

 

1.3 長崎さるく博’06 の成果 

長崎市が発行した『長崎さるく博’06 記録集』（2006）によると、長崎さるく博’06 の延

べ参加者数は当初の目標であった 960 万人を上回る 1,023 万人に達したと記されている。

その影響を受け、長崎市の総観光客数は、355 万人と前年比 6.7％増加し、1990 年の「長

崎『旅』博覧会」をピークに減少していた長崎市の観光客数も「長崎さるく博’06」により

プラスに転じたと評価された。それに伴う経済的波及効果は、直接効果及び 1 次～3 次波

及効果を含めた総合効果が 865 億円に達した。こういった数値的な成功は長崎さるく博’

06 に対して評価する報告書や記事、研究等で引用され、長崎さるく博’06 がまち歩き観光
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の成功事例として語られる際には、1,023 万人延べ参加者数や 865 億円の経済波及効果が

その根拠として提示されていった（長崎さるく博’06 推進委員会 2007）。 

ただしその数値は、「游さるく」の参加者が 711.9 万人であるという推計数が加わり、そ

の根拠となっているが、どのような基準でカウントされているのかは明確になっていない。

「遊さるく」は参加者がガイドなしで、長崎市が発行したまち歩きマップを持って自分で

回るという意味であるため、カウント自体が難しく、地図の印刷部数などを参考にしたと

言われる。その他「通さるく」や「学さるく」を中心とした「予約制イベント」の参加者

数は、延べ 52,478 人であり、長崎市の人口 40 万人から計算すると 8 人のうち 1 人はイベ

ント参加したことになる。 

また、経済的波及効果の詳細をみると、①観光客の消費支出、②市民の消費支出、③主

催者側の支出（長崎市）、④間接的にうかがえる経済発給効果で構成されており、2006 年

4 月から 10 月のイベント期間中の観光消費額は 484 億円となっている。一方で、支出決

算をみると、2004 年度および 2005 年度のプレイベント期間と 2006 年度イベント本番、

その 3 年間を合わせて約 9 億円（899,002,000 円）を支出したが、そのうち約 8 億円

（791,834,000 円）が長崎市の負担金となっている。それに対し、協賛金等の諸収入を除い

たイベント参加に伴う収入は、約 5 千万円（52,804,000 円）と推計された（長崎さるく博’

06 推進委員会 2007）。間接的な経済波及効果ではなく、イベントの参加費からなる直接的

な収入は、支出費の 15 分の 1 に留まっていることがわかる。 

 イベントの集客成果について述べる。長崎さるく博’06 のメインイベントであった「通

さるく」は、212 日間 4,479 本のコースが実行され、48,748 人の参加者数を数えた。その

数値を平均してみると、1 日で 21 本のコースに、229 人がさるくガイドと一緒に長崎のま

ちを歩いたことになる。最大の時は 1 日 124 本で、1,572 人（2006 年 10 月 28 日（土））

が通さるくに参加した。また、スタンプラリーキャンペーンで、游さるくの 42 コースをす

べて回った人が 2,028 人を数え、30 コースを回った人が 300 人、20 コースを回った人が

500 人と、まち歩きのリピーターが多かったことが特徴であった（表１－１－４）。 

このような成果は、長崎市民による大々的な参加と支援によるものであった。「長崎通さ

るく」「長崎学さるく」「長崎体験」、この３つで構成される予約制イベントにおいて、全参

加者数 52,478 人のうちの 69.6％である 36,524 人が長崎県民であり、長崎市内からの参加

者は 55.2％である 28,952 人であった。具体的な都道府県別参加者比率をみると、長崎県

69.6%、福岡県 10.1％、熊本県 3.1％、東京都 2.4％、佐賀県 1.7%の順で、九州地域から
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の参加が 86.8％を占めていた（長崎さるく博’06 推進委員会 2007）。 

このように長崎さるく博’06 は長崎市民や隣接した地域からの参加者が大半を占めてい

た。そこで半分以上の参加者たちについては、長崎市に初めてあるいは数回しか訪れたこ

とがなく、長崎に対する知識はグラバー園や出島、平和公園といった主要な観光地程度で

地理的感覚がほとんどないいわゆる「観光客」として捉えるのは無理がある。当時のさる

くガイドたちからも、「半分以上は長崎市民だった」「ほとんど長崎の人だった」と言う証

言が多かった。要するに長崎さるく博’06 は、観光客ではなく、長崎の文化・歴史・地理的

感覚を共有していた地元の人々の参加によって成り立っていたのである。 

 

【表１－１－４】本番イベントの成果（長崎さるく博’06 推進委員会 2007） 

2006 年 4 月 長崎さるく博’06 開催（4/1～10/29 212 日間） 

「さるくマップブック」販売 1 万冊突破 

「さるくマップ」配布 100 万部突破 

5 月 さるく見聞館スタンプラリー開始 

「通さるく」実施回数 1,000 回突破 

7 月 「通さるく」実施回数 2,000 回突破 

「さるくスタンプラリー」30 コース 300 人達成 

9 月 「通さるく」実施回数 3,000 回突破 

10 月 「通さるく」大増便 

地域紹介・観光ボランティアガイド全国大会開催 

「さるくスタンプラリー」42 コース 1000 人突破 

長崎さるく博’06 終了（10/29） 

 

2 成功事例としての長崎さるく博’06 に対する評価 

 本節では、長崎さるく博’06 がいかなる側面からオルタナティブな観光かつ観光まちづ

くりの成功事例として捉えられてきたのかについて論じる。そのため、まち歩きイベント

を構想した行政側による、長崎さるく博’06 に対する評価を中心に、長崎さるく博’06 をめ

ぐる成功ストーリーの詳細について論じる。 
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2.1 オルタナティブな観光として 

 長崎さるく博’06 は、長崎市の行政担当者や市民プロデューサー、さるくガイド等、イベ

ントに関わった多くの人々に期待以上の成果を与えた。そして地方都市博覧会の新たな形

態を示したとともに、まち歩き観光という新たな観光のあり方を提示してくれたという評

価を受けた。そこから長崎さるく博’06 がもたらした影響、成功要因について、多方面から

論じられるようになった。 

長崎さるく博’06 が終了した後、他地域の自治体や観光業界の関係者たちにより、長崎

さるく博’06 の成功談についての問い合わせが多くあったという。それに対応するため、

長崎さるく博’06 の構想段階から関わってきたワーキングチームのメンバーや、長崎さる

く博’06 で活躍を見せた一部の市民プロデューサーが中心となって NPO 組織を設立した。

ポルトガル語で「仲介人」という意味の言葉である「コンプラドール」を NPO 組織名と

し、ワーキングチームのメンバーであった桐野耕一さんが理事長を努め、市民プロデュー

サー元副座長であった川良真理さんは副理事長として勤めている。NPO コンプラドール

のメンバーは長崎さるく博’06 の企画と運営に関わった経歴から、他の地域の観光行政に

依頼を受け、その地域における観光振興のために資源の発掘やまち歩きコースづくりに取

り組んでいる。これまで長崎県五島市や福島県福島市、神奈川県小田原市、鹿児島県屋久

島等でのまち歩き観光に関わっている。 

一例として、川良さんは屋久島でのまち歩きコースづくりについて説明してくれた。屋

久島において主な観光形態であるエコツアーは、気候に大きく影響される。そのため、せ

っかく訪れた観光客が、雨や悪天候で山に登れない場合が生じ、そういう時でもできるこ

とがないかということで、地域ではまち歩きを仕掛けたという。島の住民が利用する商店、

市場、生活空間を見せることは、雨が降っても実行できるからである。すなわち、まち歩

き観光自体が、その地域における主要な観光目的にはならなくても、既存の観光プログラ

ムを代替できる選択肢として、まち歩き観光の可能性が注目されていることを示した。 

長崎さるく博’06 の企画者たちは、長崎さるく博’06 からなる「まち歩き観光」について、

少ない投資と費用で大きな効果を得られる、魅力的な観光のツールとして説明していた。

まち歩き観光は「ガイド」と「旗」さえあれば、誰でもどこにでもできる事業であり、簡

単に立ち上げることができる。さらにその都度新たなコンテンツを盛り込めば、いくらで

も新たなコースができるため、持続可能な観光であるという。以下の事例では、元市民プ

ロデューサーによりまち歩き観光がいかに地域資源を活かし、持続可能な運営ができるか
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について説明されている。 

 

【事例１―２－１】観光資源の「お皿」となるまち歩き 

田中さん 2003 年ころ。特にやってるイベントとかで、さるくを終えた後で影響があ

ったことは、逆に、さるく、まち歩きというのは、どうにでも、活用できるシステム

なので、分かりやすくいうと、まち歩きというお皿があって、このお皿の上に何を載

せるのか。祭りを載せるのか、イベントを載せるのか。どういう風に料理するのか。

さるくとの融合、まち歩きと既存のイベントを融合させたりとか、そういったことが

可能なので、さるくはさるく、まちのイベントはイベントという分けはしないね。

（2015 年 8 月 20 日、元市民プロデューサー田中潤介さんとのインタビューの中か

ら） 

 

元市民プロデューサーであり、NPO コンプラドールのメンバーである田中潤介さんは、

まち歩きは地域観光の「受け皿」であると説明した。地域観光では、コンテンツを増やす

ことが大事であるのだが、長崎においては映画やドラマの撮影などにより、新しい名所が

できた場合、長崎さるくを通じて観光商品化していくができると言う。まち歩きというの

は、新たな観光資源をコースに盛り込むことができる便利な装置なのである。 

一方で、このように長崎さるく博’06 の成功に大いに寄与した元市民プロデューサーた

ちが、全国各地の観光事業において活躍できるようになった理由は、長崎さるく博’06 の

成功のみではない。以下の事例は、長崎さるく博’06 以降続いた全国的なまち歩き観光の

ブームは、「地方創生」といった国の政策と関連していることを示す。 

 

【事例１―２－２】地方創生という社会的背景 

田中さん 確かに今の背景として、地方創生とか聞いたことある？地方にお金を入れ

て地方を元気にさせようみたいな国の方針が出たものの、各自治体がたとえば、箱物、

大きなものを作って、お客さんを呼び込むような金はない。だけど、ある程度のお金

はある。そういったときに、やっぱり人材を育成したり、地域の魅力アップを図ると

きに、まち歩きというのは非常にとっつきやすい。取り掛かりやすい。もちろんそれ

が観光に繋がったりすると、さるく、まち歩きというのは、いわゆるお皿だから、上

にどういったものをのせるのかは色々変えていける。そういった意味合いもあって。
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色んなまちでまち歩きをやる背景はそこにあるのかなと。 

桐野さん まさに言われたように、行政的に言えばね。国からの地方創生で、ある程

度のね、何千万とか何十億とかついた時に、それを地域に還元して、何か形あるもの

に残そうと考えた時に、過去の伝説があって、さるくみたいなあったんだねって。（田

中さん 笑う）じゃあ、うちのまちでも、わが村でもとなるわけですよね。そうした

ときに、たまたま、今みょんちゃんが私たちの話を聞いてくださるように、さるくを

立ち上げたのはわれわれだから、われわれがやったのは事実だから、こういう人たち

に話を聞くのが一番早いぞとなるわけですよね。彼が中心となってそういう話をオー

ダーがたくさん来はじめたのは 6 年頃前かな。それで、NPO 作りませんかって言い出

して（笑う）。言ったのは彼だからさ。こんなこんなで、あちこちに個人的にはお話し

ていったんだけども、一本化すると同時にせっかく長崎の市民として遂げたわけだか

ら、NPO の形として、今後のまち歩きに、まちづくりに何か形あるものを作っていき

ましょうと提案をして、みんなでやることになった。まさに今少しずつ 5 年以上経っ

て、色んな地域に出かけていて、本当にその地域の人と一緒になって、まち歩きを仕

掛けたり、何かのイベントを仕掛けたり。（2015 年 8 月 20 日、元市民プロデューサ

ー桐野耕一さん・田中潤介さんとのインタビューの中から） 

 

観光まちづくり、地方創生といった国の政策により、補助金を獲得した自治体がまち歩

きに取っ付きやすいという田中さんの話は非常に興味深い。2 名の元市民プロデューサー

は、日本各地の観光振興に向けた取り組みが拡大しているなかで、長崎さるく博’06 の企

画者たちの意見が、容易に受け入れられる（求められる）社会的な雰囲気が広く形成され

ていると述べた。次の節でも記述するが、観光政策を進める行政側は、長崎さるく博’06 を

住民が一体となって成し遂げた観光まちづくりのあるべき姿として捉えてきた。さらに、

少ないお金で実行でき、一方で観光客の誘致はもちろん、地域観光の人材育成にも繋がる

という一石二鳥のものとしてまち歩き観光は注目を集めた。地方創生の課題に向けて何か

地域に新たな活気を生みたい多くの地方行政とっては、自分たちの地域でもやってみたい

と考えさせるものとして認識されていたのである。 

 

2.2 観光まちづくりのあるべき姿として 

 第 2 節第 1 項で長崎さるく博’06 の元市民プロデューサーたちは、まち歩き観光につい
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て既存の観光プログラムを代替できるものであり、観光振興が注目されている社会的な背

景において地域が容易に取り組むことができる継続可能な観光として捉えていた状況を論

じた。それに加えて、観光まちづくりの文脈においても長崎さるく博’06 の成功ストーリ

ーが語られるようになった。以下の事例では、長崎さるく博’06 を企画した行政側が、長崎

さるく博’06 を観光まちづくりの成功事例として捉えていることを示す。 

 

【事例１－２－３】伊藤一長市長のコラム 

「さるく」とは、まちをぶらぶら歩くという意味の長崎弁です。本博覧会の大きな特

徴は、「市民が企画し、市民が実施し、その成果を市民が享受する」という市民主体の

実施方針を当初から貫いている点です。従来、大型の都市活性化イベントを市民主体

で実施することは難しいといわれてきましたが、長崎さるく博では、長崎のまちとそ

れを支える人達のパワーを基に、準備の段階から、市民と事業者、行政が一体となっ

て果敢に取り組んでまいりました。このような長崎の挑戦は、新たな都市観光のあり

方として、オンリーワンのまちづくりの手法として、各方面から注目を集めています

（伊藤 2006: 2）。 

 

 元長崎市長のコラムは 2006 年 4 月に掲載されたため、長崎さるく博’06 の成果を評価す

るということよりは、長崎さるく博’06 の広告・アピールしようとした意味が大きかった

と思われる。ただし、「市民が企画し、市民が実施し、その成果を市民が享受する」という

基本方針は、長崎さるく博’06 が終了し、評価がなされるまで一貫して打ち出された理念

であった。そして「市民参加」という側面は、長崎さるく博’06 において最も重要な価値と

して語られてきた。これまで主に行政主導で実行されてきた都市イベントが、長崎さるく

博’06 を機に地域住民の参加と共に行政と一体となって行われたことで、まちづくりの新

たな手法かつ方向性を示した先進事例として打ち出されたのである。 

そこで、まち歩き観光が観光まちづくりの手法となりうると言われた根拠の一つは、ま

ち歩きを通じて地域住民が自分たちの暮らしている地域について知る機会にもなるという

ことであった。以下の事例では、長崎さるく博’06 は企画段階から住民が自分たちの地域

について知るきっかけとするという趣旨があり、それが持続可能な観光の基礎になるとい

う行政側の意見が示されている。 
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【事例１－２－４】市民が地域を知るきっかけになる 

浦瀬さん まち歩きそのものは新しいものじゃなかったんですけど、市民を巻き込ん

でまち歩きをやろうという背景には、もともと観光客を呼ぼうというよりもね。長崎

の歴史や文化をもっと市民が知るべきだし、自分たちで知ることで楽しんでいく、そ

の延長線ということでね。市民が楽しんでることを外から来る人たちが楽しんでれば

素晴らしいことじゃないか、それが可能になったら、持続可能な仕組みが作れる。と

いうことで、まずもってね。長崎市民が長崎のまちの中に色んな歴史や文化やそうい

う話が埋もれていることを知らない。ということで、最初さるく博をやる時に、45 の

コースを作ったんですけど、それも地域の皆さんが自分たちのまちには、こんなおじ

いちゃんやおばあちゃんからこんな話が伝わってるよとか、本当に歴史を紐？として

いたときにここはもともと龍馬が歩いたまちだよとかね。色んなものが出てきたわけ

です。そういうことを市民の力でコースを作って、市民が企画をして、市民が実施を

して、そしてそこに利益が発生したら、市民が享受する、そういう仕組みができたら、

すごい持続可能な仕組みじゃないですか。そういうことをね。このまち歩きのことで、

ぜひやりたいっていうのが当時の田上さんの持ってきた企画だったんですよ。で、だ

からさっき言ったように最初から観光客を呼び込もうというよりも、まず市民が知ら

ないことが長崎にはたくさん埋もれてるねと。そういうことを掘り起こして、市民が

そういうことを楽しみながら、そしてそれを長崎にきたお客さんに色々お話をしてあ

げる。ことによってね、喜んでもらうことができるならば、それは色んな都市でもや

れるかもしれないんだけど、長崎にはそういう材料がたくさんあるよねと。もともと

長崎のまち歩きのお手本は別府のオンパクなんです。で、別府に田上さんも私も何回

も行ってね。あそこでまち歩きをやってたんですけど、田上さんは特に別府よりも長

崎の方が、色んな材料が多いから、きっと別府以上のものができると。本人は確信し

てましたね。別府でこれだけ楽しいのであったら、長崎では多分もっと面白い話があ

ったり、色々話題作りもできるだろうと。それがきっかけですよ。」（2015 年 8 月 21

日、一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会専務理事の浦瀬徹さんとのインタ

ビューの中から） 

 

 長崎さるく博’06 のキーパーソンとして挙げられる浦瀬氏は、そもそもの長崎さるく博’

06 の趣旨について、観光客を誘致することよりも、長崎市民が長崎について知るきっかけ
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にしたかったと述べた。まず、そこには長崎という地域には様々な資源が眠っているとい

う認識、つまり近年の観光行政事業でよく登場する「資源の掘り起こし」「宝探し」等の考

え方と重なっている。そして、そういった観光資源を発掘するだけで留まらず、そこに住

んでいる人々が知って、楽しめるようになることを理想として論じた。「住んでよし訪れて

よし」という観光まちづくりのキャッチフレーズと一脈相通ずる。それが観光を通じたま

ちづくりであり、地域を愛し、楽しむ人々が生み出すのがまさに「市民の力」であると述

べた。観光まちづくりが理想としてきたあり方が、長崎さるく博’06 で実現できたのであ

り、観光まちづくりの手法としても優れた成功事例であったといえるだろう。 

それでは、長崎を愛し、楽しみ、長崎のために何か貢献したいという人々からなる「市

民の力」とは、どういったことを意味しているのだろうか。 

 

2.3 住民主体の観光の成功事例として 

 これまで長崎市行政側や元市民プロデューサーによる長崎さるく博’06 の評価について

述べてきた。そこでは長崎市民が企画し、その利益を享受する観光まちづくりの成功事例

として捉えられてきたのだが、本項ではそれを可能にした具体的な方法について述べる。

以下では元長崎市文化観光部さるく観光課長の股張一男さんによる報告書と、元コーディ

ネートプロデューサーの茶谷幸治の文献を紹介し、長崎さるく博’06 における「住民主体」、

「市民力」というのはどのような意味合いを持っていたのかについて論じる。 

 

【事例１－２－５】「市民総ガイド」のまち 

市民・事業者・行政による様々な検討の結果、アクションプランの基本理念は、「まち

活かし、ひと活かし」に決定した。長崎市には、長年にわたる海外との交流で培われ

た「貴重な資源」や「個性的な文化」、「交流を受け入れる市民性」という類まれな魅

力があり、これらの他都市にはない“長崎の強み”を十分に活かすことが何よりも大切

だと考えたのである。また、この基本理念には、これまで観光客のものと捉えられが

ちであった地域の財産を、市民が貴重な財産として再認識する契機としたいという願

いも込められている。つまり、観光を市民共通のテーマとすることで、「住み良いまち」

と「観光客にとって魅力的なまち」との融合を目指しているのである。この基本理念

は、現在の長崎市の観光戦略の理念である「わたしがつくる国際観光都市「長崎」」に

引き継がれている。（…） 
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  なお、長崎さるく博の成果として忘れてはならない点が、経済面以外にもいくつかあ

る。それは、さるくガイドや市民プロデューサー等の新たな人材発掘であり、まち歩

き体験、あるいは観光案内を通じての個人の生き甲斐対策である。また、地域住民に

あっては、まちへの愛着の深まりとともに、沿道の環境美化意識も向上した。このよ

うに、市民全体のおもてなしの気持ちが高揚し、まち全体のホスピタリティが一層向

上したといえる。最終目標は、ガイド資格の有無は別として、市民の誰もが観光客を

おもてなしできる「市民総ガイドのまち」が理想といえる。（…） 

  おわりに、将来のまちづくり及び観光振興の観点から、「子供さるく」の推進に力を入

れていきたい。現在、小学 5 年生を対象とした長崎さるくの副読本として「さるくキ

ッズ」を配布している。この副読本については、学校の総合的な学習の時間等におい

て使用されており、小中学生の長崎さるく体験や地域のマップづくり等の活動が増加

している。この「子供さるく」は、長崎の未来を担う子供たちの長崎の歴史文化観光

への意識醸成を図るうえで重要な取り組みであり、近い将来の子供ガイド育成も視野

に入れたいと考えている。地域とひとが輝くまち歩き観光「長崎さるく」の未来は、

子供から大人まで、長崎市民の力にかかっている（股張 2010: 20）。 

 

さるく推進委員会で長崎さるく博’06 の運営に携わっていたキーパーソンの一人である

股張さんは、長崎市は「子供から大人までみんながおもてなしをする、地域全体がホスピ

タリティにあふれるまち」を目指し、長崎さるく博’06 を通じて「市民総ガイドのまち」と

いう理想に近づいていくと論じている。その過程で、観光に関わる人材の発掘ができ、ガ

イド個人の生きがい対策にもつながると言い、住民へのポジティブな影響も期待できると

述べている。股張さんは長崎市民全体が総動員し、まち歩き観光を実施していくことを理

想として論じた。市民が地域観光について関心を持ち、関わることは、観光の成功にも繋

がる重要なことである。観光事業を進める行政側は、具体的に住民に対しどのような役割

を期待しているのだろうか。以下の事例では、長崎さるく博’06 における「住民主体」の意

味を示されており、そこからイベントの主催側が思う住民像は何かが伺える。 

 

【事例１－２－６】長崎さるく博’06 における市民主体の意味 

まず、コースの私案をつくる。住民の意見をまとめてそれに反映し、修正し、案内文

を書き、デザイナーに指示をする。こうなるといわゆる未経験者にはできない。そこ
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で、現役や退職したマネージャー、ライター、宣伝マン、編集者などが適任とされる。

彼らを地元のプロと見なせば、彼らに仕事を任せることは、無報酬の原則を盾に“安く”

仕事をしてもらうというずるいやり方ということになる。実際、このことは最後まで

問題になった。特に、イベントの市民プロデューサーという立場は複雑である。企画

参加や交渉は原則、無報酬で通用しても、脚本起こしや演出作業に対しては妥当なギ

ャラを支払わなければならない。しかし、彼らを市民の代表と見なせば、長崎市民と

しての自由な発想を企画や演出にぶつけてもらって、市民のエネルギーを引き出して

もらうという「住民主体」の具体化ということになる。（…）「長崎さるく博」での市

民プロデューサーは、完全に無報酬の人もいれば、安価に技能を提供してもらった人

もいる。そこの線引きは非常に難しく、本人の納得に依存している。しかし、それで

よいのではないだろうか。「金儲けのオシゴト」ではなく、「長崎のために一肌脱ごう」

という考えを基準にプロデューサーに参加してもらうということで、市民プロデュー

サーが機能するのではないかと私は思っている（茶谷 2008: 142-143）。 

 

この事例から、長崎さるく博’06 を主催した行政側において「住民主体」とは、企画者が

求める人材でありながら、無報酬で長崎のために一肌脱ぐ人々の参加を作る、搾取的な関

係性の構図を意味していることがわかる。近年地方において流行語である「地産地消」の

考え方と類似している。高い費用を払って地域の外から優秀な人材を持っているのではな

く、地域の中で見つけ、無報酬あるいは安い報酬で地域のために働いてもらう。しかし、

観光イベントの企画者たちが求めるそういった人材は、ただ本人が長崎のために貢献した

いと思うだけで選ばれるとも限らない。「無報酬で長崎のために一肌脱ぐ人々」は必要に応

じて、企画者たちの意図に沿って選ばれ、限定される。それは上述した股張の言う「市民

総ガイドのまち」とは矛盾しており、必要に応じて地域住民の「おもてなし」を利用する

ことになるのではないか。近年日本の観光まちづくりの現場で多く耳にする「住民主体」

の意味の中には、こういった地域のために一肌脱いでもらうことが、当然のようにされる

問題を孕んでいるのである。 

 

3 小括 

本章では、まち歩き観光及び住民参加型観光まちづくりの先進事例として捉えられてき

た長崎さるく博’06 の成立背景から経緯を明らかにし、行政側において長崎さるくがどの
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ように評価されてきたのかについて論じた。 

第１節では、長崎市長の構想からイベントが実施されるまでの流れを述べた。長崎さる

く博’06 には行政、市民プロデューサー、ガイド、商店街、地域メディアや観光業界、研修

者等、様々な主体が関わり、長崎市全体が総動員して実施したイベントであった。行政は

地域住民に対しイベントの「ホスト」かつ「ゲスト」としての参加を促しながら、「市民総

ガイドのまち」を打ち出した。いわゆる草の根的な運動をイメージさせる住民主体意味と

は異なる特徴を持ち、「住民主体の観光」を戦略として掲げていたのである。また、まち歩

きコースは明らかに住居地域よりは、長崎を代表する観光名所や物産店が密集した地域で

行われており、まちや地域住民の日常の素顔を見せるというよりは、従来のマスツーリズ

ムで利用するような大型施設ではないものの、長崎らしさをアピールできるような場所が

用いられていた。そこで言う「まち」は、まち歩き観光に適したものとして選ばれ再編成

された空間であった。 

第２節では、まち歩き観光がオルタナティブな観光として、どのように評価されてきた

のかについて論じた。まち歩き観光は様々な地域において応用できる柔軟性や気軽さがあ

ると評価されており、初期費用が比較的少ないと言われるまち歩き観光は、地域において

既存の観光と共に、第 2 の選択肢として観光客に選んでもらえるようなかたちで、各地で

仕掛けられている。一方で、まち歩き観光の企画段階から重視されていた「住民主体」と

いう言葉が、行政側の都合によって使われる場合もあることを指摘した。企画者中心の観

点からすると、「住民主体」とは、地域の観光イベントを行うにあたり、無報酬で「長崎の

ために一肌脱ぐ」人々の参加を作る、搾取的な関係性の構図を意味することの問題につい

て論じた。 

敷田麻実は 1990 年代に多くの自治体が行った「第 1 世代の観光まちづくり」が、地域

の外部からの観光開発に依存し、そこからの波及効果で地域経済を振興させるという方式

であったため、地域の主体性が失われていたことが問題視されたと言う。従来の観光まち

づくりに対する反省から、第 2 世代の観光まちづくりにおいては、地域の主体性や自立が

重要なテーマとなったと論じた（敷田 2009: 12-15）。地域外の旅行会社に依存するのでは

なく、地域が主体的に地域の資源を活用し、その利益を地域が享受するという考え方から

すれば、住民ガイドとまちを観光するという長崎さるくのコンセプトは、敷田が言う第 2

世代の観光まちづくりの条件と一致する。 

そこで地域住民もまち歩きイベントに受動的に参加したわけではなく、実施に長崎さる
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く博’06 の後、ガイド活動を通じて新たな発見ややりがいを感じたというガイドの証言も

数多く残っている。また、参加者の半分以上が長崎市民だったことや、リピーターが多か

ったことも、住民がイベント期間中にまち歩き観光を楽しんでいたことを意味し、それは

行政の強制や強要によって行われることではない。しかし、長崎さるくに対する評価にお

いて、住民の参加には様々な理由があるはずだが、主催した行政側は長崎に対する地域愛

や郷土愛をその理由として強調している。問題は、そのイベントに参加する人々のあり方

を詳細に見ないで、複合的な要因を単なる地域愛に還元することなのである。それは行政

の都合の良い解釈であり、逆に地域イベントに参加しない住民を排除することにもつなが

る可能性も生じうるのである。  
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第 2 章 長崎市におけるガイド事業の経緯とガイドにとってのガイ

ド活動の意味 

本章の目的は、長崎市における観光ボランティアガイド事業の経緯を探り、ガイドたち

にとっての長崎さるくやガイド活動の意味について論じることである。 

前章では、長崎さるく博’06が企画された背景や過程ともに、まち歩き観光に対する行政

側の期待と評価について述べた。本章では、さるくガイドたちの観点からガイド活動の意

味について探る。近年、日本の全国各地において「観光ボランティアガイド活動」が盛ん

になっており、全国でボランティアガイド組織数は1,693であり、ガイド数は46,159人にの

ぼる。そこでガイドの平均年齢は65.8歳であり、ガイド組織が抱えている課題に対する項

目において、全組織のうち84.5％が「後継者の育成」を挙げた（日本観光振興協会 2018）。

後継者の育成という課題について、どのように理解すべきなのかは疑問が残るが、おそら

く現役の60-70代より若い世代の参加が少ないこと、新しく参加したガイドの活動が継続

されないこと、新人に対するノウハウ伝達やトレーニング方法が蓄積されていないことな

どが考えられる。このような状況は長崎さるくにおいても同様であり、さるくガイドの平

均年齢は63.9歳であり、全ガイド数321名のうち124名が70代、93名が60代である(長崎国

際観光コンベンション協会 2018)。 

このように65歳以上のリタイア世代がボランティアガイド活動を担っている中、「自由

時間をもてるようになった地元の高齢者、郷土を学び・知り、それをガイドするというこ

とに生き甲斐をみいだそうとする人たちが、ボランティアとして組織に参加した」（横山 

2009: 25）と認識されている。ガイドするということで見出される「生きがい」について、

佐竹真一は大阪堺観光ボランティア協会の事例を取り上げながら、「ガイド同僚との関係

性（居場所）」3と「お客様からの感謝」にあると論じ、高齢化しつつも健康に恵まれ意欲

 
3 佐竹は、ボランティアガイドによる「自分の居場所がある」という表現を用いており、ボラ

ンティアガイドの言う「居場所」とは、ガイド同士の親睦会や研究会、会議などの活動から

生じるつながりであると論じている。そこで彼らは「お互いに受け入れられ（受容）、認めら

れ（承認）、誉められ（賞賛）、感謝され、慰労される存在であることができ、何よりも「必

要とされる」存在であることを確かめ合っている」と論じた（佐竹 2013: 52）。 
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の高いガイドたちが、彼ら自身の手によって活躍の場を開発し、拡充していると評価した

（佐竹 2013）。 

以上を踏まえ、本章では、いわゆる「ガイドの生きがい」といわれるものの実態につい

て論じる。具体的には、まず長崎市において長崎さるく博’06以前からボランティアガイド

が存在していたことを指摘し、長年活動を継続してきたガイドの活動ぶりについて記述す

る。そしてさるくガイドの語りを事例に、彼らのガイド活動の動機について把握し、ガイ

ド活動を中心に展開されていく社会的ネットワークを描きながら、さるくガイドにとって

の長崎さるくかつガイド活動の意味について考察する。 

 

1 長崎市民ボランティア観光ガイドの設立経緯と長崎さるく事業との関係 

本節では、長崎さるく博’06が開催される以前から活動を行っていた「長崎市民ボランテ

ィア観光ガイド」の活動内容をについて概観する。また長崎市により、まち歩きというガ

イドツアーの方式が初めて提示された際のガイドたちが感じた戸惑いについて記述し、他

方で彼らが蓄積してきたガイドとしてのノウハウが、長崎さるく博’06において発揮できた

ことを論じる。 

 

1.1 「長崎市民ボランティア観光ガイド」の組織と活動方式 

2018年現在長崎さるくにおけるガイド活動年数において、10年以上が143名、5年以上10

年未満が67名、5年未満が111名を占めており、最長年数は23年に至る（長崎国際観光コン

ベンション協会 2018）。長崎市において、地域住民が職業としてではなく、ボランティア

の形で観光客を案内する住民ボランティアガイド事業が実施されはじめたのは、実は長崎

さるく博’06が初めてではない。それは1993年に長崎県と長崎市、長崎市観光協会（現在の

長崎国際観光コンベンション協会）が共同で、長崎市に訪れる観光客に対してサービスを

提供するという目的により、「わたしもガイドさん事業」という名のボランティア観光ガイ

ド事業を開設したことに遡る。当時、わたしもガイドさん事業の研修会に参加したガイド

からの資料によると、事業の目的は「長崎市民によるボランティアの観光案内人（ガイド）

を養成し、長崎市を訪れる一般及び団体の観光客に対し観光客の利便とサービスを行うこ

とを目的とする」というものだった4。長崎市民による観光客へのサービス提供という目的

 
4 インタビューの際にガイドからもらった「わたしもガイドさん事業第1回ボランティア観光
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は、長崎さるく博’06のそれとさほど遠くない。 

当時から活動しているガイドの証言によると、ボランティアガイドを含め、ボランティ

ア活動自体が今のように広く認知されていなかったため、ガイド研修生や行政関係者も手

探りで事業を進めていく状況であったという。また、これまで行政主導のもとで行われて

きた長崎市の観光事業において、一般の市民が関わった初めての事業でもあったため、ガ

イド、行政担当者の熱意も高く、協力し合おうとする姿勢が強かったという。その翌年か

らは「長崎市民ボランティア観光ガイド」という名称に変更され継続していったのだが、

2006年に長崎さるく博’06の開催を機に、「長崎市民ボランティア観光ガイド」という名称

はなくなり、すべての「さるくガイド」に統合された。 

ここでさるくガイドの前身ともいえる長崎市民ボランティア観光ガイドについて簡潔

に説明しておきたい5。1994年1月に長崎市の地域情報誌である『広報ながさき』1月号にて、

50人定員で募集がなされ、翌月の2月24日に長崎観光ホテルにおいて、わたしもガイドさ

ん事業の第1回の研修会が行われた。そこには44名の研修生が参加し、主催者あいさつと

事業内容の説明が行われ、「観光長崎を知るための13章」という題目で長崎の観光について

の講義が行われた。講師は当時の長崎歴史文化協会理事長である越中哲也さん6が務めた。

ガイド研修会は座学と実地研修を中心に1年間にわたって行われた。座学の内容は、長崎の

文化や歴史、サービスマナー、被爆者による講話等だった（表２－１－１）。 

ガイド研修会の後半部には、専門のガイドを招いて長崎市内を案内してもらいながら研

修を行った上で、現地踏査に出かけながら研修生たちがガイドマニュアルを作成していく

方式で行われた。その他に公式的な研修会以外にも、ガイドたちが自主的にチーム分けを

し、意見交換会や勉強会を多数行っていたという。 

 

 

ガイド研修会」の資料に基づく。 

5 わたしもガイドさん事業から活動を始め、現在活動している唯一の1期生である三田村静子

さんからの証言や彼女から得た当時の資料、その他複数のガイドの証言を基に記述する。 

6 越中哲也さんは、長崎出身の郷土史家であり、長崎市立博物館の館長を務め、「長崎学」の関

連テキストの監修をする等、長崎の郷土史研究において著名な人物である。また長崎くんち

や精霊流しの時期には解説者として長崎放送等のテレビに出演する等、地元では有名な学者

である。 
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【表２－１－１】わたしもガイドさん研修会における座学の日程と内容 
 

研修内容 講師 

第1回 私もガイドさん事業説明 

観光長崎についての総合講座 

長崎歴史文化協会理事長 

越中哲也 先生 

第2回 接客マナー講習 JTBグループ 

ジャパンエキスプレスジャック事業本部 

第3回 長崎の歴史と建造物について 長崎歴史文化協会理事長 

越中哲也 先生 

第4回 長崎の土産品と美術・工芸につい

て 

長崎歴史文化協会理事長  

越中哲也 先生 

第5回 長崎の国際性について 長崎市文化国際課嘱託  

ブライアン・バークガフニ 先生 

第6回 キリシタンと長崎について 26聖人記念館長  

結城了悟 神父 

第7回 原爆被爆体験について 平和推進協会  

吉田勝二 先生 

 

ガイド研修において具体的にどの地区が対象になっていたのかについて説明する。研修

がなされ、ガイドマニュアル作成が行われた地区は、「平和公園周辺」、「旧居留地周辺」、

「崇福寺・眼鏡橋周辺」、「出島周辺」この4つのコースに分かれていた。どちらも長崎市を

代表する観光名所である。「平和公園周辺」には、平和祈念像や原子爆弾落下中心地、長崎

原爆資料館、国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館が位置し、平和観光や平和学習が行われ

る場所である。「旧居留地周辺」は開港以降日本と貿易をした外国人たちの居留地が形成さ

れていた場所であり、西洋風建築物も一部残っている。2015年と2018年に世界遺産に登録

された「グラバー園」や「大浦天主堂」が位置している場所である。「崇福寺・眼鏡橋周辺」

は、観光名所の眼鏡橋から徒歩圏内に寺や神社が集まっている場所であり、長崎の昔なが

らの景観が一部残っている。「出島周辺」は、江戸時代に外国との貿易通路として機能した

出島を復元した観光施設とその周辺である。 

1995年3月に1年間の研修を終え、28名の研修生が長崎市民ボランティア観光ガイド1期
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生として修了した。当時から活動を継続しているガイドの証言によると、最初は44名が研

修を始めていたのだが、研修回数の多さや勉強の大変さ等を理由に、中途でやめた人も多

数いたと言われる。その翌年からガイド養成は毎年行われ、1997年9月にはガイド2期生の

64名が研修を修了し、2006年8月には11期生が養成され、12年間合計229名のガイドが登録

をした（長崎国際観光コンベンション協会 2018）。 

しかし、こうして1994年からガイドの養成が行われてきたことに対し、実際に観光客か

ら案内の依頼を受ける件数は、非常に少なかった。熱意を持ってガイド研修を行ってきた

にもかかわらず、実際にガイドが活躍をする「出番」が最初はほとんどなかったわけであ

る。したがって、4年後の1998年からは観光名所である「グラバー園」、2000年からは「出

島」の中に観光案内所を設置し、そこにガイドが常駐しながら、観光客に観光情報を提供

するサービスを開始することになった。 

そして本格的にガイド活動が盛んになり始めたのは、1998年頃からであったという。そ

の頃から長崎市のボランティアガイドが旅行会社等に知られるようになり、旅行会社を通

して個人および団体観光客の案内依頼が入るようになった。また平和学習を目的に長崎を

訪れる日本国内の修学旅行客が増加し、その対応も行うことになった。修学旅行客を除い

た一般の観光客の場合、具体的な活動内容は次のとおりであった。まず、案内する時間は

午前9時から午後5時までの間で、依頼者の要請に合わせてその都度流動的に集合時間や終

了時間が決められた。ガイド料は無料で、依頼者はガイドの交通費や食事代を負担するこ

とになっていた。しかし個人観光客の場合、現地で参加者たちから小銭を集めるのは印象

がよくないと判断したガイドたちは、一律的に謝礼金1000円を受給することを決めた。案

内する場所は市内全域であり、依頼者の希望に応じて案内を行うことになっていたが、長

崎市の代表的な観光地を車両で移動しながら観光するのが主流であったという。 

 

1.2 長崎市民ボランティア観光ガイドとさるくガイド 

このように長崎さるく博’06以前から活動していた長崎市民ボランティア観光ガイドた

ちは、1年間研修を受けており、ガイド同士でマニュアルやコースを作り、長崎市のボラン

ティアガイド活動を開拓したと言っても過言ではない。それに対し、3日間で研修を行い、

その後すぐにガイドになれる長崎さるく博’06からのガイド養成の方針について、既存のガ

イドたちは違和感を持っていた。 

長崎さるく博’06のコーディネートプロデューサーである茶谷の著書の中には、ガイドの
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敷居を低くするためにガイド研究を3日で終わらせると記述されているが、1年間研修をし、

慣れるまで3年以上はかかると認識している既存のガイドたちにとって、その方針は理解

できないことであった。もちろんガイド研修の期間や方法に関しては多様な考え方があり

える。例えば、2017年度のさるくガイド研修を受けた新人のさるくガイドたち（3.2.2の「29

の会」の事例を参照）は、3日より長い1週間の研修を受けたが、修学旅行生を案内する平

和学習以外にはガイドをしようとしなかった。彼らは、「1週間の研修のみでは、通さるく

を案内するための知識を身につけることは無理だ」「ベテランのガイドが多いなかでどう

せ我々の番は来ないだろう」「コンベンション協会が主催する研修会だけでは案内をする

自信がつかない」等の意見を持っていた。 

一方で、長崎さるく博’06以降、他地域においてもまち歩き観光が仕掛けられていくこと

につれて、長崎市の行政担当者やさるくガイドたちは他地域の事例に影響を受けるように

もなった7。例えば、「まいまい京都」の事例では、まち歩きガイドを養成するのではなく、

発掘する方法をとっており、主催側によるガイド研修ではそもそもガイドの素質を培うこ

とは難しく、最初からガイドに向いている人を発掘し、ガイドを依頼した方が良いという

方向性を持っていた。こういったガイドに関する考え方に影響を受け、長崎さるくにおい

てもガイド研修をより充実させるといった動きは鈍くなっていった。しかし、現場のさる

くガイドたちは、ガイド同士の勉強会や座学に力を入れており、ガイド研修などの行政に

よる情報提供にも多少頼っていた。 

以下の事例は、わたしのガイドさん事業からガイド活動を始め、20年以上継続している

ガイドの証言であり、一人前のガイドになるための時間や努力の量について語っており、

長崎さるくのそれとは大きなギャップがあったと認識していることを示している。 

 

【事例２－１－１】今のガイドはとても簡単になれる 

三田村さん うん、募集したのは50人だったんだけど、それから36人くらいになって。

 
7 長崎さるく博’06に影響を受け仕掛けたという「まいまい京都」の代表の以倉敬之氏による

と、まいまい京都に関する講演で、ガイド研修を全く行わないという。そもそも研修でガイ

ドが変わるということには期待をせず、ガイド個人がすでに持っている個性や経験をそのま

ま伝えるという。また主催者はコースやガイドマニュアルを作らず、ガイドその人しかでき

ないコースをガイド自ら作ってもらい、実施する事例もある（2017年11月3日第4回日本まち

あるきフォーラム福島にてまいまい京都の以倉敬之氏が講演）。 
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徐々にほら、きついもんだから。自分たちで勉強して、自分たちで観光に行って。そ

れで、色々また掘り起こして、それで今度は自分たちが実施したりして。もうほんと

色々あった。今みたいに情報がなかったもんで。だからね、やっぱり3年くらいかかっ

たんですよ。私7年くらいあれやったけど。（…）ある程度自分たちで勉強して、結構

時間かかったしね。苦労もしたんですよ、やっぱり。全然知らないから。それで本当

もう正式なガイドだったんですよ。今は簡単でしょ。簡単なんですよ今は。本当。（…）

全然違います、今とは。今は本当簡単ですよね。だから、私も何期生までか会ったん

ですよ。講師をして、それからどげんかなった。色々と変わったんですよね、中身が、

多分。こんな感じでずっとしてました。それで最後に3班くらいになったんですね。だ

からやっぱり脱落した人もおる（笑う）。（2018年5月13日、さるくガイド三田村静子

さんとのインタビューの中から ） 

 

長崎市民ボランティア観光ガイドたちは、自分たちはさるくガイドとは異なり、ガイド

としての知識を身につけるために様々な努力してきたと認識していた。その過程を踏んで

きたガイドたちにとって、ガイドマニュアルがすでに用意されており、3日間の研修でガイ

ド資格が取得できる長崎さるくのガイド養成システムは、これまで費やしてきた努力と比

べると、あまりにも簡単なものだと捉えられたのである。しかし、これはまち歩き観光に

おいてガイドに求められる素質や役割とは何かについての考え方がそもそも異なっていた

ことを意味している。長崎市民ボランティア観光ガイドたちはツアー参加者を満足させる

ため、日頃から多様な知識を習得し、経験を重ねているのだが、長崎さるく博’06を企画し

た元市民プロデューサーらたちは「歴史の勉強はしなくていい」という考えを持っていた。

それは、ガイド研修では身につけることが難しい、ガイドが本来持っている個性を重視し

ていたことを意味する。以下の事例は、長崎さるく博’06の構想段階からワーキングチーム

に関わっていた2名の元市民プロデューサー（第1章第1節）とのインタビュー内容であり、

まち歩き観光においてガイドが参加者に対して提供すべきこと、演出すべきことについて

述べている。 

 

【事例２－１－２】ライブ感を与える 

筆者 それは、ガイド個人の、他の人は知らないようなことを話すからというか、そ

の分勉強した分が多かったのですか？ 
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田中さん いやいや、勉強の分はそんな多くない。 

