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北海道遺産の観光活用の実態
──小樽みなとと防波堤等を巡る旅行ツアーコースを事例として──
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Ⅰ はじめに
現在、各地では、世界遺産の指定になると、旅行代理店を中心に多様な旅行ツアーを企画す
る。その反面、認知度が低い遺産では、旅行ツアーの見学場所になることは少なく、地元住民
もあまり認識していないことすらある。こうした状況は、採算面を考えると、ある程度は旅行
ツアーの見学場所から外れることは仕方がない。
ただ、希少性を重視すれば、どのような遺産でも、有する情報や関係性の知識は、貴重な観
光資源の対象に成りえる。このような情報提供は、リーフレット、博物館資料、図書、インタ
ーネット（ブログ等を含む）
、解説板、解説員等、多様に存在する。しかしながら、その多く
は、受け手の興味関心にもとづき、情報収集される。情報収集する段階では、興味関心に左右
される。
他方、旅行ツアーの場合、見学場所の興味関心を少しでも得ることができれば、多様な情報
を容易に集めることができる。
本稿では、北海道遺産の観光活用の実態として、北海道遺産を巡る旅行ツアーに着目し、解
説員の説明内容と参加者の事後アンケート調査結果を中心として、企画内容の有効性を検証す
る。
具体的には、北海道遺産協議会の観光活用の方向性と具体的な活用事例を示す。次に、旅行
ツアーの概要に触れ、解説員の説明内容を部分的に再現し、どのような認識ができるか、検討
する。最後に、事後アンケート調査結果をもとに、旅行ツアーの企画内容の有効性を明らかに
する。
北海道遺産は、2000 年以降に登場した新しい地域選定遺産であり、現在 52 件ある。その
活用目的の中心は、観光活用であるものの、これまで高い認知度を得るまでには達していな
い。さらに、今回の対象は、防波堤や港湾といったものであり、観光資源になりにくいもので
あった。そのため、認知度の低い遺産の事例としては、最適と考えた。
なお、筆者は、現地観察・調査の一環として旅行ツアーに参加し、関係者の許可のもと、説
明内容の録音、事後アンケートの実施を行った。旅行ツアーは、2011 年 9 月 10 日（土）天
候に恵まれ、予定通りに実施した。
Ⅱ 北海道遺産の観光活用の基盤
1 観光活用の体制づくり
北海道遺産の本格的な観光活用は、第 2 回選定後の 2006 年以降である。想定する活用は、
地域づくり活動、観光資源、教育資源があるものの、その中心は観光活用である。北海道遺産
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NPO 法人北海道遺産協議会サポーター制度の概要

【正会員】年会費 一口 1 万円（一口以上）
北海道遺産構想の趣旨に賛同し、その活動を積極的に応援してくださる個人または団体で、
総会の議決権を持ちます。
・従来の正会員や応援団のみなさま
・北海道遺産の所在地域の自治体
・北海道遺産に関わる活動を行っている個人・団体 など
「特典」
・会員証、情報誌（年 3 回程度）、ポストカード、メールニュース等の配信
・北海道遺産ガイドブック（1 冊：入会初年のみ）、季刊誌「カイ」（年 4 冊）
・北海道遺産の HP、情報誌などに個人名・団体名をご希望により掲載
・北海道遺産ロゴマークの使用
【賛助会員】年会費 個人会員（一口 3 千円） 団体会員（一口 5 千円）
北海道遺産構想の趣旨に賛同し、事業を支援するために入会した個人または団体で、北海道
遺産構想を応援してくださるサポーターです。
「特典」
正会員と同様（一部の特典、二口以上の年会費必要）
資料）北海道遺産協議会内部資料。