桐野さん 勉強とかそんなしない。 

筆者 たとえば、どういう風に話を集めたりしたんですか？ 

桐野さん まあ、とにかく、潤介さんはまちの賑やかなところの人の交流があるとこ

ろを案内するから、彼の手法的に、お店のおばさんとかおじさんたちに案内して、で

きれば買い物したらいいなとか、これこそ本来のまち歩きですよ。僕のところ（旧居

留地地区をめぐるコース）は元々ある程度完成されていて、みんな目的を持っている。

それをなおかつ別の角度で楽しんでもらう。僕の手法はたまたまだけど、恋の話をし

たりとかね。悲しかったり、嬉しかったりね。長崎を愛した外国人の話をしたり、そ

ういう形で別の楽しみをする。ただ、「グラバー園です」、ただ「どこそこです」では

なくて、それをやろうと思ったんです。それは僕のアイデアですよね。言ってしまえ

ば。これ受けるぞと。 

筆者 これ面白いよなっていうのはどうやって気づいたんですか？ 

桐野さん まあ、人は人の話には興味があるだろうと、自分はそう思ったから。よそ

に行ったときに、誰がこのまちの話を、こうしてくれた時に、建物の話を語られるよ

りも、どこそこのだれだれさんが、こう乗り出しに聞いたの。お、面白いんだ。え、

そんな人がいたんだ、やっぱそういう人がいるとね、と思ったんです。それとおんな

じに、自分のまちの話も、人は好きだった。 

田中さん 人を案内するエリアの特性を生かすまち歩きという形で考えたら、私は私

のまちの人に焦点をあてた案内をするし、桐野さんは素敵な風景を背景にそこに息づ

いてた人たちのドラマを語ることで、お客さんの想像力を掻き立てたりとか、みんな

それぞれのやり方で、こうしようああしようと決めたわけではなく、だんだんそうい

う風になっていたみたいな。 

桐野さん だから、その特徴は、まちの特徴は知ってることだから、そこに住んでた

から、そこの景色をいつも眺めてたから。さるくはこうだ！というのはないけどね。

基本は僕はだれがいくらそういうストーリーを語っても、ほんとはそこのまちを歩い

てる人が、ご案内した五島の人方とこう歩きながら、ホテルの方まで送ってあげよう

かと、うちのお母さんニコニコしながらテレビ局の辺で、「お母さんどこに行く？」と

したら、「ビアーガーデン行く」っていう合図をしてた（笑）。そういう風な臨場感、

ライブ感があるからね。まち歩きはライブ感が大事ですよ。今まではね。夢のような
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話を語ってたんだけど、この話してる人のおふくろさんが通ったりとか、そういうこ

と入ったら面白いよね。 

田中さん 逆に、私にしても桐野さんにしても、ライブ感みたいなものが手法となっ

てるから、われわれコンプラドールでも、平でんでも川原さんもわりと色んなことが

できる。私と桐野さんはほぼ自分のコースしかしない。（2015年8月20日、元市民プロ

デューサーの桐野耕一さん・田中潤介さんとのインタビューの中から） 

 

2名の元市民プロデューサーは、これまでのガイド経験を振り返りながら、参加者を満足

させるために、ガイドをする際の重点を置くポイントや、ガイドの役割について語ってい

る。そこで座学をして習得可能な知識よりも、ガイドが本来持っている個性やまちの臨場

感を活かせる才能がより重視されていることがわかる。 

長崎さるく博’06の企画準備に取り組んだ市民プロデューサーの多くは、従来から地域活

動に積極的に取り組んできた人々であった。桐野さんと田中さんは、二人とも長崎生まれ

長崎育ちである。田中さんは眼鏡橋で有名な中島川沿いの旧市街地で、桐野さんはグラバ

ー園や大浦天主堂が位置する旧居留地地区で生まれ育った。また地区の青年部や町内会に

関わっている地域の有志である。地域内でのネットワークが非常に広く、長崎さるく博’06

以前から、長崎くんちや地域イベント、祭りの主催側として関わってきている。二人が「自

分のコースに特化している」と語ったように、彼らがガイドをする際には、生まれ育った

まちを歩きながら、幼年期の思い出や実体験を語る。また、知り合いと偶然出会った時に

はあえて言葉を交わす行動をとり、桐野さんの言葉を借りれば「臨場感」「ライブ感」を与

える。そういったところがまち歩きの楽しさであり、ガイドとしての自分の強みであると

認識している。このような演出は、そのまちの生まれ育ちで地域有志であり、広い人間関

係を有しているからこそ可能なことではなかろうか。 

一方で、元市民プロデューサー以外の大半のさるくガイドたちは、そもそも長崎出身で

はない人も多い。長崎出身と言っても桐野さんや田中さんのような観光名所で生まれ育っ

たとは限らない。さらに、現役時代は仕事や育児を中心に生活し、地域イベントやボラン

ティア活動に関わった経歴を持っていない人も多い。実際にはガイド本人が生まれ育った

まちを観光客に案内しているケースは非常に限られてしまうのである。その地域で生まれ

育ち、これまで地域活動に関わっているからこそ語られる様々な経験談やまちの人々との

偶然の出会いから生じる臨場感は、すべてのさるくガイドが演出できると言えない。それ
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に性格的にユーモラスで話が上手な元市民プロデューサーたちのガイド方式は、人にとっ

ては、なかなか真似しにくい方式でもある。そこで大半のガイドたちがガイドスキルを高

めるために選んでいるのは、長崎の歴史や文化に対する知識を深めることであり、長崎国

際観光コンベンション協会が提供するガイドマニュアルの内容を熟知しながら、裏付けや

肉付けをするやり方でガイドの勉強をすることである。そして、まち歩き観光においても

コースによっては、座学を通じて得た知識が必要とされる。以下の事例は、長崎市民ボラ

ンティア観光ガイド3期生であり、長崎さるく博’06のコースづくりにも関わったさるくガ

イドの証言であり、コースによってはまちの臨場感以外にも、歴史や文化について詳細に

解説することによって参加者から共感や気づきを引き出すことが重要であることを語って

いる。 

 

【事例２－１－３】お客さんに「なるほどな」を与える 

船津さん あのね、茶谷さんの立ち上げの頃から、私も一緒に入っておりましたけど

ね。準備段階からね。色々話もあったんだけども、あの、やっぱりね。ん、さるくの

コースでもね。あの、二種類あるんだよね。一つは今言った歴史的知識はあんまり必

要ないと。 

筆者 中通りとか。 

船津さん 中通りとか、浜町とかね。そういうところは、要するに、まちの雰囲気、

そこから、結局まちをぶらぶら散歩しながら、そういったものを味わってもらうと。

で、たまにはお店の方とおしゃべりをしながら。 

筆者 試食もして。 

船津さん そういったものと、居留地とかね、なるとあるいは平和も、丸山もそうだ

けども、ただ単にまちを歩くだけじゃ、やっぱり見えないんです、まちが。なんでこ

んな建物がここにあるのかと。なんで、孔子廟っていう中国人の関係する施設が、大

浦居留地という欧米人の居留地の中に残っているのか。とかいうあたりを、お客さん

が求めないにしても、そこらを知っとかないと、あの、お客さんたち、チンプンカン

プンですよ。あ、美しいな、ここは異国緒情が豊かだなっていうふうなことでとどま

るお客さんはいいかもしれないけど、何でここが異国情緒豊かな場所になっているの

か。で、何で居留地ができたのかと、なんで、居留地がこういう場所に選ばれたのか

ね。そこらを一定抑えておかないと、あの、ちょっと、お客さんとしてはなるほどな
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ってならないと。別に知らなくても、それでなんともならないけど、知ればなるほど

なと、うんうんうんと、なるわけでしょ？なるほどな、うんうんうんというものを、

与えるだけの知識っていうか、を持っとかないと、お客さんとしてはやっぱり、お客

さんを満足させるのはできないんじゃないかな。（2018年5月22日、さるくガイド船津

義海さんとのインタビューの中から） 

 

さるくガイドの間では「先生」と呼ばれている船津さん（80代男性）は、1998年からガ

イド活動をはじめたベテランガイドである。長崎さるく博’06を準備した際に、市民プロデ

ューサーとしても務めた彼は、まち歩き観光は2つのタイプに分けられると言う。一つ目

は、桐野さんや田中さんが得意とするまちの雰囲気を味合わせながら、まちのものや人と

偶然な出会いを楽しむ方式である。そこでは歴史的な知識はあまり必要とされない。むし

ろガイドの人柄や生活歴等の方が重要である。二つ目はガイドの解説を通じて、まちの特

徴やその場所を歩く意味を積極的に見せる方式である。今歩いているここの由来を説明す

ることで、ツアーの参加者は「なぜここを歩くのか」が分かってくる。そこでガイドはい

わば、痒い所に手が届くように歴史的知識を用いた解説を行い、知的好奇心を満たすこと

で参加者を満足させるのである。一方で、長崎さるく博’06の以前から住民ガイドにまちの

案内を依頼する観光客は増えており、1994年から続いてきた長崎市民ボランティア観光ガ

イドの活動の蓄積は、まち歩き観光を形作ることに大いに役立っていた。以下の事例は、

長崎さるく博’06において船津さんをはじめ長崎市民ボランティア観光ガイドたちの知識

や経験が生かされていたことを示している。 

 

【事例２－１－４】さるくガイドの講師になる 

船津さん その頃（ガイド活動が盛んになり始めた2000年）からぼつぼつとね、修学

旅行だけなくして、一般のお客さんから街中を案内してくださいみたいな話がね、ぼ

つんぼつん出てきて。で、それに答えるためには、ほら、自分が行って、知っとかん

といかんでしょ？あの、専門的な教育があったわけじゃないんだからね。あの、先輩

について、修学旅行なんかの場合特にそうだけど、先輩について、もちろん導入教育

で、一通りは学ぶんだけども、具体的にはもう、ガイドさんについて、勉強して、街

中をほとんど、そういった、その、今の現代のさるくみたいなマニュアルがあるわけ

じゃないし。実際のコースをその講師の先生が連れて行ってくれるわけじゃないし。
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通り一遍のもう例えば、グラバー園、それから平和公園。そいうところを一回ぶーっ

と通るくらいだったかね。後は自分の努力だったんですよ。自分で努力せんといかん

から、自分で資料を集めて、集めた資料をみなさん（ガイドの班メンバー）にもね、

提供する。それを班の学習会とか、班のニュースで、お知らせする。そんなことをし

てたわけ。そいう中で、ぼちぼちこう、何て言うかな、色んなことが、あの、頭にこ

う入ってくるようになって。で、そうした中に、さるくのプレ（2004年）が始まるわ

けですよ。プレの時には、ほら、あの、いくつかもう、何て言うかな、あの、自主的

に有志のグループで、私の場合、有志のグループでね、丸山地区を中心にしてまち歩

き的なことをやってたわけよね。さるくが全く始まる前から。同好会みたいな、さる

くの班とは別で。同好会的な人が2、3人いたから。 

筆者 好きで、自主的にこうやってたんですね。 

船津さん そうそう、だから丸山っていうところをスタートにして、ずーっとこう回

るところを私としては広げていたわけよね。そいう中にプレが始まったわけでしょ。

それで色んなところを、あの、ほら、事前の教育をするっていうこともあったもんだ

からね。まあ声がかかってくれば、その教育の時の講師になったりしてね。まあそう

いった面でかなり頻繁に講師出したから、井手さんはそんなところを認めるのかなと

思うけど。講師をしたりね、新しくさるくのこんなコースを作ったらどうでしょうか

と提案したりね。したんだよね。 

筆者 じゃあ、市民プロデューサーもされたんですか？ 

船津さん しました。そんな形に、プロデューサーって形で、役所のみなさんたちが

する、あの資料作っていくでしょ。その資料をまあ、チェックするったらおこがまし

いけれども、あの、もっとこういう立場を入れ込んだ方がいいとか、ちょっとそこら

はあんまり、ちょっと間違ってるみたいな感じで、そんなことをしたんですよ。それ

はFさんも一緒にやってね。だからさるく博が終わった後に、Fさんと私が表彰をされ

たというかね。市民プロデューサー、さるくのイベントにね。協力してくれたってい

うことで。（2018年5月22日、さるくガイド船津義海さんとのインタビューの中から） 

 

長崎さるく博’06を機に「まち歩き」というものが定着してきたと思われるが、船津さん

が証言するように、長崎さるく博’06の開催前から、小規模ではあるものの類似した動きは

あった。また、2000年代に入ってから、地元ガイドというのが注目されるようになり、長
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崎でもまちの観光案内を依頼する観光客が生じていた。長崎さるく博’06で実施したまち歩

きと類似した動きが少しずつ生じていたのであった。その最中で2004年長崎さるくプレイ

ベントが実施されたのである。 

こういった経緯を踏まえ、長崎さるく博’06に対する評価とともに、既存のボランティア

ガイドに対する再評価がなされる必要があると考える。彼らが培ってきた観光ガイドとし

ての知識や経験が、長崎さるく博’06において大いに役立ち、成功的な開催に導いたのでは

ないかと考えられる。実際に市民プロデューサーのみではなく、長崎市民ボランティア観

光ガイドたちがガイドマニュアルの作成に関わり、ガイド研修の講師として関わったこと

もあった。そして長崎市民ボランティア観光ガイドの時期から長年関わっていたガイドた

ちは、現在多くのさるくガイドたちに「先輩」「先生」と呼ばれながら、尊敬されている。 

他方で、上述した三田村さんや船津さんは、長崎さるく博’06を通じて、観光名所ではな

い場所に訪れたり、商店街での人々の話を聞き、試食をする等、従来ではあまり考えられ

なかったガイドのやり方を知り、新鮮で楽しい経験であったとも証言した。最初はまち歩

きツアーというガイド形式に戸惑いを感じていたが、次第にまち歩きならではの楽しさも

経験していた。 

長崎においてまち歩きツアーと従来のガイドツアーとのやり方の違いは、どちらが優れ

ているというよりは、相互に影響し合いながら、発展してきたといえる。長崎さるく博’06

の企画者側が理想的と考えていたまちの雰囲気や偶然の出会いを演出するガイド形式、ま

た長崎市民ボランティア観光ガイドたちの歴史的な知識を基にその場所の由来を解説する

ガイド形式は、長崎のまち歩き観光において両方活かされてきた。それは、まち歩きツア

ーにおいてガイドマニュアルを優先する等の規則が存在せず、ガイド個々人の裁量に任せ

ながら、自由にガイドを行う雰囲気があったためであり、多数のガイドが自分なりの方法

で活動してきたことで可能になったのである。  

 

2 ガイドになった動機について 

本節では、さるくガイドの語りを事例に、社会的状況の変化や家族・知人との関係性に

注目しながら、彼らがガイドをする動機について論じる。 

さるくガイドの大半は、育児や仕事を終えた50代から60代の間にガイドを始めている。

ガイドになった動機については、これまでやってきた仕事を終えた後に充実した時間を過

ごしたい、何か人に役立つことをしたいという思いがあったと語る人が多く、一方で「地
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域観光に貢献したい」というふうに語るガイドは、筆者の参与観察やインタビュー調査の

過程においては、ほとんどいなかった。要するに、大半のガイドは「何か役立つことをし

たい」という漠然とした思いからボランティアガイドを始めているのである。以下の事例

は、長崎市民ボランティア観光ガイドの2期生である井手勝摩さん（80代男性）とのインタ

ビュー内容であり、定年退職をした後、何か人に役立つことをしたいと思っていた当時の

心境について述べている。 

 

【事例２－２－1】何かやりたかった 

井手さん 私はよそ者、佐賀なのよ、生まれは。だから原爆経験してないのよ。15年、

それと…15年間…（自分が持ってきた資料を見てから）昭和25年に長崎に来たのよ。

昭和15年に来て、長崎で30年間、長崎造船所に努めて。それで横浜に行ったのよ。1980

年に。それで横浜で15年おって。そして帰って来たのね。それで、1995年に帰ってき

て。で、10月に帰ってきて、帰ってきたけども、まとまった仕事はないし。うーん、

64歳やったかな。ちょっと定年延長してもらったのね。それで、何か役立つことはな

いかなーって思って…。思ったわけ。それで私たまたま北の方だから、あの、平和公

園まで散歩してたのよ。若かったからね。そしたら、中学生とか小学生がその辺でう

ろうろうろうろ、もうなんちゅうかね、バスどっちに行ったらいいかわからんちゅう

かね。それは何とかしないといかんね。その頃ね、ガイドでもなんでもなかったけど、

結構それでやってたもんね、子どもたちにね、「どこどこ、行きなさい、こう行きなさ

い」。そういうところで、ちょうどガイドの募集があったので、飛びついたわけね。そ

ういうことで、いい機会、ボランティアに入って。（2018年5月5日、さるくガイド井

手勝摩さんとのインタビューの中から ） 

 

井手さんは長崎造船所で勤務し、長崎市では30年以上生活してきたが、現役時代は家と

会社を往復する生活であり、観光に対しても家族や知人が遊びに来た時に行く観光地や平

和公園くらいしか知らなかったと語った。また横浜で15年間勤務しながら長崎を離れた時

期もあり、その期間長崎市内も大きく変化があったため、長崎の観光ガイドを始めること

に不安もあり、ガイドを始めた頃から長崎の歴史について勉強をする必要性を感じていた

と言う。そのため、長崎の郷土史に関する講演や現地踏査を行う「長崎史談会」といった

民間団体に加入して参加し、長崎市や市内の大学が主催する公開講座等に活発に参加しな
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がら郷土史の研修を受けたと言う。ガイドの多くは長崎の歴史についての知識を深めるこ

とをガイドとしての基本的な素養と見なしている。例えば、「長崎学」の資格を取得したり、

長崎史談会で活動をしたり、長崎市主催となって行う「公民館講座」に参加したりである。 

長崎市民ボランティアガイド2期生としてガイド活動を始めた井手さんは、長崎市より

2018年にさるくガイド20年継続賞を授与され、さるくガイドを引退した。インタビューを

行った際には、20年前から集めてきたガイド資料（ガイド班で作った新聞、歴史資料等）

を持ち込んで筆者に見せながら、これまでの様々な思い出を語った。ガイド活動に対する

熱い気持ちが伝わる中、「なぜさるくガイドをやめようと決めたのか」という筆者の質問に

対し、ある日ガイドした後に、お客さんからの「ありがとう」の声が聞こえなかった出来

事について話した。お客さんの感謝の言葉も聞こえなくなったら、ガイドをする意味はな

いのではないかと考え、引退を決心したと言う。その旨をガイド仲間たちに話すと、ガイ

ドを辞めることを止める人が誰もいなかったと言う。それは長崎さるく博’06の際には周り

のガイドたちから「今一番脂が乗っている」「まだまだこれからだ」と、ガイドとして評価

されていたこととは対照的だったと笑いながら話した。井手さんのように、多くのさるく

ガイドたちは「いずれ歩けなくなる」という認識を持ち、ガイドをやめるきっかけを身体

的な要因から見つける傾向があった。自由に歩けなくなり、参加者との会話が不自由にな

るまでは、ガイド活動を継続することを希望していた。彼らにとってガイド活動は、お客

さんとの相互作用と共に、自分の身体との相互作用が生じる場でもあるのである。 

他方で、ガイド活動を継続することは、身体的な要因以外にも様々な要因で、それほど

簡単ではないと思われる。長崎市民ボランティア観光ガイド1期生の中では唯一現在まで

活動を継続している三田村さんは、子どもたちが成長し、時間の余裕ができた50代からガ

イドを始めた。ところが、彼女の証言によると、ガイド活動を始めた当時は「ボランティ

ア」という言葉自体が世間に知られていなかったため、家族以外の周りの人々から自分の

活動について理解されにくかった状況だったという。以下の事例では、三田村さんがガイ

ド活動を始めた当時、周辺の人々はどのような反応をしていたのかについて述べている。 

 

【事例２－２－２】ボランティアする余裕があれば稼いだ方が良い 

三田村さん 男の人はこの当時はまた働いてたし、女性がやっぱり多かったんですね。

合間を見てっていう。55（歳）くらいになったら一段落するじゃない、子供が。手が

外れる。で、長く続けようとしたらやっぱり職域の方かこっちの方かになるんじゃな
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いかな。でもたいてい、私の時代のボランティアっていうのは、あんまり聞いたこと

なかったんですよ、時代が。「働かんね」って言われたみんな。「あら、こがんことし

ても。働いたらお金になるとに」って嫌味のこと言われたんですよ。だもんで、「そう

かね」と思って、私なんかもう、ずっとボランティアしとったからそんなに、「職をも

っとっとにどうしてせんとね」って嫌味のような感じを受けるんですね。今こそボラ

ンティアというみんながなろうとなって、私の時代はもうそんな感じ。 

筆者 時間があったらアルバイトでもしたらいいのにみたいな？ 

三田村さん うん、贅沢って言われとったよ。やっぱりほら、ボランティアするのに

お金が要るじゃないですか。交通費もいる。お弁当代もいるし、色々資料代もいるし。

といえば、やっぱり普通の家庭だったら食べるのに一生懸命じゃないのかな。そんな

意味で贅沢とかなんとか。皮肉ば言われおったけど、「えらくなるとね」とか。そんな

感じだったよ今まで。（省略）やっぱり人様から見たら、やっぱりそんな感じにうけて

たね。さっき言ったように、震災があって、みんながボランティアとかNPOとか何と

かできたじゃない。それまでは、私が最初にできた時はね、本当に手弁当で、もう好

きじゃないとできない時代だったから。で、余裕がないとね、やっぱりほら、外に行

くにはやっぱり色々いるじゃないですか。ちょっと言えないけど、色んなね、女性の、

働けばいいのにって感じの。今はそうでもないですよ。時代が変わったから。（2018年

5月13日、さるくガイド三田村静子さんとのインタビューの中から） 

 

三田村さんによると、1994年に長崎市がわたしもガイドさん事業を始めた当時は、今の

ようにボランティア活動が幅広く行われていた時期ではなかった。男女の比率も現在とは

異なり、1期生の28名のうち女性は19人、男性は9人で、女性の方が2倍程多かった。大体

女性の場合は育児が一段落した主婦で、男性の場合は定年退職した人であったという。 

三田村さんの場合、結婚してからは専業主婦として過ごしていたが、ガイド募集が行わ

れた時期に、子供たちが成長し、育児から手を引くことができたことにより、ガイドを始

めるタイミングができたと言う。彼女は「今から生きていくのに充実した過程、自分なり

にずっと一生楽しみながらできること」を探し、ボランティアガイドをやってみることを

決心したと言う。ただし、そのためには、金銭的な余裕も含め、家族の支持が前提にあっ

たと語った。 

仕事や育児といった社会的な役割・責務が一段落したことにより、新たな生き方として
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ボランティアガイドに興味を持ったことがガイドになる最も重要な動機となっている。ま

た家族からの影響を語るガイドもいる。「退職後に娘がさるくガイドになることを勧めて

くれた」というガイド（60代男性）もいれば、「家にいるとお母さんが嫌がるから」と語っ

たガイド（70代男性）もいた。また親を介護するため、活動を中止するガイド（60代男性）

もいた。ガイド活動を始め、継続していくことにおいて、家族との関係性や支援は重要な

要因なのである。 

ガイドになる様々な動機の中には、ある程度の年齢になっていくことにより、「自分の話

を語っても良い」という認識が生じるとも言われる。年齢を重ねていくことにより、人に

話し、残したい物語が増えていくことかもしれない。以下の事例は、被爆2世であるさるく

ガイドAさん（70代女性）がガイドなった理由や長崎さるくに対する考えについて述べて

いる。 

 

【事例２－２－３】それまでは自分の番じゃないと思った 

Aさんとは以前平和ガイドをした時に初めて出会って、その後もさるくガイド全体会

議や研修会、電車の中でお会いしたご縁で、今日ランチに誘われた。「隠れの中国茶の

お店をやっているから、この名刺をなくしたらあなたと私の縁はおわりだね」と、最

初に厳しい言葉と一緒に名刺をもらったのだ。私の名刺はお渡しできなかったので、

コンベンション協会を通して私にメールが来た。お電話くださいと。そして後日彼女

が運営する喫茶店で食事をした。 

 

Aさん いまさるくをやってる人たちは割と年金が高い、ランクが高い方だと思う。

元学校の先生とか、銀行マンとか。彼らはお金はいらないと言ってるけど、もっと（ガ

イド謝礼金の）金額を上げて、若い人が入るようにした方がいいと思ってるけど、他

の人はどう思っているのか。誰も（自分の意見を）聞いてくれない。（…）いまのガイ

ド研修では全然足りないから、みんな案内するのをやりたくないと不安に思ってるわ

け。私もそれじゃ案内できないなと思って、先輩のノートを借りて勉強して。平和案

内人は毎年募集するんじゃなくて、何年かで一回募集するから、そのときにこれだと

思って応募したのさ。そこは全然違って、研修の量も多いし、そこで自信を付けて、

やっと自信持って案内できるようになったから。これからも修学旅行は平和ガイドの

方になったから、ちゃんとレベルをこう（平和案内人と同じく）上げないといけない
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と思う。（…）ガイドした回数はそんなに多くないけど、年数かな。3年くらいになっ

てやっと自信付けてしゃべれるようになって。たぶん10年20年やってる人の話はどう

かな、聞いてみたいなと思う。（…）長崎史談会や学さるくをやっているガイドたちは、

全然昔から、さるくの博覧会の時からやって、我々とは全然違うから。昔からのガイ

ドさんたちは学さるくをやってるよね。私にはそこまでの能力もないし。（…）平和ガ

イドがやりたくて入ったから、出島とはグラバー園は全然入ってなかったけど、これ

から色々変わるのかなと思って、去年はじめてやって、月1回くらいは入っている。

（…）母が亡くなって、被爆2世だから。それまでは、自分の出番じゃないと思ったの

さ。（2018年3月20日、「さるくガイドAさんとのランチ」調査日誌の中から） 

 

Aさんは、自分の趣味やこだわりが強く、知識や経験も豊富であり、それらを誰かに教え

たい、あるいは見せたいという気持ちが強いように見えた。ベテランのガイドが多い長崎

では5年のガイド歴は短い方ではあるが、観光客にとっては十分詳細に案内をすることが

できる。Aさんは長崎駅で角煮まん（長崎の観光名物）を食べている観光客を見かけて、

「長崎ちゃんぽんと皿うどんを一つずつ頼んで分けて食べたらよい」と話したとか、電車

で会った観光客に「広島に原爆が落ちた日はいつ？長崎は？」等の話をかけるという。被

爆2世としての経験や思いだけでなく、長崎に関する様々な豆知識を観光客や筆者のよう

な若い人に伝えたがっていた。上述した井手さんの場合にも、平和公園で道に迷っている

子供たちに勝手に案内をしたと語った。多くのさるくガイドたちは、お客さんからの依頼

を受け案内する観光の場でなく、日常的な場面においても、道で観光客に見える人々に頻

繁に声をかける傾向がある。しかし、その結果、声掛けをした相手から感謝をされること

もあれば、めんどくさそうにされることもあるという。以下の事例では、さるくガイドの

会話の実践が常に成功しているわけではないことを表している。 

 

【事例２－２－４】受け入れないガイドの声掛け 

三田村さん でもなかなか最近はね、スマホがあってね。やっぱり若い人なんかに、

これを見て歩いてる人が多いでしょ。（…）めんどくさいと思う人もおる。自分でこう

見て回ると。今の若い人は。あ、自分でも調べてこうして、自分でこう楽しむ人が結

構多い。目にかかるね。なんかこう。やっぱり声かけると中年くらいのおばあちゃん

とか、そんげん人たちがやっぱり嬉しそうに感謝の気持ちでこうするけど。やっぱり
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あなたたちみたいに若い人は、向こうでこう、するのが、新しい観光、見て回る、そ

んげんと人ば多いような気がするんだけど、どうかしら。また、長崎の人と交流する

ことが楽しいっていう人もおるしね。一つ交流ですよ。こんなして、お話して。（2018

年5月13日、さるくガイド三田村静子さんとのインタビューの中から） 

 

 近年はスマートフォンの普及により道案内や観光情報を手軽に取得することが可能にな

り、ガイドの案内を必要としない観光客も増えている。地元住民やガイドの助けを必要と

せず、スマートフォンで情報を得ながら観光をする若い世代の行動に、ガイドたちは寂し

い気持ちを抱いている。 

ボランティアガイドになる理由や動機について一つにまとめることは難しいが、「人の

ために何か役立ちたい」という気持ちは共通している。ガイドになるということは、公式

的に観光の場で観光客と会話ができ、観光客を助ける権利を得ることでもあるのである。

言い換えると、ガイドは案内する相手が存在することによって成立する。さるくガイドた

ちは案内をする相手が存在することによって、他者に役立っているという実感を獲得でき

るのである。しかしその相手は常に存在しているわけではなく、ガイドの役立ちたい気持

ちが、常に相手に伝わり、コミュニケーションが成立するわけでもないというのが現実な

のである。 

 

3 ガイド活動の精神的報酬について 

本節では、参加者からの感謝やガイド同士の横のつながりに着目しながら、さるくガイ

ドとして活動することが、ガイドたちにとってどのような意味合いがあるのかについて論

じる。  

 

3.1 参加者とのコミュニケーションを通じたやりがいの実感 

3.1.1 ガイド経験のオートエスノグラフィー 

長崎の観光産業において一つの重要な軸となるのが、長崎の原爆遺構を見学する国内学

校からの修学旅行である。平和学習を目的に毎年の春と秋を中心に全国から小中高校の修

学旅行生が訪れている。長崎市としては重要な顧客であり、積極的に誘致を行っているの

だが、現場で学生たちを案内しているのがまさにさるくガイドたちである。平和学習とさ

るくは目的や参加者の特徴からみて別の観光として捉えられるが、現場においてはさるく
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ガイドたちは両方で活動するマルチプレイヤーとなっている。何よりも主に観光客が参加

する「通さるく」の依頼がほとんどない現在、多くの需要がある平和学習がさるくガイド

たちの主な活動の場になっている。  

長崎市での住み込み調査を実施するにあたり、筆者は平和ガイドを行うことを想定して

いたわけではなかった。しかし、現場に入るとさるくガイドたちは長崎の観光ガイドとし

て、平和案内をするのは当然であると認識しており、むしろ「通さるく」や「学さるく」

といったまち歩きのみを行いたいと思うガイドはほとんどいなかった。さるくガイドにと

っては、案内対象ややり方は異なるが、観光客や長崎市民を案内する長崎さるくも、修学

旅行生を案内する平和学習も、同様にガイドとしてやるべきことであった。そのため、筆

者も同じく修学旅行生に対する平和ガイドを実施することにした。以下の事例は、平和学

習のため長崎に訪れた日本の小学生を対象に、筆者自身がガイドを行った際の体験を記述

したものである。 

 

【事例２－３－１】平和ガイドとしての体験 

①1回目 2017年11月20日 13:00-15:00 熊本市立帯山小学校 6年生 

筆者 じつは、ガイドさんは韓国の留学生なんです。 

子供たち …（驚いた顔） 

女の子 これ読めますか？ 

 

一人の女の子がバックに貼った韓国アイドルの名前のバッチを見せてくれた。전정국

と나연（チョン・ジョングックとナヨン、韓国アイドルのBTSとTWICEのメンバーの

名前）。熊本の小学生にも韓国のアイドルが人気であることに驚きながら、案内を始め

た。子供たちは私が韓国人であると言ったからか目がきらきらしていた。まず、浦上

天主堂が見える丘に行き、浦上天主堂を見せながら今日のルートを簡単に紹介し、決

まったルートに沿って案内を行った。子どもたちにもわかるような分かりやすい説明

をしようと心掛けたが、緊張して上手く言えた気はしなかった。 

  最後の目的地である原爆落下中心地で、最初に決めたリーダーと副リーダーから感想

を聞くようにした。「実際見てみたら原爆の怖さが分かって、戦争はだめだともっと思

った」という。そして「実はガイドさんは、今日はじめてのガイドで、みんなが初め

てのお客さんです」と言ったら、「へー」とまた笑顔を見せながら、「知らなったー！」
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「慣れていると思ったー！」と言ってくれた。良い子たちだと思った。 

ゴールの原爆資料館のトイレの前で別れようとすると、副リーダーの女の子が「ちょ

っと挨拶を」と止めた。何だろうと思ったらしっかりお礼の言葉を紙に書いて読み上

げてくれた。「今日は一緒に回ってくれて本当にありがとうございました。ガイドさん

の言葉の中で、まず隣の友達と仲良くするのが平和の第一歩とおっしゃったことが記

憶に残りました。今日学んだことを活かして、これからも平和の未来を作って行くこ

とに頑張ります」。こんなに適当なガイドなのに、優しいお礼を言ってくれて、こちら

こそありがとうと伝えたい気持ちであった。 

ガイドが終わったらほっとして、子供たちの顔が見えなくなってからベンチに座った。

大変だか思える余裕もなく、無事子供たちを定刻にゴールに連れていくことで必死だ

った。とにかく終わったことで安堵感となんかの達成感があった。そしてガイドをし

てよかったなとなんとなく思った。 

②2回目 2017年11月22日 12:15-14:15 福岡県木佐木小学校 6年生 

グループ分けされて私の方にきた子どもたちは、私のネームプレートを見て、「きむみ

ん？」と不思議な顔をしていた。全く興味がなさそうな子、やんちゃな子、後ろにつ

いてくる先生。子どもたちを見た瞬間、逃げたいなと思った。みんなばらばらで、私

も話がうまくできず、気まずくて、とにかくスタートは大変だ。今日は黒田さんに教

えてもらった通りに、浦上天主堂から逆回りをしてみようと決めた。平和記念像の裏

側の丘に行って、原爆が投下した前後の写真を見せて、今日回る場所を紹介した。「こ

れから2時間歩くからみんな頑張って！」と言ったら、「へ？」とびっくりしたのか、

がっかりしたのかの反応。 

  平和の泉の前で、みんなで声をそろえて原爆体験記を読ませた。黒田さんが「子ども

に読ませる！」と教えてもらったので実際やってみようと思ったのだ。「お、本当にや

ってもらった」と思いつつ、やってよかったと思った。次のガイドの時もこれはやる

と思いながら、私のまとめが上手くなかったので、読ませた後まとめ方を考えようと

思った。 

  平和公園のエスカレーターの横にある防空壕を見せに行った。本物に近いし、女の子

が一人生き残ったという話もあるので、子どもたちには伝えておきたいなと。やはり

初めて見たらしく、防空壕の近くにいって中を覗いてみていた。 

  大雨ではなかったが、傘をささないと厳しいくらいの雨だった。カッパを着たり、傘
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をさして、浦上天主堂へ。商店街を通るのが私は好きで、平和学習ではあるが、まち

の生活の風景を見せたらなと思って、遠回りでも回るようにしている。「十八銀行」と

子どもが言ったので、「なぜ十八銀行か知ってる？日本で18番目にできたからよ！」と

話をしたりした。先生も反応して、「あれは長崎しかないよ」と話してくれた。 

浦上天主堂で写真を撮って、中に入る前に注意事項を話した。「ここは長崎の信者さん

たちが大事に使っている場所なので、みなさん大きな声を出したりすると失礼になり

ます。中では帽子は被らないようにして、カッパも脱いで、中に入ったら右側にすわ

ってらっしゃる関係者の方に挨拶をしましょうね」と話した。私の話に沿って、きち

んと傘をまとめて置いて、中をみて、スタンプも押して、外に出て待った。すると女

の子が外に出てからも小さな声で私に話していて、とても可愛かった。「あとどこに行

く？あとどれくらい？」と男の子たちが聞いた。「あと1時間だよ」と言ったら、「はや

っ！」と女の子が言って、内心嬉しかった。雨だったので外で説明が難しかったので、

浦上天主堂の下の展示室に入って、原爆遺構を見て、写真を見せながら5分程度まとめ

をした。桐野さんに学んだとおりに、「5分くらい話ますね」と予告をし、聞く態勢に

してもらった後、写真を一枚一枚紹介した。中が暖かかったのはあるけど、静かでみ

んな集中して聞いてくれた。防空壕の被爆後の写真を見せたら、男の子一人が「へ、

あれが先見たところ？」と驚いて質問をし、「そうよ」と説明をした。「あ、まとめて

写真を見せながら説明する、これは効果があるな」と思った。 

  そして如己堂に行って展示室の中のビデオを見せた。その後「これ本物ですか？」と

言いながら、「狭い。ここに本当に住んだんですか？」と聞きながら如己堂の中を覗き

見る子どもたち。五感で体験させるという黒田さんの教えを考えながら、体で体験さ

せようと思ったが、失敗もあった。山里小学校について、「『あの子ら』を読んでみま

しょう！」と言ったけど、「見えないー。」「下に降りた方がよくね？」と指摘もされた。 

また、「あとどれくらい？」と子どもたちが聞く。山里小学校で1時間半くらいにな

ったが、私も疲れて、半ズボンの制服を着た子どもたちが足を震わせながら歩いたの

で、早めに集合場所に向かった。最初から前の方で歩いて、私の隣で歩いた男の子が

「幼稚園の時にね、戦争の動画を見て本当に怖かった」と自分の経験談を話してくれ

た。また「お姉ちゃんが韓国が好きで行ってきた」と最初から「韓国語話してみてく

ださい」と言って男の子は「ビックバンってどんな意味？」って聞いた。子どもたち

が先に話してくれることがとても嬉しいなと思いながら、韓国語を話してあげたりし
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た。最初に会った時は、このやんちゃな子どもたちとのコミュニケーションが怖かっ

たけど、どんどん会話ができている実感が湧いてきた。「聞いてくれているんだな」「考

えているんだな」「驚いているんだな」と子どもたちの様子を見て、理解ができるよう

になったのである。ゴールが近づいてくると何か満足した気分になってきた。 

ガイドさんたちがやりがいを感じることを、この2回目のガイドでやっと少しはわか

ったような気がした。この子たちが「何を考えていて、どう感じているんだろう」と

いうのを、ガイドをするうちにわかるようになり、話の流れがある程度できて、子ど

もたちに目を配る余裕ができるようになる。子どもたちとのキャッチボールを上手く

していく方法を探り続けるとよいガイドになれるかもなと思った。  

③3回目 2017年11月27日 12:30－14:30  熊本市立壺川小学校 6年生 

コンベンション協会からのガイド依頼書を見ると、6年生全員で71名で、１グループ

8-9名。流れ解散。みんな水筒を持っているので、自販機は禁止。旅行日程表を確認す

ると、今日の朝7時に出発して、城山小学校を見学し、さるくガイドとフィールドワー

クをした後は、原爆資料館を見学し、被爆者の講話も聴くようになっている。今日の

一日は平和学習でいっぱいで、かなり平和学習に力を入れていることがわかった。お

そらく、事前学習もしてきただろうと考えて、あまりにも基本的なことは話さないよ

うにした。定番コースの「平和公園→山里小学校→如己堂→浦上天主堂→原爆落下中

心地」を回る。 

  今日で3回目の案内であるが、最初に子どもたちと集合して挨拶をするときは、まだ恥

ずかしくて子どもたちと目を合わすことができない。「私をどう見るかな、どう思うか

な」と考えると、なんか目を合わせないのだ。そう思いながらも子供たちが来ると、

早速小学校の先生モードに切り替える。「みなさんこんにちは！今日みなさんと一緒

に平和学習をします。ガイドのきむみょんじゅと言います。実はガイドさんは韓国の

留学生です」とゆっくり、笑顔で、芝居をするように話す。先週の土曜日の29の会の

時に、武藤さんからもらったアイデアを早速実行してみた。「今日私のサポートをして

くれる人を募集します！誰かいますか？」と言ったら、笑顔で3人の女の子が手を挙げ

た。そして千優ちゃんという子にサポーターをしてもらうことを決めた。後ろについ

て、みんなを見てくれる役割である。終わる時には、前で話を聞きながら歩きたかっ

たかもしれないのになと思い、ちょっとかわいそうに思って、次からこの制度は廃止

することにした（笑）。 
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  ２回の案内で「失敗したな…」と思ったのは、ガイドが終わった途端に子どもたちが

「トイレ！」と言いながらトイレに走って入ったことだ。途中の平和公園と永井隆記

念館にトイレがあるのに、一言言わなかったことで子どもたちが我慢してきたのだ。

それで今回は思い切って出発時点から「トイレに行きたい人いますか？これから２時

間歩きますよ」と案内してからスタート。今日は終わってからトイレに入っていくこ

とはなかった。こうして一つずつ学んでいくのだ。 

  最初は浦上天主堂が見える丘に行って、「あそこに見えるのが浦上天主堂です。今日は

あそこまでぐるーっと回りますよ。2時間も歩くからみんな頑張ってね！」と。やはり

最初は緊張して、話すのが慣れなくて、よく噛んでしまう。 

平和の泉に行く。前回と同じく、碑石に書いてある体験記をみんなに読ませる。今日

は前と比べると他のチームとかぶってしまったので、ちょっとスムーズにはいかなか

った。世界各国から送ってもらった記念像に案内すると、このチームはこれまでの子

どもたちと違って、あっちこっち興味を持って質問も多い。自分の知識のなさに申し

訳ない気分になり、「だいたい記念像の後ろや横をみるといつできたのかが書いてい

ます」と言ってごまかした。 

山里小学校では防空壕をメインに見せ、もし戦争が起きたら、今とは全然違う学校生

活をおくることになるという話をする。 

 

筆者 ガイドさんはね、小学生の時に、学校に行きなくないなー、宿題したくないな

ー、勉強したくないなーって思った。 

子供たち わかるわかる！ 

筆者 でも昔の小学生は、グラウンドで芋を育てたり、防空壕を掘らないといけなか

ったんだちょ。今の小学生は考えられない生活をしたんだよ。 

子供たち うんー  

 

正直自分も聞いた話で、現実味がなかった。自分が経験したこともなく、人に聞いた

話をこのように話すのはどうなのかと思ってしまった。でも子どもたちが興味を持っ

て平和や戦争を自分のこととして考えてほしいなと思った。そこで賢そうな男の子が

自分のおじいちゃんが特攻隊で戦争に出たことを話してくれたと言いながら、原爆が

長崎に落ちた理由を友達に説明してあげていた。子どもたちが自分たちでわいわいと
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話し合うことをみたら、今日のガイドは成功かもと思った。自分がお客さんとして参

加しながら感じた一番ダメなツアーは、しーんとなるツアー。つまり誰も話さない、

話す気を失うツアーだと思うからだ。 

如己堂に行って、カメラマンの方が「中に二組入ってます。先に写真撮りませんか？」

と声かけてくださったので、まずは如己堂の前で写真を撮り、見学をした。「狭い。こ

こで住んだんですか？」「デスマスクって何ですか？」と聞く。 

  浦上天主堂の下にある鐘楼を見せに行ったら、あるさるくガイドさんが「そこ車がよ

く通るから中に入ってください！」と少し怒っているような声で叫んだので、「あれ？」

と思った。私の間違いであったけど、子どもたちの前でそこまで怒る必要なないでし

ょうと。さるくガイドさんを見ると、ちょっと表情が暗かったり、怒りっぽかったり

（もちろん本人は怒ってないと思うだろうが）する人が多い印象はある。それで、さ

さっとその場所を抜けた後は、階段を走って上った。熱心なカメラマンさんはまた真

剣に写真を撮ってくださり、注意事項を言ったあと、教会の中に入った。目が大きく

なって、静かに教会を眺める子どもたち。外に出てから「きれいだった」と女の子が

話す。そして、下の資料室に行って、写真を見せながら簡単におさらいをした。「アン

ゼラスの鐘は今も実際に鳴っているんだよ。あそこにかかっているんだよ」と。する

とまた関心をもって探す。 

  ゴールの爆心地に行く道で、「暑い！」と女の子が話した。確かに今日は暑かったなと

思いながら、「あ、のど乾いたのか」と思い、「みんな水飲んでいいよ」と言ったら、

いっせいに水筒を出して水を飲む。「そうか、のど乾いたのか。そういうのを言わずに

子どもたちは我慢するんだな」と思った。ずっと前で歩きながら一生懸命話を聞いて

いた女の子たちが「今日寒いと思ったからお湯持ってきた」「今日と明日分のカイロも

持ってきたよ」と私に喋る。「お母さんが朝早くお湯を沸かして水筒に入れてくれたん

だ」と思いながら話を聞いた。 

  商店街を通ると、「ジョイフルサン」（スーパーマーケットのチェーン店）に反応をす

る子供たち。熊本には「ジョイフル」というファミレスがあるらしい。「じゃ今度熊本

に行ったら行ってみよう！」と言ったら、「いやいや、ほかにもおいしいものあるから」

と言う。「熊本は何が美味しいの？」と話をつなげた。「馬刺し、馬の肉の刺身と、か

らしレンコン。レンコンにからしを入れたやつ」と、一応外国人の私のためにか、や

さしく馬刺しの説明もつけてくれた。「え、私はからいのは無理」と話す子がいたり、
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またざわざわと喋る。横断歩道で待っていたら、あじさいに気づいた子がいて、「あじ

さいが長崎の花だよ。めんホールにも書いてあるし」「マンホール！」と私の間違った

日本語を修正してくれて、先生もみんなも笑ってしまった。「めんほーるってなんだろ

うと思った」「花の名前かなと思った」と隣の女の子どももあいづちをする。 

落下中心地に着いて、まず浦上天主堂の遺構に案内した。 

 

筆者 これ触ってみて。どうなってる？ 

子供たち （触ったり、回ったりする） 

筆者 これなんだと思う？ 

子どもたち レンガ？ 

筆者 浦上天主堂だよ 

子どもたち へー？！！ 

 

浦上天主堂の遺構を見せて、こんなに大きく反応してもらったのは始めてだった。こ

の後原爆資料館に入ったらレプリカが展示されているけど、これが本物であることを

教えた。ゴールに着いた。「明日ハウステンボスも一緒に行くんですか？」と賢そうな

男の子が聞く。「私は今日までだよ」と言いつつ、内心嬉しかった。「楽しかった」「そ

んなに疲れなかった」「時間早かった」と言ってくれる優しい子どもたちと最後の挨拶

をした。先生も「楽しかったです」とおっしゃった。「今日は成功したかも」と思いな

がら、謝礼金をもらいに行った。 

 

以上の事例は、筆者自身がさるくガイドとして、長崎の戦争体験を学びに来た小学生た

ちに対して行ったガイド経験であり、筆者自身の主観的な経験の記述である。小学生たち

は平和学習を目的に平和案内に参加しており、そのために学校では事前に下調べを行って

きている。そのため、筆者はガイドをするあたり、原爆に関する基本的な説明をするより

も、実際の現場を見せながら、五感で体験されることが重要であると考えた。最初に大浦

天主堂が見える丘に行って遠くから大浦天主堂の全体像を見せ、最後の原爆落下中心地に

行き、当時の大浦天主堂の残骸を触らせるように案内ルートを構成した。子どもたちには、

筆者自身も体験したことがない戦争について、何をどのように伝えれば良いか悩んだのだ

が、マニュアルが用意されているため、マニュアルを熟知し、書籍を中心に歴史の勉強を
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し、他のさるくガイドに案内をしてもらいながら、ガイドの準備をした。 

しかし、現場に入るとまず当面の目標は学校側が依頼した時間内にゴールに着くこと、

そして子どもたちが怪我をせずに安全で心地よい時間を過ごすようにすることであった。

具体的には、熱中症にならないようにこまめに休憩をはさみ、のどが渇いたりトイレに行

きたがること等をキャッチし対応することである。そして平和学習でガイドが子供たちに

話す内容はある程度決められており、限られていることも事実である。説明を分かりやす

くする工夫はすべきであるが、それよりも現場で直面するのは、子どもたちが言う前にい

かに配慮するのかということであった。 

ガイドを行いながら内心嬉しいと思った瞬間は、最初そわそわしていた関係性が徐々に

ほぐれ、子供たちの方から自分の話をし出した時であった。ツアーの途中、好きな韓国ア

イドルについて話すことや、韓国語表現について聞く子もいた。会話の内容は、平和学習

とは関係ないが、関係のないやり取りの中で、子どもたちとの距離感が縮んでいくように

感じた。すると、筆者の日本語の発音を指摘しながらいたずらをする子供の言葉に対して

も、そういった声かけがこのツアーやガイドする人に対する関心として捉えられ、嬉しく

思うようになった。むしろ筆者が韓国人であることで良かったと思うことさえあった。  

ガイドは、ガイドの話に反応がない参加者、会話が生じないツアーを最も恐れる。「私の

話を聞いているのか？」「私の話が間違ったり、つまらなかったりしないのか？」という判

断ができず、コミュニケーションができているという実感が湧かないためである。とくに、

このような観光の場において、ガイドに対し批判的で否定的な言動をする参加者はほとん

どいない。ツアーに満足しなかった場合でも、その場では直接的にガイドを批判する参加

者はいないのである。一方でツアーが楽しい場合、参加者はガイドの近くに来て積極的に

話を聞き、質問をしたりする。また同行した人とガイドの解説について話し合う。ガイド

は参加者たちの無反応も含めた様々な反応を常に意識しながら、ガイドを行う。参加者か

ら声をかけられることは、次の会話にもつながる話題の提供にもなり、ガイドに対する関

心の表明としても捉えられる。そこでガイドは参加者から心を開いてもらっている実感が

沸き、その瞬間に喜びを感じる。とくに筆者は初対面で、世代や背景が異なる子供たちと

コミュニケーションができるようになるということに、達成感のような気分も味わった。 

子供たちとのお別れの時には、お礼の言葉をきちんと述べる小学生もおり、「ありがとう」

「楽しかった」等の感謝の言葉を多くもらった。【事例２－３－１】の①において「ガイド

さんの言葉の中で、まず隣の友達と仲良くするのが平和の第一歩とおっしゃったことが記
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憶に残りました。今日学んだことを活かして、これからも平和の未来を作って行くことに

頑張ります。」と子どもたちが最後に感想を述べた。さるくガイドの役割は、今回の体験を

印象深いものにすると共に、彼らにとっての身近な平和のあり方を考えさせることではな

いかと筆者は感じた。そのことで、ガイドの話を聞く子供たちが、はるかに遠い、自分と

は関係のないこととして捉えていた戦争や平和などについて、自分のことのように考えて

いくことができるようになる。そのような認識の基でガイド自信が思い描く平和のあり方

について語り、それに子供たちが共感してもらったと実感する時、ガイドとしてのやりが

いを感じたと思う。 

一部の学校ではさるくガイドに対して感謝の気持ちを伝えることも、学習の一環になっ

ているようであった。小学校によっては、案内をしてもらったさるくガイドに感謝の手紙

を書かせるところもあり、長崎国際観光コンベンション協会を通してその手紙を送ってく

れることもあると言う。子供たちからもらった手紙は「元気の源」だと話したガイドもい

た。ガイドは、参加者からガイドとの時間を楽しんでもらっていると実感する瞬間を味わ

うためにガイドを継続しているのではないかと考えられる。 

 

3.1.2 ガイドの当事者性 

他方で、平和学習を目的に長崎に訪問した日本の小学生に対し、筆者がガイドをすべき

理由や妥当性は説明しにくい。しかしガイドになるべき資格よりも、ガイド本人の意思や

努力、裁量を重視しているのがさるくガイドの特徴であり、筆者のガイド体験もそのよう

な特徴をなぞる結果となった。 

長崎においては「継承の会」という被爆者の組織があり、彼らは長年修学旅行のガイド

や講話等を実施している。その他にも長崎平和推進協会が主催となった「平和案内人」と

いう原爆遺構の案内を専門にするガイド組織も存在している。その中でさるくガイドは、

平和案内をすることに対する正統性が欠けているように見えるのも事実であり、特に被爆

者からの批判も受けてきたとも言われる。被爆者、すなわち当事者でなくても平和案内が

できるのかどうかということはさるくガイドの間でも共通した問題意識であった。  

実際に筆者は平和案内のガイド集合時間に現役時代に長崎大学病院で務めたことを明

かしたさるくガイドBさんに、次のような話を聞いたことがあった。Bさんは「永井先生チ

ームで救護活動をした人の話を聞いてきたことは他のガイドは持ってない強味である。ま

た山口仙二さん（長崎原爆の被爆者であり反核平和運動家）が隣に住んでいたお兄さんだ
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った。私は戦後生まれだけど、周りにそういう人がたくさんいた。大人が言わなくても、

彼らとはにこにこしながら接するというのが、子供の心にあった。私は被爆2世だけど、あ

あいうふうに見て生活してきたわけで、そういう話もできる。しかしあなたはできない。」

と筆者に話した。しかし、原爆2世として間接的に原爆を体験したというBさんは、筆者よ

りは原爆に関わるさまざまな体験をしたわけだが、原爆を直接経験した被爆者からすると、

Bさんのガイドとしての正統性も足りないだろう。 

それではガイドの条件とは何だろうか。第2節で紹介したさるくガイドの井手さんは佐

賀県出身であり、原爆が落ちた当時、学校のグラウンドから原爆投下によるキノコ雲を目

撃したのだが、貧しい生活でお腹が空いている日が多く、キノコ雲がかぼちゃに見えて友

達と「かぼちゃを食べたいな」と会話をした記憶があると言う。井手さんは平和案内をす

る際に、最初に被爆者ではないことを明らかにしたうえで、キノコ雲を見た幼い頃の記憶

を語ると子供たちはその話に納得し、最後まで一生懸命自分の話を聞いてくれたと証言し

た。また東京出身であるさるくガイド黒田さんも被爆者ではないが、被爆を体験したから

こそ話せることはあるが、そうではないからといってガイドができないわけではないと次

のように語った。 

 

【事例２－３－２】被爆者じゃなくても平和案内ができる 

黒田さん （筆者が）自信持ってもいいのが、ガイドを始めた時に、「黒田さん被爆者

やねん？」って聞かれたのさ。でも東京大空襲だって100万人死んでると。原爆は経験

してないけど、戦争の愚かさとか平和の大事さとかは、被爆者でないからと言って話

せないことはないよね。今の他の国では戦争が起きている。「原爆の犠牲者じゃないと

大丈夫か？」と子どもたちに考えさせる。そうすると「いや、違う」と言うわけ。人

間は被害を受けると自分が一番被害者だと思ってしまうから。とくに長崎や広島のガ

イドさんたちはそうだよね。（2017年11月30日、「被爆者ではないガイドの平和案内に

ついて黒田さんと会話」調査日誌の中から） 

 

当事者であるからこそ語られる話は、当事者ではない人の話よりも説得力があり、感動

を与えられる力が強いかもしれない。しかし、上記の事例からわかるように、戦争の愚か

さや平和の大事さというのは当事者のみ語られるものではない。黒田さんは多くのさるく

ガイドや被爆者は、子どもたちにたくさん教えてやろうと思い、たくさん話すのだが、子
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どもたちが生きていくなかで、修学旅行が彼らにいかに役に立つのか、長崎での体験がい

かに深く印象に残るのかが重要だと語った。井手さんや黒田さんは被爆者ではないものの、

それぞれ異なる体験から平和について語っていた。さらに黒田さんはさるくガイドの役割

は、子供たちに長崎の被爆について教えることではなく、修学旅行として訪れた長崎での

体験をいかに印象深くするのか工夫していた。  

平和案内以外にも、ガイドの当事者性が問われがちな観光は、2018年に「長崎と天草地

方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産に登録されることによって話題になっている長

崎の教会に関するガイドツアーである。世界遺産登録に合わせ、観光客の増加を予想した

長崎国際観光コンベンション協会は、関連したさるくガイド研修を主催したことがあった。

その際の講師は外海（そとめ）地域の観光ボランティアガイド組織の会長（60代男性）が

務めたが、彼は外海出津町の隠れキリシタン帳方（ちょうかた・隠れキリシタンのリーダ

ー的存在）の子孫であり、コミュニティのリーダー的な存在でもあった。外海観光ボラン

ティア組織が運営するガイドツアーでは、隠れキリシタンの子孫やシスターから詳しい歴

史や教会の案内を受けることができる。そこでさるくガイドはどのような役割を果たせる

のか。以下の事例では、ガイド研修を受けた後のさるくガイド島崎さん（70代女性）との

会話であり、当事者ではないさるくガイドがどのような役割ができるのかについて語って

いる。 

 

【事例２－３－３】隠れキリシタンではないさるくガイドができること 

筆者 さるくガイドさんがここを案内することってありますかね？ 

島崎さん いやー、外海のガイドさんがいるからね。こうして話を聞くけど、自分が

いざ本当にガイドになるとは思わなかったから、聞いても覚えきらんね。 

筆者 今日来てみて、隠れキリシタンの子孫とかシスターさんに話を聞きたいなと思

いましたね。だから多分私とかさるくガイドさんの出番は少ないかなと思いましたね。 

島崎さん そうだね。自分がカトリック信者であるとか、詳しい人ならね。でも世界

遺産になったからちょっと行ってみたいなと思う人にはね、私たちでも案内できると

さね。（2018年8月3日、「さるくガイドスキルアップ研修外海編でのガイドの役割に関

する会話）調査日誌の中から） 

 

近年長崎では聖地巡礼が盛んに行われている。当事者であるカトリック教徒や神父、シ
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スターの話を聞くために国内外からの聖地巡礼者が訪れている。それに対し、当事者では

ないさるくガイドはまち歩きツアーの参加者に、どのような体験を提供し、どのような話

を伝えることができるのだろうか。ガイド研修を受けたさるくガイドは、聖地巡礼をする

信者を案内することはできないだろうが、観光客や地域住民は案内できると考えていた。

実際に島崎さんが所属しているNPO法人長崎の風（3.3.1を参照）では、長崎の教会をめぐ

る学さるくを企画しており、そこで彼女は住民を案内している。 

さるくガイドは当事者でも、専門家でもない。彼らがガイドをするべき理由や資格は、

客観的に説明しにくい。しかし、長崎さるくの参加者たちは、さるくガイドの非当事者性

や非専門性を認めており、その中で様々なコミュニケーションを実践している。長崎さる

くにおいては、関係なさそうな人との関係なさそうな会話が行われており、そこから予想

しなかった新しいコミュニケーションが生まれているのである。 

 

3.2 ガイド同士のつながりが生まれる居場所 

 ガイドたちはお客さんを案内する機会を待ちながら、日常的に様々な情報収集や勉強を

行い、ガイドとしての素養や知識を蓄積していくわけだが、具体的にどのような実践を重

ねているのだろうか。2時間のまち歩きコースを実行する際に、まず参加者が満足できるよ

うな情報を提供することが求められる。それが長崎の幕末期の歴史や世界遺産をめぐる歴

史、長崎の市民文化や郷土史等、参加者によって興味関心は様々であるため、ガイドたち

は「引き出しを増やす」という考え方から、長崎に関わる様々な情報に触れ、話をする「ネ

タ」を増やそうと努力する。そのため図書館で資料を集めることも重要であるが、例えば

新しくできたお店に行ってみる、様々なイベント・行事に参加してみる等、ガイド自ら経

験を増やす試みを行っている姿も見られる。すなわちガイドの勉強というのは、実際にガ

イドをする場面において役立ちそうな知識や経験を身につけていくすべての過程を意味す

る。本項では、さるくガイドたちは普段どのような勉強をし、どういった実践を行ってい

るのかを描いていき、そこで生まれるガイド同士のつながりのあり方について捉えていく。 

 

3.2.1 さるくガイド研修会 

ガイドをするための準備において欠かせないのが「下見」である。参加者を安全でスム

ーズに案内するためには、事前に案内するルートを把握し、どこで、どの時点で、どのよ

うな話をするのかを、状況によっては実現できないかもしれないことを前提にしながらも、
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ある程度抑えておかなければならない。そのためには案内を予定する場所に、ガイド本人

が自ら足を運んで雰囲気を感じることが重要なのである。 

長崎国際観光コンベンション協会は月1回現地研修を実施している。先輩のさるくガイ

ドを講師に招き、研修対象のコースを一通り案内してもらいながら、説明するポイント等

を教えてもらう形式である。研修は新人研修とブラッシュアップ研修、二つのグループに

分けて行われるが、新人研修には新人のガイドやそのコースの資格を取っていないガイド

が参加し、平均20名前後の人数が参加する。研修に参加することで、そのコースを案内で

きる資格が得られるため、新人ガイドのみではなく、そのコースのガイド資格を持ってい

なかったガイドも参加する。ブラッシュアップ研修には、すでにコースの資格を取ってい

るガイドたちが参加し、15名前後のガイドが参加していた。以下の事例では、さるくガイ

ドが現地研修に参加し、ガイド知識を習得するだけでなく、ガイド同僚との交流やまち歩

き自体を楽しんでいる様子が伺える。 

 

【事例２－３－４】さるくガイド研修に来るとただでまち歩きができる  

集合場所の出島に集合時間より30分早く9:30頃に着いた。すでに15人くらいの人が集

まっていた。コンベンションスタッフの西田さんと新人の方も見えた。来るたびに毎

回同じ顔を見かける。私の同期で29の会のメンバーでもある山下さん、田中さん、中

村さん、宮下さん、高村さん、矢島さんと挨拶をし、私より2年上の福沢さんと田川さ

んの先輩グループもよく見かける。 

 

山下さん （大阪から移住したから）あなたと一緒よ。（長崎について）何も知らない。

ここに来たらただで行けるじゃん。知りたいから。だから研修は必ず来るようにして

る。 

 

2017年度のさるくガイド研修を一緒に受けた山下さん（70代女性）は、出島の常駐ガ

イドもし始めていて、同期の中でも意欲的である。長崎市内まで来るのに車で1時間以

上かかると言うが、ガイド全体会議や研修には一生懸命参加している。 

 今回の講師は柳さん（70代女性）。ブラッシュアップのグループは旦那さん（70代男

生）が担当し、夫婦で講師を務める。お二人は唐人屋敷のすぐ近くである十人町に住

んでいるので、詳しい話を聞けると、コンベンション協会の西田さんから紹介を受け
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た。研修を受けるさるくガイドたちは、皆講師の話を一生懸命、真面目に話聞き、メ

モを取る。ガイドの話を録音する人もいたり、講師のガイドさんが工夫して作ったオ

リジナルの小物の写真を撮る人もいる。 

「長崎のチャイナタウン」のガイド研修が終わった後、私と山下さん、高村さん、井

原さん、ガイド同期であるこの四人で解散場所のすぐ近くにあるJALホテルの中華レ

ストランで一緒にランチをした。「修学旅行の日程がまだ来てないねん。予定が立てら

れんね」と山下さんは話した。今日高村さんはお友達が東京から長崎まで車で来てい

るという。高村さんはさるくガイドをすることで学んだ豆知識を友達が来た時に話し

て、案内できるのはいいねと話した。お家でブロッコリーとか玉ねぎとか栽培されて

いるので、次会う時に持ってきてあげるという。（2018年3月26日、「さるくガイド研

修『長崎のチャイナタウン』」調査日誌の中から） 

 

ガイド研修に参加すると、コースのマニュアルをもらい、先輩ガイドの案内を聞きなが

ら、どのようにコースが進められるのかを把握することができる。また他のガイドが案内

する様子を見ながら、ガイドスキルを高めたい人も参加する。ガイド研修ではコースの中

身のみでなく、これまでガイドをしながら起きたトラブルや気づき、注意事項等の経験談

も語ることも多く、講師になるガイドがいかにガイドを楽しんでいるのか、研修を受ける

新米のガイドたちに対して話したいことがたくさんあることがよく伝わる。そういった講

師の気持ちや姿勢も学ぶことができる。 

ところが、近年は通さるくの参加者数がほとんどいないため、実際にガイドをする機会

はなかなか得られない。もちろんそういった現状はさるくガイドや長崎市行政側も周知し

ていることである。さるくガイドたちは自分がガイドをする見込みがなくても、ガイド研

修に毎月参加しているのである。その理由は、実際にガイドをする時のための準備という

よりも、ガイド仲間と交流する時間が自然とできるためであると考えられる。上記の事例

で述べている山下さんと高村さんは、最近他地域から長崎に引っ越してきた移住者である。

彼女たちはさるくガイド活動を通じて、長崎の歴史や文化について学ぶだけでなく、地域

内の人脈を広げようとしていた。ガイド研修の前後の時間にガイドたちは仲間たちと集ま

っておしゃべりをする。そこでは、ガイド活動に関する情報を共有し、関係性が深まると

プライベートの話をする場合もある。またガイド研修が終わった後はガイド仲間が自然な

流れで食事をしながら、まち歩きとは関係のないプライベートの話をすることもあり、さ
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るくガイド研修が単純にガイド資格の取得やガイドスキルアップのみではないことがわか

る。 

 

3.2.2 集合時間の30分前に集まるガイドたち 

第1節でオートエスノグラフィーのかたちで記述した修学旅行生に対する平和学習は、

さるくガイドたちが大勢集まる機会でもある。学校の一学年を全員同時に案内しなければ

ならず、また繁忙期には複数の学校から依頼があるため、20-30名以上のガイドが同時に案

内をする場合もある。そこで注目したいのは、学生たちを案内する前後の時間である。さ

るくガイドたちは出発時間より10分早く設定されている集合時間よりも、さらに30分-1時

間ほど早く集合する。そこでガイドたちは各自のガイド方法について学び合い、様々な情

報を交換する等、話し合いの場が形成される。以下の事例からは、平和案内のガイド集合

時間よりも早めに集まったさるくガイドたちが、ガイド同士での情報交換をしたり、おし

ゃべりをすることが伺える。 

  

【事例２－３－５】集合時間の30分前の状況 

①2017年10月17日 14:00-16:00 修学旅行案内 自主研修 

さるくガイドは「自由研修」といい、実際ガイドをする前に他のガイドさんのツアー

に参加して一緒に回ることができる。前回の自主研修でも会ったガイドさん（70代男

性）にまた出会った。周りのベンチにガイドさんが座っているなかで、「なんでみなさ

んはこんなに早く来られるんですか？」と聞いた。すると「そりゃみんな暇さ」とい

う。「女の人は家事とかあるからぎりぎりになってくるけどね」と近くにいるガイドさ

ん（60代女性）が言う。「みんな仕事しないし、暇やけんさ」。「それが一時間前に来た

人もいるとよ～」「お金もらいにね、もらうと安心でしょう」「ここに来るとみんない

るけんさ、話できるけん」と、みんな一言ずつ言い出す。 

出発時間の10分前に今日の取りまとめ役のガイドさんが注意事項などを説明する。

そのなかでも、「噂で聞いたよ～」「韓国からの熱心な人がいたって聞いたよ～」とガ

イドさんたちが声をかけてくれる。あるガイドさん（70代男性）は「へ―若いね。純

心の人？」、3年前からさるくガイド研修に授業として参加している純心大学の女子大

学生なのかと聞かれた。最初は「誰かな？」とちらちら見ていたガイドさんたちが、

今回は私に声をかけてくるようになった。 



87 

 

②2017年11月20日 13:00-15:00 熊本市立帯山小学校6年生に対する案内 

ガイド集合時間は12:40だったが、ガイドさんたちはいつも30分、早い人は1時間も先

に来るので、私も早めに行こうと思っていたが、結局12:20くらいに平和公園平和祈念

像の前に着いた。今日は大きな規模の学校に対するガイドで、16名のガイドさんが動

く。私は緊張して、到着前から吐き気がしてきた。到着した時には、やはり10名ほど

のガイドさんはすでに着いて待っていた。みなさんに「おはようございます」と大き

くあいさつをしながら、「今日はガイドデビューの日です。よろしくお願いします」と

言った。そうすると、私とガイド同期の田中さん（60代男性）が来て、自分が説明を

書いた紙を見せながら、「こういう風にするとね、わかりやすいよね」と自分のガイド

方法を教えてくれた。2回目に会うガイドさん（60代女性）は、「みなさんね、こうい

うふうに写真を集めて、やってるね」とクリアファイルの中の写真を見せながら、教

えてくれた。初ガイドと言うと、ガイドさんたちは私に色々と教えてやろうとしてい

た。 

③2017年11月22日 12:15-14:15 福岡県木佐木小学校6年生に対する案内 

依頼する学校によってゴールが異なることがあるが、今回はいつもとゴールが違った

ので、もう一度確認したく、集合時間の1時間ほど前に来た。雨の中でうろうろしなが

ら、ガイド集合場所に行ったら、ガイド同期のCさん（60代女性）がいた。集合時間の

40分くらい前だった。Cさんは「いや、寝れないしね、ガイド向いてないかな」と緊張

していそうな顔で言い、「ガイドネームプレートと依頼書とセットにしておいて、バイ

ク入れて、来たらそれだけ忘れてきちゃった。もう戻ると時間に間に合わない」と忘

れ物をしたという。今日で3回目のガイドで、1回目は一時間前に到着して、2回目は時

間を勘違いして10分ほど遅れたそうだ。3回目はネームプレートを忘れてしまったと。

ガイドをする前に緊張するのは私だけではないことに気づいた。 

  Cさんと話をしているうちに、ベテランに見えるDさん（80代男性）が話をかけてきた。

旅行会社との交渉や雨の日の注意事項などを話してくれる。そして先日全体会議があ

ったこともあり「携帯電話はくつみたいなもんですよ」と、ガイドの必須品だと話し

た。その後も会話は続き、Cさんは「ガイド費も所得になりますか？所得になって150

万超えると税金上がるので」とDさんに質問をする。Dさんは修学旅行は謝礼金で所得

に入らないが、コンベンション次第だと言う。出発時間までに所得、年金、ガイド方

法、韓国等を話題にした会話が続いた。 
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④2017年11月27日 12:30-14:30 熊本市立壺川小学校6年生に対する案内 

集合時間の20分前の12時に着いた。私が一番最後の到着だった。初めてと思われるガ

イドさんが一人二人いた。「先週も会ったね。毎日入っているかと思った」と近くにい

たガイドさん（70代男性）が私に言った。実は私には会った覚えがなかったけど、話

を続けた。「あ、緊張します」と私が言ったら、「何回もやってるでしょう？」と、「あ、

でも緊張しますよ。最初はどうでしたか？」と言った。「最初はね。もう100回以上や

ってる。でも全部が全部違うね。小学生は小学生、中学生、高校生みんなに合わせて

話が変わるね。どうやってそうなるのか不思議だね。」とガイドさんは、数多くの案内

をしてきたけど、その都度異なっていると語った。（調査日誌の中から） 

 

 ガイドはツアー出発時間の10分前に集まるのが本来の規則である。しかし、実際にさる

くガイドたちは早い人は1時間前、大体30分前に集合場所に来る。ガイドをする前後の時

間に原爆資料館の中に設置されているガイドステーションで謝礼金の1000円を受け取る

のだが、1時間も早く来た人は謝礼金をもらってから集合場所に来る人もいる。出発を待っ

ている間に、ガイドたちは色々な会話をするのだが、上記の事例で述べているように、修

学旅行生の平和案内においてのガイドノウハウや情報交換を行う。筆者のような新人のガ

イドにとっては、多くの先輩ガイドに会える場でもあり、ガイド方法を含め疑問に思うこ

とを聞く機会にもなれる。先輩のガイドたちも後輩に見えるガイドに対しては、自分がガ

イドをする時に「受けた」と思われること、要するに学生たちから反応が良かったと思っ

たことについて話したり、ガイド同士がガイド経験談を自慢し合いながら、ガイドスキル

について情報を共有している。現在の長崎さるくにおいて、さるくガイドがガイド先輩や

後輩と交流できる公式的な場がないなかで、平和学習を行う日の集合時間の前後の時間は、

ガイド同士の横つながりをつくる時間として機能している。 

 

3.2.3 「さるくの後」の反省会 

近年は事実上観光客向けになっている「通さるく」がほとんど運行されておらず、長崎

市民、とくに常連の参加者が多く集まる「学さるく」が中心に運行されている。学さるく

には、案内をするガイドと仲のいい同僚のガイドが参加することも多い。2時間のまち歩き

が終わったら、自然の流れで「反省会」という名目で、ガイドと希望する参加者たちは食

事や飲みに行く。以下の事例は、学さるくの参加者として参加したガイドたちと、実際案
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内をしたガイドが学さるくの後に感想や次回の案内に活かすための情報を話し合っている

様子を描いている。 

 

【事例２－３－６】まち歩きの話で盛り上がる反省会 

今日の学さるくは「浦上キリシタンウオーキング」、ガイドは田崎さん（80代男性）。

参加者は10名くらいであるが、田崎さん曰く一緒に勉強しているガイドさんが2名、

田崎さんの親友の秋山さん（70代男性）も同行した。3人とも長崎の風のメンバー。私

も知っているガイドさんたちである。13時からスタートであったが、集合時間20分前

には参加者たちが集合した。2-3名以外は知っている顔だった。 

とても暑い日で、田崎さんの健康が心配になったが、15時頃に無事終了。その後すぐ

反省会をするということで、私も入れて5人（ガイド4名は全員男性）で浦上駅前にあ

るひぐち（和食大衆居酒屋）へ行った。いつもガイドが終わったら行くコースだそう

だ。 

まず全員生ビールを頼んで、私は好きなものを選んでいいよと言われた。私は何でも

好きと言い、いつも頼んでいるようなものを注文していった。フライドポテトと海老

味のお菓子と枝豆が出た。話の最初は、まず今日の田崎さんの案内がとてもよかった

ということから始まった。最初に浦上天主堂が見える丘で踏み絵のレプリカを見せな

がらキリスト教信者でなくても踏み切れなさそうな、罪悪感を感じそうな雰囲気を演

出したのはとてもよかったとみんな褒めていた。そして、その踏み絵のレプリカはど

こで買ったのかと聞く。田崎さんは県庁の土産コーナーで買ったという。もし私も隠

れキリシタン関連の案内をする機会があったら買ってみようと思った。ほかのガイド

さんたちも同じく考えていたと思う。 

その後は隠れキリシタンの話が続いた。どうして言葉も通じなく、文献もないのに、

200年以上信仰を守り続けたのかについての議論が熱くなされた。ガイドの4人があま

りにも「身近なこと」のように語り合っていたので、私は「みなさんはキリスト教の

信者さんですか？」と聞いた。すると、誰もそうではなかった。仏教徒だという。田

崎さんは「我々ガイドだから、そして長崎の人も特性かもしれない」という。（2018年

8月4日、「浦上キリシタンウオーキング」調査日誌の中から） 

 

筆者が調査を実施していた2017年から2018年の間は、「長崎と天草地方の潜伏キリシタ
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ン関連遺産」が世界遺産に登録されたことにより、それがガイドたちの間では中心的な話

題となっていた。観光客の関心も高まるという予測から、自主的に研修を行うガイドグル

ープもいた。その時期ごとの注目される観光資源が、ガイドたちの日常的な会話において

も題材になっているわけである。そういった話し合いの場は、学さるくが終わってからな

される。仲の良いガイド同僚や常連の参加者と行う反省会では、実は話の内容としては褒

め合いの会になっている。まち歩きをする途中で良かったと思ったことを共有し合い、学

び合う場にもなっており、ガイドたちはそこで得た新しいガイド「ネタ」を次回にまち歩

きに活かしていく。 

 

3.3 ガイド活動を軸にした新たな出会いへの展開 

さるくガイドたちは、ガイド活動のみならず様々なネットワークを重ね合いながら、多

様な方面で関係性を作っている。現地調査を進めていくことにより、さるくガイドをやっ

ていそうな人やさるくガイドが集まりそうな場所が直観的に分かるようになった。さるく

ガイドの平山さん（40代男性）いわく、「くんちをやっている人＝さるく関係者」だと言う。

長崎の名物の祭り「長崎くんち」や様々な地域イベントと祭りの企画側に関わる、地域活

動に積極的な人々はさるくガイドである可能性が高い。第1章で紹介した「さるく見聞館」

の老舗の店主たちは、長崎さるく博’06以来もさるくガイドに協力してもらっているが、彼

らは町内会の有志であり他の祭りにも積極的に関わっている。 

そのほか、長崎の歴史関連の民間や行政の公開講座の講師になるのも、さるくガイドと

して長年活躍してきたガイドたちである。春と秋に開催する長崎市内の公民館講座は長崎

市民のあいだで非常に人気が高く、複数の講座ではさるくガイドが講師になり、長崎の郷

土史に対する座学やまち歩きを行っている。現地調査中に筆者は3つの講座に申し込んだ

が、抽選で落ち、市内からバスで30分ほど離れた滑石公民館で「長崎新発見」というまち

歩き講座を受講したことがある。講師を務めたのは、さるくガイドで長崎学1級を取得した

東さん（70代男性）だった。5日目の講座は「出島」を見学したが、いつも私服であった東

さんは、当日公民館講座であるにも関わらず、なぜかさるくガイドユニフォームを着てい

た。被っていた帽子には「長崎さるく博’06」と書いてあった。彼にとっては、公民館講座

の講師もさるくガイドの延長線上に位置づけられているのである。 

また歴史関連代表的な団体は、「長崎史談会」がある。原田博二氏（長崎の有名な郷土歴

史家、80代男性）が会長として務め、長崎の歴史に関心の高いさるくガイドが多く関わっ
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ている団体である。そこでは長崎の郷土史を講座や現地踏査を実施しており、ガイドをす

る際に役立ちそうな歴史について研修している。また子孫が訪れなくなった長崎の歴史に

おいて重要な人物の墓を掃除する作業を行うなど、歴史を学ぶことと共に様々な活動を展

開しながら、親睦も図っている。 

公式的にさるくガイドが集まる全体会議や研修以外にも、そういった祭りやイベント、

公開講座などに出かけると、さるくガイドに出会うことができ、そこで積極的にコミュニ

ケーションをとれば、新たな情報を得たり、新しい仲間を作ることができる。 

ユーモラスで明るい人柄を持ち、人々と接することを好む傾向が強いさるくガイドたち

は、ガイド活動のみを行っている人は少なく、NPO法人、町内会、ボランティア団体、勉

強会や親睦会等の地域内の他のネットワークと並行しつつ、ガイド活動を軸にして様々な

活動を展開している。それぞれのネットワークからガイド活動に役立つような情報を得る

ことができ、協力者を見つけられることもある。本節では、NPO法人「長崎の風」と「29

の会」の事例を紹介しながら、ガイド活動を軸にしたさるくガイドたちのネットワークが、

必ずしも観光やガイド活動とは関連があるわけではないことを描いていく。 

 

3.3.1 NPO法人「長崎の風」の事例  

NPO法人「長崎の風」は、学さるくの企画や長崎の観光名所である「オランダ坂」沿い

にある洋風住宅「東山手甲十三番館」の活用を主な活動としている。まず、長崎の風につ

いて概観する前に、代表であるさるくガイドの黒田雄彦さん（70代男性）について紹介す

る。長崎さるくのベテランガイドである黒田さんは、東京生まれである。長崎に来たのは、

40年ほど前に「三菱関連」の仕事のため移住したことによる。長崎さるくに関わった経緯

については、NPO長崎コンプラドールが長崎さるく博’06の企画や運営に携わった元市民

プロデューサーを中心とした組織であるのに対し、黒田さんは長崎さるく博’06が開催され

ていた当時は参加者としてまち歩きに参加し、まち歩きに魅力を感じたという。その翌年

定年退職した黒田さんは長崎市主催で今後の長崎さるくの方針を策定する委員会の委員の

公募に申し込み、市民代表として選出されたことから長崎さるくの運営側と関わることに

なった。「長崎市さるく推進委員」（2007-2009年）、「長崎市さるく観光幕末編推進委員会

ワーキング委員」（2009-2011年）を務めてきた黒田さんは、2008年から「学さるく」に取

り組み始めた。そして長崎市からNPOの組織づくりを勧められたことから、2008年9月に

C氏を代表とした任意団体として設立し、2009年3月NPO法人として登記した。 
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長崎さるくの運営方針や方向性を考えていく立場として、各ガイドの個性を活かせるこ

とができる学さるくの方が、今後需要があると初期の段階から捉えたのだろうと思われる。

長崎の風のこれまでの活動経歴については、「土佐～長崎 龍馬伝バトンタッチウェーク

500キロ」（2009年10月）、「長崎～鹿児島 新・薩長（さつなが）同盟ウォーク」（2011年

4月）、「平戸～長崎 出島和蘭商館370年ウォーク」等のウォーキングイベントを企画実施

してきた。2011年10月からは長崎市の許可を得て、旧居留地地区にある文化財の「東山手

甲十三番館」の協働運用（洋館活用）を実施している。2018年度基準で34名のさるくガイ

ドと13名の一般スタッフ、合わせて47名のメンバーで構成されている。 

東山手甲十三番館をカフェ兼イベント空間として活用しており、休館日である月曜日を

除き、朝10時から午後5時までさるくガイドやカフェ運営を担当する長崎の風のメンバー

が常駐している。そのため、長崎の風が企画した学さるくの集合場所あるいは解散場所に

なることが多く、自然とさるくガイドたちが集まり、交流をする場にもなっている。たと

えば、季節ごとに東山手甲十三番館に集まって水彩画を描く会があり、そのメンバーが書

いた絵を展示したりする。活水女子大学の授業に関わることもあり、黒田さんが学生たち

に東山手甲十三番館や東山手について解説をしたり、周辺のまち歩きをすることもある。 

また、東山手甲十三番館は、長崎の風の活動を通じて近年長崎の観光名所にもなったた

め、メディアに映されることも多く、国内外からの観光客が訪れている。そこでさるくガ

イドたちと観光客間の交流が生まれたりもする。当番で常駐しているさるくガイドや遊び

にきたさるくガイドは、東山手甲十三番館に訪れた観光客に声をかけて、会話をする。そ

の時に関心を強く見せる観光客に対しては、東山手甲十三番館の歴史や建築物としての価

値などについても詳細に案内をしてあげる。さるくガイドたちは、まち歩きツアーでのみ

ガイドをするのではなく、東山手甲十三番館に訪れた観光客に対しても、要望があったり

関心があるように見えたら、積極的にガイドをする。黒田さんは「どのような時にも話せ

るようになるのがガイドである」と言い、常にガイドとしての態勢を整えている。 

一方で、観光客との交流もあるが、ガイド同士の交流も行われている。以下の事例では、

東山手甲十三番館に集まったさるくガイド同士が一緒に食事をしながら、ガイド活動を含

めた様々な出会いを中心に会話を進めている様子が伺える。 

 

【事例２－３－７】さるくガイドの交流の場として機能する「東山手甲十三番館」 

14時頃について、小腹もすいたので、カステラセットを注文。吉岡さん（60代女性）
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はお昼でトーストセットを頼んでいた。「私も一緒でいいですか」と聞いて、吉岡さん

の座っていた4人席のテーブルに座った。今日は朝当番だったらしい。しばらくした

ら、田崎さんと秋山さんが来て、「一緒に食べる方が美味しいよね」と言いながら、う

ちのテーブルに座った。 

長崎の風の最年長のガイドである田崎さんは、英語通訳案内士の資格を持っており、

学さるくでは「英語でさるく」を行っている。秋山さんは今日はじめてお会いした。

田崎さんは「名刺あるよ」と言い、「さるくガイド」「通訳案内士長崎市1号」と書いて

ある名刺を私にくれた。秋山さんは中国語通訳案内士で、田崎さんが通訳案内士協会

の会長だった6-7年前に会ったという。田崎さんは、秋山さんを「50過ぎてから中国語

を勉強して資格をとったんだよ。すごいでしょう？」と誉めた。「あなたなら3か月く

らいでとれると思うよ。」と、私には韓国語の通訳案内士の資格取得を勧めた。 

「今日スペインの人が来たよ」と吉岡さんが話し出した。私も以前韓国人が来て（27

歳の男性の観光客）が来て話したことを思い出した。すると、田崎さんはここで会っ

た中国人観光客の話をした。「名刺をもらったけどね。どれだったけな。船で来る人は

ここには来ない。ここに来る人は、個人旅行ができて、富裕層でしょうね。だから英

語でたくさんしゃべれた。」と、中国人の観光客が来た時の話をしながら、名刺を探し

た。見せてくれたのは銀色の硬い紙の名刺で確かに地位が高そうな名刺だった。 

 

田崎さん ここにいるとね、色んな人に出会えて楽しいよ。だから今日のあなたみた

いに、ここにふらっときていると色んな出会いと交流ができるわけ。（…）この年にな

って、（ガイドするのは）新鮮な経験。いままでの人生で、いまが一番楽しい。もう子

どもも育って、ひ孫もいるからね。 

 

午後5時に13番館は閉まるため、16時半頃に私と田崎さん、秋山さんは13番館を出て

築町の近くにある行きつけの店に向かった。湊公園を通る時に15-20人くらいのおじ

いさんたちが集まって将棋をやっていた。「（あの中に）さるくガイドさんもいますか？」

と聞いたら、「そういうのはしない。ガイドは勉強しないといけないから」と田崎さん

は答える。 

長崎バスターミナルホテルの一階にある庄屋（大衆食堂）に入った。田崎さんは、「Be 

our guest。今日は奢るから、値段気にしないで頼んで」と。私はヘルシーランチとビ
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ールを頼んで、田崎さんはビールのみ、秋山さんはフライドポテトと玉子焼きとビー

ル。田崎さんは早稲田大学、秋山さんは慶応義塾大学を卒業しており、二人とも商科

大学出身だという。そういうのもあって、二人は話がもっと通じるし、「ここにねばっ

て5時間も話をする」という。いつ食事をするのかは決まってないけど、最近は10日に

一回くらいは会っていると。 

9割は田崎さんが話をして、私と秋山さんは聞き役。田崎さんは27歳くらいの時に、ア

メリカに行って、アメリカのホテルで半年間研修を受けたという。大学はその後入学

することになった。英語は若い時に学んだからそのあと、50年は関係ない仕事をして

きたけど、忘れなかったと。秋山さんも色々事情があって、田崎さんと同じく大学の

入学が遅かったという。4-5年くらい。そういうのもあって、二人はよく話があって一

度会ったら、5-6時間もしゃべると。 

17時前に入ったお店で、会話は続き時間は夜9時半になって、私は目がガサガサして

きたが、二人は普段は最終バスに乗って、帰るという。ここの店は安くて広いし、お

客さんでいっぱいにはならないから、長くいてもいいと。今日は私が疲れそうに見え

たからか、21時半で解散した（2018年3月14日、「東山手甲十三番館でさるくガイドと

交流」調査日誌の中から）。 

  

東山手甲十三番館には、その時に集まった観光客やガイド同士の交流が生まれている。

そのため、さるくガイドたちは当番ではない日にも、新しい出会いを期待して訪れること

も多くある。上記の事例で述べているように、筆者は事前に約束をして東山手甲十三番館

に訪れたわけではないが、たまたま出会ったさるくガイドたちと7時間以上会話を継続し

た。その際には長崎さるくに関わったきっかけや個人的な経歴について話し、親睦を図っ

ていく。またそのような出会いを機に、筆者は田崎さんが案内する学さるくにも参加をす

るようになり（事例２－３－６）、そこでまた新しいさるくガイドに出会うようになった。

このように、長崎の風が活用運営している東山手甲十三番館は、さるくガイドと観光客が

入り交じった交流の場として機能している。しかし、彼らが集まって活動を継続する名目

は、さるくガイドであることであり、ガイド活動をより充実させることである。 

 

3.3.2 「29の会」の事例 

 筆者は長崎での住み込み調査を始めた2017年8月に「平成29年度長崎さるくガイド新規
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研修」に参加した。3年前から長崎純心大学の1年生の夏期集中授業と連携しており、研修

会の当日には約50名の女子大学生たちが研修に参加していた。第1回目の研修会において

主催側の長崎国際観光コンベンション協会の担当者は、「長崎さるくは市民が支えてきた

観光である。しかし課題も多く、ガイドの高齢化が進んでいる。これからは若い世代が観

光の場で活躍できるようにしたい。住民と一緒に長崎さるくを引っ張っていく若い人材育

成が必要である。2014年から純心大学と連携し、「長崎さるく入門」という授業を開設し、

ガイド認定をもらえば2単位をもらえる。現在さるくガイドは約400名であり、19歳から87

歳まで多様な年齢の人が参加している。お客さんとの交流をガイド自身の楽しさにしてほ

しい。」と研修会の趣旨について述べた。新規ガイド研修は、長崎純心大学の学生たちの参

加促進に焦点が当てられている印象を受けた。 

一方で「一般」という枠があり、長崎市情報誌『ながさき広報』を見て応募した市民研

修生も15名ほど参加していた。参加者の男女比率は半々であり、年齢層は60-70代に見え

た。研修会は4回行われたが、午前中は座学、午後は班分けをして現地研修をする構成で、

一日中行われた。筆者が所属したグループは7名全員が長崎純心大学の1年生であり、一般

の研修生と交流する機会は少なかった。同じグループの学生たちの話によると、入学した

際にフレッシュマンセミナーで、すでにいくつかの長崎さるくコースに参加したという。

そのため、現地研修に参加した学生たちは、2度目のコース参加になったため、かなり退屈

そうに見えていた。昨年度までは、新規ガイド研修は受けたにも関わらず、実際にガイド

になった学生がいなかったため、今年度からは年内に1回以上ガイドをしないと、単位が修

得できず、学生たちはその1回のガイドをどのコースをすれば良いのか迷っていた。 

2回目研修会の昼休みの時に宮崎さん（60代女性）という一般の研修生の方が筆者に声を

かけてくれたことがある。彼女は韓国ドラマが大好きで毎日3時間以上見ていると言いな

がら、筆者に韓国語を教えてほしいと話した。そして4回目の修了式の時に、宮崎さんは一

般の研修生同士でも連絡先を交換しようと声をかけ、一般の新米ガイドのグループを作る

ことになった。長崎コンベンション協会からはガイド同士の自主的な研修グループには、

年間一人当たり1,000円の資料コピー代を支援してくれる制度があると案内があり、ガイド

グループを作ることにも前向きな人がほとんどであった。その後、10月に希望するさるく

ガイドが参加できるガイド研修があり、その場でまた同期のガイド8名に会った。長崎純心

大学の学生は一人もいなかった。また10月から筆者は東山手甲十三番館の2階のイベント

スペースを借りて毎週1回韓国語講座を行い、宮崎さんも喜んで参加し、関係性を継続でき
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るようになった。このような経緯を経て、2017年度長崎さるく新規研修会に参加した一般

の研修生たちの一部は11月から毎月集まることになった。会の名前は宮崎さんのアイデア

で、平成29年度にガイドになったということで、29（ふく）の会と決めた。 

29の会の固定メンバーは5-6人であったが、集まった際には同じくガイド活動を始めた

同期生であり、ガイドすることに対する楽しみや不安について話し合いながら、お互いの

気持ちに共感する場面が多かった。彼ら・彼女らと関わっていくことで、ベテランのガイ

ドが数多くいる中で、ガイド活動を始めようとする人々の気持ちや状況について捉えるこ

ともできたと考える。 

29の会のメンバーについて簡単に紹介する。29の会の結成に大きく寄与した宮崎さんは

明るくていつも笑顔であった。宮崎さんは「ガイドしたい！だってしゃべりたいもん！」

と言いながら、ガイドをしたい気持ちが強く、さるくガイド研修や自主研修にも積極的に

参加していた。しかし、足が悪く2018年度に入ってからは杖をつく日が多かった。なかな

か足が治らず、ガイドすることができないことで、思ったようにいかないと悩みを語った

こともあった。  

同じく長崎出身で、いつも原付に乗って集合場所に来る井原さん（60代女性）からは子

供の頃の経験について話を聞いたことがある。お姉さんが胎内被曝者であり、お姉さんが

小学校4-5年生くらいだった頃、学校でランダムにピックアップされて、病院で血液の検査

などを受けたという。「その後にチョコレートや飴、お菓子をきれいに包んだものをもらっ

てきて、それが子どもの時嬉しくて嬉しくて」と話した。彼女はそういった家族の被爆体

験を平和案内の際にも子供たちによく語っていた。三菱電機で働いていたお父さんは、仕

事関係で関わった外国人を家に招待したことが多く、子供の頃から外国人と交流する機会

が多かったという。「外人さんを家に連れてきて、一緒にすき焼きとかしてたもん。だから、

外人さんにも慣れているというか、英語はできないけど、単語だけ言ったら通じることが

分かったから」と話した。 

田中さん（60代男性）は「家にいづらくなった。（新規さるくガイド研修会に）毎日足を

運ぶのが楽しかった。机に座ってみんなと勉強するのが新鮮だった」と29の会の懇親会の

後の帰りの電車で話したことがあった。定年退職をして、家に居づらくなった時、2週間く

らいのさるくガイド研修期間が楽しかったという。「来月キャピタン部屋を案内する。それ

で一生懸命勉強している。でも僕は常駐よりもツアーをやりたい。大変だけどね。」とさる

くガイドに対する情熱を見せ、平和案内や常駐ガイドに積極的に参加していた。3月のたっ
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た一日の3時間、出島常駐ガイドをすることを楽しみに話す田中さんを見て、筆者はなぜ自

分はそこまで楽しめないのだろうかと思うようになったこともあった。それほど必死でガ

イドをしようとする気持ちが伝わったからだ。 

三浦さん（60代男性）は、実際ガイドはしていなかったが、29の会の懇親会やさるくガ

イド研修会にはいつも参加していた。「長崎学2級」の資格を持っており、普段は老人ホー

ムで介護のボランティア活動をされているという。懇親会では常に、さるくがいかに健康

に良いのか、カラオケは老化防止に効果的である等の高齢者の健康管理について熱く語っ

ていた。 

 