協議会では、観光を含む支援体制として自治体（北海道庁）と地元企業（北海道遺産応援団）
との連携を重視してきた。とりわけ、地元企業には、企業活動を通じた旅行ツアーの企画・実
施、商品開発等を期待した。これら参加企業・団体は、31 に達した。その多くは、地元の有
力企業や観光関連団体が占めており、何らかの形で観光産業とのつながりをもっている。2009
年以降、北海道遺産応援団は、北海道遺産協議会の NPO 法人化に伴い制度をいったん終了
し、正会員、賛助会員という形での募集（サポーター制度）に引き継いだ。サポーター制度で
は、企業や団体の他に個人での参加も可能である。
次に、企業との連携による具体的な活用事例を述べる。企業との連携では、北海道遺産を広
告資料として活用した。例えば、NTT ドコモ北海道による「北海道遺産物語」のテレビ放送
（HTB 北海道テレビ土曜日夜 10 : 51〜10 : 56）や（株）伊藤園によるキャンペーン広告（霧
多布湿原）
、サッポロビールや中道リース等による新聞広告への掲載がある。とりわけ、
「北海
道遺産物語」は、一つ一つの選定遺産を丁寧かつ簡潔に紹介し、名称の定着や知名度の向上に
大きく貢献した。
他には、JR 北海道や AIRDO 並びに中央バスグループによる機関誌への掲載もある。こち
らは、広告資料というより、選定遺産の紹介記事の意味合いが強い。
商品開発では、塗り絵、ポストカード、カレンダー、図書カバー、クリアファイル、酒類、
バスカード等に画像資料を利用した。さらには、中央バスの定期観光バス（4 台）
，貸切バス
（1 台）の車体に画像資料を塗装した。
いずれの活用も、北海道遺産の認知度を高める役割を果たした。よって、観光活用に向けた
土台作りになった。
2 旅行ツアーへの活用
本格的な観光活用は、旅行代理店を中心とした旅行ツアーの企画にある。ただ、旅行ツアー
の企画では、その方向性は大きく分かれる。
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一つは、北海道遺産を旅行ツアーの見学する観光資源に組み込むものである。この手法は、
多様な地域観光資源の一つとして北海道遺産を組み込み、参加者に対して新たな気付きや発見
を促す。この主の旅行ツアーは、JR 北海道や近畿日本ツーリストによって企画されている。
もう一つは、北海道遺産を主題とする旅行ツアーの企画である。この手法は、主題という形
でテーマを絞り込んでいるため、深みのある観光活用になる。他方、興味関心の有無により、
参加意欲は影響され、継続的な募集定員の維持には、課題を残す。この主の旅行ツアーは、
（株）シィービーツアーズのバス旅行ツアーとして積極的に企画されている。例えば、空知の
炭鉱関連施設と生活文化、増毛の歴史的建造物群と留萌のにしん街道、小樽みなとと防波堤を
主題として旅行ツアーを企画している。また、小樽みなとと防波堤のように、さらに関連文化
財とを組み合わせたものもある。
双方を観光地理学的に捉えると、前者は、地誌的なアプローチとなり、後者は、地理主題的
なアプローチとなろう。いずれも、観光資源を結びつけ、地理的特色を理解することに役立
つ。ただ、営利目的を追求すれば、後者の旅行ツアーは、採算面で企画しにくい。
他方、後者の場合、関連文化財（資料）を加えることで、さらなる地理的特色を浮き彫りと
することができる。とりわけ、専門性の高い解説員を配置することで、旅行ツアーの評価は高
まってくる。その結果、単なる見学や解説資料を読むだけでは難しい関係性が分かり、過去の
地理的空間の深い認識が可能となる。当然、個人の興味関心がある場合を除けば、周遊観光等
で、こうした関係性に気付くことは難しい。それゆえ、旅行代理店が、積極的に地理主題的な
アプローチとなる内容を企画する意義は高い。
Ⅲ 旅行ツアーコースの内容
1 旅行ツアーコースの概要
まず、旅行ツアーコースの行程は、以下のとおりである。札幌のバスターミナル（9 : 00）
を出発し、札樽自動車道を通って、小樽に向かう。小樽第三埠頭到着後、屋形船に乗り、防波
堤見学（解説あり）を主とするクルーズに出かける（約 40 分間）
。その後、グランドパーク
小樽にて昼食（バイキング方式）をとる。午後には、旧日本郵船小樽支店（現 博物館）を見
学（約 60 分間）し、小樽運河沿いを徒歩移動しながら運河関連の解説を受ける。その後、旧
日本銀行小樽支店（現 金融博物館）を見学（約 30 分間）し、主たる見学内容は終了する。
最後は、小樽バインでワインを試飲し、小樽運河周辺を自由散策（約 40 分間）後に札幌へ戻
る。
本旅行ツアーの特色は、屋形船クルーズ、運河散策、博物館の各場面において、詳細な解説
を楽しむことができる点にある。とりわけ、屋形船クルーズでは、防波堤建設に関する内容を
詳細かつ丁寧に解説してくれる。
解説員は、小樽観光ボランティアガイド倶楽部に所属する人たちであり、その多くは年配者
である。多くの方は、学識経験者ではないものの、自身の興味関心にもとづき、熱心に勉学し
ている。今回も、博物館に常駐する解説員が、知りえない内容を詳細に説明してくれる場面が
あった。その知識量の豊富さは学識経験者に決して劣らない。倶楽部でも、解説員の質向上に
向けて学習会を開催している。加えて、見学者（観光客）の関心意欲にも配慮し、単なる知識
の押し売りにならないよう留意している。
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写真 1 屋形船に乗り込む旅行ツアー観光客
（2011 年 9 月 10 日）