【事例２－３－８】新人ガイドたちの横のつながり 

①2017年11月25日 

  15時に集合して2時間ほど勉強をし、17時から懇親会をする予定で９名が集まった。

長崎市立図書館で集合し２階の勉強室を借りた。どなたかが２階カウンターの奥の方

に長崎の郷土史の本が置いてあると教えてくれた。ガイドデビューの経験談や雑談を

話したら２時間があっという間に過ぎてしまった。話は二次会までそのまま続けられ

た。 

  ガイド経験を話す（自慢する）時間が続いた。平和案内でどのような話をするのかと

いう話題で、ガイドの時に話す内容をA4用紙に書いてみながらやっていると言う田中

さん。「昔はね、目と耳をふさいで机の下に入る練習をしたのよ」と母親から聞いた戦

争の経験談を話すという井原さん。それについて「説得力がありますね」とみんなう

なずく。「子どもたちがカメラで写真を撮るから遅くなって、写真は撮るなと言おうか

と思う」という田中さんに、「そうですね。時間が足りないんですよね」と答える矢島

さん。写真を撮る子どもがいてガイドする時間が足りなくなると二人は話した。 

隠れキリシタンの話は説明が難しいとの話もあって、内心みなさんと私の知識の量が

そんなに変わらないなと思った。当然ながら長崎で長く住んだからといって長崎の歴

史に詳しくなるとは限らない。また、長崎さるくの参加者募集システムについての疑

問、研修の時の経験等様々な話が出た。「ネット申請の時、参加者の数はなぜ見せるの

か」「研修の時に全盲のお客さんがいて、戸惑った」「大ベテランのガイドさんたちが

いて、被爆の実体験を語れる人とか、俺は絶対負ける」など次々と話ができた。同じ

くガイドを始めるという立場であることで、こんなにも話が盛り上がるんだと感心し
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た。ガイドの横のつながりの重要性を改めて感じ、何だか心強いと思うようになった。 

②2018年2月28日 

勉強会はスキップし、17時からいつもの居酒屋で集合した。宮崎さん、高村さん、中

村さん、井原さん、田中さん、三浦さん、矢島さん、私で8名。雨と風の強い嵐の日で、

風で傘がひっくり返られるくらいの雨嵐だった。 

矢島さんは長崎検定の本を出して「これを三回読めば何とかなる」と、長崎検定の本

2冊と長崎文献社の長崎遊学の本も2-3冊出して紹介をする。現在長崎学1級を受けて

結果を待っているそうだ。みんな「よう勉強しとるね。すごかね」と。そこで勉強し

た内容を少し披露していた。宮崎さんの結婚話や三浦さんの老人ホームでのアルバイ

ト経験、健康等が続いた。雰囲気は盛り上がり、2次会に行くことが決まった。田中さ

ん行きつけのスナックで一人2,000円で交渉。 

夜8時から銅座町にあるスナックに行き、みんな遠慮したり、恥ずかしがるとこもな

く、のりのりで次々と歌った。麦畑、新宿そだち、ラブバラード、釜山港へ、勝手に

しやがれ、人生の扉、美空ひばり・石川さゆり・松任谷由実の曲、ズンドコ節等が歌

われ、みんな歌が上手で、10時半まで2時間以上歌い笑いながら時間が過ぎた。歌も上

手くて、いろんな経験もあって、一人一人面白い。そしてどんどん29の会のメンバー

に対する友情みたいなものが生まれ始めた。たぶん私だけではなく、みんながそう感

じていると思いながら、もしかしたらもうそれでいいのかと、お客さんが来なくても

ガイドをする機会がなくなっても、もうこれでも意味があるのではないかと思いはじ

めた。（調査日誌の中から） 

 

 29の会に参加しているさるくガイドたちは、始まったばかりのガイド活動に期待を持ち、

一生懸命ガイド活動に参加しようとする人々である。それに対して、さるくガイド研修を

受けた人々の中でもガイドを行わない人や毎月のさるくガイド研修に参加しない人々もい

た。それは、数か月関わっていく中で、ガイドの数よりも、長崎さるくに参加する参加者

の数が少ないため、実際に観光客を案内する機会がほとんどないことに気づき、ガイド活

動をあきらめる場合も多いためだと推測する。一方で、観光客や住民参加者を案内するこ

とより、さるくガイド同士の交流に楽しみを見出している人々は、さるくガイド研修や親

睦会に積極的に関わる。 

 上記の事例で述べているように、新人のガイドたちは初対面でも積極的に話をかけてお
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り、話し好きな人々が多い。彼らにとって、韓国語講座に通うことや29の会のメンバーと

月一度居酒屋で飲み会をし、カラオケスナックに行くことは、さるくガイド活動に参加し

たことによって新たに生まれた人間関係によるものであり、それらすべてはさるくガイド

活動の一部である。ガイドとして観光客を案内できない場合でも、ガイド同士が交流でき

る場としてさるくガイド活動は機能しており、観光の場以外の場面でも長崎さるくの意味

が働いているのである。 

 

4 小括 

長崎さるくに対する先行研究において、さるくガイドの役割はまち歩きツアーを実施す

る側として観光の場における役割に焦点が当てられてきた。それに対し、彼らはどのよう

な人々であるのか、彼らの日常世界について捉える研究はほとんどなされてこなかった。

さらに、主にリタイア世代で構成されている日本のボランティアガイドの経験は、高齢者

の生きがいであると一般に述べられ、その意味が断片的にしか論じられていなかった。し

かし、本章では、さるくガイドたちにとって、ガイド活動の意味は何か、彼らの日常生活

にガイド活動がいかなる影響を与えているのかを論じた。 

まず第1節では、長崎さるく博’06以前から長崎市にはボランティア観光ガイドが存在し

ていたことについて述べた。彼らは長崎さるく博’06を企画した行政や市民プロデューサー

たちが提案したまち歩き観光のあり方について、従来のガイドツアーとの違いから戸惑い

を感じていたこともわかった。観光客を中心に有名な観光名所をめぐりながら、長崎の歴

史や文化を解説するという方法から、観光名所として捉えられなかったまちを歩きながら、

偶然の出会いや臨場感を楽しむというまち歩きツアーの仕方に慣れていていなかったので

ある。そういった過渡期を経て、長崎さるく博’06の企画者側が理想的と考えていたまちの

雰囲気や偶然の出会いを演出するガイド形式と、歴史的な知識を基にその場所の由来を解

説する従来のガイド形式は、現在までの長崎さるくにおいて両方活かされてきた。 

第2節では、ガイドたちがガイド活動を始めた動機について述べた。大半のガイドは育児

が終え、仕事を引退した後、生涯活動として長年ボランティアガイドとして活動している

ことがわかった。ガイドになる理由や動機においては、「人のために何か役立ちたい」とい

う気持ちが共通していた。他者に役立つためには、観光ガイド以外にも様々な方法がある

が、彼らが観光ガイドに関心を寄せた理由は、話し好きで人々との交流を好む性格であり、

長崎の歴史や文化等について学びたいという知的好奇心、新しい体験に挑戦する行動力が
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あるためだと考える。またガイドになるということは、公式的に観光客と会話ができ、観

光客を助ける権利を得ることでもある。そのような観光客とのコミュニケーションの実践

において、参加者から声をかけられる時、ガイドは参加者とつながったという実感が湧き、

ガイドとしてのやりがいを感じていた。 

第3節では、長崎さるくに関わることによってガイドたちが得ている精神的報酬につい

て捉えた。まず第3節1項では、長崎の住民でもなく、被爆者でもない筆者が、日本の小学

生に対し平和案内を実施した体験を描いた。その事例が示しているのは、さるくガイドは

観光におけるある対象を解釈するものとしての当事者性や正統性があまり問われないこと

であった。さるくガイドの役割においては、参加者と目的性のない会話と交流を生みだし、

参加者と楽しく居心地の良い時間を過ごせること自体が重要であった。 

他方で第3節2-3項ではさるくガイドとしての活動が、参加者を案内する観光の場のみに

限られていないことを示した。さるくガイドたちは、観光客に対する案内が見込めない状

況でも、ガイド研修や親睦会に積極的に参加していた。そこで他のガイドたちと交流を楽

しんでいた。名目上、ガイドスキルを上げるためのガイド研修会や反省会は、日常生活に

関わる情報やプライベートな話が交わされているし、それに関心を持って参加する人々も

多くいた。すなわち、ガイド研修会や反省会等の長崎さるくに関わる活動の場が、観光客

へのおもてなしや観光振興という本来の目的よりも、ガイド同士の社交の場となっていた。

さるくガイドにとってガイド活動は、単純に観光客を案内してやりがいを得ること以上に、

新たな出会いにつながるきっかけとして機能しているのである。 
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第３章 住民同士の「ホスト－ゲスト」としての役割分担 

本章の目的は、長崎さるく博’06を構想した行政側の意図や予想とは異なるかたちで長崎

さるくを活用していく住民たちの実践に焦点を当て、住民同士がガイドと参加者両方の立

場で関わりながらまち歩き観光の場を形成しているあり方を明らかにすることである。 

長崎さるく博’06における参加者の属性において、長崎に対する社会文化的かつ地理的感

覚を持っていない、いわゆる長崎県外からの観光客よりも、長崎に暮らしている地域住民

が参加者の大半を占めていた。そういった傾向は近年より顕著になっている。長崎の歴史

や文化に馴染みのある地域住民は、なぜ同じ地域の住民ガイドが案内するまち歩き観光に

参加するのだろうか。さるくガイドと住民参加者間の「案内する／案内してもらう」関係

は、なぜ、どのように成立しているのだろうか。 

長崎さるくを取り上げたこれまでの研究では、主に「企画する側」が持っている期待や

可能性という観点に基づいて説明されていた。まち歩き観光の場を作り上げるガイドや参

加者の観点が欠けており、彼らの経験の詳細についても部分的な記述に留まっていた。そ

のため、本章ではまず長崎さるくにおいて実施されているガイドツアーの役割やあり方は

多様であるという視点から、まち歩き観光の種類を分け、その特徴について説明する。そ

のうえでまち歩きの途中でみられる、ガイドの役割や参加者の関わり方について論じる。

最後に住民同士が「ホスト－ゲスト」両方の立場から生み出すまち歩き観光の場において

のコミュニケーションのあり方について検討する。それに基づき、観光におけるホストや

ゲストは人々のアイデンティティとして固定されたものではなく、状況に応じた役割とし

て選択されている可能性について論じる。 

 

1 まち歩き観光の種類 

本節では、まち歩き観光におけるホスト－ゲストの関わり方を探る前に、長崎さるくに

おいて実施されているガイドツアーの種類や性格について概観する。ガイドツアーは大き

く３つのタイプに分類することができるが、それぞれの事例を取り上げながら、ツアーで

訪れる場所やガイドと参加者の関わり方の違いについて述べる。 

 

1.1 観光客向けのさるく――「龍馬が見上げた長崎の空」を事例に 

 まず一つ目は、県外からの観光客を対象に、長崎を代表する観光名所を効率よく回るこ
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とが目的となるツアーである。いわゆる定番の観光地をめぐりながら、長崎の歴史や文化

について紹介するものである。メディアで取り上げられた話題の場所や観光名所が対象と

なる。具体的なコースの例を挙げると「長崎は今日も異国だった」、「龍馬が見上げた長崎

の空」、「世界遺産さるく」等がある。そこで長崎の近代の歴史は魅力的なテーマとなるの

だが、教科書的な解説よりも、多少歴史的事実とかけ離れても参加者の想像力を発揮させ、

関心を引くような解説が行われるのが特徴である。 

観光客向けのさるくの事例として、「龍馬が見上げた長崎の空」を取り上げよう。これに

着目する理由は、2010年に放送されたNHK大河ドラマ「龍馬伝」の放送とともに、県外か

らの観光客に人気を博したツアーだからである。坂本龍馬のゆかりの場所を訪れるこのコ

ースにおいては、住民が日常生活を営む場所を披露するというまち歩きの初期の趣旨とは

異なり、長崎市が整備した観光施設やモニュメントを軸にガイドの案内がなされている。

以下の事例では、さるくガイド研究で配布される案内マニュアルを基に、フィールドワー

クの際に体験した内容も加えながら、どういったところが案内のポイントとされているの

かについて説明する。案内マニュアルには集合場所やルート、各立ち寄りスポットにおけ

るポイントを含め、注意事項、トイレ使用可能場所、お客様への特典、写真スポットが記

されている。 

 

【事例３－１－１】「龍馬が見上げた長崎の空」のガイドマニュアル 

①長崎市民会館のロビーで集合し、バスに乗って風頭山の上まで移動する。逆に山を

登りながらスタートすることも可能ではあるが、参加者が疲れてしまうため、まずバ

スで山の天辺まで移動し、街まで歩いて降りてくるように構成されている。バス停か

ら最初に長崎さるく見聞館である「小川凧店」に立ち寄る。長崎の伝統的なハタ（ハ

タ揚げは長崎の春の風物詩とも言われる）を見物し、ミニサイズのハタをお土産に提

供してもらう。マニュアルには「お客様への特典」という項目があり、必ず指定され

たお店に立ち寄ってお土産品をもらうことが記載されており、施設の入場料込みが特

典になっていることもある。 

②風頭公園の方に向かって5分ほど歩くと、「上野家墓地」が現れる。有名な坂本龍馬

の一人立ち写真を撮ってくれた写真家の上野彦馬が眠っている墓地である。そこでガ

イドは、坂本龍馬と上野彦馬の関係を説明するのだが、上野彦馬は女性に人気のある

人物であったとか、お金の使い方が荒かった等のゴシップ的な話題も提供される。 
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  ③そこから5分ほど歩き、「坂本龍馬之像・司馬遼太郎文学碑」8に着く。ここは一つ目

の「写真スポット」でもある。坂本龍馬之像自体も立派であるが、建てられている場

所からの景色が素晴らしく、長崎市内の全景を見下ろすことができる。ガイドは銅像

が建てられた経緯を簡単に説明し、参加者たちは自由に写真を撮ったり、景色を鑑賞

する。ここでは写真撮影が多くなされるため、時間も15分ほど多めに配分されている

（写真３－１－１）。 

  ④そこから5分ほど歩くと、「亀山焼窯跡」に着く。ここも写真スポットになっており、

「坂本龍馬之像・司馬遼太郎文学碑」ほどの景色は見られないため、ガイドは具体的

にどこで写真を撮ればきれいに撮れるのかを教えてくれる。 

⑤そこから5分ほど歩き、「若宮稲荷神社」に立ち寄る。森の中に建てられた神社で、

神秘的な雰囲気が漂う。ここも写真スポットである。お参りをする人もいるが、ここ

は雰囲気を見るだけで通りすぎることが多い。 

  ⑥そのすぐ近くに「亀山社中資料展示場」がある。そこには亀山社中関連の資料や写

真が回覧でき、観光客が衣装を着て写真を撮る場所も用意されている。そこで、ガイ

ドは坂本龍馬の写真の前で、刀をもってポーズを撮る参加者を写真撮影する光景がよ

く見られる。このコースの二つ目の特典である絵葉書もお土産としてもらえる（写真

３－１－２）。 

⑦その次にすぐ近くにある「亀山社中記念館」に立ち寄るのだが、参加者が靴を履い

たままでも足を入れることのできる大きいサイズのブーツ像が設置されている。そこ

も写真スポットとなっており、参加者はブーツ像に立って、坂本龍馬のようなポーズ

をとりながら、写真撮影をする。亀山社中記念館に中に入ると、ガイドは坂本龍馬や

亀山社中で活動していた同僚たちの話をするのだが、歴史に詳しい参加者には丁寧に

説明をし、そうでない参加者には施設を自由にみたり写真を撮るように誘導する（写

真３－１－３）。 

 
8 坂本龍馬之像は、「龍馬の銅像建つうで会（現長崎龍馬会）（「建つうで」とは長崎弁で「建

てよう」の意）の活動により、1989年5月21日に建てられた。長崎出身の彫刻家、山崎和國氏

が約７ヶ月の期間をかけて作った作品である。長崎の代表的な観光名所になっており、特に

全国の坂本龍馬のファンにとっては聖地のような名所でもあると言う。（2020年9月27日取得, 

http://www.city.nagasaki.lg.jp/nagazine/ryoma/1008_ryoma15/index.html） 

http://www.city.nagasaki.lg.jp/nagazine/ryoma/1008_ryoma15/index.html
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  ⑧亀山社中記念館から5分ほど傾斜の道を降りていき、「龍馬通りの入口」9で解散する。

そこは、観光名所である眼鏡橋まで歩いていける距離であるため、参加者が観光客で

あれば、眼鏡橋や電停に行く道を説明するか、そこまで案内をするガイドもいる（写

真３－１－４）。 

 

  

 
9 2009年に長崎市は風頭公園から街中につながる道に看板を立て、「龍馬通り」と名付けた。

このコースと逆ルートで街から登っていく観光客もおり、案内板が立っているため、ガイド

なしでも歩くことはできる。 

【写真３－１－１】坂本龍馬之像 【写真３－１－２】亀山社中資料

展示場で記念撮影をする参加者 
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以上「龍馬が見上げた長崎の空」のコースの概要について述べたが、観光客向けのさ

るくの特徴としてみられるのは、ガイドの道案内人としての役割の重要性である。バス乗

り場から解散するまで時間配分を顧慮しながら道案内をし、解散をした後も観光客の要望

に応じて案内をする。また、どこでどのように写真を撮ることがおすすめなのかを伝える

など、参加者の写真撮影をサポートすることも重要な役割である。ガイドの解説において

も、もちろん歴史的な事実に基づいた解説も行われるが、同時にゴシップ的な話や事実関

係が確認されていない観光客の関心を引くような解説も行われる。一方でこのコースの場

合は、さるくガイドたちの証言によると、特に2010年から2011年の間は全国からの「龍

馬通」や福山雅治のファンが多く参加していたと言う。そのため、道案内はもちろんだ

が、参加者に解説について指摘されることや、予想外の質問をされることも多く、坂本龍

馬と関わる歴史について真剣に勉強をし、かつ福山雅治に関する情報（通った幼稚園や学

校の位置など）も集めていたという。 

 

1.2 平和学習としてのさるく――「ピースバトンの平和さるく」を事例に 

 二つ目は、長崎の歴史についての学習が目的となるツアーである。現在の長崎観光にお

【写真３－１－３】亀山社中記念

館前のブーツ像坂本龍馬之像 

【写真３－１－４】龍馬通りの 

道案内版 
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いて重要な名所でありながら、歴史的な事実に基づいた解説と学習を目的に行われるもの

である。例えば「アンゼラスの鐘の丘を訪ねて」等、平和公園を中心とした原爆遺構を巡

るツアーであり、そこには日本国内の修学旅行生や原爆の歴史について知りたいという目

的を持った国内・海外からの観光客が主に参加している。そこでは歴史的事実やガイドの

調査に基づいた正確な歴史の解説が求められるが、個人的な意見かつ政治的な価値観は投

影できず、あくまでも中立的とみわれる教科書的事実のみ語られるようになっている。 

ここでは、平和学習や被爆体験の継承活動に取り組んでいるNPO法人「ピースバトン・

ナガサキ」（以下ピースバトン）10による学さるくの事例を紹介する。ピースバトンの平和

さるくを事例として挙げた理由は、専門的に平和ガイド・平和学習に取り組んでいる組織

として、ガイドを務めるにあたり専門性や当事者性、妥当性が認められており、原爆をめ

ぐる正確な事実を伝えるという目的が明確だからである。長崎さるくとの関係性について

は、ピースバトンのメンバーはその専門性からさるくガイドの講師も務めており、学さる

くの枠で、年に4回ほど平和さるくを企画している。以下の事例では、ピースバトンによる

平和さるくの様子について述べる。 

 

【事例３－１－２】原爆写真専門家による平和さるく  

ガイドはピースバトン・原爆写真部会のメンバーで松田さん（50代男性）であり、サ

ポーターは調さん。松田さんは原爆写真の発掘と分析を行っており、その膨大な資料

を基に、調査研究や継承活動を行っている。原爆写真部会の中でも若い世代のリーダ

ーとして、「ホープ」と言われる程先輩から期待される人物であった。調さんとともに、

さるくの講師としても長崎さるくに関わっている。 

今回の平和さるくの参加者は11名で、全員長崎市民であった。そのうち2名は取材の

ために参加した記者であった。全員一人参加のように見え、集合場所ではそわそわし

た雰囲気であった。原爆写真の専門家である松田さんは、自ら行った調査を基に、公

 
10 「ピースバトン・ナガサキ」は代表者である調仁美（60代女性）が2007年に設立した原爆

遺構の継承活動を行う組織である。現在は9名のメンバーが活動しており、平和さるくだけで

なく、イベントの開催や毎年6-8月には県内の29か所の学校に訪問し出前授業を行っている。 

調さんは、国内外の原爆関連写真を収集・研究する原爆写真部会の会員として、研究活動に

も取り組んでいる。 
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開されていない写真を題材にしてコースを作っていた。実際にその写真が撮られた場

所に行き、原爆投下前後の写真を比較しながら説明を行った。今回は長崎大学病院の

周辺で行われた。 

ガイドと参加者の間の間隔は2メートルほどでかなり離れており、参加者は駆け足で

前を歩いていくガイドの後ろについて歩いた。そしてガイドが止まると、ここで説明

がなされると思い、参加者は聞く姿勢をとった。ガイドが見せてくれた写真から、当

時のことがより生々しく伝わった。ガイドの話を聞きながら、原爆の威力やまちの悲

惨な姿が目に浮かぶようになり、私たちが今歩いているこの道を当時の人々が歩いて

いる姿を想像してみた。時々涙を見せる参加者もいた。 

ガイドが自ら調査し、どこでも公開されていない写真や解説を聞くことができ、とて

も有意義だった。平和さるくの内容とは別に、最初から案内が終了するまで、参加者

全員がほとんど声を出さなかったことがまず印象的だった。質問はしてもよかったの

かもしれないが、参加者が何かを発言するタイミングはなく、ガイドの説明をひたす

ら聞くことになっていた。私自身も特に話すべきことはなかったし、ガイドの邪魔に

なるかもしれないと思ったので、終わるまで一言も話さなかった。 

参加者間においても交流しようという雰囲気が形成されていなかった。2時間の間に

誰とも会話をしなかったし、どんな人が参加したかのかも知らない。そういう雰囲気

だった。後半になってから後ろで大きな声で二人だけの会話をしている女性二人が若

干うるさく感じるくらいだった。決まったテーマに沿ったもの以外の話は、「ノイズ」

のように感じた。そうしてみんなが静かにガイドの話を聞いた。しかしそれで退屈だ

ったとか、つまらないとは思わなかった。知らなかったことを整理して教えてくれた

し、面白い授業を受けたような気分になり、色々学んで帰ることができたという充実

感もあった。（2018年2月3日、「ピースバトンの平和さるく」調査日誌の中から） 

 

このように平和学習としてのさるくにおいては、長崎の原爆投下の歴史的事実について

学ぶという明確な目的が設定されている。そこで参加者はガイドの話を聞き、ガイドから

知らなかった情報を教えてもらう。講師と生徒のような「教える側／教えてもらう側」と

しての関係が形成されるのである。暗黙的に参加者がガイドに発言するのは質問の機会の

みであり、ガイドの話に反論をしたり、ガイドが知らないような話を教えるという行動は
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基本的にしない11。そもそもガイドより知識が豊富であり、教えてもらうことがないと思

う人は参加しないはずである。また参加者同士で雑談をしないことや笑わない、真剣な姿

勢で応じる等の参加者のパフォーマンスは、観光や遊びとして参加していないことを示し

ている。同時にガイドから参加者へと情報を伝達する構図は最後まで崩れずに維持されて

いくため、参加者はガイドの話を聞くこと以外の平和学習とつながりのない話や行動はノ

イズとして捉えられてしまう。 

 

1.3 住民向けのさるく――「ヒロスケさるく」を事例に 

 最後の三つ目は、参加者同士の会話の生成が目的となるツアーである。長崎さるく博’06

を通じて、人気を博している名物ガイドが誕生した。そこで行政側が作成した「通さるく」

から、名物ガイド自身が独自でコースを企画し、実施している。コース名においてもガイ

ドの名前を前面に打ち出すこともあり、参加者たちは「○○さんのさるく」という風にそ

のガイドが実施するツアーとして、信頼感を持ちながら参加する傾向がある。長崎の郷土

史は主要なテーマとなるが、ガイドの観点に即した解釈が行われる。また、長崎で長年暮

らした人が共感できるような長崎住民の生活史が語られ、それを題材に参加者間で会話が

生まれるのも重要な特徴である。 

まず、「住民向けのツアー」というのは、参加者を限定しているわけではないが、平日の

午前など一般的に観光客が参加しにくい時間に設定され、その内容も観光客は理解しにく

い細かい郷土史の解釈が行われるなど、観光客の参加が物理的かつ文化的に難しいツアー

を指す。ここでは、住民向けの学さるくを行っている地元名物ガイドの一人である山口広

助さん（50代男性）のツアーを紹介する。山口さんの事例は、学さるくにおいて人気を博

 
11 通さるくや学さるくにおいて、さるくガイドが参加者として参加した場合、参加者がガイ

ドの解説について反論をしたり、批判をすることは、よく行われていたという。しかし、そ

ういった発言は、ガイドに対する攻撃とみなされているように受け入れられている。たとえ

ば、さるくガイドが「この道は龍馬が歩いたと言われます」と話したことに対し、「そんなわ

けはない。龍馬がここまで来たという記録はどこにもない」という反論をする参加者（その

参加者はさるくガイドである可能性が高い）がいたとすれば、そこでガイドは発言力が弱く

なる。しかし、他の参加者は「本当のこと」を知りたいということよりも、その時間を楽し

みたいと思う傾向が強いため、ガイドの発言に反論する参加者の意図を疑い、警戒すること

になる。 
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しているガイドはどのような経歴を持った人物なのか、また現場においてどのような案内

を実践しているのかを示す事例である考えられる。 

山口さんの本業は丸山町にある料亭青柳の2代目の経営者であり、2003年の長崎さるく

を具体化した「ワーキングチーム」の一員でもあった。長崎さるく博’06を企画した元市民

プロデューサーが中心となったNPO長崎コンプラドールの一員でもある。2004年に「文人

墨客も思案した？～丸山巡遊～」という丸山町の歴史を中心としたコースを作り、そのコ

ースは長崎さるく博’06の期間中に、通さるく参加者数の2位となる5,221人の参加者を集め

るなど人気を博した。彼は長崎市丸山町生まれだが、大学と社会人時代は他地域で過ごし

た。現在は丸山町自治会の会長として丸山華まつりを企画し、長崎くんちを仕切るなど地

域リーダー的存在である。さるくガイドとしての活動は、彼が関わっている多様な地域活

動の中の一部である。 

通さるくで丸山町を案内してきた彼が、学さるくを始めたのは2010年頃であったと言う。

そして2011年からは「ヒロスケさるく」といった、本人の名前を全面に出したコースを月

1回程行っている。長崎さるく博’06以降、山口さんは地元ガイドとして有名となり、テレ

ビ長崎の「ヨジマル」のコメンテーターとして出演しており、「バス停中継」という長崎市

内にあるバス停からまち歩きをしながら、バス停周辺の歴史・地形などを紹介するコーナ

ーを行っている。テレビ番組の「ブラタモリ長崎編」（2015年4月12日放送）で案内役とし

ても務め、地元で有名な歴史マニアとして紹介された。周りの仲間からは「長崎の芸能人」

と言われる程、長崎ではまち歩きの達人として有名であり、長崎の歴史に詳しい人として

非常に認知度が高い。以下の事例では、山口さんが案内する「ヒロスケさるく」の様子に

ついて描く。 

 

【事例３－１－３】ヒロスケさるく 

JR長崎駅のかもめ広場で集合。出発時間20分程前に到着していたが、すでに参加者が

大勢集まっていた。他のさるくでも会ったことのある常連の方（60代女性）にも会っ

た。彼女と目が合って私の方から一言挨拶をした。さるくは何年にもわたり何度も参

加しているという。今日はお一人の参加。隣に立っていた、初対面の方（50代女性）

にもさりげなく話をかけた。広助さんのさるくには2回目であると言い、友達と二人で

参加。友達は初めての参加だという。今回の参加者数は30名で、女性と男性の比率は

半々だが、女性の方が少し多いように見える。男性参加者は全員一人参加のように見
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えた。女性は一人あるいは二人で参加。ふみかさんにも遭遇。彼女はお土産屋さんで

勤務していて、今日のお土産のお菓子セットを持ってきた。ふみかさんのお店でふみ

かさんが特別に詰めたお菓子だと言う。私は何度もさるくに参加しているが、なぜか

ヒロスケさんのさるくは雨の日で中止されることが多かったので、なんだかんだで参

加したのは初めてだった。ヒロスケさんに「来ました！」と軽く挨拶をした。 

広助さんは自己紹介や挨拶抜きで、「8時41分に南口で○○行きバスに乗ります！」と

参加者に向けて話した。すると、参加者たちは慣れた姿で各自バス停に向かう。旗を

持ったガイドの後ろについていくようなガイドツアーとは違う様子だった。ヒロスケ

さんは「月一回やっているけど、毎回ほぼ同じ人が参加している。この人たちを満足

させるためには新しいコースを作っていかないといけない。私が色々喋らなくても、

みんなグループができたり、趣味も似ていて、お互い話をしたりする。一人で来る人

も多い。」とバス停に向かって歩きながら、私に説明をしてくれた。バス停までの移動

を案内したり、バス亭の位置等の案内を繰り返すこともなく、広助さんは一番後ろで

私と話ながら、バス停まで行った。 

9：00 8時41分のバスに乗って、上戸町のバス停に着き、道路沿いを歩き始める。「左

に見える山が大久保山です」「くすの花が落ちてますね」「あそこに見えるのが○○教

会です」。歩きながらこうした短くて簡単な案内をしている。そして、ガイドの話なし

で、10分ほど道路沿いを歩いた。しかし、ガイドの沈黙が気まずかったり、「何で何も

しゃべらないの？」とは思えなかった。参加者たちは慣れた姿で、歩きながら（私に

は初対面の）隣の人と話したり、道に咲いている花や木の実を見たりする。 

9：17 歩く途中、ヨンさまのファンだったと言う参加者（60代女性）が私に声をかけ

てきた。韓国に何回も旅行に行ったと言う。参加者たちは皆、かなり周りにアンテナ

を張っているようで、私が韓国人であること、札幌からきたことを知っていた。出発

前に他の参加者と話したことを聞いたのか、私と話した人が他の参加者に話したのか。 

ガイドは、歩きながらあそこが大浦中学校で、○○学校、○○山、まちの風景を遠く

から展望しながら、どこに何があるのかを話す。黒田さんの案内と共通するところで

あった。出発地点の上戸町は、名前通り山の上にある町で、歩く道路沿いから長崎市

を展望することができた。そして、公園と駐車所でトイレ休憩をした。 

9：45 「この公園で歩いたら、何か黒いのがあって、熊かなと思ったら猪でした」「展

望がよくて、公園を作ったけど、やはりいい場所だったか、その前にマンションが建



111 

 

てられました。このベンチは人の家を見るベンチです」など、ガイドはある公園の前

でのエピソードを語った。以前はここが公園であったことを知り、その後マンション

が建てられた変化にも気づいたのである。いつもアンテナを張って、まちの変化に注

意深く、変化に敏感な人だなと思った。ここを何回歩いたのだろう。 

10：02 ここから速度制限が50kmから40kmに変わるという。ここから「水や雨の流

れを注意しながら見てください」とガイドは言った。地形に注目するとそこにまつわ

る話がある。みんなガイドの話に集中していないようで、集中しているようにも見え

る。そして、「テレビで見た」とその辺の住民に見えるおばあさんが、歩いている我々

を見ながら、面白そうにヒロスケさんに挨拶をした。 

10:12 長距離を歩きながら、後ろのグループと距離が離れたら、「待ってあげよう。

離れすぎるとだめだから」と参加者の誰かが話す。ガイドが言わなくても自分たちで

他の参加者の世話をしたりする。 

10：19 この地点は昔の国の境目であったという。そこで「ヒロスケさんは頭の中に

地図がある」とふみかさんが言う。 

10：20 ちょうど半分を歩き、長崎病院前で休憩。「ここで30分まで休憩します」と

ガイドが言ったら、みんな自由にトイレに行ったり、水を飲んだり、出発の時にもら

ったお菓子を食べたりする。 

10：57 長崎バスの全路線が通る道。今日は日曜日だからか、バスが1台も通らない。

ヒロスケさんはなぜこういうことを知っているのだろうか。 

11：06 歩く途中たまたま「左側に30m・右側に30m」と両方書いてあるお店の看板

をある参加者が発見し、写真を撮りながら、これを見る人は必ず迷うだろうと笑う。

そこで知らない周りの人と話が生まれる。ガイドが言わなくても参加者たちが自ら

色々な発見をしている（写真３－１－５）。 

11：26 横向き地蔵堂。正面ではなく、顔を斜めにして、横を向いている地蔵が立っ

ており、非常に珍しいと言う。この辺を歩くさるくのときは、ガイドさんが必ず案内

をしてくれるところなので、私は知っていた。ほかの参加者たちも知っていた人がか

なり多い様子。 

11：38 新川町駅前のセブンイレブンの前で解散。ヒロスケさんは最後に10月開催予

定の丸山華祭り（丸山町で毎年行われるイベント）のポスターをみんなに配りながら、

宣伝をした。参加者たちはまた次回のツアーに参加しようと話しながら挨拶し各自帰
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る。携帯のアプリケーションを見たら、約7kmを歩いた。ヒロスケさんは「ただ歩い

てきただけで、1,500円の価値があるのかどうかはわからない」と私に話した。（2017

年9月24日、「ヒロスケさるく」調査日誌のなかから） 

 

  

【写真３－１－５】左側に30m・右側に30m両方書いている看板 

 

 住民向けのさるくの事例として挙げた「ヒロスケさるく」において、参加者は全員長崎

市民であり、ガイドの案内を受動的に待っている様子ではなかった。まず、観光客と違っ

て地理的感覚があるため、詳細な位置案内は不要である。ガイドである山口さんと参加者

は、同じ長崎市民であり日常的にも関わる可能性があるが、参加者同士はほぼ毎月ヒロス

ケさるくに参加し、顔は覚えているが名前は知らない程度の関係を保ちつつ、道端で発見

したものを題材にさりげなく会話をしている。そういったゆるい関係性でありながら、歩

く途中で他の参加者たちの歩く速度が遅かったりすると待ってあげたり、後ろから車が来

るときには参加者の誰かから声をかけるなど、参加者が他の参加者を配慮し、世話をしな

がら行われている。 

また、ガイドは参加者間の会話の生成を意識している。上記の事例ではさるくの途中参

加者同士がまちで偶然出会ったことを話題に会話をしている様子を述べているが、参加者

同士で盛り上げることをガイドは喜んでおり、その結果としてさるくの満足度も高まると

認識する。ガイドが何も話さずに歩くことは、ガイドとしての役割を放置しているのでは

なく、参加者同士がその沈黙の時間にお互い話をするように隙間を与えることでもある。 
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2 ゲストをつくるさるくガイドの実践 

 本節では、NPO法人「長崎の風」による学さるくの事例を取り上げながら、住民が参加

しやすいまち歩きを企画していくさるくガイドの実践とともに、さるくガイドと協力的な

関係性を作りながら、長崎さるくに継続して参加する常連参加者の関わり方について論じ

る。 

なおここで長崎の風を取り上げる理由は、第１節では山口さんの「ヒロスケさるく」を

住民向けのさるくの例として取り上げたが、山口さんの場合は本人一人で学さるくを企画・

実施しているのに対し、長崎の風は組織でそれを対応している点に注目したからである。

長崎の風の場合、一つの学さるくコースを企画・実施するにあたり、複数のさるくガイド

が協力しており、メンバーが他のさるくガイドが案内するツアーにサポートや参加者とし

て参加していることもある。それによって、複数のメンバーの意見が反映されたより多様

性を持ったコースの企画ができると考えられ、またガイド個人の能力や個性のみに頼るの

ではなく、持続可能な仕組みの構築を追究している。そのため、学さるくについて論じる

にあたって、長崎の風の実践は注目するに値すると考える。 

 

2.1 NPO法人「長崎の風」による学さるくの活性化 

 まず、「学さるく」とは何かについて簡単に説明する。学さるくは長崎さるく博’06の当

時は専門家や有名人による案内や体験を中心とするサブイベントとして単発的に行われた。

通さるくの場合まち歩きコースのルートや解説内容が設定され、マニュアルがあったこと

に対し、学さるくはその都度有識者や専門家、有名人の裁量に合わせて実施されていた。

2008年頃からはその仕組みを活かし、独自のコースを作るさるくガイドが登場したが、最

初はそれほど反響はなかった。長崎さるく博’06が終了し、2010年のNHK大河ドラマ「龍

馬伝」ブームが終わると、通さるくの参加者数は激減していった。そのなかで、観光客で

はなく住民に目を向け、住民向けのまち歩きを企画するさるくガイドが増えるようになっ

た。しかし、毎回異なるコースを提案する仕組みであるため、継続するにはかなりの努力

が必要とされ、現在まで学さるくの企画実施を継続して活発に取り組んでいるのは、前述

した山口さんとNPO法人「長崎の風」（以下長崎の風）である。 

本節では、長崎の風のメンバーによる学さるくを事例に取り上げる。長崎の風は、第2章

第3節で詳細に述べるが、旧外国人居留地に位置した西洋建築物である「東山手甲十三番

館」の活用（カフェ・イベント運営）を行いながら、学さるくを企画・実施しているさる
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くガイド組織である。  

長崎の風は数多い学さるくを企画してきたが、代表的なのは「ワンコインさるく」「大塚

製薬シニアさるく」「みぎわほーむさるく」などがある。参加費が500円のワンコインさる

くでは、案内するガイドやテーマはその都度ローテーションで変わる。ガイドの順番やテ

ーマは会議をし、希望に応じて担当を決める。大塚製薬シニアさるくやみぎわほーむさる

くは、さるくガイドの黒田さんと平山さんが担当しているものであり、毎月1回ずつ実施さ

れる。大塚製薬と連携し、さるくが終わった後に5分ほど「コマーシャルタイム」があり、

お土産として毎回ポカリスエットをもらい、スタンプカードで3回集めるたびに大塚製薬

から商品が家に配送される。参加費は500円で、参加者は60代以上とされている。 

そのほか、2018年の長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が世界遺産に登録された

ことに合わせて、長崎の教会をめぐるコースも企画・実施している。また長崎国際観光コ

ンベンション協会とは別に、修学旅行を計画する学校から直接ガイドの依頼を受けること

や、ランタンフェスティバルや長崎くんちなど県外から観光客が多く訪れる時期に、旅行

会社からの依頼を受けガイドを実施する件数も増えつつある。しかし、代表の黒田さんは

そのようなガイド活動と学さるくは異なるものとして捉えている。以下の事例では、学さ

るくを実施する上での黒田さん自身や長崎の風の方針が伺える。 

 

【事例３－２－１】ボランティアとビジネスの間 

平山さん みょんちゃん公民館の講座に行ったとね。 

筆者 ３つ出したんですけど、一個だけ当たりましたよ。 

黒田さん 公民館講座人気だからね。どこの公民館なの？ 

筆者 滑石公民館です。東先生の。なんと3回目は黒田先生！（5回の講座のうち1回は

ゲスト講師として黒田さんが担当していた） 

黒田さん （笑いながら）東先生真面目でしょう。僕は諫早でやってるよ。5月にね。

公民館講座はね、結構厳しいよ。毎回授業に公民館の職員が参加してね、受講生から

も色々意見を聞いてね。だめだったら、次は頼まれない。確かに公民館講座もさるく

としてみるかみないかね。さるくに行きたくてもいけない人がいるわけで、それはお

かしいという人もいるからね。歩けないけど、話だけでも聞きたいとかね。例えば朝

7時とか8時とかから始めるさるくだったら、バスが走ってない、朝早くからは出られ

ないっていう人もいるわけったい。さるくは商売じゃないから。さるくは、市民の生
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きがいづくりとまちづくりで、本来はね。ホームページの田上市長の紹介にもさるく

でまちの人が元気になって、まちづくりに貢献するって紹介されているはずなんだよ

ね。 

筆者 確かに2006年のさるく博もそうだったでしょうね。人活かしとかまち活かしと

か。 

黒田さん そうそう、でも商売でやってる人は一人でやるでしょ。それは大阪とか京

都の形式よ。ガイドがお客さんにその場でお金もらって、一人で（ガイド料を）持っ

て帰るでしょ？でもまちづくりは次世代につなげていかないと、その人が辞めるとお

終いで、一人で病気になってやめると繋がらないでしょ？例えばまちでみんなでごみ

を拾うのはボランティアだけど、一人で拾うのは仕事だよね。最初のガイドは、お客

さんが最初にガイドの交通費を集めてくれたよ。一番最初のボランティアガイドはね。

たとえば、今日のガイドさんが三人いるとして、この人は240円かかりました、この人

は歩いてきたのでかかりませんでした、この人はいくらとか、それをお客さんたちが

集めて、その場であげたけど、毎回お客さんたちが小銭を集めてやり取りするのがあ

んまりよくないと見えたから、コンベンションのスタッフが来てお金をもらうように

なって。だから最初のガイドはお客さんが1でも2でもやる。3人以上10人以上集まら

なかったらやらないとかじゃなくて。だから我々は（長崎の風）は、最初のガイドと

同じく一人でも案内しますよと。みんな途中の2006年のガイドに戻ろうとするけど、

そうじゃなくて最初のガイドに戻らないと。（…）最初はまち歩き観光だったよね。で

も観光客がどんどんこなくなったから、それでもやりたいガイドさんは市民を対象に

したわけだけど、市民に2,000円も3,000円も高いお金を取るのはちょっとどうかね。

観光客は「はい、出しますよ」と分かってくれるけどね。例えば諫早からお客さんが

来るとして、電車賃往復920円、参加費が2,000-3,000円で、お昼食べたりしたら5,000

円で、それは来ないでしょう。来る人が限られちゃう。（2018年4月19日、「みぎわほ

ーむさるくの前の黒田さんとの会話」調査日誌の中から） 

 

黒田さんとの会話では、長崎の風が学さるくに取り組んでいくうえで、長崎さるくをど

のように捉えているのかが伺える。「さるくに行きたくてもいけない人がいる」「歩けない

けど、話だけでも聞きたい」「朝7時とか8時とか始めるさるくだったら、バスが走ってない、

朝早くからは出られないっていう人もいる」などの発言から、長崎さるくに参加したいが
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諸事情で参加ができない人々が存在していることを意識しており、「市民に2000円、3000

円も高いお金を取ることはできない」ということは、金額が上がることによって、さらに

参加したくても参加費に負担を感じて参加できなくなる人が生じるということを語ってい

る。それは、身体的かつ経済的条件で「参加者を限定しない」という意味である。また、

学さるくは「商売」ではなく、「まちづくり」であると捉えられているようである。端的な

例として、黒田さんを含め長崎の風のガイドたちは、学さるくのコースを企画・実施する

ために、自分の時間や金を使っている。下見をする時にたち寄りたい店に行って商品を買

ってみたり、食事をしてみたり、またガイド仲間と歩いた後、食事やお茶をしながら打ち

合わせをする。このように新しいコースの企画に取り組んでいるガイドたちは、基本的に

自腹で活動をしている。参加者数を倍増させ、ある程度の金額の参加料を取らない限り、

ビジネスとして成り立たせるには収支が合わない活動なのである。 

学さるくには常連の参加者が多く存在しているが、長崎の風においてはガイドする日程

は被らないように設定し、コースごとに意識的に月1回の企画で、定期的に実施するように

している。当日は、ガイド以外にも長崎の風のメンバーが1名以上は必ずサポーターとして

参加する。実質的に、ガイドが複数人いるまち歩きツアーになるのである。 

黒田さんは2008年頃からいち早く新たなコースの企画に取り組んできた。しかし、最初

は参加者がほとんど集まらなかったと言う。それが何年間辞めずに継続していくと、現在

のように常連ができ、多くの住民が参加するようになったと言う。そのなかで、何年間も

黒田さんのさるくに参加を継続している常連の存在は、黒田さんやガイドたちにとって、

活動を継続できる理由にもなっている。常連たちの熱心な参加に、むしろ案内をするガイ

ドが支えられてきた側面もあるのである。長崎市内の様々なところを歩き、もはや案内し

尽くしたとしても、ガイドをすることを辞めることは簡単にできないと考えるのは、ガイ

ドと常連の参加者たちがお互いを支え合いながらまちを歩いているからである。その常連

について、次の節で詳しく論じていく。 

 

2.2 常連の誕生 

近年住民を対象にした学さるくを企画しているさるくガイドたちの継続的な実践とと

もに、まち歩きのやり方を共有する「常連」が生まれている。常連は長崎市民あるいは近

隣地域の住民で形成されており、ガイドによって常連参加者の特徴は少し異なる。黒田さ

んは60代以上の人々を対象にした「大塚製薬シニアさるく」を実施しており、市民の健康
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を目的にした学さるくに力を入れている。コースは商店街や平坦地等歩きやすい場所で、