写真 2 旧日本郵船小樽支店の外観（2011
年 9 月 10 日）

写真 3 小樽運河とはしけの様子（2011 年 9
月 10 日）

写真 4 小樽運河と航行船の様子（2011 年 9
月 10 日）
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旅行ツアーの行程（2011 年 9 月 10 日実施の内容）

札幌（9 : 00） → 麻生（9 : 20）途中乗車 （札樽自動車道）→ 小樽第三埠頭（10 : 00）
屋形船クルーズ【小樽みなとと防波堤の解説】（約 40 分間） → 昼食
グランドパーク小樽（11 : 30 約 90 分間） → 旧日本郵船小樽支店見学（13 : 00 約 60 分間）
→ 小樽運河散策（14 : 00 徒歩移動） → 金融博物館見学（15 : 00 約 30 分間） →
小樽バイン（15 : 30 試飲等） → 小樽運河周辺（自由散策 約 40 分間） →
小樽中央バスターミナル（16 : 40）（国道 5 号線）→ 麻生（17 : 40）途中下車 →
札幌中央バスターミナル（18 : 00）
資料）（株）シィービーツアーズリーフレット及び現地調査。

2 屋形船クルーズにおける説明内容
北海道遺産「小樽みなとと防波堤」の解説は、屋形船クルーズ内で説明している。ここで
は、どのような説明を行っているのか、部分的に再現しつつ、それらを通じて、どのような認
識ができるか、検討する。再現は、当日の録音記録によるものである。
解説員の説明は、概ね次のとおりである。具体的には、
（1）建設者について、
（2）建設目
的・背景について、
（3）北防波堤建設の特色、
（4）南防波堤建設の特色、
（5）港の機能変化、
地域経済の変化、
（6）現在の港湾の観光活用である。
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（1）建設者について（部分的な説明の再現記録）
前略
そこで、もう少ししましたらそちらの方（北防波堤）に近づくのですが、この防波堤を
建造した立派な方をご紹介いたします。
「廣井勇（ヒロイイサミ）
」という方でございまし
て、土佐、高知ですね。土佐の出身の佐川村というところから来た方なのですが、大変こ
の方、頭の良い方でございまして、明治 10 年に入ってくるのです。小樽に。それからす
ぐ札幌に行きまして、
「札幌農学校」という今の北海道大学の前身です。札幌農学校に入
ります。勉強しましたあと、アメリカの方にも留学しまして、土木工学の第一人者になる
のです。
後略
（2）建設目的・背景について（部分的な説明の再現記録）
前略
ところが小樽港のこの防波堤は、崩れては困るという条件がたくさんあったのです。そ
の一つは、ロシアの南下政策といいますか、ロシアが南の方に来ますと、大変この辺が重
要な軍事港になるのです。そのためにはこの防波堤は絶対になければならないということ
で、いわゆる国の威信をかけて造った防波堤になるわけです。国の費用で、国家の予算で
造るのですが、十数年かけてその予算が、北防波堤だけの予算で今のお金に直しますとど
うでしょう…一千億ちかくになるのではないでしょうか。大変、大プロジェクトでこの防
波堤を造っていくのです。
後略
（3）北防波堤建設の特色（部分的な説明の再現記録）
前略
この廣井勇さんの造った偉大さというのは、世界に類がなかったということが一つで
す。初めて廣井勇さんがこういう傾斜をつけたコンクリートのブロックをずっと積んでい
って、11 年間で北防波堤を成功させたということが初めてです。それから、これだけ長
い防波堤は、端から端まで約 4 km あるのです。3600 m くらいの防波堤でこの港は守ら
れております。ですから、波が来ましても案外この辺静かなのです。そしてこの港内、と
っても広いのですよ。300 万㎡といいますか、どうでしょう…札幌ドームで入れると何十
個くらいになるのかな、60 個か 80 個くらいの広さになるのですね。すごく広いのですが
とっても静かなのです。というのは、この防波堤があるためなのですけれども、そういう
防波堤を造ってくれたのがちょうど明治 41 年のことでございました。