1時間30分から2時間程度行われる。60後半から70代の女性が参加者の大半を占めている。 

山口さんの「ヒロスケさるく」の場合は、地形を追いながら長崎の歴史の解説をするこ

とが主であり、黒田さんのさるくとは異なって、40代から60代、また男性の参加が目立つ。

ヒロスケさるくでは、山に登ったり、3時間以上長距離を歩くこともあり、歩くことに自信

がある人や歴史好きの人が常連になっている。ガイドが学さるくを企画し参加者を募集す

る際には、どこをどれくらいの時間とスピードで歩くのかが、参加者を限定する方法にな

っている。 

二人のさるくの常連参加者の行動において共通した特徴は、ガイドが案内をする道端で、

自らの面白いポイントを発見しながらまち歩きに関わることである。つまり、ガイドから

の一方的な案内やサポートを受けるのではなく、自らまち歩きの楽しみ方を身につけ、他

の参加者と言葉を交わし、協力しながら主体的に関わっているのである。 

まれに学さるくのファンになり、さるくに参加するためにわざわざ他県から訪れる参加

者もいるが、極めて少数である。例えば、NPO長崎の風のメンバーが案内する「ワンコイ

ンさるく」で出会った参加者（60代男性）は、さるくに参加するために宮崎県からバスで

6時間をかけて移動して金曜日の夕方に到着し、土日にさるくに参加して帰ると話した。彼

は歩くことが好きで、宮崎にも素敵な場所は多くあるが、さるくのようにガイドと参加者

が一緒に歩くプログラムはないため、年に数回はさるくに参加するために、わざわざ長崎

に訪れると語った12。このようなタイプの参加者は、長崎について関心や愛情が高く、長崎

についても詳しいため、一般的な観光客とは異なる行動をとる。要するに学さるくは、あ

る意味「長崎通」が参加しており、参加を継続することにより、さらに通になっていく。

そういう意味では、長崎に住んでいても、地域について関心が薄い住民よりも、長崎の地

理や歴史について詳しいかもしれない。 

 
12 フィールドワークの過程において、長崎さるくに参加するために、わざわざ他県から訪れ

た人に会ったのは、たった2回のみである。宮崎県からの参加者の他、年4回行われる「猫さ

るく」に参加するために、千葉県から電車やバス等を利用して参加した参加者（40代男性）

に出会ったことがある。彼を含めて猫さるくに参加した人々は、猫愛好家が多く、参加者の

半分くらいは何年も参加を繰り返してきた様子であった。千葉から参加した男性は、長崎に

慣れている様子であったし、ほかの参加者とも知り合いのようで、猫さるくを中心にネット

ワークをもっていた。 
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常連の特徴に関しては、必ずしも参加者がツアーのテーマそのものに興味があるから参

加しているとは限らない。長崎の住民、あるいは長崎が好きな人という風に説明する以外

に、参加者の特徴、また参加した目的やモチベーションを特徴づけることが難しいのであ

る。以下の事例では、長崎の教会を訪れる学さるくの様子を描いたものであり、どのよう

な参加者が参加し、参加者同士はいかなる会話を行っているのかが伺える。 

 

【事例３－２－２】観光客でもクリスチャンでもない参加者たち  

今日のガイドさんは長崎の風の高島さん（70代男性）、山下さん（70代女性）はサポー

ター。新大工町の八番神社集合。参加者8名全員女性。集合場所でガイドとガイドサポ

ーターが領収書とシールを配る。常連のおばあちゃんは、さるくクルー13の名刺を首

からぶら下げて、「領収書いらない。シールもいらない」と言う。 

新大工町から長崎街道を歩いてコルベ神父記念館に行った。天気は晴れで、とても暑

かった。途中歩く長崎街道は何度も歩いたので、ガイドの話が予想できるようになり、

その通りだった。資料館に入って、神父の説明や写真、絵、実際使ったという机を見

たら、その生涯が理解でき、感動することになった。そこで「ガイドさんの話を何度

も聞くより、資料館で一回見た方がいいんじゃないか」と思うようになり、さるくガ

イドの意味はどこにあるのだろうかとふと思った。コルベ神父記念館は高台にあり、

ルルドまで行く道は傾斜がかなり急だった。「塩飴も水も飲んだから頑張ろう！」と常

連のおばあちゃんが話した。記念館でいったん休憩をとったので、ルルドまで頑張っ

て行こうと言う。「どういうふうにお祈りしたらいいの？」3人の参加者（60代女性3

人組）の中、誰かがルルドの前でそう言った。 

もう一人の参加者（40代女性）は、フランスで実際にルルドに行ったことがあるらし

く、カトリック幼稚園も出たと話した。しかし他の参加者たちはカトリック信者でも

なく、ルルドに興味があるのかどうかもよくわからない。参加者たちは帰りの道の足

下が軽くなって、ともかく「頑張って歩いた」「今日も充実した」「美味しいランチを

 
13 2018年度から長崎国際観光コンベンション協会が学さるくの参加者誘致を目的に作った制

度である。学さるくの参加者にはスタンプカードを配っており、10回以上参加した人には

「長崎さるくクルー」と書いてある名刺がもらえる。この常連の参加者は2018年8月時点で、

すでに学さるくに10回以上参加している。 
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食べよう」という達成感を味わっている様子であった。それは、私も同じだった。 

帰り新大工町のうどん屋でガイドさん二人と一人の参加者とランチ。50代くらいに見

える女性は、福岡に住んでいたけど、旦那さんの都合で今年長崎に移住したという。

それで長崎について知らないことが多く、知り合いや友達もあまりいないようだ。最

近さるくについて知って色々と勉強になるからいいと話す。彼女はどこのちゃんぽん

屋さんが美味しいのかと我々に聞いた。私と高島さんと富久美さんは色んなちゃんぽ

ん屋を上げた。やはり人の好みは色々様々なので、色々試してみてくださいという結

論になった。（2018年7月14日、「本河内ルルドさるく」調査日誌の中から）（写真３－

２－１） 

 

  

【写真３－２－１】本河内ルルドさるくで訪れた坂の上の教会 

 

 長崎のカトリック教会やルルドに訪れる一見「聖地巡礼」のようにみえるコースである

が、1名の参加者を除き、ガイドも参加者もカトリック信者ではない。教会に行き、カトリ

ック教についてもっと知り、信仰を深めるといった目的のために集まったわけではないの

である。筆者に「塩飴も水も飲んだから頑張ろう！」と言った常連の参加者にとって、こ

のコースは長崎の教会やキリスト教を知るためというよりは、暑い夏の日に他の参加者た

ちと頑張って歩き、交流することがより重要であるようにみえる。 

常連の参加者たちにとって、まち歩きのテーマや訪れる場所そのものも重要であるが、

ガイドの話を聞きながら、他の参加者たちと共に行くことが重要である。長崎さるくで訪

れる場所はすべて長崎市内であり、自分でも行こうとする意志があれば、行けないところ
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はないはずである。人々が集まり、共に歩く「きっかけ」としてまち歩きのテーマや訪れ

る場所があるように考える。以下の事例では、学さるくの参加者同士が、物理的にアクセ

ス可能な場所に対しても、学さるくを通して行きたがる様子を描いている。 

 

【事例３－２－３】「県庁に行きたかった～！」 

今日は松ヶ枝国際ターミナルに集合して、長崎県美術館や出島ワーフの辺りを歩くさ

るく。家から松ヶ枝国際ターミナルまで路面電車に乗ったら、私に目で挨拶をするお

ばさんがいた。確かにどこかのさるくで会ったことのある方だなと思って、私も挨拶

をして隣に移動して一緒に座った。電車から降りて、集合場所に行く途中、泊まって

いる船が中国からの客船なのか、中国の団体客が大勢降りて旗を持った人と一緒に歩

いてまちに向かっていった。私たち（さるくのお客さんたち）とあまり見た目が変わ

らなかったので、混じってもわからないだろうなと思った。集合時間より20分くらい

早く着いたけど、いつものようにまたさるくのお客さんたちがたくさん集まっていた。

常連さんの4-5人集まっているところに行った。一人の参加者（60代女性）は「2日に

電話したらね、もう4、5、6月全部いっぱいだって。キャンセル待ちになった。」と言

い、それに対してもう一人の参加者（60代女性）は「○○行きたかった～。（新しい）

県庁とか～。」と次のシニアさるくの予約が取れなかったことについて悔しそうに話

していた。さるくが始まるまでの参加者たちの話題は春の学さるくの応募についてだ

った。長崎国際観光コンベンション協会で3月1日の9時から電話受付をするが、2日に

電話した人は間に合わなかったという話だった。50人定員なのに、すぐに埋まってし

まったらしく、2日に電話した人は悔しそうに話した。ただ、行く場所は4月は桜馬場

天満宮、5月は本河内ダム、6月は新県庁。本当に行きたかったら自分で歩いていける

場所である。なのに「行きたかった～」と言うのだ。（2018年3月17日、「大塚製薬長

崎出張所 活動的なシニアさるく 第57回長崎海の玄関、ベイエリア散策」調査日誌の

中から） 

 

 この事例において、常連は他の参加者との会話の中で、例えば、新しい県庁に行きたい

と語った。新しくできた長崎県庁に行くことは、誰でもできる。用務のためには必ず行か

なければならない住民もいる。しかしそれは仕事や用事のために行くことであって、観光

として行くことではない。普段自由に行ける場所であっても、ガイドや他の参加者たちと
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一緒に行くことによって異なる観点から体験をすることができる。どこに行くのかよりも

誰と行くのかが重要なのである。 

また、長崎市内に住んでいる住民にとって、物理的な距離は問題にならないが、心理的・

文化的距離感がある場所もある。立ち入りの制限をされているわけではないが、ある場所

に行くことに戸惑いを感じることは誰でもある。そういった場所を長崎さるくを通せば、

ガイドや参加者たちと一緒に行くことができ、住んでいても経験できなかった非日常的な

体験ができる。以下の事例は、これまで学さるくを多数実施してきたさるくガイドの山下

さん（70代女性）の証言であり、これまで参加者から受けてきた反応について述べている。 

 

【事例３－２－４】住んでいても一人で来ることはない 

意外と市民の参加も多くて、このさるくなんかは、意外と自分でこういうところ（ス

イーツカフェ）に入られないので、さるくに参加して初めてここに来たとか。市内に

住んでいても自分で一人でここにケーキ食べにきたことないとか。こんなさるくがあ

ると、みんなと一緒に入れるでしょ。こういう繋ぎを私たちがしたらいいかなって。

住んでる人もこうまちに出て、色々楽しむことができればなと思いますね。そこで面

白いご案内が出来て、自分で歩いてみようかなとなるしね。（2015年9月19日、「和・

華・蘭スイーツさるく」の後、さるくガイド山下さんとのインタビューの中から） 

 

同じ地域に住んでいても、普段日常的に行く場所は性別、年齢、趣味によってさまざま

であるはずである。上述した事例で訪れたフランス風のデザートカフェは、ある世代やあ

る人々にとっては日常的に通う場所であろう。他方で、ピンク色の可愛く飾られた空間で

若い女の子たちばかりいるカフェに、入りづらいと戸惑う人々もいるはずである。ある人々

にとっては興味があって一度は行ってみたいが、一人では入りづらい場所でもある。この

ように、一見日常的な空間に見える場所が、ある人々にとっては日常的ではなく、そうい

った場所に長崎さるくというツールを通して、参加者の一人として立ち入ることができる。

すなわち、学さるくは常連の参加者たちにとっては、一人では体験できない非日常を、ガ

イドと他の参加者たちと一緒に行くことで、新たな経験ができるツールなのである。常連

の参加者たちにとって、ガイドはどこかを一緒に歩くきっかけを企画してくれる役割を担

う人で、単なる道案内人ではないのである。 
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3 まち歩きの楽しさの源泉 

 本節では、まち歩きの途中で生じるガイドと参加者、参加者同士、まちの人々との出会

いや会話など、まち歩きに関わる多様な人々のやりとりといったミクロな場面を描いてい

く。偶発的な状況の中で、知らない人々との会話が成立する過程を描き、それがガイドや

参加者たちにとってのまち歩き観光の楽しさであり、参加を継続する原動力ともなりうる

ことについて論じる。 

 

3.1 何もない話をすることの大切さ 

3.1.1 ガイドの視点 

 筆者が初めてガイドを経験したのは、2016年3月に学さるくを企画実施した時であり、

調査の協力者であるさるくガイドの黒田さんの提案による。具体的なコースのルートは黒

田さんが構想して、私は一緒に下見に行って教えてもらうことになった。そして下見の前

にガイドする時の注意点について黒田さんから話を伺った。以下の事例は、ガイドの下見

をする際に、黒田さんにより教わったさるくガイドの心得である。そこから、ガイドと参

加者がキャッチボールするようなコミュニケーションを重視していることが伺える。 

 

【事例３－３－１】ガイドする時の注意事項 

・今回の「明治日本の産業革命遺産」は広域に広がっており、地域別に打ち出してい

るものが異なる。長崎で聞いた話が他の地域とつながることを強調することで、各地

域からきた観光客の印象に残る。 

・各参加者は好みや楽しみが異なる。みんなに合わせるのはそもそも不可能だし、一

つのストーリーを印象に残るようにすればいい。一つでも筋が通るようにする。 

・参加者とのコミュニケーションはキャッチボールである。アイコンタクト・休憩を

うまくとること。お腹すいた・疲れた等の声を聞く。予想と当日の現場は全然違うと

考える。アドリブが大事である。ガイドの計画通りにやるわけにはいかない。その時

の状況や人々と相互作用であるから。 

・一人に質問をもらうと、その人がお客さんを代表として質問をしたと考えてみんな

に応える。みんなとのコミュニケーションに心掛ける。 

・具体的なコミュニケーションをする。例えば、「ここに集まってください」という時

に、ここという距離感をお客さんは知らないので、具体的に線を引いたりしてみせな
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がらコミュニケーションをとる。 

・ガイドはお客さんの気持ちを代弁する役割もある。「トイレ行ってください」「熱い

と上着を脱いでください」等を言っても参加者たちは戸惑うので、そう言いながら、

ガイド自身が先に行動をしてみせると参加者も安心して行動をする。 

・自分のおばあちゃん、おじいちゃん、お母さん、お父さん、孫を案内する気持ちで

やる。 

 

 黒田さんは、ガイドをする上で、参加者とのコミュニケーションを最も重視している。

案内するツアー参加者はどの地域からきたのかから始め、興味関心を持ちそうな要素を考

えながら、長崎のこととつなげて話す。参加者の顔やしぐさを見ながら、「キャッチボール」

するように、双方向的にコミュニケーションすることを心がける。こういった話し相手を

常に意識しながらガイドをするということを認識しつつも、筆者は実際ガイドをする上で、

参加者に「何を伝えることができるのか」ということが心配になり、ガイドをする当日ま

でコースのテーマであった長崎の世界遺産のことについてについて情報を集めながら、内

容を覚えていた。 

 韓国人留学生の筆者が案内するということをアピールするために、「アンニョン長崎！

アンニョンさるく！」というタイトルにし、実施する半年前に長崎国際観光コンベンショ

ン協会に学さるく実施の申請を行った。約3か月前から参加者の募集が始まる。黒田さんと

二人でガイドをするのもあり、黒田さんの常連の参加者が多く参加をした。また私の方か

ら長崎市内にある韓国語同好会にも声をかけ、当日は37名の参加者が集まった。学さるく

には50代から70代までの年齢層の方々の参加がほとんどであるが、今回韓国語同好会から

参加者を集めたことで、20-30代の女性が10名以上参加し、20代から70代までと幅広い年

齢層の参加者と歩くことができた。コースは黒田さんの提案により、長崎港を回りながら、

長崎市内の世界遺産をみるという企画であった。約12Kmを9時半から15時まで歩く、普段

はなかなか企画されない長時間の長距離のコースであった。以下の事例は、「アンニョン長

崎！アンニョンさるく！」コースを案内した当日に筆者自身がガイドを行いながら感じた

ことをまとめた調査日誌である。ガイドをする途中、楽しさや大変さを感じた瞬間につい

て記述している。 
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【事例３－３－２】何をしゃべればいいか分からない 

黒田さん 北海道大学からきた韓国人留学生きむみょんじゅさんです。去年は長崎さ

るくを調査した論文も書き終え、4月からは博士課程に入ります。今回は自分でガイド

をしてみるのはどうかと提案をし、遠い札幌から長崎まできてくれました。すごく頑

張っているので、みなさん大目で暖かくみてください、応援してください。 

筆者 はじめまして。長崎ではみょんちゃんって呼ばれています。よろしくお願いし

ます。今日はたくさん歩きますので、水補給と車気をつけてくださいね。 

 

40名近くの大勢人々の前で、大きい声を出す自分が慣れない。私の後ろに40人ほどの

人たちがぱーっと並んで歩いている風景はすごかった。大丈夫かな、楽しんでもらえ

るかなと思いながら歩いた。 

  旭大橋の真ん中くらいで一旦止まって、「ここでアティ（韓国語同好会）のみなさんの

紹介をします」と、言ったけど、あんまり伝わっていなかった気がした。声も小さく、

参加者は遠くいて、「なんで今？」みたいな顔をしている人々。そこで黒田さんは「み

んなが注目したら、その真ん中に入ればいいよ」と後でアドバイスしてくれた。 

その次の話すポイントに移動した。横山桜という碑石の前に立ち、全員が到着して聞

く準備ができたと思ってから、黒田さんに教えてもらった内容を話した。その後、隣

にいた黒田さんが、「お上手！」とバチバチ。参加者たちも黒田さんについて応援の拍

手をしてくれた。黒田さんは私のガイドのサポートをしながら、参加者たちの反応を

促していた。その後も話をするポイントで私は説明をしていったが、説明しきれない

場所が続々出ることになった。いつの間にか黒田さんが補足をするようになっていた

し、参加者たちも黒田さんの話に「うんうん」と頷いている。1時間か一時間半ほど経

つと、私がガイドをするという感じがどんどん薄れていき、いつの間にかあっちこっ

ちで参加者同士で会話が生まれている。参加者が37名であることもあり、後ろの参加

者が遠くて見えないことも生じ、止まって待ったり、前の方にいる人々と話をしたり

することになっていた。 

ジャイアントカンチレバークレーン、長崎製鉄所、旧木型場、そして世界遺産ではな

いが、長崎で一番急な坂。しかし次々とポイントに行き、説明をするけど、あんまり

しゃべることがなかった。製鉄所では黒田さんが教えてくれたハルデスさんの話をし

て、またぱちぱちされて、でもその次からは話すことがないと思っていた。それに対
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して、後ろにいる黒田さんは後ろの方にいる参加者たちとずっと何かをしゃべってい

る。その中、私はどんどん無言で歩くことになってしまって、困ったと思った。何を

しゃべればいいんだろうか。「しーん」とした雰囲気で、歩くことに集中していること

に困ったと思った。ガイドする内容自体に情報が足りなかったこともあったが、何を

しゃべればいいのか、普段あまり話す機会のないおじいさん、おばあさんに何を話せ

ばいい？お母さん、お父さんを案内するようにということを言ったけど、すごく難し

いことだ。私は参加者たちと会話するための話題を探すことができず、無言で歩き続

けていた。そのなかで、逆に何か私に質問をしたり、話をかける参加者にはとても助

かった。 

ガイドの後半に入り、女神大橋を歩いて渡った。「わー遠いですね！あそこから歩いて

きたんですよ！すごいですよね！」「…」。黒田さんが「ここ話して～」と言われ、「み

なさん～！ここが橋の真ん中です～！」「…」。どうも話が通じ合っている感じがしな

い。ゴールの小菅修船場に着き、最後に締めの話をした。世界遺産に対する私の意見

14を素直に伝えて終えた。参加者の皆さんが真剣に聞いてくださり、うなずく人もい

た。全員で記念写真を撮り終了。その後参加者から「話がすごく上手！」「これ全部覚

えたんですか？」とか聞かれ、自分は話すことがなくて困ったのに、意外な反応だと

思った。（2016年3月20日、「アンニョンさるくアンニョン長崎のガイド実施」調査日

誌の中から） 

 

筆者が初めて務めたさるくガイドでは、参加者は全員長崎市民であり、普通に考えると、

韓国人でしかも北海道で留学している筆者の方が「ゲスト」になりやすい立場であった。

長崎さるくについて調査をすると言っても、ただ「長崎が好きな留学生」で、長崎に通っ

たのは1年あまりであり、むしろ参加者の方が筆者よりは長崎については詳しいはずだか

らである。実際に筆者が「ガイドになるべき」理由や理屈はなかなか説明しにくかった。

 
14 明治産業革命遺産はその時期が1910年までとされており、その後の活用、具体的には第2次

世界大戦でどのように活用されてのかについては語られていない。世界遺産という大きなス

トーリーとしての価値もあるが、参加者の皆さんが持つ個人的な価値も考えてみてほしいと

話した。しかし後の反省会の時に黒田さんからこのことについて間接的に、さるくガイドは

政治的なことは言ってはいけないのがルールであると言われた。 
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それにしても参加者は集まり、逆にそういった側面が長崎さるくの大きな特徴であると考

える。 

当日ガイドを行う上で重要であると気づいたことは、参加者との目的性のないコミュニ

ケーションであった。事前に黒田さんから参加者との話し方や思いやりの仕方について話

を聞いたが、筆者が現場で気づいたことは「何でもない話をする」ことの大変さであり、

その大切さであった。ところが日常生活において、家族や友人、同僚等の日常的な人間関

係と別に、見知らぬ人に声をかけたり、話しをする機会はなかなかない。明確な目的のな

い会話をすることはめったにないのである。 

この場合は厳密にいうと、その場の雰囲気を和ませるという目的がある。そのために「ど

ちらから来ましたか？」「今日は晴れて良かったですね」から始め、道端に咲いた花につい

て話したり、参加者の顔を見ながら反応を見せたりする等のさり気なく交わすコミュニケ

ーションが必要になってくる。今回のまち歩きのテーマであった長崎の世界遺産について

説明するのは、むしろ簡単であった。なぜならば、事前に勉強したものをそのまま話せば

済むからである。しかし、こういった一見中身も意味もない会話は、どのような参加者が

参加するのか、歩く道のりでどのような出会いが生じるのかといった「状況」によって左

右され、その都度観察し、話すタイミングや内容を考えなければならない。常に想定外の

非日常の連鎖なのである。そういったコミュニケーションを継続的に生み出すのがさるく

ガイドの役割なのである。 

 

3.1.2 参加者の視点 

長崎さるくに参加している参加者たちは、いかなる場面でまち歩きの楽しさを感じてい

るのだろうか。まち歩きに関わる人々の行動や言葉のやりとりを記述する前に、上述した

「アンニョン長崎！アンニョンさるく！」を実施した後、参加者を対象に実施したアンケ

ート調査における自由記述を紹介する。そこでまち歩きの楽しさとは何かについて、参加

者たちの言葉を通じて把握することができる。 

長崎さるくの参加者たちはガイドへの協力度が高いので、自由記述を詳細に記述しても

らえると期待しつつ、インタビュー調査とアンケート調査の中間的な意味合いで、自由記

述の項目を設けた。サンプル数が少ない弱点はあるが、参加者たちが経験するまち歩きの

楽しさについて理解するにあたり、大まかなキーワードは得ることができると考える。 

まず、「今回のツアーに参加して良かった点・楽しかった点は何ですか」とまち歩きの良
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さや楽しさについての質問と「今回のツアーの中で、ガイド、あるいは参加者どうしでの

交流は楽しかったですか」という参加者同士の会話の形成を意識した質問を設けた。 

回答内容を整理した結果、一つ目の質問に関する回答内容について、「初めての体験」「地

域のことに対する学び」「知らない人との交流」「歩くこと」、この４つの項目に分類するこ

とができた。二つ目の質問に関する回答内容については、「初めて会った人と会話ができた」

「人と共感できた」「歩きながら会話ができた」「皆でゴールまで来られた」「知らなかった

ことに触れることができた」、この５つの項目に分類することができた。以下の二つの表は

参加者による自由記述についてまとめたものである。 

 

【表３－３－１】アンケート調査自由記述のまとめ 

今回のツアーに参加して良かった点・楽しかった点は何ですか？ 

初めての体験 天気が良くて、気持ち良かったです。女神大橋～旭大橋をはじめ海岸

やドッグを上からみたのも初めてでよかった。 

その場所その場所の説明もしてもらえたので良かった。初めて行くと

ころが多かったのでおもしろかった。 

いろんな人 初めての場所 いろんな意味で楽しかった。 

久しぶりにたくさん歩けたことと、はじめてみる場所を行けたことで

す。 

長崎で生まれて生活しているけれど、行ったことのない場所や普段見

ることができないところを見ることができてとても良かったです。女

神大橋も渡ったことがなかったので、良い経験になりました。 

初めて女神大橋を渡った。初めてアリラン亭に行った。TVでしか見た

ことなかった神崎神社もはじめてでした。 

地 域 の こ と に

対する学び 

その場所その場所の説明もしてもらえたので良かった。初めて行くと

ころが多かったのでおもしろかった。 

知らない長崎の世界遺産をまわれてよかった。 

最初は歩けるか不安でしたがみんなで歩いたので楽しかったです。長

崎の知らない所もたくさん知れて良かったです。 

長崎で生まれて生活しているけれど、行ったことのない場所や普段見
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ることができないところを見ることができてとても良かったです。女

神大橋も渡ったことがなかったので、良い経験になりました。 

知 ら な い 人 と

の交流 

交流会の人と知りあえたことです。 

1人で参加しましたが、お友達を作ることができて良かったです。 

いろいろな人と出会えた。 

いろんな人 初めての場所 いろんな意味で楽しかった。 

ガイドのミョンジュさんが明るく楽しくガイドをしていただき、大変

楽しかったです。2次会のマッコリも貴重な体験でした。 

天気にも恵まれ、いろんな方と話ができよかったです。 

引率者が積極的にコミュニケーションに働きかけてくれる。お土産が

素敵。 

様々な年代の方とコミュニケーションがとれた点 

知らない人と自由に話せた。 

歩くこと 久しぶりにたくさん歩けたことと、はじめてみる場所を行けたことで

す。 

最初は歩けるか不安でしたがみんなで歩いたので楽しかったです。長

崎の知らない所もたくさん知れて良かったです。 

十分歩いたし気持ちよい疲労感があり気持ちよかった。 

 

今回のツアーの中で、ガイド、あるいは参加者どうしでの交流は楽しかったですか？ 

初 め て 会 っ た

人 と 会 話 が で

きた 

同じ景色を見て感動したことです。ふつうでは知りあえない人と会え

たことです。 

はじめた会った人たちと話し合ったことが楽しかったです。 

他人の話を聞ける。個人は介入してこない。色んな人がいるなあ。行

く先、行った先についての話にしぼっているところ。 

楽しかった。知らない長崎を新たに発見したこと。知らない人と自由

に話せたこと。 

さるくヘビー参加者がいたこと。本格的なカメラを持っている人がい

た。 
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若い人たちの話ができたこと良かったです。たまには若い人たちとの

さるくもいいですね。 

人 と 共 感 で き

た 

同じ景色を見て感動したことです。ふつうでは知りあえない人と会え

たことです。 

最初はぎこちなかったけれど、終了時友達になった。それがさるくの

いいところです。 

同じアイドルのファンが見つかって、別の楽しさもありました。また、

途中でいろんな人のお話を聞けて教えてもらうことも多かったです。 

歩 き な が ら 会

話ができた 

歩きながらお話できてよかったです。 

一緒に歩きながら話すのが楽しくて良かったです。 

皆 で ゴ ー ル ま

で来られた 

ツアー後の懇親会は楽しかったです。皆で最後に集まって話すのもい

いなと感じました。 

みんなたくさん歩いていたので、もっと歩くのを頑張らないといけな

いと思ったが、みなさんゆっくり歩いてよかった。 

長く歩いて疲れた後のマッコリとキムパは最高においしかったです。 

二次会もあって楽しめました。ありがとうございました。 

知 ら な か っ た

こ と に 触 れ る

ことができた 

長崎の知らないことを教えてもらったので楽しかった。 

同じアイドルのファンが見つかって、別の楽しさもありました。また、

途中でいろんな人のお話を聞けて教えてもらうことも多かったです。 

他人の話を聞ける。個人は介入してこない。色んな人がいるなあ。行

く先、行った先についての話にしぼっているところ。 

自分の知らない長崎について知ることができた。 

楽しかった。知らない長崎を新たに発見したこと。知らない人と自由

に話せたこと。 

 

参加者の意見から読み取れるものについてまとめると、まず一つ目は、「知らない人との

交流」「初めて会った人と会話ができた」などの項目の中でみられる非日常的な会話の成立

である。ガイドや他の参加者の中には、知らない人や初めて会った人が多くいるわけであ

るが、彼らとまち歩きの途中で会話したこと自体がまち歩きの楽しさとして挙げられてい
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る。それは家族や友達、同僚等、日常的な人間関係の中で行う会話とは内容や形態が異な

るはずである。ここでは「非日常的な会話」として示し、どのような会話がなされるのか

については、次の事例を通じて詳細に論じていく15。 

二つ目は、「初めての体験」「地域のことに対する学び」「知らなかったことに触れること

ができた」などの項目の意見の中で読み取れる、長崎に対する発見や気づきの経験である。

今回のまち歩きのテーマであった「長崎港」や「世界遺産」など、訪れる場所やガイドの

解説の内容そのものに関する意見は見当たらなかった。具体的なガイドの説明内容よりも

 

15 初めて会った人と会話をすることを楽しさとして捉えているのは、まち歩きの参加者のみで

はない。ガイドと参加者たちを迎える人々も同様なのである。以下の事例では、長崎さるくに

協力する店の店主が、長崎さるくに参加することで、人と安心しておしゃべりができることを

楽しみにしていることを示している。 

 

韓国の釜山交通放送から、地域再生をテーマにした特集のための長崎さるくについての取

材依頼があった。筆者は簡単なインタビューの後、まちの案内を行った。案内の途中、「長

崎は今日も異国だった」コースで立ち寄る果物屋を案内した。そこは100円でカットフル

ーツを提供しており、特に熱い夏には果物を食べながら休憩をとることができ、参加者か

らも好評の場所であった。そこで釜山交通放送ディレクターは、果物屋の店主（70代女性）

に予定されていなかったインタビューを実施した。「長崎さるくの効果は何だったのか」

について質問であった。 

彼はまず「ここを開発してほしいとは思ってないですか？」「売り上げは上がりましたか？」

と質問した。店主は、開発については考えたことがないと言い、お金のためにやっている

わけではないけれど、少々の売り上げにはなる。完全に無料でやったり、大きな赤字が出

るまでの金額ではやっていないと答えた。そして長崎さるくに関わることで「人と安心し

ておしゃべりできる」ことを良い点として語った。どんな人なのか、変な人ではないかと

いう心配なしで、さるくから来たお客さんだからということで安心できるという。そして、

お客さんもさるくガイドさんが連れて行ってもらうことで安心できると。店主が語ったさ

るくの良いところを、韓国からのプロデューサーは共感できたかどうかは疑問だった。（2

017年11月30日、「韓国からの番組ディレクターと果物屋店主のインタビュー」調査日誌の

中から） 
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新しいことについて知ったという風に大まかな説明がされている。ただし、ここでいう「知

らなかったことを知った」という意味は、ずっと疑問に思っていたことについて回答を得

たという意味とはニュアンスが異なる。そもそも知らないことすら知らなかったことに触

れることができ、知らなかったことに気づいたという意味として読み取れる。このような

知らないことすら知らなかったことに触れることができ、新たに知ることができた経験を

ここでは「気づきの経験」として論じる。 

最後に「人と共感できた」「皆でゴールまで来られた」の項目の中から読み取れる「仲間

意識」の生成である。他の参加者たちと同じ景色を見ながら感動し、会話の中でお互いの

共通点を見つけながら、参加者たちが支え合いながらゴールまで歩くなど、まち歩きの全

過程において他の参加者たちに対する仲間意識のようなものが生まれていたことがわかる。 

参加者たちは、どういったところでまち歩きの楽しさを感じているのかについて、参加

者たちの言葉を用いながら説明をした。まとめると、一定時間知らない人々と歩くことで、

普段の生活の中とは違う非日常的な会話を行う。その過程で、知らないことすら知らなか

ったことについて気づくことができ、その過程を一緒に踏んできた参加者の間に仲間意識

が生まれていくのである。以下では、具体的な事例からみていきたい。 

 

3.2 まち歩きにおける会話の様相 

 上述したように長崎さるくにおいては、多様な会話の実践が行われている。本項では、

まち歩きの途中でガイドと参加者、参加者同士がどのような関係性を持ちながらまち歩き

の時間を過ごしているのか、そしてどのような会話が交わされているのかに注目しながら、

まち歩きの様相を描き出す。 

 まず以下では、長崎の風の黒田さんと平山さんが実施している「茂木さるく」の事例に

ついて述べる。この事例を通じて、まち歩きの道のりが理解でき、参加者たちはどのよう

な場面でコミュニケーションをとっているのかが見えてくる。茂木（もぎ）は長崎市内か

らバスで20分ほど離れた小さな漁村であり、顕著な観光資源を有するまちとは言い難い。

トレッキングコースのような歩く専用の道が整備されているわけでもなく、茂木まで歩い

ていくことはほとんどない。なぜ茂木なのかということも不明確ではあるが、長崎市内か

ら山を越えて、その途中で出会う風景を楽しみ、参加者同士で何もない話をしながら、3時

間ほど歩いて行き、帰りはバスを使い20分で帰ってくるコースである。 
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【事例３－３－３】長崎の今に向き合うガイドの解説と参加者同士の会話 

ガイドは黒田さんと平山さん、参加者は20名。 

9:30 正覚寺。長崎から茂木まで行く道は三つあって、江戸時代の道、明治の道、今

の道があると。今日は江戸の道を歩く。明治の道はなぜできたかというと、居留地に

住んでいた外国人が行く避暑地が茂木であったため、人力車で行ける道が必要だった

からだと。今の道は車とバスが通る道。正覚寺は、路面電車の終点で「しょうかくじ」

で知られているが、正確には「しょうがくじ」であると言う。長崎では2番目に古い。

イチョウの木がきれいな黄色になっていた。 

9:45 江戸道の始まり。5年前この茂木さるくを始めた時は、ここは階段だったらしい。

しかし長崎市の車道事業によって階段がなくなって、その時の趣きもなくなったと。

長崎には車が通れない坂道がたくさんある。そして長崎の人口も減っている。とくに

若者の数が減っている。進学や就職で福岡や東京に行っている。そういった長崎の世

間話もしながら歩く。 

10:00 急な斜面道と横に並んでいるお墓。一定の傾斜を超えると亀の甲のような形

に道路を舗装しなければいけない。人ではなくて車が滑らないための装置だという。

確かに傾斜が終わると、亀の甲も終わる。そして階段がなくなると、ごみの収集もで

きるようになる。そうするとカラスが集まる。網の穴が多いものは古いものでカラス

のくちばしが入る。長崎のまちでは学校が山の上にある。まちの生活と隔離されて学

生たちは学校生活を送る。そうすると、卒業をしてまちに来る時に戸惑ってしまう。

このように長崎のまちと人の生活について、黒田さん自身の考えを語り、みんなが話

会い、討論する時間ができていた。 

10:05 無縁塔。茂木から魚を持って築町やまちで魚を売りにくるおばちゃんたちが

歩いたみちであると。それがつい20-30年前の話であると。携帯のカメラを持ってい

る参加者たち4-5人が写真を撮る。 

10:15 「韓国の方ですか？」と30-40代の女性に韓国語で声をかけられた。「あ、そう

です」と言ったら、私が韓国語でメモを取っていたから声かけてみましたという。 

10:30 黒田さんはここの下が街中であると言いながら、長崎くんちの話をする。また

韓国に興味のある人（60代女性）に声かけられる。冬ソナタが好きで、韓国の旅行に

も行ったし、冬ソナの最後のシーンの撮影場所も行ったことがあるという。必ず韓国

の話は出てくるが、周りの人がよく私が韓国人であることを知っていて、自分たちの
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経験を話してくる。そして、1時間一緒に歩いたら、なんとなく雰囲気がよくなって、

最初の気まずかったことがなくなり、一緒に歩くことを自然と感じ、声かけたり、か

けられたりするのがおかしくないようになる。 

10:55 山を越え、茂木もまちに入っていく。その途中江戸、明治、今の道が全部見え

る場所にきた。話を聞いていないような人もいるように見えるが、じつは聞いていて、

黒田さんが終わったら、隣の人に一言加えている。また韓国について聞かれる。「韓国

で試験が延期されたでしょう？」と。「そうですね。」「あんたもそう受けたわけ？」「そ

うですね。10年くらい前ですね」と（写真３－３－１）。 

11:05 スタートから、靴の底が取れた人がいて、それを袋でなんとか結んできたわけ

だが、それを取って、下の高さが合わないまま歩きはじめた。隣の人が「ずっと履い

てなかったでしょう？はかないと必ず劣化するんですよ」と。歩きながら、距離が縮

んだり、遠くなったり、隣の人と離れたり、違う人が隣に来たり、自分の位置が常に

変わっていくなかで人と話をする。適度な距離を維持しながら。 

11:15 道端で民家の庭が見え、びわの花が見えてきた。「びわの花だね」と60-70代の

女性たちは植物の名前を言ってくれる。竹が続く場所で、「竹って韓国語で何っていう

のか知ってますか？」と韓国語がお上手な方に話かけた。「あ知らないです」「デナム

ですよ。あれでごはんたいたり、歯磨き粉もありますよね」「ああ、知ってる」と。 

黒田さんはまちなかだけでなくて、ここの大水害の被害があったことを言いながら、

橋の表札を見せる。水害の翌年に新設されたと書いてあった。「あら～」とみんな反応

する。顔は見たことがあるなと思った参加者（50代女性）に、さるくはよく参加する

のかと聞くと、「土日は休みだから、さるくに来て強制的に歩かないと！楽しいですね

～」という。また一人の参加者（50代女性）が「セリ」と言うと、その近くにいた他

の参加者（60代女性）が「セリ、美味しいですよね」と言いながら反応をする。道端

にある植物から会話が生まれている。そして突然ある参加者（60代女性）は「本当に

若い人見るとうらやましい！」と私を見て話す。私は何も答えずに笑顔をした。 

11:30 無人売店。１kgくらいのミカンが100円で売っていた。「地元にお金を落とそ

う！」と黒田さんは言いながら、ミカンを買う。私も買って、次々と5-6名くらいの参

加者がミカンを買って自分たちのかばんに入れる。道端にミカンの農家のようにみえ

る場所があって、ミカンの実がなっている木が次々とあった。ザボンの木も見えた。

実が特に小さいミカンの木を指しながら、ある参加者は「あれはお正月の鏡餅の上に
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乗せるミカン」であると語った。長崎では小さなかわいいミカンを鏡餅の上に乗せる

みたい。私が質問をしたわけでないけれど、なるほどと思った。もっと歩くと、昔お

相撲さんがいた場所のお墓を見せる。「黒田さんはどうやってこういうのを知ってる

んだろう」と不思議に思いつつ、こういうのが郷土史っていうものなのかと考える。 

11:44 左側の向こうに海が見えてきた。「東北の津波を思い出すね。あれと一緒でし

ょ」とある参加者が言う。「地形は確かに似ているけど、あの人にはそう見えるんだな」

と心の中で思った。自分は考えてもいなかったことをその参加者は考えながら歩いて

いた。20人がぞろぞろ歩いているのを、周りの住民は、何やってるんだろうみたいな

顔で見ている。 

11:50 裳着（もぎ）神社に到着。階段の上まで登るとまちと海の全景が広がる。「こ

んな場所に神社を立てるなんて昔の人はすごいな」と思う。他の参加者たちは風景を

眺めたり、水を飲んだり、お参りをしたりする。 

12:11 まちに入って、茂木の路地を歩き、民家を見て、商店街もみる。お寺の前にお

ろんというパン屋があることを紹介してくれる。その前にバス停があることも。そろ

そろ疲れてお腹がすいてきた。商店街の中に銭湯があって、夏場は暑いからさるく終

わったら入って帰ると話をする。みんなが笑う。Sマートがある場所に昔茂木ホテルが

あったと。最後お店ランチ。 

20名が全員座るといっぱいになる小さな食堂で、ちらし寿司を食べた。次のさるくも

紹介してもらって、ここで解散をしますと言い、みんなは拍手。「終わったときにみん

なが拍手をするとその日のガイドが成功したってことだよ」と先日に黒田さんが話し

たことを思い出し、思わず拍手をしてしまう、私と参加者をみて、今日よかったなと、

黒田さんも喜んでると思って嬉しかった。食事が終わってお店を出たら、なぜかみん

ながパン屋に。私も寄って、「コーヒー飲む？」といつも参加されるおばちゃんが聞い

てくれる。「パン買うとサービスしてくれるって」と。茂木まで3時間をかけて歩いた

が、帰りはバスで街まで20分で着いた。バスにはばらばらに乗って、各自下車。（2017

年11月25日、「茂木さるく」調査日誌の中から） 
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【写真３－３－１】茂木町に向かって山道を歩くガイドと参加者たち 

 

ガイドの黒田さんは、スポットごとにそれについての解説をするよりも、これまでの生

活や、まち歩きのガイドをしながら見てきた長崎の過去と現在について語っていた。例え

ば、階段があった道が、車が通りやすいように（生活が楽になるように）斜面に変わって

いることや昔はこの道を歩いて茂木から魚を売る商人が行き来したという話など、普通の

人々の生活に目を向けている。そこで参加者たちは、ガイドの話に共感したり、自分の考

えを他の参加者にさりげなく話したりする。 

つまり参加者たちは、常に「話し合う態勢」になっている。この茂木さるくでは、20名

のうち常連で顔を知っている参加者は3－4人くらいと比較的少なかった。これまで多くの

学さるくに参加してきたにも関わらず、初めて会う人がほとんどであった。そこで、参加

者たちは周りの他の参加者に対してアンテナを張っており、会話を始める態勢に入ってい

た。筆者が韓国語でメモを取っていることをみたり、日本人とは違う見た目や仕草に興味

を持ったりしていた。そこで歩く途中合間を見ながら、声をかけてくる。もちろん、茂木

さるくのテーマは、韓国とは全く関係がなかったのだが、参加者たちは韓国人の筆者に会

って、自分の韓国での経験を話し、筆者は韓国語を披露する。そういったまち歩きのテー

マとは関係のない会話の生成が、ノイズのように捉えられることはなく、新鮮な経験とし

て思い出になっていく。このように会話の自由自在に始めたり終えたりすることができる

のは、歩くことで参加者同士が物理的な距離を状況に合わせて自由に調整できるためでも

ある（反対の例として、電車さるくでは参加者の席が固定されていたため、会話が生まれ

にくかったことがあった）。 
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また同じ海を見て、ガイドや参加者たちが思う感想はそれぞれ異なる。筆者は漁村の静

けさを感じたが、ある参加者は東北の津波を思い出していたことから、同じ景色を見なが

ら、それぞれ思うことや感動することが異なることについて気づく。一方で、ガイドや参

加者同士が似たような思い出を話し合う場面もある。以下の事例では、同世代の長崎住民

で構成された学さるくにおいて、ガイドは参加者からの共感を期待しながら、共通する話

題を出し、そこから参加者同士の会話が生まれている様子を描いている。 

 

【事例３－３－４】過去を回想する会話 

ガイドは黒田さん、参加者は８名。全員女性（60-70代）。 

今回のさるくは「わ・ボヌール」というイタリアンレストランでのランチも含まれて

いる。丸山公園で集まって周辺をぐるっと回ってから最後に浜のまちの浜屋デパート

へ行った。エレベーターに乗って屋上まで行った。屋上には遊園地になっていた。夏

休みだけど誰もいない。黒田さんは「ここ初めての人？」と参加者に聞く。すると、

手を挙げた人が私だけだった。私が「え、みんな来たことあるんですか？」と言うと、

あっちこっちから「そうよ～。昔みんなきてたのよ。」「子どもが小さかった頃にね。

懐かしいね。」「ここでうどんと焼きそば売ってたね。」と参加者たちが話す。その経験

を知らない私以外の皆は子供が小さかった頃にここに来た話で盛り上がっていた。

（2018年8月2日、「わ・ボヌール食さるく」調査日誌の中から） 

 

長崎市内に唯一残っている浜町の老舗のデパートの屋上に上り、寂れた遊園地施設を見

ながら、ガイドと参加者の間でも昔を回想する会話が生じた。この事例のみではなく、ガ

イドと参加者が主に60代後半から80代までの年齢層の人々で構成されている長崎さるく

において、「昔はこうだった」というガイドの語りを頻繁に聞くことができる。ガイドと参

加者は同世代で、地域住民として類似した生活経験を持っていることから、昔を回想する

会話が生まれやすい。また健康管理や年金など老後生活に関係する情報交換など、現在の

生活において共通した関心事もツアーのなかで語れる。ガイドが企画する学さるくは、住

民同士がこれまで生活してきたまちの歴史について語り合う場であり、個々人の歴史につ

いて回想する場にもなっているのである。 

他方で、筆者は皆が盛り上がっているその会話に共感することはできなかった。住民同

士が過去の集団的な記憶について語り合う際に、筆者のようなよそ者や観光客はその話題
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に共感することが難しい。しかし、筆者にこういった住民たちの過去について伝えたかっ

たガイドや参加者たちの意図もあったと思い、筆者が会話で排除されたとはいえない。 

今回のまち歩きでは筆者以外の参加者全員が60-70代の女性で長崎市民であることから、

ガイドはあえて彼女たちが共感しそうな話題を語ることで、参加者間の話を盛り上げてい

たと推測される。すなわちガイドは、状況に応じて訪れる場所や解説する内容を変えてい

く。そして、子育てをしながら頑張って生活していた時代について語ることは、完全に閉

じられた会話ではなく、筆者にとっても気づきや感動を与えてくれる。 

 

3.3 ガイドと参加者間の役割の揺らぎと偶然性 

 これまでの記述を通じて、長崎さるくにおいてまち歩きの楽しみ方といったものを住民

の参加者たちが共有しながら、継続している様子がうかがえる。もちろん住民の参加者と

言っても、参加する頻度や関心のあるコース・ガイドはさまざまである。長く参加してい

る人は、長崎さるく博’06から10数年にもなるが、数年参加を継続した参加者同士であって

も「○○さんのさるくで一緒に歩いた人」であり、名前や肩書きについてはお互い聞くこ

とも話し合うこともなかなかない。「顔は知っているが、名前は知らない」関係性で数年を

継続している。ゆるい関係性を保っているガイドと参加者たちは、まち歩きに参加すると

同時に、「会話する態勢」をとるわけであるが、お互い知らない関係であるにも関わらず、

会話が生まれやすい理由の一つは、ツアー参加者の中にすでにガイドが複数いるからであ

る。以下では、２つの学さるくの現場を取り上げる。【事例３－３－５】の①では実際にさ

るくガイドとして活動している人々が他のガイドのまち歩きにも参加している様子、そし

て事例②ではガイドではない参加者がガイドのように振る舞うことについて記述していく。 

 