中略
その左手のタンクなどがあるところはコンクリートブロックの建設工場になっていまし
た。コンクリートの工場です。そちらで造ったものをこの防波堤のブロックとして積み付
けていきます。ちょっと今は満ちているのかな…岩肌がよく見えないのですが、上のほう
のちょっと下のほうの段が斜めになって切込みがかかっているのが見えると思います。斜
め 22 度になって傾斜している、ブロックが積まれている状況が良くわかると思うのです
けれども…そうですね、窓をちょっと開けて見てください。ちょうど斜めにコンクリート
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ブロックがずっと積み付けられておりま
すね。これが世界で初めてこの防波堤を
造るための技術として採用されたものな
のです。このブロックの積み付け方が、
大変波を吸収するといいますか、大変波
圧に非常に強い構造体になっておりまし
て、100 年経ってもこういうふうに守ら
れて、崩れないでそのまま現在に至って
おります。
大変貴重な防波堤でございまして、こ

写真 5 北防波堤の様子（2011 年 9 月 10 日）

れが出来たときにはもちろん、東洋一の
防波堤になるわけでございますが、この廣井勇さんはもう一つ立派なところは、このコン
クリートを作るにあたって普通のコンクリートではなくて、この中に火山灰を混ぜるので
す。そうすることによって海水との相性が非常に良くなって、なかなか海水の中でもコン
クリートが脆くならない、崩れないということがわかったのです。それで火山灰をセメン
トに混ぜて作っていくのです。これがまた初めてのことなのです。世界で初めて試みたこ
とでございました。これは大体、セメントと砂が 1 : 2 の割合で混合するという時代に、
火山灰を約 0.8、セメント 1 に対して 0.8 くらい混ぜたといいますから、そうとうな量を
火山灰として混ぜてつくったといわれているコンクリートのブロックです。そこでこの火
山灰、どこで採れるかといいますと、小樽の天狗山という山がございましてその近くで火
山灰が採れるのです。ですから、そういった地元の自然の材料と混合してできた防波堤で
あるともいえます。
後略
（4）南防波堤建設の特色（部分的な説明の再現記録）
前略
この方がまた、すごく技術的にも優れていて、小樽港を半分造ってくれたという方でご
ざいます。しばらく様子を見てみますと、ちょっとこの防波堤の側面の斜めのコンクリー
トブロックが無くなりましたでしょう。無くなりましたね。これは斜めと違う工法で防波
堤を築いてまいります。それは、大きなコンクリートの升といいましょうか、コンクリー
トの箱を使っているのです。箱をここまで浮かせて持っていきまして、この位置に沈め
て、砂利とか石を積んで中に詰めて造っていく方法です。
「ケーソン方式」といいます。
このケーソン方式が採用されたのが、この伊藤長右衛門さんの時代になります。明治 42
年から大正 10 年までかけてこのケーソン方式をずっと採用していくのです。これでやり
ますと、斜めにブロックを積んでいくよりもはるかに工期も早いですし、費用も安いです
し、楽にできるということがわかったのです。
このケーソン方式というのは、一番最初は本州の方でも採用されて神戸のところで採用
されていたのですが、この小樽港のケーソンが世界で初めてやったことがあります。この
コンクリートの升というのはとっても大きいのですよ。この近くから見ますと大して大き
くは見えないのですけれども、1200 t くらいある大きなコンクリートの升なのです。こ
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れを当時は、船の上でコンクリートの升
を作るのですが、大変な作業なのです。
船の上でやりますから。ですがこの伊藤
長右衛門さんが偉かったのは、この大き
な升のコンクリートブロックを陸で作り
まして、船が進水するときと同じように
このコンクリートブロックを進水させた
のです。そうして浮かせて、この所定の
ところまでもっていって沈めて造るとい
う方法です。
「斜路式（しゃろしき）
」と