【事例３－３－５】ガイドが複数いるまち歩き 

①ガイドは黒田さん。参加者は50人でそのうち男性は5人。ほとんどが常連の参加者。

さるくガイドさんも混ざっている。後ろの方で歩いていたら、帽子をかぶった参加者

（60代女性・さるくガイド）が隣の参加者（60代女性）と話していた。そして私に向

かって「この人もさるくガイドさんだよ。だから、さるくの中にはガイドさんがたく

さんいるから、後ろで説明を聞きながら行く。」と話す。彼女が紹介したガイドさんは、
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さるくガイド歴11年で、夜景ナビゲーター16もやっているという。退職をして、体調

崩した時にさるくガイドというのを知って、やってみたという。現在ホテルの洗い場

でお仕事をしているという。さるくが終わった後ビールを飲むのが楽しいと言う。ガ

イドはずっと前で歩いており、我々はそういう話をしながら、後ろからついて歩いた。 

道路沿いを歩く時に、さるくで数回会ったことのある常連の参加者（70代男性）が私

に声をかけてきた。「あのビルあるでしょ。あそこが、僕が結婚式を挙げた場所です。」

と、いきなり私に自分の結婚式場の跡を教えてくれる参加者。現在は結婚式場は残っ

ておらず、他の店になっていた。「そうなんですね」と私は話を聞いた。（2018年3月

17日、「大塚製薬シニアさるく」調査日誌の中から） 

②ガイドは黒田さん、参加者は37名、そのうち男性は3名。黒田さんは「今日は大人の

修学旅行です。みなさんここによく来られますか？」と言いながら、挨拶を始める。

参加者の間では「10年ぶり」「いやー」「新しくなる前にきた」という声から聞こえる。

そして「今日はさるくガイドさんがたくさんいらっしゃいます。なんかしゃべり出し

てきたらさるくガイドさんだと思っていいです」という。今日は長崎の風のメンバー

が何人か見える。そして3年間一緒に関わってきた大塚製薬の担当者が福岡に転勤す

るらしく、今日最後の挨拶をした。「黒田さんと一緒にみなさんを喜ばせようと考えな

がら、自分も成長させていただきました」と挨拶をし、参加者の皆は拍手をした。5-

6歳くらいの息子さんも連れてきて、おばあちゃんたちに大人気。 

黒田さんは「まず、黙礼をしてから始めようと思います！お願いします！」と黒田さ

んが言い、「向かい側の山が約400mで、8月9日に落ちた原爆はあの山より高い上空

500mで炸裂しました」とイメージさせながら説明した。そのあとは原爆資料館に入っ

て、自由に見学し、その後民俗博物館でも自由に見学をした。原爆資料館を見学した

後他の参加者たちは民俗博物館に移動していたが、遅れていた参加者がいて、一緒に

移動しようと思い、待っていた。遅れていたのは、二人の男性（70代1名と80代1名）

だった。私と三人で民俗博物館に向かいながら、二人の参加者は私に自分の体験を語

 
16 長崎市は夜景観光活性化プロジェクトの一貫として2011年から「長崎夜景観光バス」

の運行を開始したが、夜景ナビゲーターは、夜景案内をするボランティアバスガイドであ

る。2012年には長崎の夜景が、モナコ、香港とともに世界新三大夜景として指定され

た。 
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りだした。「昔懐かしい、昔見た写真がたくさんあってね。」と、昔のことを考えなが

ら時間が経つことも忘れたみたいだった。「当時姉が三菱工場に働きに行ってね、その

前の三日は危ないから行かなかったけど、何もなかったから、9日に行ったわけさ。俺

は母と姉を探しに行って、これが姉だって、母が言って、でも当時はみんな自分たち

の骨だっていうわけさ」と、被爆当時の記憶を話してくれた。原爆を経験した当事者

がこんなにも近くにいると思いながら、今戦争や原爆のことは忘れられているように

思ったけど、実は長崎にはまだ経験者が大勢いるんだと改めて実感した。（2017年11

月11日、「大塚製薬シニアさるく」調査日誌の中から） 

 

この２つの事例において、長崎さるくで活動している複数のガイドたちが、黒田さんの

さるくに参加者として参加していた。そして常連の参加者たちは彼ら・彼女らがガイドで

あることを知っている。とくに40-50名程の大勢の参加者が参加しているシニアさるくに

おいては、さるくガイドの参加者としての参加は、ガイドの解説を補完する役割にもなり、

ガイドの黒田さんが全体的な運営をし、他のさるくガイドたちはサポーターのような役割

を果たしていく。例えば、後ろの方から歩きながら、ガイドの話に加えて情報を伝えたり、

後ろから車や歩行者が来ると、注意を促す。一方でそういった役割を、常連の参加者たち

も行っているのが見える。常連の参加者たちは、自分の経験、過去の思い出をさりげなく

他の参加者に語る。そこで聞き手は、必要ない情報やノイズとして捉えるのではなく、「こ

ういう人がいるんだ」「こういうことを考えているんだ」という風に会話を受け入れる。そ

ういった他の参加者からの会話の試みと受け入れを通じて成立するのが、第3章３節1項で

述べた「非日常的な会話」である。 

このような参加者たちの会話の実践は、ガイドの役割を補完し、参加者同士の会話を促

進させていく。ガイドが果たすべき一部の役割を、参加者たちが担っているのである。そ

のため、参加者の発言にガイドや他の参加者が共感したり、感動することはまち歩きにお

いて頻繁に生じる。すなわち、ガイドが企画したコースの内容や構成、ガイド個人の人柄

に加えて、参加者が他の参加者と会話をする態勢に入っているのがどうかということが、

まち歩きにおいては重要であり、どのような参加者が参加するのかによって、その時の雰

囲気や盛り上がり方が変わるのである。 

こうした参加者の役割の重要性について認識し、フィールドワークの時に実験を行った

ことがある。以下の事例では、個々の参加者の性格によって、まち歩きの現場の雰囲気は
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変わるのではないかという問題意識から、筆者が意図的に行った観察結果である。いわば

「ノリが良い」参加者の働きを中心に、ガイドと参加者、参加者同士、参加者とまちの人

の関係性を描いている。 

 

【事例３－３－６】ノリノリの参加者の重要性 

フィールドワークをしながら、長崎さるくとは直接関係はないが、「グリーンバード」

というゴミ拾いのボランティアをやっている20代から40代の人々と付き合う機会が

あった。仕事をしながら、ボランティア活動や地域イベントに参加している活発的な

人々であり、そこで私は仲良くなったゆきね（30代女性・長崎出身）とてらちゃん（20

代女性・関東出身）をさるくに誘うことにした。なぜならば、二人は新しい人間関係

を作ることにとても興味があり、明るい性格でおしゃべりだからである。年配の人々

との楽しくコミュニケーションできると思い、まち歩きを盛り上げてくれるのではな

いかと考えたからであった。きっと黒田さんとも仲良くなれると思った。 

黒田さんと平山さんがガイドをする「鍋冠山夜景さるく」に参加。参加者10名。集合

場所に向かう途中、斜面エレベーターの前の広場に20代後半に見える男性がベンチに

座っていたが、1匹の猫が男性の膝の上で良い顔しながら寝て、もう一匹は彼のカバン

の上に座っていた。私は「持ち主ですか？」って聞き、その男性は「いいえ」と答え

る。そこでみんなが爆笑し、「何てなれなれしいねこなんだ！」「絶対めすだわ！」と

ゆきねとてらちゃんと私は、さるくを出発する前からハイテンションになっていた。 

17:00 レストハウスで集合、出発。10人の参加者と黒田さん、平山さんガイド二人、

12人がグラバー園まで行くエレベーターに乗った。ぎゅうぎゅうになって、エレベー

ターが混雑していますという案内に、黒田さんは「上から見てますよ」と言い、てら

ちゃんは「セクハラ防止だわ」という。 

17:10 グラバー園の入り口。冬イルミネーションで夜間運営をしている。下から入る

こともいいけど、エレベーターに乗って、下に降りていく方が、いい景色が見えると。

「なるほど」「確かに！」と黒田さんの話（大した話ではないかもしれないけれど）に

参加者たちがあいづちをした。 

そして、鍋冠山に向かう。今日は太陽がとても赤くてきれいに見えた。ゆきねがめっ

ちゃいい！もう満足！十分十分！！」と大きく反応した。すると、黒田さんは嬉しそ

うで驚いたそうで笑顔で「今日は太陽がいいですよ！満足しましたか。じゃあお客さ
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んは帰りましょうか」と笑いながら言う。ゆきねとてらちゃんがいつものように、と

ても明るくて、景色がきれいな時はきれいだと大きくはしゃいでいる。 

17:35 鍋冠山展望台に到着。「今日はついとるよ！」と黒田さんが言う。今日は天気

がとても晴れて、太陽がきれいに見えた。また長崎港には乗客船が入り、もっと景色

が美しくかった。てらちゃんが「あれは何だろう？結婚式場？」と、遠くから見える

建物が何かを見たり、グラバー園を遠くで眺めたりする。すると、黒田さんは楽しそ

うにてらちゃんのところに行って説明をする。 

18:00 止まっていたクルーズ船が長崎港を出る。あの大きな船がどうやって出るの

だろうと話していると、船は横に移動しておしりからぐるっと回りはじめる。誰か「ふ

とーまわれー」（長崎くんちの用語でもっと大きく回れという意味）というと、みんな

で「ふとーまわれー」と叫んだ。みんな笑いながら、黒田さんはまたお腹の底から「ふ

とーまわれー」と叫ぶ。「いい声だ」とゆきねは笑いながら言う。みんなで「ふとーま

われー」（写真３－３－２）。 

その数分後に、急に芸能人の国分太一が現れた。撮影のため、ガイドと撮影チーム10

人くらいと一緒だった。「お、芸能人だ」とみんなびっくりしたが、撮影中だったから

か、誰も騒がずにおとなしくしている。そして、撮影はすぐに終わり、周りは暗くな

り、クルーズ船も女神大橋を通って大きな海に出ていく。鍋冠山展望台から降りてい

く途中、ゆきねは「でもさ、一番いい場所でさ、ご協力お願いしますって一言言って

もいいのにね！テレビ局だから許されると思ったら大間違いよ！！！」と大声で言う。

すると、私の前にいた参加者（40代女性）が「そうそう！」とゆきねの方を向いて頷

きながら反応する。黒田さんは「お客様ここからは冷静になって降りましょう！」と

笑いながら言い、暗い階段にスマートフォンの灯を照らしながら、歩いて降りて行っ

た。「国分ですって言ったらいいのにね。写真も撮らないでって言うしね。夜景の写真

撮ってるんだよ！あなた撮ってねえよ！」と、夜景を鑑賞している間に、国分太一が

撮影に来て、いい場所を取られてしまったことに不満をぶち当てている。不満を言い

合うことで会話が盛り上がっている。 

グラバー園の入り口まで降りてきた。「あ、楽しかった。良かった」「国分は車で来た

からな」「そうよそうよ！歩いて行かないとね！その苦労を味わってないのさ」と参加

者の間で、国分太一の話が続いている。 

グラバー園からエレベーターまで繋がっている橋からの夜景もまたきれいだった。て
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らちゃんは「関東の友達も本当に連れて行きたい！こんな場所はないよ！」と長崎の

夜景を絶賛。斜面エレベーターに乗る前に、黒田さんが「みんなで乗ってきたから、

乗れるかな」というと、平山さんが「いやいや、思い出がいっぱいで重い！」と言い、

参加者たちが揃って「おーーー」と二人の漫才に反応する。 

  帰りに私とゆきね、てらちゃん三人で晩御飯を食べながら、さるくの感想を言い合っ

た。ゆきねは「いや、面白かった。見る目線が違うじゃん。一人だったら、ふーん、

あるねって、すーっと通るよね。」と何度も通っていた場所を新たな目線でみることが

できたことを話した。てらちゃんは「みんなでぎゃーぎゃ言ってさ～。」、「黒田さんの

人柄もあるよね。あんなに大人数だとさ、がちがちになるときもあるじゃん。なんか

ゆったりしたね。」と知らない人々であったにも関わらず、楽な気持ちで一緒に過ごせ

たことを楽しく話した。私は内心知り合いを連れていくことで、我々だけ盛り上がっ

てしまったらどうしようと心配もしていたが、二人がとても反応が良くて、周りの人

びととよく溶け込んでくれて、むしろいい雰囲気になったと思った。（2018年1月20日、

「ゆきねとてらちゃんをさるくに誘う」調査日誌の中から） 

 

  

【写真３－３－２】鍋冠山展望台から見えた夜景 

 

ガイドや参加者たちは笑いを取ることや喜ばせる、感動させるために努力し、聞き手の

反応に敏感である。そしてそれが通じたと実感した瞬間に喜びを感じている。ガイドや参

加者同士の対話が成立し、「受け入れ合う」 ことができれば、まち歩きは参加してよかっ

たという感想に繋がる。 
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ガイドが笑いを取ろうと冗談を言う時にも積極的に反応し、嬉しさや楽しさ、感動など

のポジティブな感情を積極的に表現する参加者の存在は、まち歩きの場を和ませていく。

ガイドは参加者に対して様々な対話の実践を試み、参加者は積極的に受け入れ、その都度

の感情を表現する。そういった一連の言葉のやりとりを通じた感情交流の詳細がこれらの

事例を通じて見られた。まち歩きにおいて、ガイドが参加者に対し、一方的に情報を伝え

る行動だけでは、参加者たちは満足しない。参加者に「聞く」ことだけでなく、自らが「話

す」姿勢と雰囲気を形成し、参加者が発言する合間を設けるのが重要なのである。 

歩くことは偶然的な出会いを容易にし、人々の会話の生成も容易にさせるだけでなく、

そういった偶発的な要素が旅の思い出になる。もちろんガイドは偶然を装い、今回のツア

ーは特別だとかラッキーだとかを言いながら、参加者たちの気分を高揚させることもある。

夜景さるくの事例において、ガイドはクルーズ船が見られたことで今回は運が良かったと

参加者たちを喜ばせるが、学さるくを企画する段階でクルーズ船の入港日や天気を調べて

おく。しかし、事例でツアー途中芸能人に会うシーンがあったように、ガイドが下調べを

しておいても、その日の参加者数や特徴、天気、まちの状況等様々な要因によって左右さ

れ、ガイドの予想通りなることは難しい。そういったことをガイドや参加者が認識したう

えで、偶然の出来事はガイドと参加者両方にとって、旅行の価値を高める要素として捉え

られるのである。 

 

3.4 さるくの後のランチ 

上述したように長崎さるくにおいては、ガイドと参加者間、参加者同士のさまざまな対

話の生成が生じていた。一方で、参加者たちは名前や肩書きについては話さず、数年間長

崎さるくに参加してきた常連の参加者たちも「○○を一緒に歩いた人」「○○さんのさるく

で会った人」としてお互いを認識している。数年間一緒にまち歩きに参加しながらもゆる

い関係性を保ちつつ、長崎さるくを通じて定期的に交流をし、最後は美味しいランチを食

べながら締めくくる。以下の事例では、学さるくの後に参加者同士がランチをすることを

取り上げ、学さるくのコースに含まれていないにもかかわらず、食事の満足が学さるくの

満足へつながっている様子を描いている。 

 

【事例３－３－７】さるくに参加してよかった理由  

ガイドは黒田さんと平山さん、参加者は12名で全員女性。 
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本来の予定は、みぎわほーむ17から市民会館に行くことになっていたけど、1月に雪で

中止になった春徳寺に行くことにコース変更になった。さるくが終わってからいつも

のように黒田さんと平山さんとお昼を食べに行った。お昼を食べながら今日参加した

参加者や次の計画について話し合ったりする。「町田さん？今日『参加してよかった～

生きとってよかったね～』ってずっと言ってましたよ。さくらじゃないけど」と平山

さんが常連の参加者がとても喜んでいたことについて話した。すると黒田さんは、「あ

の人はね、何年もずっと来てるよ。65歳に退職して、それまでずっと結婚もしないで

働いて。もうあれこれやりたくて時間が足りませんって言ってたもん。」と私に彼女に

ついて説明をしてくれた。 

その話を聞きながら、以前黒田さんが言っていたように、一人じゃなくてチームでさ

るくガイドをやることのいいところは、終わってから参加者について、今日のツアー

についてお話ができることであるとふと思った。さるくにどんな人が来て、どんな話

をしたのか、お互い話し合うことができる。それで参加者についても理解していくこ

とができる。しかし一人でやると、終わってからも話す同僚がいない。そう思いなが

ら、いつもの500円定食の魚屋さんに入った。今日参加した3人（70代女性）がすでに

入っていた。入る時に目が合って、軽く挨拶をした。 

黒田さんは「あの3人はいつも終わったらここでランチ。さるくが終わったらみんなご

はんも食べて、この辺の商店街で買い物もして帰る。さるくでまちにお金が落ちるの

さ。終わったら（そのメンバーのどなたかは）お母さんの介護。」と私に静かに説明を

してくれた。食事が出て、食べていると、先に食事が終わった参加者の3人が私たちの

テーブルの方にきて、飴をくれた。私にだけお菓子もくれた。「今日本当に良かった。

参加して。春徳寺も行ったことなかったし、ここ（500円魚定食屋）も初めて（他の参

加者に）連れててもらって！お得だった！」と一人の参加者が黒田さんに感謝を言い

ながらお店を出て行った。私は参加者の挨拶を聞いて、「え、ここに来たのが楽しかっ

た理由の半分ですね。」と言い、黒田さんは次のように答えた。「それでいいさ。それ

 
17 正式な名称は、社会福祉法人白之会地域密着型特別養護老人ホーム「みぎわほーむ」であ

る。2017年度から黒田さん、大塚製薬と協力して学さるくを行っている。みぎわほーむのス

タッフが最初の準備運動のインストラクターに努め、歩くことが不便な人でも参加できるよ

うに、ゆっくり歩くことを試みている。 



145 

 

であの人は今日一日『楽しかった～』っていい気分で過ごせるだろ？さるくってそれ

でいいさ。人の満足って不思議だよね。人はね、だいたい高いところにいくと満足す

る。高いところに上っていい景色を見ると気分がよくなるんだよな。韓国でもさ、観

光客行ったらかならず南山に行くでしょ？『ここが一番きれいに景色が見れます～』

とみんな満足するでしょ。韓国人でも日本人でも、人って基本的に同じところがある

んだよね」。（2018年4月19日、「みぎわほーむさるく」調査日誌の中から） 

 

みぎわほーむに参加した参加者は、参加してよかった理由について、春徳寺に行ったこ

とと、500円の魚屋定食に行けたことを挙げていた。春徳寺はガイドや他の参加者たちと一

緒に訪れた場所であるが、500円定食の魚屋は今回のみぎわほーむさるくと実は関係はな

い。まち歩きの途中に訪れたり、その店を紹介したりする等、コースのネタとしてガイド

が仕込んだわけではない。他の二人のさるくの参加者に連れていってもらい、初めてその

お店のことを知ったわけである。要するに、彼女にとっては参加者たちとランチを食べる

こともさるくの一部として捉えているのであり、食事の場でのおしゃべりの延長が充実感

を高めたのである。2時間まちを歩きながら、ガイドや他の参加者とおしゃべりをし、新し

い話を聞き、体を動かし、最後は美味しいランチを食べて、買い物をして帰る。それらす

べての過程が、参加者たちにとっては「さるくに参加すること」なのである。 

 

4 小括 

本章では、長崎の歴史や文化に馴染みのある地域住民が、なぜ同じ地域の住民ガイドが

案内するまち歩き観光に参加するか、またさるくガイドと住民参加者間の「案内する／案

内してもらう」関係は、なぜ、どのように成立しているのかという問題意識から、住民同

士がガイドと参加者両方の立場でまち歩き観光の場を形成しているあり方を検討した。そ

して彼らは地域内で楽しめる「非日常的な体験」かつ「非日常的な会話」を目的に参加し

ていることを明らかにした。 

第１節では、長崎さるくにおいて「観光客向け」「平和学習向け」「住民向け」と参加者

の属性と目的が異なる３つのタイプのまち歩きが実施されていることを述べた。ガイドと

参加者、参加者間の会話の形式という観点から、平和学習向けの場合、ガイドと参加者の

関係性は「教える／教えてもらう」という関係性が設定されており、ガイドと参加者は質

疑応答をするようなコミュニケーションを行っていることがわかった。それに対し、住民
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向けのまち歩きツアーの場合、ガイドと参加者、参加者同士の関係性は比較的フラットで

あり、まち歩きの途中で生じる偶然の出会いを題材に、さまざまな会話が生まれていた。 

第２節では、まち歩き観光における参加者側の実践に焦点を当て、彼らの言葉や行動を

分析した。まず、参加者は物理的にアクセスできる場所に住んでいながらも、訪れること

のなかった地域内のある場所を、学さるくを通じて訪れることができ、そこから観光にお

いて重要とされる「非日常的な経験」を得ていた。すなわち、日常的あるいは非日常的場

所は、物理的な要因のみで決まるのではなく、社会的・心理的要因により大きく影響を受

けることを示唆した。また、参加者たちはガイドから一方的なサポートを受けるのではな

く、ガイドに協力的でありつつ、主体的にまち歩きの楽しさを身につけ、実践していた。

そこで、まち歩きの楽しさを身につけるというのは、「会話する態勢を整える」ことであっ

た。 

第３節では、まち歩き観光の楽しさの源泉とは何かに焦点を当て、参加者間に対し「何

もない話をする」といった、さるくガイドのコミュニケーションの実践が重要であること

を述べた。そのため、さるくガイドはその都度の状況を敏感に観察し、参加者とコミュニ

ケーションをとるタイミングをつかむことが必要であった。また、歩くことは偶然の出会

いを容易にし、人々の会話の生成も容易にさせるだけでなく、そういった偶発的な要素が

旅の思い出になっていた。そこですでに偶然の出会いの重要性を認識しているガイドは【事

例３－３－６】の夜景さるくの事例で述べているように、学さるくを企画する段階でクル

ーズ船の入港日や天気を調べておく等をしながら、偶然を装い、参加者たちの気分を高揚

させる努力もしていた。 

まち歩きの途中で見られる参加者同士のやり取りを取り上げ、まち歩きのテーマと関係

のない会話をかけてくる人に恥をかかせたり否定したりすること、またそういった会話を

ノイズのように扱うことは、暗黙的なルール違反とされる。そのため、ガイドの解説以外

にも様々なところで同時多発的に会話が生じ、容認される。このような会話のルールがう

まく維持される理由の一つは、ツアーの中に複数のさるくガイドが存在するためである。

表面的には一人のガイドと複数の参加者で構成されているが、コミュニケーションの実態

を見ると状況に応じてホスト－ゲストを往復する場合が生じている。とくに実際にさるく

ガイドとして活動している人、長年関わってきた常連の参加者は、ゲストとして参加した

場合でも、状況によってはホストとして振る舞うことがあり、一人の参加者の中で二つの

役割が混在しているのである。そこでゲストは、ホストの会話の実践に対して友好的な反
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応を示し、最大の役割はまち歩きを楽しむことである。  

以上をまとめると、まち歩き観光においては、ホスト－ゲストの関係性を構築する上で、

地域の「内・外」という区別は有効ではなく、地域住民がホストまたはゲストの役割を選

択し、それに合った行動をとっている。すなわち、ホスト－ゲストの役割が、人々のアイ

デンティティとして固定されたものではなく、状況に応じて選択されているのである。そ

して彼らがホスト－ゲストとして役割を振る舞いながら、協力し合い、連帯した結果、身

近な場所であるまちで、自ら非日常的な経験を生み出しているといえる。 
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第４章 住民主体観光の裏面 

本章の目的は、望ましい経済的目標を達成するために、最初の趣旨とは離れたかたちで、

観光産業における話題性に合致させたものにまち歩き観光が再編成されていった過程及び

そこで生じた利害関係者間の葛藤について明らかにすることである。 

ヴァレン・L・スミスによると、観光客を受け入れるホスト社会は、「(a)自分たちの経済

的・文化的統一性を保全するために観光を意図的にコントロールし、制限も加えるか、ま

たは(b)望ましい経済的目標として観光を奨励し、観光を取り入れるために自らの文化を再

構成するかどうかを決めなければならない」（Smith 1989=2018: 18-19）。長崎さるくの場

合、最初は観光客の専用の商品として転落していたまちを住民のものに取り戻すという理

念を掲げており、地域の文化の保存と活用を伴う観光を目指していたことで、一見（a）の

戦略をとっていたようにみえる。しかし本章の見解は、観光客数や観光消費額の増加とい

った経済的目標を達成するために、地域住民に観光のホストとして関わることを奨励し、

その都度の話題性に合わせてまち歩き観光の内容を再編成した事例でもあったということ

である。本章では、2006 年の長崎さるく博’06 の開催から、2018 年に実質的な中止に至る

までの経緯及びまち歩き観光の内容や目的の変容について検討しながら、そこでみられる

観光事業を企画する行政と現場で実践する住民間の意識のずれについて論じる。 

 

1 行政による住民への参加の呼びかけ 

本節では、長崎さるく博’06 が行われた際に、主催側が住民を巻き込もうとした行動に

一部の住民は違和感を持っていた状況について述べる。 

 

1.1 強制されるおもてなし 

長崎さるくに関わった住民は、まち歩き観光の楽しさや活動に対する愛着も持っている

と当時に、さまざまな矛盾や違和感も抱いている。第 1 章で述べている「住民主体」や「市

民総動員ガイド」という言葉に代表されるような、観光振興を進めている行政によるそう

いった考え方や社会的な雰囲気について違和感を抱き、疲労感を感じる住民もいた。 

長崎さるく博’06 では市内で 42 本のまち歩きコースが作られており、本来観光客を相手

にした店ではないが、比較的歴史が長く、内装や商品が特徴的な店はまち歩きコースで立

ち寄る場所として、行政や市民プロデューサーに参加への協力要請を受けていた。そこで
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可能な限りという条件で、さるくガイドと参加者が来た際に、店の紹介や試食、お土産の

提供を依頼されていた。協力店舗に対して金銭的な報酬はなく、長崎市が実施する公的な

観光振興事業として受け入れられていた。 

住民主体という言葉が打ち出された長崎さるく博’06 において、多くの店の自発的な協

力が必要であった。元市民プロデューサーたちもガイドの解説のみではなく、まち歩きツ

アーの途中、店を紹介できたことが参加者から良い反応を得る要因であったと証言してい

た。先行研究においても、さるくガイドが生活者の目線で案内し、また商店の中まで案内

して店主の話を直接聞いたり、試食や買い物を楽しむことができるまち歩き観光を高い評

判している。 

しかし、長崎さるく博’06 に協力したことで楽しい思い出を得られた人々もいるが、継

続的に関わることができず、まち歩き観光のホスト役を務めることに疲労感を感じた人々

もいる。以下で紹介する事例は、長崎さるく博’06 の際に立ち寄る店として協力した後、参

加を辞めた商店街のある店主の証言であり、参加者たちに対するおもてなしが当たり前の

ように捉えられたことや、行政による地域観光イベントへの協力の呼びかけに違和感を持

った経緯が把握できる。 

 

【事例４－１－１】 店主のおもてなしが当然あるサービスとして認知される 

通りが増えたけど、売り上げはごめんけど、変わりません。うちあたりは。さるくが

きなけんが、まさかまさか売り上げが倍になったよ、そんげんことはなかですよ。た

だ、ここがどういうお店なのかを分かっていただければいいかなと思って、見るだけ

でもいいから。最初はそんな感じできなったけん。寄らせてもらっていいですかって

きなったけんで、半年間ですって言ったけんが、あ、半年だったらよかねって感じで

すよ。半年だからっていうことで、頑張ってから、紹介しようっていう気持ちが、変

な方向で行ってしまったのね。自分の思いと。お客さんは「あら、残念」って、「この

間は（お土産が）出たんですけどね」ってガイドさんがそれを言っちゃいかんのよ。

だって、出るのか出らんのか、来てみないと分からん。今日は何もできませんでした。

あるときは作りましたから、どうぞとやったこともあるし。そんげんとか、ほら、あ

そこが何かあるのが当たり前っていうのはやっぱ困る。私、あくまでも自分ができる

範囲でさせてもらいますっていう感じだったから。（…）あくまでも自然体でさりげな

くそれがほら、結局心から出るんじゃないですか。なんかしなければならない、これ
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がおもてなしですよというようなことじゃなくて、自分なりのおもてなしの仕方って

あるとよ。そこなのさね。自然体で、飾らない自分たちをみてほしいよねって。いう

ことですよね。やっぱりコンベンションが付いて教えて回ってって、それはもう学校

の延長線だよね。今はもうね専門的になりすぎて。いいんですよ。いいんですけど、

私はやっぱり違う感じで捉えている。そうけんが、気軽く立ち寄らせてくださいと、

その時の自分の感じと今とはちょっと違うって感じ。やっぱり長すぎたかなって感じ

がしますね。あんまり観光に力入れすぎるとね。ランタンフェスティバルって、来年

の 2 月なのね。これがね（A0、A3 サイズのランタンフェスティバルのポスター2 枚）、

何日か前に送ってきたのよ。こんげんとのさ、わかるよこれ。来年の 2 月よ。こんげ

んことがね、せんばいかんとやろかねって。ちょっと私思ったの。だってこれくらい

の大きさはいいとよ。でもほら、半年の前から送ってくる。今貼ってもいいけど、な

んかちがうよねって気がするんですよ。（2015 年 9 月 18 日、商店街のある店主との

インタビューの中から） 

 

上記の事例で述べているように、店主は参加の度合いは自由で容認されたとしても、観

光客が主な顧客層ではないため、さるくの参加者を受け入れることは、さらに仕事上の負

担にもなっていた。また一連の出来事を通じて、本人の自然なおもてなしの提供が不可能

になると判断したため、長崎さるく博’06 に対する協力を辞めることになった。 

住民の暮らしを見せるコンセプトのまち歩き観光において、コースに組み込まれた場所

はどういった性質を持っているのだろうか。第 1 章第 1 節で述べている「さるく見聞館」

（表１－１－３）からも把握できるように、まち歩きコース内に立ち寄る店は、長崎市民

が普段の日常生活で利用する場所というよりは、「長崎らしさ」を感じさせる場所が選ばれ

た。例えば、長崎の伝統工芸品を扱う店、和菓子屋等、長崎のお土産品として有名であり

つつ、一定程度の歴史を持った老舗であり、路面電車をイメージした電車マニアのコレク

ションが集まったレストランのように長崎にしかない独自性のある店等が選ばれていた。

「長崎らしさ」を感じさせながらも、観光客専用（修学旅行生や団体客が立ち寄るお土産

屋など）とも言えず、地域住民が毎日利用するような場所でもない、その中間地点にある

店が対象になっていたのである。それらの店は長崎さるく博’06 以前から住民と観光客両

方に対し商売を行ってきた場合が多い。 

一方で、中通り商店街は、長崎市内の繁華街である浜町アーケード（浜んまち商店街と
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も言う）から出たところに位置し、長崎市内では最も古い商店街として知られている。観

光名所である眼鏡橋とは徒歩 5 分以内で近いが、中通りを利用する顧客は観光客よりも、

昔ながらの常連の住民の利用が多く、観光客の滞在時間は比較的短い。むしろドン・キホ

ーテやドラッグストア、大手土産屋が入店している浜町アーケード商店街の方が、地域の

若い層や観光客の利用が多い。元市民プロデューサーにインタビューを行った際には、最

も「長崎さるくらしい」コースとして、中通り商店街を歩く「眼鏡橋から中通りへ」（長崎

さるく博’06 の時には「中通り界隈」）が挙げられたことがある。マスツーリズムとは区別

されるという意味で、観光客が大勢訪れる浜町アーケードではなく、中通り商店街でのま

ち歩きが、長崎さるくらしいと評価したと考えられる。 

しかし、観光客を主要な顧客としない店舗の場合に、まち歩き観光のホストとして参加

するということは、本来の仕事以外の部分での努力を要求されるようになる。日本全体で

観光振興が注目されている現在、国や自治体など観光促進の施策に関わる公的機関は、地

域住民に対し、観光客へのおもてなしを提供するように推奨している（堀野 2014: 148）。

行政は長崎さるく博’06 を成功させるため、地域住民に対し長崎さるく博’06 への協力を呼

びかけ、長崎のために観光客へおもてなしを提供することを求めていた。長崎さるく博’06

に協力した店主は、こういった社会的な雰囲気の中で観光事業の重要性は認識しつつも、

観光客との交流を楽しみにしながら行った自分の善意が、きちんと伝えきれない状況に失

望感を感じていたのである。 

 

1.2 行政主導による一過性のイベントという認識 

長崎さるく博’06 の成功に向けた行政の取り組みに違和感を持ったのは、商店街などの

協力店のみではなかった。既存に活動をしていたボランティア観光ガイドたちは、まち歩

き参加者の誘致がかなり強引であったことや、これからのガイド活動とは異なって、イベ

ントの主催側がガイドの数を重視しガイド養成をきちんと行わないことを批判的に捉えて

いた。それは、そもそも長崎さるく博’06 は行政が仕掛けた一過性のイベントであり、自分

たちがこれまで行ってきたボランティアガイド活動とは異なるものだと捉えたためであっ

た。長崎市が大きな予算を付けながら実施したまち歩きイベントに対し、これまでボラン

ティアとして行ってきたガイド活動とは本質的に異なるものであると判断していたのであ

る。以下の事例では、長崎さるく博’06 が行われた当時の印象について、さるくガイドが話

した内容である。長崎さるく博’06 におけるガイド養成やイベント実施過程についてどの
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ように認識していたのかを示している。 

 

【事例４－１－２】長崎さるく博’06のお祭りごとには参加していない 

Gさん 昔は、グラバー園と出島と、中の茶屋だけ、ガイドが常駐して、お客さんが来

たら、道案内をしたのね。だから、（自分は）「道案内人ですよ」と言う人もいたもん

ね。ガイドをわーと募集して、2時間のコースを、マニュアルを渡して、それだけ案内

すればいいというのに私はちょっと、うん？と思って。500円でお土産とかたくさん

つけて。ソフトクリームとか。私はガイド歴は長いんだけど、さるくのお祭りには参

加してないから。後になって、ボランティアガイドもみんなさるくガイドになるよと

なったから。 

Hさん まあ、補助金があって、500円（の参加費）以上のお土産を提供して。今とは

違う方式だったというか。 

Iさん テレビ付けたら、もうさるくさるく、市長もさるく参加しましょう！ 

Jさん さるく博の後から、何かボランティア精神というのが、変わっていた気はする

ね。いつの間にか。「僕は9時前はできない」「朝早くはできない」とか、終わる時間を

ピシッとするとかね。その後（ガイド謝礼金の）1000円は安いとか。それは自分がで

きないわけで、それを全体のことにしてはいけないんだけどね。最初からそういうの

を厳密にした方がよかったな。 

Iさん そういうガイドいっぱいいたよ。修学旅行とかオーダーさるくでも、渋滞でバ

スが30分とか、遅れたりするじゃん。すると、13時から15時までだから、途中で帰っ

たりとかね。2時間のコースを短くして、1時間にするとかね。1時間で、グラバー園の

コースだと、どうしようもならんたい。 

Jさん やはり「お客さんいてガイドあり」なんですよ。ガイドがいるからお客さんが

いるんじゃなくて。（2018年5月19日、「長崎さるく博’06についてのさるくガイドたち

との会話」調査日誌の中から） 

 

長崎さるく博’06が企画され実行された時期に、既存のボランティアガイドたちは、さる

くガイドの養成に違和感を覚え、行政側と葛藤があったのは茶谷の著書にも記されている。

行政側は、ガイドになることへの敷居を低くするためガイド研修の期間を短くしたと記し

ている。 
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しかし、そういった行政側の対応に対し、既存のボランティアガイドたちは数だけを増

やしてガイド任せにしたという印象を持っていた。またガイドの案内以外にも、お土産や

その他特典を提供しながら参加者を誘致したことにも、多少批判的な印象を持っていた。

そういったことから、長崎さるく博’06は一過性のイベントに留まるだろうという声もあっ

たようである。 

そして長崎さるく博’06 が開催されるにあたり、市の予算がかなり使われていたことは

ほとんど触れられていないが、2004 年から本イベントが実施された 2006 年まで、長崎市

は宣伝広報費として 352,922,000 円を支出している。長崎さるく博’06 の広告宣伝のため、

公式ガイドブックを九州内のローソン、九州内の主要な普通郵便局、リンガーハット全店

舗に設置したことや、首都圏、名古屋、大阪、九州全域を対象にテレビ CM を行ったこと

等、長崎市が膨大な予算を投入して、大々的に宣伝をかけてきたこと等はあまり知られて

いない（長崎さるく博’06 推進委員会 2007）。 

長崎さるく博’06 の開催と今に至るまで取り上げられる集客効果や住民参加は、長崎市

の大々的な経済的・人的投資が行われており、イベントの成功のため多くの住民の参加を

呼び掛けたことが大きな影響を与えていた。その過程が純粋に住民の主体的な参加であっ

たとは言い切れず、地域で観光イベントを成功させるという雰囲気が住民たちにも影響を

与えていたと考えられる。そして 2006 年 10 月に長崎さるく博’06 が終了した後、それと

同じような長崎市の経済的・人的投資は継続できず、長崎さるくは 2006 年の長崎さるく

博’06 とは異なる形に変容していく。 

 

2 参加者減少に対する行政の対策 

本節では、長崎さるく博’06 以降のイベント参加者の推移について説明し、長崎さるく

が「観光商品として観光客専用のものに捉えられてきたまちを住民のものに取り戻す」と

いう最初の理念とは離れたかたちで、その時の観光市場の話題性に合わせたツアーに変容

していったことについて論じる。 

 

2.1 長崎さるくの参加者数の推移 

長崎さるく博’06 がまち歩き観光の成功事例として挙げられ、多くの自治体や観光業界

から注目された理由は、述べ 1 千万人という「集客効果」が立証されたからであった。「ま

ち歩きで人々が集まるのか」という主催者たちの挑戦において、2006 年に町中を歩いてい
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る人々の姿は、その可能性を示したのである。しかし、まち歩きをする人々でまちが賑わ

うことは、2006 年以降なかなか再現できなかった。 

長崎さるく博’06 の成果を基に、2007 年から日常的に行われる観光事業として「長崎さ

るく」が継続することに決まった。そこで、運営主体は長崎市から長崎国際観光コンベン

ション協会へ委任されたが、それに対しまち歩きコースの内容やガイド研修の方法など、

まち歩き自体の更新はほとんどなされなかった。 

長崎国際観光コンベンション協会による統計【表４－２－１】によると、長崎さるく博’

06 が修了した翌年の 2007 年における通さるくと学さるくを合わせた参加者数は 21,920

人であり、前年度の 52,389 人から半分以下に減少した。長崎さるく博’06 の参加者のうち

約 70％が長崎県民であったことから、212 日間イベントが開催されたこともあり、2006 年

の段階で長崎県民が十分に参加をしたため、住民の参加が大幅に減ったと推測される。一

方で、長崎さるく博’06 の余波で、一部の住民や旅行会社を利用した長崎県外からの観光

客の参加も多少あったことで 2007 年と 2008 年は参加者 2 万人台が維持されたと考えら

れる。 

そして、2009 年の「通さるく」は前年度と比べて 18,615 人から 33,262 人へと大幅に増

加し、通さるく・学さるくの参加者数が 36,802 人となった。その翌年の 2010 年にはさら

に増加して 41,056 人と、2006 年の長崎さるく博’06 までは至らないが、参加者数の急激

な回復が見られる。 

長崎さるくの参加者数は 2006 年 52,398 人をピークに減少し、2010 年に再び 41,056 人

と増加した。その後の参加者数は 2 万人前後を維持しているが、2016 年に 13,663 人、2017

年には 9,582 人と減少した。それに対し、【表４－２－２】で示しているように、長崎市全

体の観光客数の推移をみると、2006 年に約 570 万人から毎年増加し、2017 年からは初め

て観光客数 700 万人を突破した。すなわち、長崎市全体の観光客数は増加し続けており好

景気であるにも関わらず、その影響が長崎さるくには反映されていないことが分かる。 
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【表４－２－１】通さるく・長崎さるくにおける年度別参加者数（長崎国際観光コンベン

ション協会 2018） 

年度 通さるく 学さるく 合計 

2004 2,474 136 2,610 

2005 4,141 817 4,958 

2006 48,973 3,425 52,398 

2007 20,322 1,598 21,920 

2008 18,615 4,005 22,620 

2009 33,262 3,540 36,802 

2010 37,282 3,774 41,056 

2011 15,985 5,635 21,620 

2012 18,562 5,977 24,539 

2013 15,117 6,665 21,782 

2014 11,933 7,405 19,338 

2015 15,182 9,182 24,364 

2016 8,185 5,478 13,663 

2017 6,419 3,163 9,582 

 

【図４－２－１】通さるく・長崎さるくにおける年度別参加者数の推移（長崎国際観光コ

ンベンション協会 2018） 
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【表４－２－２】長崎市における年度別観光客数（長崎市 2019） 

長崎市観光客数 

年度 人数 年度 人数 

2004 4,934,700 2012 5,952,300 

2005 5,393,500 2013 6,078,000 

2006 5,699,300 2014 6,306,800 

2007 5,640,900 2015 6,693,800 

2008 5,559,500 2016 6,723,500 

2009 5,585,600 2017 7,077,700 

2010 6,108,300 2018 7,055,400 

2011 5,944,700   

 

【図４－２－２】長崎市における年度別観光客数（長崎市 2019） 
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月 30 日）」と「長崎さるく英雄編（2010 年 1 月～12 月 26 日）」とキャンペーン期間を設

定し「龍馬さるく」を全面的に打ち出した。長崎市民のみではなく、修学旅行や団体客を

意識した旅行会社向け PR も行われた。 

また、長崎さるく博’06 を機に整備した龍馬コース（コース名「龍馬が見上げた長崎の

空」）に、さらに新しく作り上げた施設を活用し、坂本龍馬ゆかりのコースを複数作り上げ

た（表４－２－３）。第 3 章 1 節 2 項で紹介している亀山社中記念館前のブーツ像を含め、

関連の観光モニュメントは龍馬伝を機に作られるのだが、旧長崎街道から旧外国人居留地

までの一本の道を「長崎龍馬の道」と命名し、交差点ごとに案内番号をつけた。商店街に

「長崎まちなか龍馬館」を設置し、石碑しかなかった岩崎弥太郎の「土佐商会」跡や上野

彦馬の「上野撮影局」跡に新たにモニュメントを設置した。そのように新たなモニュメン

トを作ったり、既存にあった施設を整備しながら、長崎さるくコースに坂本龍馬ゆかりの

コースを追加し、街中の観光施設の整備に取り組んだ。 

 

【表４－２－３】2009 年度から 2010 年度まで行われた「龍馬さるく」の例（長崎観光国

際コンベンション協会 2009、2010） 

2009 年 幕末編 通さるくコース名及び内容 

長崎幕末・維新の道を往く: 幕末

の志士と長崎奉行所 

勝海舟や坂本龍馬, 西園寺公望ゆかりの地, 紀州藩との船

舶事故「いろは丸事件」の談判が行われた聖福寺, 長崎奉行

所の跡などをめぐる 

日本回天の舞台・長崎をたずね

て : 龍馬, 象二郎, 弥太郎が駆

け抜けたまち 

薩摩藩蔵屋敷跡や, 坂本龍馬, 岩崎弥太郎らが通った日本

三大花街・丸山, 龍馬と後藤象二郎の会談で日本回天の舞

台となった清風亭跡など, 幕末の志士たちが駆け抜けたま

ちなかをめぐる 

日本近代化の鼓動は長崎から: 

勝海舟と海軍伝習所, そして海

援隊 

海軍伝習所や医学伝習所の跡地や, 活版印刷術の創始者・

本木昌浩の居宅跡, 坂本龍馬やお龍, 近藤長次郎らが訪れ, 

土佐海援隊の地といわれる小曽根家宅跡などをめぐる 

龍馬が見上げた長崎の空: 風頭

から亀山社中跡, そして寺町へ 

風頭山から上野彦馬の墓, 坂本龍馬之像, 亀山社中跡など

をめぐる 
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 長崎さるく博’06 以降、再び盛況したのは、NHK 大河ドラマ「龍馬伝」を活用した戦略

が受け入れられたことを意味する。当時活動したガイドたちの証言によると、「亀山社中記

念館」などの観光施設は、さるくの参加者や一般観光客の増加により、1 時間以上待たな

いといけない状況が頻発したり、全国からの龍馬通が多く参加したため、さるくガイドと

のあいだで歴史的事実をめぐる口論になることも多かったと言う。さらに、龍馬伝の主人

公である福山雅治さんが長崎出身であったため、彼のファンも多く訪れ、さるくガイドた

ちは龍馬ゆかりの歴史だけでなく、幼年期の福山さんについての情報やエピソードも収集

していたと言われる。 

 実際に長崎市への観光客の総数は、2004 年以降初めて 600 万人台となったのだが、次

2010 年 英雄編 通さるくコース名及び内容 

幕末トップ会談 AND 龍馬 VS 長

崎奉行の行方: 長崎まちなか龍

馬館から長崎奉行所立山役所跡 

長崎まちなか龍馬館（入場料 300 円込み）と長崎奉行所・

龍馬伝館をめぐる 

龍馬が見上げた長崎の空: 風頭

から亀山社中跡, そして寺町へ 

既存コースに 2009 年会館した亀山社中記念館の入場が含

まれたコース 

龍馬と弥太郎が幕末舞台で待っ

とるばい: 土佐商会跡から華の

丸山界隈 

薩摩藩蔵屋敷跡や, 龍馬と後藤象二郎の会談で日本回天の

舞台となった清風亭跡などをめぐる 

“海外へ志アル者, 此隊二入ル”

海援隊の心得を知る: 龍馬・お

龍, 近藤長次郎, ゆかりの地を

訪ねて 

海援隊発祥の地から, 近代活版印刷術の創始者・本木昌浩

の居宅跡, 土佐海援隊の本拠地・小曽根邸跡などをめぐる 

ある晴れた日に, 龍馬が夢見た

長崎居留地: 南山手界隈とグラ

バー園 

龍馬も散歩したであろう往時を想像しながら, 旧外国人居

留地の南山手とグラバー園（入場料 600 円込み）をめぐる 

勝麟と風雲児. 出会いは, まさ

に維新伝心！: 本蓮寺から長崎

奉行所立山役所跡 

紀州藩との船舶事故「いろは丸事件」の談判が行われた聖

福寺, 長崎奉行所の跡などをめぐる（長崎歴史文化博物館

「常設展」の観覧料 500 円込み） 
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第に増加し、2010 年には 610 万人を超えた。このように長崎市への入込み客数が増加し