写真 6 南防波堤の様子（2011 年 9 月 10 日）

いうふうに言っておりますが、斜路式の
ケーソン方式の工法を採用いたしました。それによりまして、すごく早く防波堤が出来る
ようになります。とても短期間で、船で造るよりも 2 倍も 3 倍もコストも安く作れると
いうことで、大変な発明なのです。世界で初めてそういう工法ができるようになったの
が、この伊藤長右衛門さんの開発した斜路式のケーソン方式ということです。
こういったことをはじめたのは世界で伊藤長右衛門さんが初めてなものですから、大変
なことなのです。当時は、こんな素晴らしいことが出来るということがわかりまして、こ
の伊藤長右衛門さんという方は大正 12 年にこの防波堤を完成させたあと、北海道のほと
んどの港の防波堤の建設に携わります。大変素晴らしい方でございまして、亡くなるとき
に「私の骨と遺品はこの赤灯台の下に埋めてください」と。
「生涯私はこの防波堤を見守
っていたいから、遺骨を埋めてください」という遺言のもとに今でも埋まっているのです
よ。そういう大変偉い方、この 2 人が、3635 m の約 4 km にわたる防波堤を造ってくれ
ました。そのおかげでこういうふうに屋形船も、大変波の荒いときでもこういうふうにし
て小さな船でも運航することができる港になっております。
後略
（5）港の機能変化、地域経済の変化（部分的な説明の再現記録）
前略
それは、札幌からもう少し、60 km くらい行きますと幌内というところがございまし
て、そこが日本一の炭鉱脈があるという発見をするのです。この石炭をどんどん本州に送
っていこうという計画のもとに、小樽は、幌内、96 km くらいありますか、そこと鉄道
で結びついて、石炭が積み出されたのが明治 15 年のことです。毎年毎年何十万 t という
石炭がこの港から本州に運ばれるようになってまいりました。遠くは八幡製鉄まで運んだ
といいますから、日本の端から端くらいまで石炭を運ぶようになったのですね。小樽がど
んどん繁栄していった大きな要因の一つになりました。この石炭を積み出す専用の高架桟
橋というものがこの小樽港にできるわけです。その石炭専用の積出港を守るためにどうし
てもこの防波堤が必要だったのです。それからやはり対ロシアとの問題もあって、命がけ
で造ったという防波堤でございました。
勝って戦勝国になったら、ロシアの領土の「樺太」という島がありました、その島の半
分、北緯 50 度から南が日本の領土になるのです。樺太という島は大変大きいのですよ。
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四国や九州をあわせてももっと大きいくらいの島ですから、その樺太の半分が日本の領土
になりますと、日本人がどっと移民される方がたくさん増えまして十数万人になるのです
けれども、その樺太の中継港にも小樽はなるのです。ですからますます小樽港というもの
は繁栄いたします。石炭で大変繁栄して、さらに樺太、それから基本的には小樽の力をつ
けたのはニシンでございましたから、そのニシンというものは毎年毎年タダでやってくる
わけです。3 月から 5 月くらいにかけてすごく獲れますので、ニシンで大変大富豪になっ
た方がたくさんいるところでもございます。そういったことで、北海道一の大商業都市に
なったのが大正のはじめでございました。もともとは函館のほうがずっと大きいし、小樽
は一つの漁港だったのが、わずか 40 年ほどで北海道一の大商業都市になってまいりまし
た。
大正 9 年でしょうか、第一回の国勢調査がはいりまして、その時のデータを見ますと
小樽の人口が札幌よりも多かったのです。ですから、わずかの期間ですけれども、現在は
札幌が 185 万ですから約 190 万ですよね、小樽はいま 13 万 1 千ですからまったくかわら
ないのです。そういうことですので、それは何を意味するかといいますと、戦後は小樽が
繁栄した産業はなにもなくなってしまうのです。ニシンは、実は「幻のニシン」になって
しまいます。それから、貿易が非常に繁栄したこの小樽港は樺太がロシアに返されます
ね。北方を含めて、まったく交通がなくなってしまいます。さらに、石炭から石油になっ
てしまいますので、石炭の積み出しの役割もなくなってしまいます。あらゆる産業がなく
なって戦後を迎えるわけです。
後略
（6）現在の港湾の観光活用（部分的な説明の再現記録）
前略
現在は 13 万 1 千なのですが。しばらく経ちまして、30 年くらい経ちましてやっと昭
和 60 年近くなりましてから「なにもない産業の小樽は何をしたら良いのか」と考えまし
て、
「それじゃあ、観光で生きる以外ないんでないか」ということで、小樽は観光都市と
して進むようになってまいります。約 20 年ちょっと経ちますけれども、小樽港を中心に
して観光都市になった小樽は年間だいたい 700 万人くらいでございましょうか、お客様
が訪れる都市になりまして、一大産業といいますか基幹産業に、観光はなっていったわけ
でございます。
小樽にこの埠頭が 6 つあるのですけれども、
「色内埠頭」というものがあるのと、そち
らの方に巡視船がはいっているのがちょっと面白い埠頭でございまして、上のほうが公園
になっているのですよ。埠頭が全部公園になっていましてね。ところがその下のほうが下
水処理場になっているのですよ。大変特殊な埠頭ですね、そんなような埠頭もございま
す。この埠頭がないときに小樽が活躍したところは、運河なのです。この辺に「北前船」
というものが沖合いに停泊いたします。そして、ちいさな「艀（はしけ）
」という船がこ
の辺まで迎えにきまして、荷物を小積みにしてまたかえっていって運河に入っていくので
す。そして運河で荷物をおろしたり積んだりするという作業場になったのです。ですか
ら、運河があったために大変小樽港は繁栄したのです。この埠頭が出来ますと、今度は大
きな船が直接接岸できるようになりますから、運河はいらなくなってしまうのですね。そ
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れで、溝川になってしまいます。そうすると厄介者になってしまってどうしようもならな
くなってしまうのです。それで戦後「この運河というのも要らなくなったからもう埋めて
しまえ」ということから、
「運河を守る会」という強力な会ができまして、市民が二分さ
れて大変長い間論争が続いたのです。それで小樽は少し国内的に知名度が上がってきたと
いうふうに言われております。61 年に新しく運河が完成したのは「半分だけ運河を潰し
て半分だけ道路にしましょう」という折衷案でできた新しいモデルチェンジした運河なの
ですけれども、今日ご案内申し上げます運河は昔から造られているそのままの姿の運河を
ご案内できますので、造られた運河といいますか、浅草橋の運河とは違う運河をご案内で
きます。470 m くらいですが、もともと造られたままの運河がそのままのこっている場
所でございます。
後略
以上、各場面の部分的な説明を再現した。すでに述べたように、これらの説明は、一人の解
説員によるものであり、資料に頼ることはなく、ユーモアを交え行われた。
全体を通じて認識できることは、防波堤の与えた影響の地理的な関係性である。すなわち、
防波堤を起点とし、小樽運河、幌内炭鉱、サハリン等のつながりに気付かせ、当時の地理的な
関係性を具体化した。また、防波堤建設により、港湾の機能が、どのように変化し、発展した
のか、わかる。結果、北海道遺産の選定が、なぜ「小樽みなとと防波堤」というように 2 つ
の事象が並立しているのか、認識することができる。
仮に、防波堤建設のみの内容や小樽の港湾のみの内容では、両者を結び付けることは容易で
はない。むろん、リーフレット、博物館資料、図書、インターネット等によって、地理的な関