ている状況において、さるくガイドの存在は重要であった。なぜならば、坂本龍馬という

歴史的人物、またドラマ上の人物に対する興味を持って長崎に訪れた観光客は、要するに

「ドラマに誘発」されて長崎に訪れたわけである。その人物（坂本龍馬であり、福山雅治

であれ）についてより知りたいというモチベーションから訪れたわけである。そこで、豊

富な歴史的知識と長年のガイド経験を持ったさるくガイドたちは、観光客の要求を満足さ

せる能力が十分備えられており、観光客による需要の多かった良いタイミングで、これま

でのノウハウを発揮できたのだろうと考えられる。 

 さらに、2009-2010 年にはまだスマートフォンが現在のように普及していなかったため、

地理情報を含めた観光情報を今のようにすぐ手に入れることはできなかった。「亀山社中

の跡」や「坂本龍馬之像」などの関連施設は山の奥に位置しているため、長崎の地理に慣

れていない観光客にとっては、かなり探しにくい場所でもあり、そこで「道案内人」とも

なるさるくガイドは非常に役立つ存在であったはずである。さらに、歴史という見えない

ものをさるくガイドの解説によって、想像させることも、この龍馬さるくの魅力として人

気を博した要因であった。 

ところが、「龍馬伝ブーム」による参加者数の増加は持続せず、ドラマが終了した後から

は参加者数は再び減少し続けていった。参加者数が停滞しているなかで、今度は龍馬さる

くが脚光を浴びた翌年の 2011 年からは、長崎さるくが 5 周年を迎え、長崎国際観光コン

ベンション協会は長崎さるくのリニューアルを行った。例えば、グルメをテーマとした「食

さるく」を新設し、グラバー園や大浦天主堂をめぐる「長崎居留地プレミアムさるく: 国

宝大浦天主堂とグラバー園をめぐる」コース（入場料込みで大人 1000 円）が土曜･日曜･

祝日に運行されはじめた。  

一律 500 円の参加費で運営されてきた「通さるく」から、食事代や入場料などが含まれ

たやや高い値段のコースを全面的に打ち出した。そのなかで、「明治日本の産業革命遺産九

州山口と関連地域」（2015 年登録）、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」（2018 年

登録）の世界遺産の登録が期待されるようになり、2008 年からそれと関連する学さるくが

徐々に実施されてはいたが、2015 年からは世界遺産を巡るコースを打ち出した。例えば、

「長崎『明治日本の産業革命遺産』」コースはグラバー園入場料（大人 610 円）込みで 1,000

円、「長崎居留地プレミアムさるく: 国宝大浦天主堂とグラバー園をめぐる」は大浦天主堂

拝観料（大人 600 円）・グラバー園入場料（大人 610 円）込みで 1,000 円、「南山手夕暮れ
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浪漫散歩: 長崎の夕景とグラバー園」（夏限定）はグラバー園入場料（大人 610 円）込みで

800 円、「長崎は今日も異国だった」は大浦天主堂拝観料（大人 600 円）込みで 500 円、こ

のように施設入場料が含まれた形で参加費が設定された。しかし、その世界遺産さるくは、

「グラバー園」や「大浦天主堂」の入場料込で参加費は上がったものの、コースの内容は

従来のものと変わりがなく、むしろ 2 時間以内に二つの施設に入場しなければならないた

め、ガイドが解説する時間が大幅に減った。さらに世界遺産に対する教科書的な説明が重

心となった。なぜなら、長崎さるく博’06 の際には、そういった観光施設には入場せず、そ

の周辺を歩きながら、ガイドの経験談が多く語られた。しかし、施設に実際に入ることに

なったら、施設に関する説明を抜きにすることはできない（表４－２－４）。その結果、長

崎市に訪れる観光客の総数は増え続け、毎年最高記録を更新していく状況にも関わらず、

長崎さるくの参加者数は回復しなかった。教科書的な解説が中心となるとすれば、住民の

主観的な話を聞く時間は減り、まち歩き観光に参加するメリットも減ってしまうからであ

る。 

 

【表４－２－４】2015 年度「世界遺産さるく」の例（長崎観光国際コンベンション協会 

2015） 

通さるくコース名及び行程 

長崎は今日も異国だった: 港がみえ

る坂から大浦天主堂へ 

旧香港上海銀行長崎支店記念館 → 旧城田邸 → 

大浦市場 → グラバースカイロード → 南山手レ

ストハウス → 祈念坂 → 祈りの三角ゾーン → 

大浦天主堂（拝観） 

長崎「明治日本の産業革命遺産」 旧香港上海銀行長崎支店記念館 → 南山手町並み

保存センター（ビデオ視聴） → グラバー園（旧

リンガー住宅） → 旧グラバー住宅 → 長崎港絶

景の眺めと三菱重工業長崎造船所の産業革命遺産） 

長崎居留地プレミアムさるく: 国宝

大浦天主堂とグラバー園をめぐる 

旧香港上海銀行長崎支店記念館 → 大浦天主堂 → 

グラバー園（園内を案内） 

南山手夕暮れ浪漫散歩: 長崎の夕景

とグラバー園～（夏限定） 

旧香港上海銀行長崎支店記念館 → グラバー園

（園内を案内） 
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2.3 長崎さるくにおける経済的な自立の難しさ 

そういった問題について、長崎市の行政やさるくガイドは共に承知しており、問題を乗

り越えるための努力がなされていった。ただし、根本的に長崎さるくは行政による事業と

してなされており、長崎市の補助金がなくなれば、運営が非常に厳しいという課題を持っ

ていた。そのため、長崎市や長崎国際観光コンベンション協会は、長崎さるくが自律的に

運営されるようになるには、最初の 500 円よりは高く参加費を設定し、運営ができるほど

の収益性を獲得することを課題としていた。以下の事例では、行政が主導した長崎さるく

が持続するためには、収益性を生む仕組みが必要であるという行政側の見解が述べられて

いる。 

 

【事例４－２－１】長崎さるくが直面した持続性の問題 

筆者 さるくの課題として、お客さんが減っているっていうことを聞きましたけど、

数字を見たら、年 2 万人ほど参加しますよね。それって、かなり大人数だと思うんで

すけど、長崎の観光にどれくらいの影響力があるんですか？ 

的野さん 630 万人くらい、長崎市の観光客がいるので、その中で 2 万人とか、4 万

人とかの数字で考えると、そんなに多くはないのかなと思うんですけど、ただ長崎の

一つのツールとしては、非常に面白いツールだと思うので。だから、それを目的に来

る人は少ないけど、来たお客さんに対してそういうメニューがあるっていうことは、

非常にいいのかなって思ってますけどね。（…） 

筆者 今のところで、特に力を入れているところはありますか？ 

的野さん そうですね。今全体的にやろうとしているのは、もともとさるくが長崎市

役所が始めたやつなので、どうしても行政主体っていうことで、あんまりこう利益の

度外視というか、今ひとコース 500 円ですね。で、他のところのまち歩きもやっても

らうと、結構高いですね。2500 円とか、3000 円とか。大阪とか、京都とか。だから、

その辺も、今までは行政だから、ある程度利益度外視してやれてたんですけど、やっ

ぱり続けて今後さるくをやろうと思えば、ある程度その収益性とか、そのへんも考え

ていかないといけないし。あとは、なんていうんだろう。さるくの通さるく自体も今

定時出発でやってますよね。何月何日何時から出発しますよと。あの参加者が非常に

少ないんですね。だから、そこもちょっと見直しをして、コースもまたさらに魅力ア

ップをして、先言ったように料金もちょっとあげて、人気のあるコースに絞って。こ
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れ（長崎さるくの季節別案内パンフレット）みてますよね？たとえば、通さるくにし

ても、このようにいっぱいあるんじゃないですか。これって正直初めて長崎に来た人

にとっては、あまり多すぎても逆に分かりにくいかなと。一応来年は、ちょっとコー

スを絞り込んで、逆に通さるくは観光客向けですよっていうことでやっていこうかな

と思ってるんですね。それから、何回も長崎に来ている人とか、地元の人とかに関し

ては、こちら学さるくの方で。だから、今後はどっちかというとこっち（学さるく）

に力を入れていく。（2015 年 9 月 18 日、長崎国際観光コンベンション協会さるく推

進部の的野寛さんとのインタビューの中から） 

 

上記の事例では、長崎さるくは当初長崎市役所が始めた行政主体のイベントであったた

め、利益は度外視していた側面があると述べられている。そして心配されていることは、

財源は限られているなかで、いつまで長崎市が長崎さるくに予算を配分するのかというこ

とだった。そういった課題から長崎さるくを持続可能なものにするためには、市の補助金

がなくても運営できる程の利益が生まれるものに変える必要があると語っている。的野さ

んが述べている他地域の事例は、長崎さるく博’06 以降、コーディネートプロデューサー

であった茶谷が 2008 年に大阪で立ち上げた「大阪あそ歩」と、2010 年に京都で行われて

いる「まいまい京都」を指す。両方とも、参加費は 2500-3500 円程であり、民間が運営す

るかたちをとっている。 

2006 年に長崎さるく博’06 が開催されて以降、全国でまち歩き観光が展開されているの

だが、その仕組みや方法が異なり、各事業ごとに課題も異なる。そこで、長崎市の予算補

助がいつまで続くのかわからない状況で、長崎国際観光コンベンション協会は民間事業と

して運営されている「大阪あそ歩」や「まいまい京都」の仕組みに移行したいと考えてい

る。2017 年度の新規さるくガイド研修会においても、的野さんは研修会の中で、まいまい

京都の事例を取り上げながら、学さるくの企画を促し、ガイドの魅力アップを強調してい

た。 

そういった方向性の基で、長崎市・長崎国際観光コンベンション協会は様々な対策に取

り組んだ。第一に、参加費の値上げ、第二に、新たなガイド養成やコースの見直し、第三

に、通さるくの縮小と学さるくの促進、主にこの３つである。参加費の値上に関しては、

2007 年から「通さるく」より「学さるく」のコースを増やし充実させることを通じて実施

していた。学さるくは第 3 章で述べているように、ガイド自らコースを企画し、単発的に
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行うものである。そこでガイドは、食事を入れたり、バスや船に乗って移動する企画をし

たり、施設に入るなど自由にコースを構成することができ、また参加費もガイド自らが策

定することができる。そして参加費からなる収入のうち、参加料金の 10％（最低 100 円）

を手数料として長崎国際観光コンベンション協会に支払い、残りはガイドの収入になる。

通さるくの場合、参加者数に関係なくガイドの謝礼金が一律 1,000 円であるのに対し、学

さるくではガイドが参加者を多く集めれば、その分ガイドの収入も増えることができる。 

例えば、さるくガイドが参加費 1000 円の学さるくを実施したとしよう。参加者には 200

円相当のお土産付きの特典も提供する。加えて、コンベンション協会には参加費の 10％、

つまり一人 100 円の手数料を払うことになる18。結果的に、ガイドは一人当たり 700 円の

収入が残る。もし 30 名の参加者が集まったとすれば、一度学さるくを実施すると、ガイド

には 21,000 円の収入を得ることができる。長崎国際観光コンベンション協会にも、3,000

円の手数料からなる利益が入る。しかし、このようなシミュレーションでもわかるように、

学さるくが毎月数百件程実施されないと、自律的な運営を図ることはかなり難しい。 

また、学さるくを通じた収入の増加という戦略には、他にも限界があった。それは長崎

さるくへの参加者は比較的に限定されていることである。まいまい京都の場合、参加者は

京都のみならず、大阪や兵庫、関西圏全体から集まっており、年齢層も 40-50 代と比較的

若く購買力もあると推測される（まいまい京都の代表者以倉による講演会で伺った話に基

づく）。一方で、長崎さるくの学さるくの参加者層は長崎住民であり、60-80 代の高齢者で

構成されている。そういう事情から、学さるくを実践してきたさるくガイドたちは、むし

ろ参加費の値上げに批判的である。むしろ、値下げをして、長崎市民がもっと頻繁に、手

軽に参加するようにしなければならないという意見も多数あるのである。 

参加費をめぐる問題は、次の新たなガイド養成やコースの見直しという対策とも関連し

ている。長崎国際観光コンベンション協会は、コースの魅力アップという課題に対し、「ど

こに行くのか」ということから、「誰がガイドになるのか」に注目し始めていた。「どこに

行くのか」は、2009 年-2010 年の「龍馬さるく」の際には重要な問題だった。テレビでみ

 
18 2018年度からは学さるくの手数料が、参加料金の10％（最低100円）から、参加料金に関

わらず、参加者一人当たり300円へ値上げされた。それによって、住民に気軽に参加させるた

めに、500円の参加費で実施してきたさるくガイドたちが、事実上その分を負担することにな

った。 



164 

 

た坂本龍馬のゆかりの地に、実際に行き体験することが重要で、それを満足させるガイド

であれば、ガイドの役割は十分果たせたと思われる。しかし、ガイドの役割は次第に変化

していった。スマートフォンの普及により、簡単に情報が手に入る中で、ガイドはそれ以

上の情報を参加者に与え、ガイドがいなければ、経験できないようなものを提供しなけれ

ばならない。その時に、重要になるのは「ガイドの個性」を全面に出し、かけがえのない

ものを体験させることであろう。 

そのような認識のうえで、長崎国際観光コンベンション協会が一つ取り組んでいるのは、

5 年程前から女子大学生さるくガイドの養成を始めたことである。長崎純心大学の 1 年生

のフレッシュマンキャンプに、長崎さるくに参加することを取り入れたり、夏休み期間中

に新規さるくガイド研修会に参加することを夏の集中講義として行っている。そこで、さ

るくガイドになって年内に一年以上ガイドとして案内をすれば、学内の履修単位をもらえ

るシステムである。しかし、2017 年度の場合約 60 名の学生が研修に参加したが、授業が

終わってからも自主的にさるくガイドになって活動を継続する学生はほとんどいなかった。

そのほか、ゼミ生たちが長崎コンプラドールのメンバーにガイドスキルを教えてもらう授

業もあった。こういう事業が可能となったのは、大学側の授業運営の都合と女子大学生の

ガイドを養成することでより話題性を生み出したい長崎市の意図が合致した結果でもあっ

た。その意味で、学生への教育的な貢献は期待できると思うが、さるくガイドとして活躍

することはほとんど実現されていない。 

このような長崎国際観光コンベンション協会による対策は、順次に行われたのではなく

同時進行でなされた。特に参加費の値上げと通さるくの縮小は毎年徐々に行われた。長崎

さるく博’06 において運行された 31 の「通さるく」のコースが、翌年の 2007 年にもその

まま毎日決まった時間に運行される定時出発形式で運営された。長崎さるく博’06 におい

て、参加者数の多い順で 1 位から 5 位で人気を博していた「長崎は今日も異国だった」（旧

居留地周辺）「文人墨客も思案した？」（丸山町周辺）「ハイカラさんが往来しよらす」（眼

鏡橋周辺）「龍馬が見上げた長崎の空」（風頭の龍馬像周辺）「アンゼラスの鐘の丘を訪ねて」

（平和公園周辺）、この５つのコースは週 5 回編成され、その他のコースは週 1-３回程運

行された。各コースはコース名やルート、立ち寄る商店が若干修正される場合はあったが、

基本的には同じ内容で 2011 年まで 6 年間継続していった。 

しかし、参加者数が減少していくことに従って、ガイドの費用が問題視されるようにな

った。当日参加を可能にすることで、参加者が一人もいない時にも、ガイドには一律して
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1,000 円の謝礼金を支払わなければならなかったのである。ツアー参加費が 500 円である

ことからすると、最低 2 人以上参加者を集めなければ、赤字という計算になる。というの

も、長崎さるく博’06 の時には、観光客が参加しやすいように、基本的には毎日何らかのツ

アーが運行されており、予約においてもツアー出発当日まで受付し、飛び込み参加も可能

にしていた。時間の制限がある観光客が気軽に参加できるようにするためでもあり、実際

にその方法で、多くの参加者を集めることができたのである。しかし、参加者が少ない時

には話が違う。ツアーを担当するガイドは、前日まで参加者の予約が一人も入っていなく

ても、当日待ち合わせ場所（ガイドステーション）に出て、待機することになると、運営

する側としては赤字になる。 

様々な対策の中でも、通さるくの参加者数は増えず、参加者ゼロの日が大半であるとい

う状況が続いた19。長崎さるく博’06 から 5 年目を迎えた 2012 年からは、「長崎さるくの

リニューアル」として人気コースに絞った運行に変更されることになった。人気のないコ

ースは実質的に運行中止になったのである。長崎さるく博’06 の企画に努めた元市民プロ

デューサーの川良真理さんは、日本交通公社が主催した講座で、コースを減らしていった

当時の経験を以下のように語った。 

 

【事例４－２－２】通さるくの運行中止に失望したさるくガイドたち 

2 年ほど前、さるくのコースを見直そうという声が出ました。とても人気のコースも

あるけど、参加者が少ないコースもあるんですね。ガイドさんがせっかく待っていて

も、参加者ゼロというコースもあるんです。何か改善をということで見直しをするな

かで、「もう、このコースはいいかも」といくつかやめちゃったんですよ。そしたら、

そのコースしかライセンスを取っていないガイドさんがすごくがっかりしてテンショ

ンも落ちちゃって、これはまずかったなーと。少々手を入れてもいいから、残すのが

 
19 実際筆者がフィールドワークを行った過程においても、筆者一人しか参加者がいない状況

に多く遭遇した。長崎さるくを一般の観光客の立場からみるため、元市民プロデューサーに

前もって特別に依頼をするのではなく、一般の観光客と同様に長崎さるくのホームページか

ら自分の興味と日程に合ったコースを選び、予約を入れるようにしたのである。その時に、

何度も自分しか参加者がいなく、ガイドさんと二人で歩くことがほとんどだったことや、ガ

イドさんからもマンネリ感が伝わったことが、長崎さるくの現状を把握するきっかけとなっ

た。 
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大事なんですね。なぜかというと、そのコースを作るまでに本当にいろんな人が関わ

っているからです。例えば、お寺のご住職だったり、まちの自治会だったり、お店の

人だったり。そういう人達に頭を下げながら、ポイントを発掘していってコースを作

ったわけで、結果的にあまり人気が出なかったとしても、それは地域の大事な宝物な

んですね。それは今後の反省として、やり直しをしていかないといけない部分かなと

思って。皆さんも同じ間違いをしないよう、気をつけていただきたいなと思います（川

良 2013: 37）。 

 

「通さるく」における参加者が減少していくなかで、行政担当者や元市民プロデューサ

ーたちはコースのルートやガイドマップをリニューアルしたり、お土産や立ち寄る店を変

更する等の手を加えた。また 2012 年は「食さるく」を開設し、試食やお土産があることを

全面に打ち出した「お得な」さるくも行った。しかし、2006 年のような盛況を取り戻すこ

とはできず、そのなかでガイド研修を受け、勉強を重ねながらお客さんを案内することを

楽しみにしていたガイドたちの間でも、運営を仕切っている長崎市に対する不満が生まれ

始めた。こうしてガイドができない状況で、ガイドはガイド活動を辞めるか、登録はして

いるがガイドをすることに対する期待を失った人が増えていった。 

長崎さるくの 10 周年になった 2016 年には、観光客向けに通さるくの 9 つのコースが絞

られ、金・土・日・祝日のみの運行になり、参加費の値上げも大幅になされた20。これらの

コースは、旧居留地エリア、風頭エリア（幕末・龍馬ゆかりの地）、中島川エリア、平和公

園エリアと、長崎を代表する観光名所が集まっているエリアで行われるコースである。

2017 年度からは、「長崎『明治日本の産業革命遺産』」が中止となり、８つのコースが定時

出発運行された。そして、2018 年度からは通さるくの定時運行が全面廃止され、全コース

 

20 「長崎は今日も異国だった: 港がみえる坂から大浦天主堂へ」（1,800円）、「長崎居留地プレ

ミアムさるく: 国宝大浦天主堂とグラバー園をめぐる」（2,400円）、「長崎『明治日本の産業革

命遺産』」（1,500円）、「龍馬が見上げた長崎の空: 風頭から亀山社中跡へ」（2,000円）、「東山手

の“異国”散歩: オランダ坂と洋館めぐり」（1,500円）、「眼鏡橋から中通りへ: 長崎レトロのふれ

あい歩き」（1,800円）、「丸山ぶらぶら思案橋: 三味の音もとめて花街巡游」（1,300円）、「アンゼ

ラスの鐘の丘を訪ねて: 原爆落下中心地・平和公園から浦上天主堂」（1,000円）、「長崎のチャ

イナタウン: 唐人屋敷から新地へ」（1,200円） 



167 

 

完全オーダー制に変更となった。旅行会社やホームページを見た観光客から申し込みがあ

る場合のみ、彼らの要望に合わせてツアーを行うようになったのである。2006 年の長崎さ

るく博’06 から 12 年後、通さるくは実質廃止となったのである。すべて依頼者の申し込み

から運行するという仕組みは、長崎さるく博’06 以前から実施していた長崎市民ボランテ

ィア観光ガイドの方式（第 2 章 1 節）に再び近づいたともいえる。 

長崎市観光推進課や長崎国際観光コンベンション協会、元市民プロデューサーたちは、

長崎さるくの参加者が減少し続ける状況を乗り越えるため、様々な対策を実施した。長崎

市の予算をかけて大々的な宣伝を行った 2006 年とは状況が大きく変っていることを認識

し、長崎市からの補助金が中止になっても長崎さるくは継続可能なのかについて懸念して

いた。一方で、２つの世界遺産登録やインバウンド観光のブームに伴い、年間の観光客数

が増加し続け、2017 年には 700 万人を突破している。また軍艦島の人気や海外豪華クル

ーズ船の停泊数の増加、平和学習のための修学旅行客の誘致、新幹線開通に伴う長崎駅周

辺の変化と高級ホテルの建設など、長崎市の観光産業における需要が変動し、新規の政策

が進められているなかで、事業としての長崎さるくは後回しになっている事情もある。 

 

3 長崎さるくの新たな方針をめぐる行政とガイド間の葛藤 

2006 年の盛況を取り戻すための行政の対策は、効果的に作動せず、行政側とガイドの間

の葛藤はさらに深刻化していった。 

第 2 節で述べている内容に加えて、長崎さるく博’06 から 12 年目となる 2018 年度より、

長崎さるくにおける行政側の体制に大きな変化があった。「通さるく」の定時出発を廃止し、

完全オーダー制にすること以外にも、観光施設に常駐しながら来客の希望に応じて案内す

る「常駐ガイド」を、各施設が運営することになった。そして、さるくガイドから「長崎

平和ガイド」を分離した。それと同時に、長崎さるく業務を担当する部署の「国内誘致・

さるく推進部」において、修学旅行を担当する「長崎平和ガイドサポート事務局」が新設

された21。 

 
21 さるくガイドに、さるくガイドから平和ガイドを分離して運営することに対する説明と、

平和ガイドを並行するか、どちらだけをするかという意思を聞くアンケートが届いた。その

結果は、213名からの回答のうち、さるくガイドのみ活動を希望するガイドは135名、平和案

内人のみ活動を希望するガイドは17名、兼任者は61名であったと言う（2018年2月5日基準）。 
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これらの新しい方針は、通さるくや常駐ガイドに対するガイド業務を最低限に減らし、

需要の多い修学旅行業務により力を入れることである。こういった変化の背景には、参加

規模の違いがあろう。2017 年度の修学旅行生への案内実績は、416 校 35,510 人であった

のに対し、2017 年度の通さるくと学さるくを合わせた参加者数は 9,582 人で、修学旅行生

による参加者数の方が 3 倍以上を上回る。実際にこういった事情を踏まえ、『長崎市観光

振興計画 2020』でも、「修学旅行の誘致強化」が効果的な情報発信の具体的な施策として

挙げられている（長崎市 2016）。 

 施設常住ガイド業務は、出島、グラバー園、軍艦島、亀山社中この 4 か所を長崎国際観

光コンベンション協会がまとめてガイドの振り分けを行ってきたが、出島は「長崎市出島

復元整備室」が、グラバー園は「長崎市観光政策課」が、軍艦島は「やまさ海運株式会社」

が運営を担当することになった。亀山社記念館は休止となった。 

 こうしたな長崎さるくの運営方針の変化について、2017 年度から長崎さるくガイド全体

会議で論議がなされた。事業を縮小していくという方針に対し、200 人近くのさるくガイ

ドが集まる全体会議では、行政側に対する不満をぶつけるような発言が多く見られた。そ

こで長崎市が長崎さるくの今後の方針について発表をした 2017 年 9 月 29 日の全体会議

において、さるくガイドの「再登録の要件」をめぐる論争が起きた。 

 「修学旅行ガイド、常駐ガイド、まち歩き専門のガイド」とガイドを３つに分け、組織

を再編するために、ガイドの希望に応じた再登録を要請することが要旨であったが、その

再登録の要件に書いてあった、①体力に自信がある方、②「おもてなし」の心を持ってい

る方、③携帯電話で連絡が取れる方、この３つの条件に対する不満を表すガイドがいた。

以下の事例は、さるくガイドや長崎市観光政策関係者、長崎国際コンベンション協会の長

崎さるく関係者が参加する全体会議で行われた行政とさるくガイドのやり取りであり、長

崎市による長崎さるくの新しい方針に対するさるくガイドの不満や不安が伺える。 

 

【事例４－３－１】長崎さるくの方針変更を巡ったガイドと行政の葛藤 

①2017 年 9 月 29 日 長崎さるくガイド全体会議議事録22 

ガイド 再登録の要件について「体力に自信がある方」とはどこまでか。「携帯電話で

 
22 長崎国際観光コンベンション協会が作成し、各さるくガイドの自宅へ配布したものであ

る。 
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連絡が取れる方」とあるがプライバシーも関わるので困る。公的なものに使うのは疑

問がある。 

事務局 体力については、お客様にストレスを与えず、お客様のペースで一緒に歩い

て頂けるのであれば大丈夫。携帯電話については、緊急の際に必要。普及率も伸び、

お客様も持っているのが当然と思っている。切にお願いしたい。 

ガイド さるくガイドは、市民が参加できるようにというところからスタートしてい

る。登録の条件について運営側の希望はわかるが、制限しすぎではないか。それぞれ

が自由に参加できる形をとってはどうか。 

②2017 年 11 月 20 日 長崎さるくガイド全体会議議事録 

ガイド さるくガイドの再登録にある３つの絶対条件だが、「携帯電話がないとでき

ない」というのはおかしい。次善の策を考えるべき。排除の論理みたいな受け取り方

を私はしてしまう。現に今の形でもできている。ガイドに「協力してほしい」と言っ

ているがガイド側の協力もしてほしい。事務局は緊急の場合だけを設定している。

99％緊急の場合はない。もう一度考えてほしい。 

事務局 10 年さるくを続ける中で、今色々な見直しや改善を行っている。この１つが

緊急時の対応である。想定される事態にはできるだけ対応できるようにするというの

が基本的な考え方。さるくに参加するお客様の緊急時には、ガイドの皆さんに対応を

お願いせざるを得ない。次善の策となると、長崎市や事務局で携帯を用意すべきじゃ

ないかということかもしれないが、幸いにもガイドのほとんどの方が所有されている。

そのため、ぜひガイドの皆さんにご理解とご協力をいただいて、緊急時の対応をより

万全にしたいという趣旨である。 

ガイド 学さるくで排除される人をカバーする仕組みを考えてほしい。 

 

長崎国際観光コンベンション協会によると、さるくガイドのうち、携帯電話の登録がな

いガイドは 20 名程度であるという。その中には携帯電話は持っていても、「電話をしない

でほしい」という人もいるようであり、そういうガイドには自宅へ電話することになって

おり、必要時に素早く連絡を取れないこともあったようである。大半のガイドは携帯電話

を持っており、それについて不満をぶつけるガイドを批判するガイドも多くいた。ただし、

問題は一部のさるくガイドたちは、自分たちが排除されていると感じており、そういった

ことに非常に敏感であることである。「体力に自信がある」基準は何かを聞くことには、高
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齢でガイドができないのかもしれないという不安からの質問であろう。 

また、学さるくの手数料をガイド料金 10％から 1 人当たり 300 円に値上げする方針に

ついて、学さるくを実施していたガイドたちは、不満や失望を現わしていた。多くの人々

が手軽に参加することを願って 500 円に設定した参加費を継続できないか、ガイドが負担

することになる23。 

一方で、自ら学さるくを企画して実施したいけどできないという認識を持ったガイドた

ちもいた。「専門的なガイドを養成する」ことや、「学さるくに力を入れる」という行政の

方針に対しても、学さるくで活躍している一部のガイドたちは、ガイド研修を通じたわけ

ではなく、個人の努力や持ち前の個性によって参加者たちを継続して集め、ガイド活動を

継続している。そこで、一部のさるくガイドは通さるくは実質中止になりガイド活動の継

続が難しくなった一方、自ら新しいコースを企画・実施する自信や一緒に活動する仲間が

ないと考えていた。そういった複雑な気持ちはガイドとして活躍できる場を継続させてく

れないという風に行政に対する不満として表現された。行政が自分たちの足切りをしてい

るという認識であった。以下の事例では、さるくガイドたちの失望感を表す会話を取り上

げる。 

 

【事例４－3－２】通さるくの縮小に対するガイドたちの声 

18 時から始まった常駐ガイド説明会には、200 人くらいのガイドが集まり、会場がい

っぱいになった。グラバー園、亀山社中記念館、出島、軍艦島の施設ごとの方針の説

明が行われた。出島の担当者は、2018 年 4 月からは、「定点ガイド」確立と「有料ツ

アーガイド」試行、2019 年から定点ガイド英語研修と有料ガイド確立、2020 年は、

NPO 組織など、ガイド運営組織の自立と外国人のおもてなし実践を今後の方針として

説明した。今後 3 年をかけて、出島のガイド業務を担当する新しい組織の立ち上げを

 

23 長崎さるくに対する新しい方針が発表された全体会議の後、さるくガイドKさん（70代男性）

とLさん（70代男性）は、長崎市や長崎国際観光コンベンション協会に対し、「貧乏人を意地悪」

「我々をなめている」「涙が出そう、泣けそうになった」「こんな風に（さるくガイドを）つぶ

していっちゃだめ」「俺はあの場（全体会議）では話にならないから、手紙を書くつもりだ」と

悔しそうに述べた。（2018年1月20日、「さるくガイド全体会議の後の飲み会」調査日誌の中か

ら） 
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考えていた。それに加え、シフトを決めていくにも、出島の担当者が振り分けるので

はなく、ガイドたちが連携して、調整していく方針にしたいという意見を明らかにし

た。その具体的な説明をガイドの質疑応答の時間に要求された担当者と質問者は以下

のように質疑応答を行った。 

 

担当者 出島の常駐ガイドはこれだけの人数であれば、月一回くらいになる。そうす

ると、事前に決めて、都合が悪かったらガイド同士で交代する方式にしたい。 

ガイド こっちはボランティアでやっているわけだから、出島が勝手に決めてほしい。

またガイド同士でどうやって連絡を取り合って、交替するというのか？それはおかし

い。 

 

会場から帰りの路面電車の中で二人のガイドさんたちに会った。この二人は毎月の研

修会に参加していたガイドたちだった。 

 

M さん 出島で有料のツアーをやるなんて、今もお客さんいないのに。専門のガイド

をするとしたら、京都みたいに参加者から 2,000，3,000 円もらって、その半分ガイド

に渡すとかなら責任もって、ガイド質高めてやるけど、（ガイド謝礼金の）1,500 円で

そんなの求める？あほみたいな話よ。 

N さん グラバー園（の常駐ガイドの勤務）は 2、3 か月間 1 回も当たらなかったの

よ。したらもう勉強しないよね。「足切りはしません」って（出島の担当者）言ってた

けど、ガイドの申し込みしなくなるもんね。 

M さん 2 か月前に日程を抑えるのはまず無理よ。結局いつでもいい人たちだけが残

るわけ。貴重な若者とか仕事がある人はもうやめていくよね。自然消滅を願っている

のよ。（2018 年 2 月 14 日、「施設常駐ガイドに関する説明会後の電車の中で会話」調

査日誌の中から） 

 

長崎さるく博’06 の時のことは、行政やさるくガイド両方にとって、成功例であり自慢

したい出来事として記憶されている。そして現在、通さるくの定期運行は中止となり、さ

るくガイドたちは修学旅行生の案内を行うか、自ら学さるくを企画しながら常連をつくる

か、上記の事例のさるくガイドの言葉を借りれば「自然消滅」するかの状況にある。 



172 

 

4 小括 

本章では、行政事業として始まった長崎さるくが、経済的に自立して運営される仕組み

が欠如していたことから、最初の趣旨とは離れたかたちで、観光産業における話題性に合

致させたものにまち歩き観光を再編成させていった過程及びそこで生じた利害関係者間の

葛藤について明らかにした。 

第 1 節では、長崎さるく博’06 を成功させるために、地域全体を巻き込もうとした行政

の呼びかけに対する住民の違和感を描いた。まち歩きのコンセプトに合わせ、ホストとし

ての役割を依頼された商店街の老舗店主は、観光客との新たな出会いや交流を楽しみにし

ていた一方で、観光客を主要な顧客層としない店の事情もあり、さるく参加者を迎えるこ

とに負担を感じ、善意で行ったおもてなしが当然あるサービスとして捉えられていくこと

に失望していた。また地域イベントがある度に店に宣伝ポスター掲載の依頼が来ることや、

長崎さるく博’06 に合わせてさるくガイドを急激に養成する等、行政が観光イベントに取

り組み姿勢に対し、過度に住民を巻き込んでいるという住民の批判があった。 

第 2 節では、長崎さるく博’06 が終了した後、参加者数が減少しており、その対策とし

て「龍馬さるく」や「世界遺産さるく」等、その都度の話題性に合わせ、まち歩きコース

を再編成させていたことを明らかにした。龍馬さるくの場合、新しいコースをつくるにあ

たって、まちにある資源や文化を再発見するよりは、街中に新しいモニュメントや観光施

設を設置する等、最初に掲げたまち歩き観光の理念とは異なる取組みを行っていた。また、

長崎さるく博’06 の当時は観光名所の周辺を歩くことが魅力とされていたが、世界遺産さ

るくにおいては、世界遺産に登録された施設を拝観し、拝観料をまち歩きの参加費に入れ

込むことで通さるくの収益性を上げていた。これらの事例から、地域住民の日常的な生活

を見せるというよりは、集客や経済的効果がまち歩き観光をけん引する最も重要な目標に

なっていったことが分かった。 

第 3 節では、長崎市全体の年間観光客数が増加している中で、長崎さるくは行政事業と

して後回しされていることによる、行政とさるくガイド間の葛藤を描いた。2018 年度に 12

周年を迎えた長崎さるく博’06 のメインイベント「通さるく」が実質的な中止になった。通

さるくは市の補助金で運営される状況が継続しており、今後も利益生を見込めないと判断

したためであった。そのような行政の対応に、さるくガイドたちはガイド活動を継続でき

ないという失望感や自分たちが排除されているという気持ちを抱くようになった。  
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終章 結論 

終章では第１章から第 4 章の議論を理論的視座に従って要約し、本研究の研究課題を考

察する。 

本研究の目的は、本来行政の地域観光振興策として仕掛けられた「長崎さるく」につい

て、役割パフォーマンスとしての「ホスト－ゲスト」論を理論的視座とすることから、非

日常的な経験を生み出す社交の場としてまち歩き観光を活用する住民たちの実践と彼らの

主体性について考察することだった。 

そのために研究課題として、まず第一に、長崎さるくがどういう文脈で生まれてきたの

か、そして行政は何に期待をし、行政と住民はいかなる関係性を保ちながら、長崎さるく

に取り組んでいたのかを明らかにすることを目指した（研究課題①）。第二に、行政の期待

ではなく地域住民の実践に着目し、さるくガイドにとってのガイド活動の意味及び、観光

におけるさるくガイドの意味について探ることに取り組んだ（研究課題②）。第三に、長崎

さるくにおけるガイドと参加者の会話のあり方を捉えながら、ホスト－ゲストの役割を往

復する「常連」の役割について明らかにすることを試みた（研究課題③）。こうした作業を

踏まえ第四に、長崎さるくにおける社会的・空間的条件を明らかにし、長崎さるくにおけ

る住民同士の役割パフォーマンスが持つ意義は何かを明らかにするための議論を行った

（研究課題④）。   

 

1 考察 

これまでの研究において、観光地の住民が観光に対して持つ認識や彼らの様々な行動や

取り組みは、主に「ホスト」としての立場から論じられてきた。しかし、本研究では長崎

さるくに関わる住民たちについて、彼らがホストであることを前提に議論するのではなく、

状況に応じてホストとゲストを往復するパフォーマンスの実践者として記述し分析してき

た。本節では、そういった視座に立つことによって、長崎さるくのまち歩き観光における

ガイドと参加者たちの実践の分析を通じて、従来のホスト－ゲスト論のどのような側面に

新たな光を当てることができるのかについて論じる。 

 

1.1 長崎さるくを主催する側と実践する側の協力と葛藤 

ここでは第 1 章と第 4 章の内容を要約しながら、研究課題①について考察する。長崎さ
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るくは、日本のまち歩き観光の先駆的な事例として取り上げられてきた。長崎さるくに対

する先行研究の大半は、住民が主体的に観光の企画・実施に参加したことをその成功要因

として挙げ、観光における住民の役割の重要性を強調していた。しかし、そこで論じられ

る「住民」とは、誰を指しているのだろうか。 

長崎さるくに関して、長崎市がまち歩き観光の主催を決定して予算を投入し、総力を尽

くして住民のイベント参加を呼び掛けて行っていたことを正面から論じる研究はほとんど

ない。このイベントで長崎市は多くのさるくガイドを養成し、住民のイベントへの参加を

促した。まちで暮らしている人々の日常的な営みを見せるというまち歩き観光のコンセプ

トに合わせ、老舗を中心に商店街の店主には、まち歩き参加者を受け入れる「ホスト」と

しての役割を要請した。長崎さるくは観光客に対する地域住民のおもてなしの提供を通じ

た観光振興を目標に掲げ、行政は住民のホストとしての参加を促進し、そこに応じた住民

の活動を通じて成立した。 

もちろん、そういった住民たちの参加は、行政によって強制されたものではない。1994

年から組織されていた長崎市民ボランティア観光ガイドを含め、年中様々な祭りやイベン

トが開かれる長崎市においては、元々地域イベントに積極的な住民が多く、彼らはこれま

で関わってきた地域活動の延長線として長崎さるくを捉え、市民プロデューサーやさるく

ガイド、ガイドサポーターとして自主的に参加した。また、ホストとなった店主たちは、

長崎の文化や歴史、個々のお店の紹介をしながら、まち歩きツアーの参加者たちと交流が

できることを楽しんでおり、さるくガイドたちはこれまで住んでいても知らなかった地域

のことについて、改めて学び、気づくことが多くあったと評価した。すなわち、住民にと

っても観光の場を利用したい気持ちはあったため、行政側と住民側は協力的な関係を持ち

ながら、まち歩きイベントを成し遂げることができた。長崎市が打ち出した「住民主体の

観光」という戦略において、住民は金銭的な報酬を求めず、人々との交流や活動の場を得

ることを通じて、精神的な報酬を獲得することに満足するのが理想的な参加のあり方であ

り、この点では行政と一部の住民との利害が一致していた。 

他方で、行政に長崎さるくへの協力を呼びかけられた住民の中には、長崎市が都合に合

わせて住民を巻き込み、住民主体という言葉を都合よく使っていることについて、反感や

違和感を持つ人もいた。従来から活動をしていた長崎ボランティア観光ガイドは、さるく

ガイドの研修過程において、ガイドになるための時間や努力が少ないと判断し、その結果

ボランティア精神が薄れていったと批判的に捉えた。商店街の店主は観光客が主要な顧客



175 

 

ではないため、さらに業務が増える負担や、自分の善意で行ったおもてなしが、ホストと

して当たり前に提供すべきものとして捉えられた時に長崎さるくの主催者への反感が生じ

ていた。すなわち、「地域のために」という行政の呼びかけや社会的雰囲気に違和感を持ち、

それが経済的・数値的な成果を上げようとする行政側の都合に合ったものだと捉えたので

ある。長崎さるくが長崎市の観光事業として企画・実施されたことで、住民の活動の場が

設けられ、ホストとして振る舞うことができたことも事実だが、行政が提示する「ホスト

のあり方」について疑問を持ち、自分たちの善意や思いが都合よく使われてしまうと感じ

る住民もいたのである。 

しかし、2006 年のまち歩きイベントが終了した後、まち歩き参加者の数が減少し続けて

いった。さるくガイド以外の住民の関心が減り、観光商品としての新鮮さが薄れ、他地域

においてもまち歩き観光が行われ競争が生じる等が、その原因として挙げられる。集客や

収益性が減少していくにつれて、事業を継続することは難しいと判断した行政側と、ガイ

ド活動を継続したいガイド間の葛藤が生じていた。行政側は市の補助金を主な税源に運営

される長崎さるくが収益のないまま持続するのは行政事業として負担となり、比較的収益

性のある「学さるく」に取り組むガイドが増えるように促進していた。一部のベテランガ

イドは学さるくに力を入れている状況であったが、大半のガイドは自らコースを企画する

ことに負担を感じていた。またさるくガイドたちはガイド活動を通してガイド仲間を作り、

ツアー参加者と交流する等、長崎さるくが出会いと地域参加の場として機能していたため、

通さるくが継続できることを望んでいた。ガイドを継続したいガイドたちと、参加者の数

からガイドの需要を考える行政側のずれが生じているのも、両者にとって長崎さるくの意

味合いが異なったためであった。 

また、長崎さるくに対するガイドの振り分けや集客、広報を行う長崎国際観光コンベン

ション協会は、長崎さるくにおいて参加者が増加しない様々な理由の一つは、ガイドの個

性や力量不足と考えており、ガイドが魅力的であれば、参加者は自然と集まるはずという

スタンスを取っていた。それに対しさるくガイドは、行政側がすべてをさるくガイド任せ

にしていると不満を表した。 

さるくガイドは、ボランティア精神やおもてなしの気持ちを基に活動してきたわけだが、

そういったガイドの善意だけでは、観光客を呼ぶ力にはならず、行政の観光事業として成

立できないのが、現状である。ガイドにはそれ以上の「観光商品」としての魅力やタレン

ト性が求められている。2006 年に長崎さるく博’06 が大勢の参加者を集め、行政とガイド
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両方が満足できる成果を得た際に、両者は協力関係にあった。しかし、観光事業の経済的

な成果が進める側の期待に満たさない場合、以前の協力的な関係性を維持できなくなって

いる。 

 

1.2 何者でもない存在としてのさるくガイドの意味 

ここでは第 2 章の内容を要約しながら、研究課題②を考察する。第 2 章では、これまで

ほとんど注目されてこなかった、さるくガイドの日常世界を捉えた。そして日本のボラン

ティアガイドの実践が、高齢者の生きがいであると一般に述べられ、断片的にしか論じら

れていなかったことに対し、ガイドたちの日常生活における人間関係および様々な実践を

みることを通じて、ガイドの生きがいといわれるものの実態を明らかにし、彼らにとって

のガイド活動の意味について明らかにした。 

まずガイドになった動機について、例えば育児を終え、定年退職をした後、「何かやりた

い」という漠然した気持ちから活動が始められる。【事例２－２－１】では、定年退職をし

た後、ガイド活動をする前から平和公園を見学しに来る修学旅行生たちに、勝手に道案内

をしていたガイドの経験を述べた。実際に道を探しているように見える観光客に声をかけ

るのは、さるくガイドの間では常識的でかつ日常的な行動であり、案内をしてもらった相

手から感謝されることでやりがいを感じる。さるくガイドになる動機は、漠然しているよ

うに見えるが、他者に役立つ場面をつくりたいという欲求から生まれている。それを明確

に叶えることができるのは、まさに観光の場であり、ガイドになるということは、観光客

や住民参加者等のゲストに対し、ささやかな歓待を通じて喜んでもらい、人の役に立って

いるという感覚を経験的に得られる。そういった経験は、単純に地域住民として道に迷っ

ている観光客に勝手に声をかけ、道案内をし感謝されることとは異なる。さるくガイドに

なるというのは、まち歩きツアーの参加者を精一杯歓待することができ、ゲストを迎える

ホストになる公式的な資格を得ることである。すなわち、ホストとしてゲストをもてなす

という行為を、さるくガイドという地位からなる役割として果たすことが可能になるので

ある。こういったガイド活動はボランティアとして行われており、ガイドは金銭的な報酬

ではなく、相手からの感謝や充実感等の精神的な報酬を重視している。 

他方でボランティアについて論じた原田隆司は、これまでのボランティアについての多

くの議論が、活動家の意思や姿勢など、する側の観点に立っていたことで、ボランティア

という現象の一面しか捉えられてこなかったと指摘し、相手という他者の存在なしにはボ
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ランティア活動が成立しないと論じる。ボランティアは、「誰に向けてなのかははっきりと