係性に辿るつくことはできる。しかしながら、単なる事象を見学するだけでは、その関係性に
気付くきっかけとなる情報がない。よって、事象間をつなぎ地理的な空間認識に達するような
ことはない。
次に、部分的な説明によって認識できることは、事象間を比較しての相違点である。今回の
説明では、北防波堤と南防波堤の建設工法の違い、他の港湾との違い、小樽と札幌の人口変動
の違いといった点を挙げることができる。
例えば、北防波堤と南防波堤をみて、どちらを先に建設し、どのように後の工法に活かした
のか、知ることはできない。しかしながら、解説員の説明では、どちらを先に建設し、それぞ
れの特色はどうなっているのか、また、後の工法にどのように活かしたのか、わかる。よっ
て、事象間の比較によって、深みのある認識が可能となってくる。
Ⅳ 旅行ツアー（北海道遺産）に対する評価
1 旅行ツアー参加者の属性
本章では、事後アンケート調査による、北海道遺産等に対する数値的評価と具体的な評価内
容（自由記載）を手掛かりに、旅行ツアー（北海道遺産）の企画内容の有効性を明らかにす
る。
本旅行ツアーの参加者は、26 名（1 名小児を含む）であった。そのうち、17 名は、北海道
遺産を含む旅行ツアーの参加は初めてであった。他方、これまでの旅行ツアー（他の北海道遺
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産）の経験として、2〜4 回の参加者は 3 名、5〜10 回の参加者は 1 名、10 回以上の参加者は
1 名であった。
今回の参加者の年代（無回答は除く）は、10 代 1 名、20 代 2 名、30・40 代各 1 名、50 代
5 名、60 代 4 名、70 代以上 9 名となっている。よって、50 代以上の中・高齢者が大半を占め
た。
2 事後アンケート調査結果
次に、旅行ツアーの参加者が、企画内容についてどのような評価を下したのか、事後アンケ
ート調査をもとに明らかとする。
最初は、旅行ツアー参加を決めた要因について尋ねた（複数回答）
。その結果、
「コースの良
さ」13 名が最も多く、
「北海道遺産・文化財が含まれているから」11 名と次ぐ。いずれも、
参加者の半数程度の回答を得た。
「コースの良さ」は、見学場所の嗜好が強く働いており、北海道遺産や文化財が決め手にな
ったと判断してよかろう。よって、参加者の半数は、北海道遺産や文化財に高い興味関心をも
っていた層と判断できる。
項目 1 は、北海道遺産（防波堤）に対する解説・説明について尋ねたものである。
その結果、高評価（満足・やや満足）が 18 名を占めた。自由記載では、
「防波堤にまつわる
ストーリーがわかりやすく、すばらしかった」
、
「防波堤の説明。運河にまつわる話しや日本銀
行の説明が楽しく、なるほどと感心することばかりでした」
、
「普段見ることの出来ない防波堤
は見るも聞くもはじめての事ばかりで良かった」、
「防波堤のブロックに天狗山の火山灰が使わ
れていることにおどろきました」
、
「明治時代の防波堤の立派さが良くわかった」等を得た。
よって、北海道遺産に対する解説・説明は、大変好評だったと考えてよい。とりわけ、内容
の深化について、評価しており、有意義な説明であったことを裏付けている。
項目 2 は、北海道遺産（見学場所）に対して評価を尋ねたものである。その結果、高評価
（満足・やや満足）が 20 名を占めた。
よって、希少性ある観光資源（北海道遺産）であると、再評価したものと考えてよい。こう
した評価には、調査項目 2 でみたように、解説員の説明の良さにも、強く影響を受けたもの
と考えられる。
項目 3 は、旅行ツアー全体に対して評価を尋ねたものである。その結果、高評価（満足・
やや満足）が 20 名を占めた。自由記載では、
「観光ガイドさんの説明を聞けて良かった」
、
「ガイドの方の解説がとても素晴らしかったです」
、
「観光説明員の対応が印象的であった」等