は分からないけれど、まず誰かが声を出して何かを希望するところから始まる」（原田

2010: 27）と言いながら、する側の行動が当事者に受け入れてもらえるかどうかというこ

とにボランティアの成立がかかっていると論じた（原田 2010: 82）。すなわち、ボランテ

ィア活動はする側の善意や意志のみではなく、相手に受け入れられることが重要であると

指摘している。 

Michel Agier は安全な場所を求めて国境を越える移住民と彼らを受け入れるヨーロッパ

のアソシエーションを事例に、今日における歓待の諸形態について論じながら、歓待の現

場で生じるホストとゲスト両者の試練について論じた。ホスト役を務める活動家や宿泊提

供者からはゲストを歓待することについて「燃え尽きた」「やり過ぎてしまった」と感じ、

その一方で宿泊させてもったゲストは「家族であろうとすることに疲れる」という声を事

例に挙げ、歓待の実践が受け入れる側、受け入れられる側両方にとって、お互いに対する

配慮や善意がかえて疲れや負担になってくる現実の課題を示した（Agier 2016＝2019: 144-

152）。 

これらの事例はボランティアや歓待の現場で生じる「する側」と「受ける側」の間のす

れ違いや葛藤を現しており、それが示唆しているのは、ゲストを受け入れるホスト側とと

もに、ホスト側を受け入れるゲストの姿勢も重要な問題だということである。ボランティ

アをする側と受ける側が、お互いを認め合い、受け入れ合うことで関係が成立するのは、

まち歩き観光においても同様である。第 2 章の【事例２－２－４】では、観光客に声をか

けるさるくガイドの実践が観光客に歓迎されないことについて述べた。 現場には、観光客

を歓待したいホストに対し、ホストのその種の歓待を必要としないゲストも存在していた。

ホストとゲストの相互作用が成立するためには、両者がお互いを受け入れる準備や心構え

が必要になってくるのである。 

しかし、ボランティアや歓待をする側と受ける側の間の葛藤は、両者の関係性が固定さ

れていることに起因するのではないか。ホストとゲスト両者が、お互いの社会的な地位に

ついて把握している場合、例えば、活動家と難民というお互いの地位を周知しているうえ

で、活動家と難民という地位によって、歓待をする人と受ける人と言う風に関係性が設定

される。しかし、お互いが何者ものであり、社会的な地位が明確に示されていなければ、

より自由で流動的にホストあるいはゲストとしての役割を行うことができるのではないか。 

こうした観点に基づいて、まち歩き観光におけるさるくガイドの意味は何であり、いかな
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る可能性を孕んでいるのだろうか。第2章の【事例２－３－１】では、長崎の住民でも、被

爆者でもない筆者が、日本の小学生に対し平和案内を実施した体験について述べた。とこ

ろが、第2次世界大戦の時に長崎が経験した原爆投下という悲惨な戦争体験を、筆者は日本

の子供たちに伝える能力や資格はあるのだろうか。またそこで筆者は子供たちに何を伝え

られたのだろうか。平和学習の事例のみではなく、大半のさるくガイドは、一般的に住民

ガイドとしてアピールポイントとなりえる、いわゆる「長崎生まれ育ち」ではない。多く

の場合、大学や仕事、結婚等様々な事情で長崎に移住してきた人々であり、逆に長崎出身

であっても、諸事情で他地域での生活の方が長い場合もある。さらに、29の会の事例では、

他地域から移住してきたばかりで長崎のことを学び、知り合いを作るために、さるくガイ

ドとして活動を始めた人もいた。こういったガイドの属性からも長崎さるくにおけるガイ

ドの地位は非常に曖昧であり、彼らは一見ガイドとして観光客に何かを伝えるような理由

や資格はないように見える。しかし、観光の現場である対象を解釈するものとして、それ

に関する当事者性や正統性が問われないことが、むしろさるくガイドの価値であり魅力だ

といえる。 

第3節でより詳細に考察するが、彼らはいかなるテーマのまち歩きツアーにおいても、参

加者とフラットな関係性を持ちながら、会話をすることができる。逆にガイドに当事者性

や正統性が明確にある場合は、ガイドと参加者間の関係性が、ある事実を先生のように一

方的に「教える/教えられる」関係性になりがちなのだが、さるくガイドは当事者でも専門

家でもないため、参加者たちとは一方的な関係ではなく、フラットで双方向的な関係性を

形成しやすい。そういった特徴は、当事者としては観光の題材として語りづらいことでも、

さるくガイドは比較的自由に観光の場に持ち込むことができることを意味するのではない

かと考える。 

観光における偶発性について論じた東浩紀は、「匿名で動物的な欲求に忠実で、だれの友

にもだれの敵にもならず、ふわふわと国家間を移動する観光客」（東 2017: 116）こそが、

現代社会において新たな公共の可能性を開く存在になりうると論じた。東は「画集などい

ちども見たことのない門外漢がルーヴルでモナリザに出会い、自分で料理も作ったことの

ない貴族がパリで屠殺場を見学する」ことが普通に行われるのが観光の場であり、そこに

は「誤配」が満ちていると論じる。さらに「誤配」こそ、新たな理解やコミュニケーショ

ンにつながる可能性を潜在させていると論じた（東 2017: 159）。 

当事者でも専門家でも運動家でもないさるくガイドが、まち歩き観光において戦争や政
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治的な弾圧について語ることについては、実際に賛否両論があり、その内容の重みをどの

ように捉えるかは考える余地がある。しかし、観光の場に集まった人々がフラットな関係

性の中で、何かについて語り合えるきっかけをつくるのは、さるくガイドの評価すべき点

ではなかろうか。東の議論からすれば、さるくガイドはツーリスト的な存在であり、何者

にも見えない存在だからこそ、新しいコミュニケーションを開く可能性を備えていると考

える。 

 

1.3 まち歩き観光の場を盛り上げるパフォーマーとしての常連の役割 

ここでは第3章の内容を要約しながら、研究課題➂を考察する。第3章では、長崎の歴史

や文化に馴染みのある地域住民が、なぜ同じ地域の住民ガイドが案内するまち歩き観光に

参加するか、またさるくガイドと住民参加者間の「案内する／案内してもらう」関係は、

なぜ、どのように成立しているのかという問題意識から、住民同士がガイドと参加者両方

の立場でまち歩き観光の場を形成しているあり方を検討した。長崎さるくにおいては、ホ

スト－ゲストの関係性を構築する上で、地域の「内」と「外」という区別は有効ではない

ことを論じ、まち歩き観光において人々は、ホスト－ゲストをアイデンティティとして固

定された「地位」ではなく、状況に応じて振る舞う「役割」として実践していた。  

住民同士がホスト－ゲストとしての役割を担う現象は、2006 年に長崎さるく博’06 が開

催された当初から、長崎県民が全体の参加者の約 7 割以上を占めており、すでに見込まれ

た現象だったかもしれない。しかし、その時に参加を継続する住民参加者は「常連」とい

うよりは、「リピーター」として認識された。本節で考察する「常連」は、長崎さるくにお

ける参加者の減少が深刻に捉えられ、行政による事業への支援が減っていったことと関連

しており、さるくガイドたちがガイド活動を継続するために、住民向けの学さるくの企画・

実施に取り組むようになったことから、常連という存在が現れたと捉えることができる。 

大体 2012 年-2013 年頃から長崎さるくで様々な経験を積んできたベテランガイドを中

心に、自分の経験や個性を生かして、住民を対象にした学さるくを企画・実施する動きが

行われた。彼らは月 1-2 回程度、あるいは年に 4 回という風に定期的にまち歩きを実施し、

住民の継続的な参加を促した。例えば、第 3 章 2 節では NPO 法人「長崎の風」の例を取

り上げながら、さるくガイドたちが主体的にガイド団体を作り、組織的に学さるくに取り

組んでいる様子を描いた。そういったガイドたちの実践に共感した住民は、ガイドのファ

ンになって参加を継続し、常連になっていった。 
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長崎さるくの常連はどのような人びとであり、まち歩き観光の場でいかなる役割を果た

しているのだろうか。常連は長崎市あるいは近隣地域の住民であり、いわゆる観光客とは

違って長崎の地理的・文化的な感覚をすでに持っている。彼らは自分の地域について知り

たいという気持ちや身近なこのまちで楽しいことを見つけたいという意欲が強い人々であ

るように見える。参加年数が長い人は 2006 年の長崎さるく博’06 から参加する人もいれ

ば、周りの人の紹介で 4-5 年前から参加し始めた人、長崎について学び、知り合いをつく

るために参加しはじめた移住者もいる。また毎月参加する人もいれば、仕事や家庭内の事

情、健康条件等、様々な個人的な事情で都合に合わせて参加する人が多い。 

常連がまち歩き観光において果たす重要な役割は、参加を継続する中でまち歩き観光の

楽しみ方を身につけており、まち歩き観光の場を盛り上げるパフォーマンスをすることで

ある。ここで言うまち歩き観光の楽しみ方として、その一つは「会話する態勢を整える」

「目的性のない会話を楽しむ」といったガイドと参加者間、参加者同士の会話の方式であ

る。例えば、ツアーの途中、まち歩きのテーマと関係のない会話をかけてくる人を無視し

たり、否定することは決してしない。目的性のない会話をノイズのように扱わないという

ことである。そのような暗黙的な了解のもとで、ガイドの解説以外にも様々なところで同

時多発的に会話が生じており、容認される。【事例３－３－３】と【事例３－３－５】では、

まち歩き観光の途中、参加者が他の参加者にガイドの話を補完したり、参加者同士が新し

い話題を見つけ、会話に盛り上がったりする等、ツアーの中に複数の会話が行われている

ことを示した。その際に会話の話題になるのは、ツアーのテーマとは関係ないものが多く、

むしろそういった目的性のない主観的な経験談や雑談、世間話を楽しんでいる様子が明瞭

に見て取れた。それに対し、【事例３－３－２】のオートエスノグラフィーを通じて、学さ

るくの会話の形式を掴んでいなかった時期に学さるくのガイド体験をした筆者が、目的性

のない会話に慣れていなかったため、参加者たちとの会話に苦戦していた様子を紹介した。 

さらに注目すべき点は、上述した目的性のない会話を行うなかで、常連の役割が揺れ動

いていることである。【事例３－３－５】では、他のコースではガイドを務めるさるくガイ

ドたちが、まち歩きの参加者として参加していることを紹介した。ガイドたちは常にガイ

ドとして関わるのではなく、参加者にもなっているのである。参加者として参加したさる

くガイドは、まち歩きの途中、他の参加者にガイドの話を補足するなどガイドをしてもい

る。また、あたかもガイドのように、他の参加者に自分の話を語る参加者もいた。ガイド

活動をしていない常連の参加者も類似した行動をする。例えば、稀に観光客が参加した時
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や長崎さるくへの参加が初めてのように見える人に対して、ガイドのように振る舞う参加

者は頻繁に見られる。このような特殊な時だけでなくとも、参加者本人の主観的な判断に

より、ホストのように振る舞うこともある。ゲストとして参加した彼らは、他の参加者と

のやりとりの中でホストとゲストを行き来しながら、自己の振る舞いを決定しているので

ある。 

Goffman は、パフォーマンスをつくりだす状況を維持することが、最優先の目標である

パフォーマンスチームにおいて、チームの目標を達成するために、矛盾した役割をする人

物が現れる時があることを指摘した。その事例として「さくら（shill）」を取り上げている。 

 

さくらとは、オーディエンスのなかの平凡な一員であるかのように振舞うが、実はパ

フォーマーと気脈を通じている者のことである。典型的には、さくらは、オーディエ

ンスにパフォーマーが求めているような型の反応の人目をひくモデルを示すか、ある

いはその時点でパフォーマンスの展開に必要な型のオーディエンス側の反応を供給す

るものである（Goffman 1959=1974: 170）。 

 

さくらは表面的には観客であるが、パフォーマーと気脈を通じており、パフォーマンス

チームがつくりだした状況を成功的に誘導する役割を果たす。 

まち歩き観光において、参加者として参加するさるくガイドたちは、表面的には「ゲス

ト」であるが、案内を担当するガイドとは同僚であり、気心の知れた関係である。ここで

特徴的なのは、まち歩きへの参加を継続し、常連になっている住民参加者も、徐々にまち

歩き観光の状況や雰囲気を維持させていくことに協力するようになるということである。

住民たちは、ある時はホストとして、また別な時はゲストとして参加しているのだが、ま

ち歩き観光の場を共に形成し、継続していくという目的は同一なのである。すなわち、彼

らはまち歩きの場を維持、継続するという目標を達成するためのパフォーマンスチームに

なり、その状況に応じたコミュニケーションをするパフォーマンスを実践しているといえ

る。 

このように Goffman の論じた「さくら」と長崎さるくにおける「常連」は、パフォーマ

ンスを成功的に行うために矛盾した役割を果たすという点で類似している。しかし両者に

おいて重要な違いは、さくらの場合その役割が観客に知らされることは、パフォーマンス

の失敗を招く程の「破壊的情報（destructive information）」（Goffman 1959=1974: 164 )だ
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ということである。それは、さくらは舞台上のパフォーマンスの成功のために戦略的に仕

込まれた役割であるためであり、彼らのパフォーマンスにおいて主体性や真正性等は含ま

れていないためである。それに対し、長崎さるくにおける常連の存在は、まち歩き観光の

場におけるパフォーマンスの成功のために隠さなければならない秘密でもなければ、何よ

りも常連のパフォーマンスは、彼らの個人的な興味関心やまち歩き観光の時間を楽しく過

ごしたいという意思から生まれた「自発的なもの」である。そうした点で、常連とさくら

とは区別される。常連の矛盾したパフォーマンスは、まち歩き観光の場を盛り上げたいと

いうモチベーションから生まれた主体的なものであり、自分たちのまちという身近な場所

で非日常的な経験を生み出そうとする実践なのである。 

 

1.4 住民の役割パフォーマンスが生み出すもの 

以上の考察を踏まえながら、本節では偶然の出会いを招くまち歩き観光の社会的・空間

的性質を明らかにし、長崎さるくにおける住民同士の役割パフォーマンスが生み出す意義

及び可能性について論じる。 

これまで論じてきた長崎さるくは、いわゆる従来のガイドツアーとは異なる性質を持っ

ている。まず、従来のガイドは、社会文化的・政治経済的なギャップが顕著に見られる国

際観光において、ホスト－ゲストの間に存在しながら、両者を媒介する役割を果たしてい

た。ホスト－ゲストの間の差異が明確であり、その差異を楽しむことが一つの目的となる

文化観光や民族観光において、ガイドはホスト社会と国際観光客の間に属する境界人

（Marginal man）であり、文化仲介者（Culture broker）、経験仲介者（Experience broker）

として捉えられてきた（Holloway 1981、Cohen 1985、Smith 1989、Weiler and Davis 1993）。 

近代的な観光を帝国主義の一形態として論じた Dennison Nash は、観光客はホスト社会に

おける生活の本質を共有せず、一時的に滞在する異邦人であり、ホスト社会の規制に縛ら

れることなく自由に行動する存在だと論じた。観光では異邦人である観光客とホスト間の

ギャップが具体化されるのだが、両者にとって望ましい関係を形成するため、ガイドは仲

介役としての役割を行うと論じた（Nash 1989＝2018: 56）。近代的な観光におけるホスト

－ゲストの関係性は不均等的であり、常に葛藤が生じうるため、それを予め防止する中間

的な存在がガイドであった。 

近代的な観光において、ガイドは具体的にどのような役割や権限を持っているのだろう

か。観光客のパフォーマンスについて論じた Edensor は、観光空間という舞台の特徴につ
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いて、「飛び地的空間（Enclavic space）」と「異種混交的空間（Heterogeneous space）」と

いった、対比する二つの空間的性質から説明した。飛び地的空間は、多くの場合、中央・

地方政府や大企業等による政治的・経済的サポートを基盤に成り立っており、ある種の精

製された空間（purified space）として常に管理され統制される。飛び地的空間の重要な特

徴の一つは、許可された人や活動と外を分離するための明確な境界を継続的に維持するこ

とである。空間の一貫性や他の空間との差別性を図るため、計画された空間に必要なもの

以外は、人やモノ、音や匂い等の知覚的刺激も遮断される（Edensor 2000: 328-329）。また

飛び地的空間は観光客の行動を誘導(directional movement)でき、彼らの商品や経験に対す

る要請を満たせるため、効率性を重視して設計されている（Edensor 2000: 339）。それに

対し、異種混交的空間は、地域住民が日常生活を営む公的・私的施設等、複合的で多目的

的な場所（mix purpose space）で成立し、そこでは観光客と住民が混ざり合うことができ

る。また計画されず（unplanned）、偶発的に（contingent）行った観光の過程で目的地に

なる場合が多い（Edensor 2000: 331）。 

二つの観光空間において、従来のガイドツアーはガイドの監視や統制下で行われる点で、

飛び地的空間の事例として取り上げられた。例えば、ガイドは決まった場所で観光客に写

真撮影のタイミングを教え、台本化されたコメントを言い、事前に構成されたコースに従

って観光を演出する（Edensor 2000）。また望ましいイメージやナラティブを国内外の訪問

者の前で宣伝しようとする国の目論見のもとでガイドツアーが利用され管理されるという

指摘もあり、ホスト－ゲスト間の接触を都合よく制御する非常に効果的な手段であると論

じられてきた（Dahles 2002）。ガイドは観光客向けに演出された「表舞台」である観光空

間で、彼らの体験をコントロールすることができ（MacCannel 1976＝2012）、観光客とホ

スト社会の接触を媒介することが可能であると同時に、観光客のまなざしを管理する権力

性を有しているのである（Urry and Larson 2011＝2014）。観光客の行動をコントロールす

る従来のガイドツアーでは、ガイドは観光客に対し、やるべき規範的な行動を提示してお

り、「何を見るべきか、どう見るべきか、何を見ないか」といった目の消費行動をガイドは

指揮し、ツアーに参加した観光客たちはその指揮に従う（Urry and Larson 2011=2014: 315）。  

それに対し、まち歩き観光の空間的性質は、管理や統制によっては成立不可能な「偶然

の出会い」が頻繁に生じているという点で、異種混交的空間の性質を持っている。異種混

交的空間は、多数の入口と通路で複雑な構造を持ち、特定の決まった通りがあるわけでは

ないため、さまざまな身体や車両の流れが多方向のパターン（multidirectional patterns）
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で交差される。そこで観光客には複数の行動の選択肢があり、多様なウォーキングパフォ

ーマンスと出会いの機会が得られる（Edensor 2000: 331）。まち歩き観光において観光の

対象となる「まち」は、観光客以外の地域住民が日常生活を営む場所として、まさに上述

したような様々な人やものが多方向に交差する場所であり、出会いのチャンスが常に開か

れている。また、異種混交的空間においてある程度の計画や規制、監視も存在するが、厳

格なものというよりは、偶発性がより作用する（Edensor 2000: 332）。まちを歩くガイド

や参加者の行動は、地域住民に見られており、彼らの行動やマナーは評価の対象になる場

合がある。一方で、そういったまなざしは、地域住民から参加者へと一方的なものとは限

らず、双方向的に生じる。例えば、まち歩きコースの周辺に住んでいる住民たちや、コー

スの立ち寄り場所となる店舗の店主は、長崎さるくの参加者を意識して家の前や庭をきれ

いに整備する動きも生じていた。ホスト－ゲスト間において双方向的にまなざしを向けて

おり、それがお互いの行動にも影響を与えている。 

まち歩き観光において偶然性が特徴づけられるのは、歩く途中で出会うまちの人々やモ

ノ、知覚的刺激、風景をホスト側の意図通りに統制をすることが極めて難しいためである。

さるくガイドはまち歩き観光のステージを事前に計画するのだが、それが予定通りに実践

できるとは確約できない。むしろ、まち歩き観光の中で生じる偶然の出会いをまち歩き観

光の楽しさとして活かし、解釈する。【事例３－３－３】では、まち歩きの途中、ある参加

者の靴の底が取れてしまったことや、田舎の無人売店で安く売られているミカンを参加者

たちが楽しく購買する場面を描いた。些細な偶然の出来事を題材に参加者同士は新しい会

話を生み出していた。そういった出来事を事前にガイドが仕込んでおくことは不可能であ

り、逆に防ぐこともできない。また想定外のことが生じたことで、ガイドを責める参加者

もいない。まち歩き観光においては、偶然性が常に潜在していることをガイドや参加者た

ちは知っているのである。 

一方、まち歩き観光における偶然的な出会いが参加者たちを喜ばせるということを、ベ

テランのさるくガイドはすでに認識しており、時々ガイドは偶然を装う場合もある。【事例

３－３－６】で紹介した夜景さるくでは、鍋冠山展望台から長崎港に停泊しているクルー

ズ船を見ることが目玉になっており、クルーズ船が見える日または天気が晴れで夜景がき

れいに見える日には、ガイドは特別なツアーであると言いながら、参加者たちの気分を高

揚させる。しかし実際には、ガイドは事前に天気予報、日没時間、クルーズ船の入港予定

を確認したうえで学さるくを実施している。完全に偶然な出来事ではないということであ
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る。しかし、それに気づいている参加者もいるかもしれないが、ガイドも参加者も偶然の

出会いのように振る舞いながら、その瞬間を楽しむ。なぜなら、ガイドが事前に準備した

ことが、ガイドの思う通りに行われるという保証はできないためであり、まちという空間

では、予測不可能なことが常に生じうるためである。すなわち、ガイドの偶然を装ったパ

フォーマンスも、実は偶然の重なりの中で実現されるものなのである。 

さるくガイドと参加者による役割パフォーマンスの意味を理解する上で、「歩く」という

身体的な行為はヒントを与えてくれる。まちを「歩く」ことは、物理的な位置によって両

者の関係性を設定することを防ぐ。例えば、教室の前で授業をする先生と、先生にまなざ

しを向ける多数の学生といった従来の学校教室の様子を考えると分かりやすいだろう。宗

教施設も同様であり、固定された位置関係やまなざしを向ける場所によって、人々の関係

性、すなわち権力関係が設定される場合が多い。一般的にガイドツアーとは、旗を持った

ガイドは先頭で歩き、観光客はその後ろで行列を作って歩くことをイメージされるかもし

れない。しかしまち歩き観光においては、ガイドが必ずしも先頭にいるとも限らず、参加

者たちと交じり合ったかたちで歩くことが多く見られる。歩くことそのものがさるくガイ

ドと参加者間の関係性を設定する実践でもあれば、両者の比較的均等な関係性が、歩き方

で現れているともいえる。 

その他歩くことは、参加者同士がお互いの物理的な距離を自由に調整できるようにし、

バスや車、電車等の移動手段を利用する時には見ることができない、まちの様々な風景を

五感で感じさせる。2~3 時間まちを歩く途中、参加者同士は距離を自由自在に変更しなが

ら、会話したい相手を探し、会話を始めたり終わらせたりする。【事例３－１－３】と【事

例３－３－３】では、参加者同士が道沿いで発見した看板から会話の話題を見つける場面

や民家の庭に咲いた花を見て名前を言い合う場面、韓国人である筆者に韓国語で声をかけ

るなど、参加者たちがその都度の状況に応じて、話題を見つけ、会話を実践する様子を描

いた。要するに、歩くことは偶然の出会いを可能にし、人々の会話の生成を容易にさせる。

そういった偶然の出会いの過程で経験したものが人々の旅の思い出になる。 

偶然性をまち歩き観光の楽しさに活かすためのさるくガイドのパフォーマンスは、ガイ

ドと参加者間の会話の中からも見られる。ガイドは参加者に対し一方的な言動はせず、参

加者同士の会話とつながりを促進させる「ファシリテーター」としての役割を担っている。

参加者たちが共感しやすく、会話を生成しやすい話題をあえて持ち込むことが多く見られ

ており、例えば 60 代後半から 70 代までの世代が参加している長崎さるくにおいてそれ
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は、特に育児や仕事に一生懸命であった、努力で輝いていた過去を回想させる会話である。

こうした会話を通じて、何十年も暮らしてきた日常的な空間でありながらも、個々人の中

では新たな気づきや発見が生まれていく。つまり、さるくガイドはまち歩き観光の場で、

話題を提供し参加者同士の会話を促す役割をするのだが、それに反応する参加者の行動こ

そが、観光の場を盛り上げるためにはより重要なのである。言い換えると、どのような参

加者が集まるのかによって、その日のまち歩き観光の質は大きく変わるということである。

さるくガイドは、参加者のニーズや特徴をうまく掴む必要があり、ガイドにとってもどの

ような参加者と出会うのかは、ガイドとしてのパフォーマンスを左右する重要な要因とな

る。 

さらにさるくガイドの重要な役割の一つは、「ゲストをつくること」である。さるくガイ

ドは住民が参加しやすい要素を取り入れながら、定期的に新しいまち歩きコースを企画・

実施しており、まち歩き観光というパフォーマンスに一緒に参加する観客を作っている。

第 3 節で述べたように、長崎さるくにおける参加者数が減少していった中で、学さるくに

目を向けたさるくガイドの実践は、「常連」が生まれることに寄与した。すなわち、ガイド

自らゲストをつくるために取り組んできたのである。もちろん、参加者はあくまでも自発

的な形で主体的に関わる。そしてさるくガイドは、長崎で暮らしながら、地域の文化を共

有している住民を案内するのだが、ガイドは参加者に会話のきっかけを提供する役割であ

り、その場が盛り上がるかどうかは、参加者たちの反応や態度によって強く左右される。

要するに、いかに住民が観光地の共同制作者であるか、また彼らがその場所をそれぞれ異

なる方法、感覚、実践で体験しうるかを示している。まち歩き観光における住民同士のパ

フォーマンスは、ボトムアップ的であり、観光地を固定され受動的な空間ではなく、偶発

的な空間として特徴づけていくのである（Urry and Larson 2011=2014: 319）。 

以上ではまち歩き観光において、偶然の出会いが生じる異種混交的空間としての特徴に

ついて捉えてきた。異種混交的空間と対比する飛び地的空間において観光客は、彼らのパ

フォーマンスが監視され、規制されていることを認知し受け入れる。それによって、観光

経験の中で一貫性（consistency）や確実性（reliability）、安楽（comfort）が担保される

（Edensor 2000: 331）。 

それに対し、まち歩き観光は目的を達成するための過程を楽しむ活動であると考えられ

る。端的にバスなどの移動手段を使えば短時間で移動できる場所に、あえて長い時間、体

を使いながら歩いていくことからも、目的地にたどり着くという「目的」よりも、そこに
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行くまでの「過程」を重視している特性を現わしているといえる。ある意味まち歩き観光

は、効率の悪い活動なのである。さらに、歩く途中には、想定外にまち歩きを妨害する出

来事（通行止めや悪天候など）も生じうる。まちというステージは常に変化するアイデン

ティティ（transitional identities）を有した空間的秩序を持つためであり（Edensor 2000: 

333）、その故に偶然の出会いには苦難が伴う場合もあるが、それらすべてがまち歩き観光

の思い出になる。 

ここからは、もう一度まち歩き観光におけるガイドと参加者、参加者同士の会話のあり

方について振り返りながら、ガイドと参加者、参加者同士の社会的関係性、住民同士によ

る役割パフォーマンスの意味について論じる。これまで偶然の出会いを楽しむ会話の実践

について、社会的・空間的性質から捉えてきた。ガイドと参加者たちは、非日常的な会話

を行いながら「非日常的な関係性」を保っていた。第 3 章で述べている非日常的な会話の

中身は、目的性がなく、家族や友人など私生活における私的関係や、職場の同僚や取引先

など仕事を中心にした公的関係の中で行われる日常的な会話とは正反対である。常連の参

加者たちは、大体毎月さるくに参加しており、参加した年数も 3 年から 5 年以上で長く関

わっている。しかし、彼らはお互いの名前を呼ばないし、知らない。「顔を知っているけど

名前は知らない人」、「一緒にどこどこを歩いた人」として関係性を保っていく。  

このようなガイドと参加者、参加者同士の関係および会話のあり方は、山崎正和の論じ

た「社交的関係」と類似している。山崎は、社交的関係は血縁や地縁のような必然的な関

係ではなく、共同体によって縛られる強制的なものではないと論じた。そのため、社交の

中で語られる話題の特徴は、「家族のつながりを固め、恋人への思いを高め、戦闘集団の団

結を強めるためだったり、関係する人間の範囲が限定され、そこへ参入する資格があらか

じめ局限されているようなものではな」（山崎 2003: 22）く、「社交の場では人びとは生身

の個人として集まるまえに、まず招く人、招かれる人として、それぞれの役柄を演じる人

となって出会う」（山崎 2003: 23）と論じた。 

Georg Simmel は、社会そのものは諸個人間の相互作用を意味すると捉えており、すべて

の人間の社会は、内容と形式とに区別することができると論じた（Simmel 1917=1979: 67）。

Simmel によると、社交の世界において「個人に関する客観的なもの」または「生活、性格、

気分、運命などにおける極度に個人的な事柄」は相応しくない（Simmel 1917=1979: 75）。

なぜなら、社交は「社会的遊戯」であり、「人間の間の一切の相互作用形式、社会化形式」

として現実での目的内容とは区別されるためである（Simmel 1917=1979: 81）。そういっ
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た特徴は社交的会話の中でも見られる。実生活の中において人々は、お互いに伝えようと

し、判らせようとする内容のために話すが、社交では話すことが自己目的になる。すなわ

ち、「結んでは解き、勝っては敗れ、与えては取る、そういう風に諸形式が人々の間に作り

出す関係の遊戯の魅力に意義がある」のである（Simmel 1917=1979: 84-85）。 

このような Simmel の社交論について山崎は、社交を「人間性の本質的で必然的な顕現

として説明したこと」や「人間行動の構造から説明したこと」を功績として評価しつつ、

人間の行動を「内容」と「形式」という二元論で説明することについて批判的に論じてい

る。山崎は Simmel の議論を踏まえ、内容と形式、目的と方法について、内容や目的が支

配的であるときには功利的な行動が、形式や方法が独立したときには遊戯的な行動が生じ

ると言い、それが分離独立できると捉えていた Simmel の主張については、二項対立的な

分析では無理があると論じた（山崎 2003: 44-45）。そして、「形式の不足した功利的活動と

か、逆に内容を完全に欠いた社交活動などというものは、具体的に思い浮かべにくい」と

述べながら、「社交を独特の行動として理想化し、とりわけ日常の功利的行動から峻別した

いという衝動に駆り立てられていた」（山崎 2003: 47-49）と批判した。したがって、山崎

は「社交とは目的より方法を重視する功利活動であり、功利活動とは成果のために過程を

極限まで合理化した社交にほかならない」（山崎 2003: 50）と論じた。 

長崎さるくにおけるガイドや参加者たちの実践は、目的より方法を重視する側面を示し

ている。【事例３－２－２】では、教会をめぐるまち歩きツアーに、クリスチャンではない

人々が参加しており、参加者同士の会話も信仰を深めるために行われるものではなかった

ことを論じた。極端に言えば、まち歩きをする場所が、教会ではなく神社や寺であっても

構わなかったかもしれない。すなわち、参加者たちにとっては暑い中人々と協力しながら

坂を上ったり、おしゃべりをしながら楽しい時間を過ごすことが本当の目的だったように

考えられる。まち歩き観光においては、「どこに行くか」よりも「誰と一緒に行くか」が重

視されており、参加者たちは他者とのつながりを経験することを期待している。 

一方でまち歩き観光の場で生まれる人々のつながりに関しては、例えば、後ろから自転

車や車が来る時に参加者同士が声をかけ合い、歩くことが遅い人を待ってあげる等、お互

いのことを知らない状態でも、参加者同士が協力的な行動を行うことがよく見かけられた。

ただし、そういった協力的な行動がその時の人々の結束力を上げることにはつながるかも

しれないが、それはたった 2 時間のまち歩き観光の時間のみ有効な「ゆるいもの」である。

こうしてまち歩き観光においては、数年間一緒にまち歩きをした参加者同士であっても、
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お互い名前や肩書きについては触れず、しかし大事な時には協力し合う、「付かず離れず」

（山崎 2003）のゆるい関係性を維持している。そこで会話は、まち歩き観光の場を生きい

きとさせるものとして、一時的でゆるい関係性ではありながらも、参加者同士の相互理解

と共通認識を深めるための手段として有効に機能しているのである。 

このような事例を通じて、長崎さるくにおける演じられたホスト－ゲストの関係は、社

交的な関係性の中で維持されていることが分かる。上述したホスト－ゲスト間、ゲスト同

士の関係は社交でのそれと同様に、「付かず離れず」の距離感を保ちながら互いを尊重し配

慮し合っており、双方向的な会話が行われている。その会話の内容は、お互いにとって新

しい学びや気づき、楽しさ、気晴らし等のものを含んでいるが、プライベートなことや苦

労等が話題になることはほとんどない。 

まち歩き観光の場における社交的な関係性は、住民の自発的な役割パフォーマンスを通

じて実現されている。さるくガイドは常連の参加者たちと共にまち歩きを継続できるよう

に「場」を提供し、人々が集まる「きっかけづくり」に取り組んでいる。きっかけづくり

が必要な理由は、そもそもガイドと参加者という役割がなければ、ガイドツアーは成り立

たないからである。そのため、ガイドと参加者、ホストとゲストという二つの役割を住民

同士で実践しているのだが、実は彼らにとってその役割を行うこと自体は、最大の目的で

はない。要するに、「ホスト／ゲストであること」自体が目的ではなく、彼らにとって重要

なのはまち歩き観光の場を形成し、人々と社交をする楽しい時間を過ごすことである。例

えば、第 3 節で述べたように彼らはホスト－ゲストという役割に固執しない様子が伺えた。

自分がホストか、ゲストかに関係なく、観光の場を盛り上げるために各自の状況に応じた

役割を振る舞っているのである。そのような過程においては、お互いに協力し合うことで

他者に役立つための実践も生まれる。それが観光の時間のみ有効な一時的なものであると

しても、参加者たちにとっては、それらの過程すべてが非日常的な経験であり、長崎さる

くに参加した意味となっているのである。 

ホスト－ゲストとして振る舞う、演出されたまち歩き観光の空間は、単純に人々にとっ

て他者と何気ない会話をし、協力し合いながら、日常で抱えている不安や問題を忘れ、現

実の重みから少し離れている、気晴らしのための社交の場になっている。まち歩き観光は

他者との出会いや会話を目的にしながら、目的より過程を重視する功利活動であるといえ

る。人間にとって社交といった芸術的な遊戯は必ず必要であり、より重要なのは長崎さる

くという行政による観光事業を、住民たちが自発的に社交の場として活用ないし流用して
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いるという点である。 

まとめると、長崎さるくにおける住民同士の役割パフォーマンスは、偶然の出会いを求

める住民たちのモチベーションから生まれている。まち歩き観光をきっかけに彼らは社交

を楽しみ、非日常的な経験を見出している。第 2 節ではさるくガイドそのものが、社会的

な地位や明確な基準に沿った存在ではないことを示した。さるくガイドは何者でもないか

らこそ、「誤配」に満ちた新しいコミュニケーションを開く可能性を備えている。そういっ

た意味で、さるくガイドは、Simmel や山崎の言うところの内容や目的よりも、形式や方法

が先行する実践を行うものと考えられる。さるくガイドが県外からの観光客を案内する際

には、一般的な道案内や情報提供といった典型的な役割が要求される場合もある。そこで

は、過程よりも効率的に目的を達成させることが求められる。しかし、こうした典型的な

観光ガイドの役割は、まち歩き観光においてはあまり求められていない。さるくガイドは

状況に応じた役割パフォーマンスができる社交的な人間として実践する方が、参加者同士

の交流や偶然の出会いを生み出すことにつながっていることを複数の事例と通じて示して

きた。言い換えると、さるくガイドの社交的な側面が彼らの役割パフォーマンスをより容

易に選択可能にし、実践できるようにしている。社会的な地位が明確ではないからこそ、

予測不可能で偶然性を孕んだ存在なのであり、ガイドの意思によっては何者にもなれるの

である。 

したがって、さるくガイドによるまち歩き観光は、偶然の出会いが頻繁に生じる予測不

可能で、コントロール不可能な社会的・空間的性質を持っている。山田義裕は、真木（2003）

を引きながら他者との相互作用について「支配の欲求」と「出会いの欲求」から論じてい

る。「支配の欲求」は他者を統制・監視し同化しようとするのに対し、「出会いの欲求」は

他者への信頼や希望に基づいており、それが異質的な他者との出会いが持っている潜在力

だと論じた（山田 2008）。まち歩き観光の場におけるガイドと参加者の関係は、他者を管

理・統制しようとする「支配の欲求」ではなく、他者という異質性を認め、楽しむ「出会

いの欲求」に基づいている。 

このように、住民たちが社会的な地位を表に現さず、社交的な関係性を維持することで、

「ホスト－ゲスト」の役割パフォーマンスが容易になり、さらにホストとゲストを往復す

る自由なパフォーマンスが可能になっている。重要なのは、こういった実践が彼らの「出

会いの欲求」に基づいた自発的で自主的（ボランタリー）なかたちで行われていることで

ある。すなわち、まち歩き観光を活用して社交の場を創り出す住民の実践は、行政（国家）
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や企業（市場経済）の役割だけでは十分に改善・解決できない課題に対する、住民一人一

人の主体的な取り組みであり、現代社会における人々の社会参加のあり方とその可能性を

示唆している。 

遠藤は「社会的なもの（the social）」 は、「観光（tourism）」という現象に明白に現れる

ようになっていると論じ、観光においてこそ、社会的なものの位相の変容を顕著に見てと

ることができるようになっていると指摘した。したがって、人文・社会科学は観光論的な

視点を積極的に内在化し、自らの革新を図っていくべきだと提案した(遠藤 2013: 141)。長

崎さるくの事例から読み取れる社会的なものとは何か。現代社会において、知らない人に

目的なく声をかけ会話を始めることや、偶然の出会いを通じた他者との相互作用が日々の

日常生活においてなかなか経験できないことになってきた。 

長崎さるくにおける住民たちの役割パフォーマンスは、そういった社会を生き抜くため

に自ら社交の場を生み出そうとする実践である。住民の役割分担によって演じられるホス

ト－ゲスト像は、交換の原理で行われるマスツーリズムにおける売り手と買い手としての

関係性から、Aramberri（2001）が論じた前近代的な慣習としてのホスト－ゲストの間の歓

待の精神を取り戻しているように見られる。Aramberri はホスト－ゲストとは、保護、互

恵、双方のための義務が暗黙的な規則として作用としていると論じている。このようなホ

スト－ゲスト間における歓待は、八木茂樹（2007）の論じた「共－同体」を生み出す実践

を想起させる。八木は、Jean-Luc Nancy（1986＝2001）を引きながら歓待を通して生まれ

る「共－同体」について次のように論じる。 

 

「明確に数学的性格を持って計算され得る項のみをその方程式の中に採用する」国家

法と通約不可能な「歓待」によって生じる「個」は、国家によってまとめられること

ができるような社会的役割、計算可能かつ 制 御
コントロール

可能な性質を喪失したものとなろう。

それゆえこのような「個」によって作り出される「共－同体」、それは、もはや互いを

「何かの役に立つ（有為性）存在」、「道具」として扱うことは不可能となり、利害関

係から切り離され「無為性」を帯びた「個」の集まり、「～の為の共同体」ではない「無

為の共同体」（ナンシー）として考えることができる（八木 2007: 146-147）。 

 

Smith らが近代のマスツーリズムを捉える上で理論的枠組みとして用いたホスト－ゲス

ト論は、その関係性において二項対立的で権力的な性格を持っていた。それに対し、
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Aramberri や八木が注目した前近代的なホスト－ゲストの関係性においては、権力関係よ

りも互恵性や連帯が先行している。そういった関係性の中では、人々が有為性に囚われず

に「他者とただ在る」という瞬間に「共－同体」が生まれており、国家や市場経済によっ

て統制されない個人と個人間の交流が実現する。まち歩き観光において、住民がホストか

つゲストとしての役割を担いながら振舞うことは、社交を楽しむと同時に、相互に尊重し

合い、連帯する人間性の回復を目指す行為ではないだろうか。このように観光を社交の場

として活用する住民たちの実践は、他者への信頼と希望に基づいた出会いの欲求から、国

家や市場経済の枠を超え、他者と共在する「無為の共同体」を取り戻そうとする人々の主

体性であり、それがまち歩き観光というかたちとして表れているのである。 

 

2 本研究の意義と今後の課題 

 以上を踏まえ、長崎さるくを事例に、まち歩き観光における住民同士の役割パフォーマ

ンスについて経験的に論じてきた本研究の意義について説明する。 

まず、第一に、一部の成功ストーリーのみでしか捉えられてこなかった長崎さるくの実

態を究明したことが挙げられる。日本のまち歩き観光の展開に大いに影響を与えた長崎さ

るく博’06 に関する文献の大半は、一部分の成功体験のみに焦点を当ててきた。そのため、

まち歩き観光のガイド養成やコースづくり等、その仕組みが主に論じられてきた。それに

対し、本研究では、長崎さるくにおける利害関係者間の葛藤や問題についても正面から検

討を行ったことで、長崎さるく及びまち歩き観光の役割をより多面的に捉えることができ

た。また観光振興を目的にした行政による観光事業であった長崎さるくが、住民の「ホス

ト－ゲスト」としての役割パフォーマンスの実践によって、社交の場として活用され、変

容されていったことを論じた。このことは、長崎さるくの成功要因として論じられてきた

「住民主体」のあり方をもう一度問い直すことにも寄与すると考える。こうした近年の住

民による実践は、行政や市場経済の枠を超えたより深いレベルの住民主体のあり方を示唆

する事例だといえる。 

第二に、長崎さるくにおける住民の実践を事例に、ホスト－ゲスト論を「役割パフォー

マンス」と「社交」の観点から論じることで、観光の場が持つ偶発性や能動性、ツーリス

トの主体性を浮き彫りにしたことである。従来のホスト－ゲスト論の二項対立性に対する

批判がなされてきた一方、それを乗り越えるための議論は十分に行われていなかった。そ

れに対し、本研究では従来のホスト－ゲスト論を批判するだけではなく、問題点を改善す
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る方法として、ホスト－ゲストの関係性を観光の状況に応じて人々が任意に行う「役割パ

フォーマンス」として捉える観点を提示した。さらに、社交という観点を取り入れること

で、観光における人々の役割パフォーマンスが単純に舞台を成功させるための、あるいは

社会的な秩序を守るルールとしてではなく、人々の出会いの欲求を充実させる主体性を潜

在させたものとして捉えることができた。こういった視点は、まち歩き観光に留まらず、

むしろ現代観光においては多様な場面で顕著にみられる現象ではないかと推察される。現

在の観光研究においてキー概念となっているホスト－ゲスト論の有効性が再検討され、そ

のための新たな観点を示唆する事例研究を提示したものとして本研究の意義があるといえ

る。 

しかし、十分に検討できなかった課題も残っている。本研究では、まち歩き観光におけ

る住民のホスト－ゲストとしての役割パフォーマンスについて社会的・空間的な条件から

捉えてきた。そこでガイドと参加者、参加者間の会話のあり方を中心に分析を行ってきた

が、まちという空間が持つ意味や歩くという身体的な行為については、十分に考察するこ

とができなかった。また、ホスト－ゲストという関係性の中に内包されている歓迎や歓待

の感覚について、感情的側面からは十分に捉えることができなかった。たとえば、第 2 章

ではボランティアガイドが、ツアー参加者や道を迷っているように見える人に、道案内や

情報提供をすることを通じて、相手に喜んでもらい、他者に役立ったと実感し、やりがい

を感じている事例を取り上げた。しかし、それに対する相手の感情については十分に捉え

ることができず、このようなホストとしての実践に対し、ゲストはそれをどのように受け

止めているのかという問題はいまだに残っている。さらに、ホスト－ゲスト間の役割の揺

らぎが生じている中で、歓迎や歓待は単純にホストがゲストに対して与えるものといえる

のだろうか。 

なかでも「まち歩きの楽しさを身につける」といった個々の参加者の経験については、

諏訪正樹（2016）による「身体知」の議論を理論的な視点として参照しながら、より深く

検討する必要がある。諏訪は言葉で表現しにくい身体の感覚をあえて言語化し解釈すると

いった個人の主観を重視する「一人称研究」を提唱した。本研究は主観を重視する考え方

を受け継ぐ試みとして、オートエスノグラフィーに取り組んだ。また、まち歩きの楽しみ

方を身につけている「常連」について論じたが、彼らの経験を捉える上でも、個人の身体

的な感覚に注目する一人称的視点は有効であろう。ただし、他者との出会いが常に生じる

観光において、一人称的な記述のみでは不十分であり、ホスト－ゲスト間の相互作用をよ
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り明確化するためには「二人称的アプローチ」も不可欠である。 

さらに、山崎正和は「社交の場所は外壁ではなく、集まる人の気分の求心力によって区

切られる」（山崎 2003: 27）と論じており、住民参加者たちが常連になっていく過程にお

いては、周りの人々との関係性と感情的側面が大きく影響を与えていることが想定される。

Ray Oldenburg はサードプレイス論の中で、場の維持と更新において、よそ者や新参者の

存在の重要性に言及し、常連と新参者の役割について論じている（Oldenburg 2013: 86）。

しかし、Oldenburg の常連に関する議論は、場の形成・維持する人びとの儀礼的なコミュ

ニケーションを示すことには貢献しているが、「ホスト－ゲスト」論の観点からすると、常

連の役割が静態的にしか捉えられておらず、本研究で論じた異種混交的空間における役割

パフォーマンスのダイナミズムを捉えるには不十分である。そういった問題点だけでなく、

感情的側面や体感へのアプローチの必要性も含め、ホスト－ゲスト間の感情的な相互作用

について深く掘り下げるためには、人称の視点の検討が必要だと考える。 

また、住民の役割パフォーマンスの実践がまち歩き観光以外の場面においても生じうる

のかについては十分に検討ができなかった。本研究では、まち歩き観光の場の共同制作者

としてのホスト－ゲストの新しい関係性を明らかにしたが、長崎さるくの事例で見られた

「ゲストをつくること」をめぐる現象は、観光以外の場においても議論の展開が可能であ

ろう。例えば、東浩紀は本人が運営しているゲンロンカフェを取り上げながら、場を維持

することに「観客」の役割が重要だと述べる。観客をつくることが、実はゲンロンカフェ

の企画が終わった後の参加者たちが自主的につくる飲み会を通じてさらに有効になるとい

うこと、すなわち観客の主体性と誤配によるという議論も本研究にとって興味深いもので

ある（東 2020）。本研究では、東の論じた誤配を生む存在としてさるくガイドを取り上げ

たのだが、ゲストをつくる実践は、上述のサードプレイス論でも触れているように、場の

維持や更新につながる重要な問題である。本研究で論じた長崎さるくにおけるホスト－ゲ

ストの関係性の構築を踏まえ、今後は観光の場のみならず、誤配や居場所といった観点か

ら人々は「いかに場をつくり、維持するか」といった問題を考察していくことも課題であ

る。 
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