第1図

事後アンケート調査結果（5 段階評価）
資料）アンケート調査。
― ２４ ―

大阪観光大学観光学研究所年報『観光研究論集』第 10 号

を得た。その他では、
「地元ガイドさんの解説によって、ただ見るだけではわからないストー
リー性が伝わってきてよかった」という指摘があった。
自由記載をみれば、解説員の対応や内容といった点を高く評価している。ゆえに、見学対象
となる場所の選定と合わせて、いかに適切な解説員を配置できるかが、重要となってくる。解
説・説明の評価の高い理由として、事象に対する詳細な説明に終始するのではなく、他の事象
との関係性に気付かせる内容を組み込み、つながりをもたせたことが考えられる。その他で得
た感想は、地理的な関係性を認識できたものと考えてよかろう。
Ⅴ おわりに
本研究では、北海道遺産の観光活用として旅行ツアーの企画内容の有効性を、解説員の説明
内容、参加者の事後アンケート調査をもとに検証するものであった。
まず、北海道遺産の観光活用の基盤づくりとして、北海道遺産協議会の観光活用の方向性と
民間企業の活用事例を示した。北海道遺産協議会では、自治体と有力企業との連携を重視して
きた。その一つの形が、有力企業や観光関係団体を中心に参加した北海道遺産応援団（サポー
ター制度）であった。加えて、それらの企業を中心に、マスメディアや商品への広告資料（景
観）の利用を行った。こうした活用は、北海道遺産の認知度を高めることにつながったと考え
られる。
続いて、北海道遺産を巡る旅行ツアーを取り上げ、その概要と解説員の説明を再現し、どの
ような認識ができるか、明らかとした。旅行ツアーは、日帰り 1 日コースのものであり、札
幌を出発地（到着地）として、屋形船クルーズ（防波堤）
、博物館（旧日本郵船小樽支店と旧
日本銀行小樽支店）
、小樽運河を巡るものであった。これらの見学場所は、北海道遺産「小樽
みなとと防波堤」包括するものである。
解説員の説明は、単なる事象の詳細な内容を認識できるだけではなく、防波堤の与えた影響
の地理的な関係性についても認識できるものであった。こうした認識は、直接の見学、各種の
資料等のみでは得にくいものである。
事後アンケート調査では、北海道遺産を巡る旅行ツアーの内容について、概ね高い評価を得
た。その要因は、北海道遺産の有する希少性はもちろんであるが、解説員の高度な説明によっ
て評価されたものと考えられる。
以上の結果をふまえ、北海道遺産の観光活用における旅行ツアーの意義について指摘してお
きたい。このような旅行ツアーの意義は、大きく 2 つある。一つは、旅行企画において、北
海道遺産を中核とした関連文化財との組み合わせを、予め設定できる点である。これは、近隣
に点在する事象（観光資源）を脈略なく見学することとは相違する。点在する文化遺産の関係
性に気付くには、個人の興味関心のみでは限界がある。その点、予め関連文化財を組み込むこ
とができれば、全体を通じて詳細でかつ幅広い認識につながる。
二つは、解説員による説明のつなぎの重要性である。今回の旅行ツアーの場合、いわゆる専
属の解説員が分担説明のため、2 名同行した。通常、見学場所では、解説員のいることは珍し
くない。今回は、旅行ツアーに同行したことで、事象間の移動時にも説明、質問に対応するこ
とができた。こうした場合、個人的な興味関心による質問もしやすい。結果、地理的な関係性
の気付きにも、厚みを増した。例えば、小樽運河の徒歩移動時、運河沿いの老舗倉庫の説明が
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あった。その際、老舗倉庫は、函館との関係が深いことを教えてくれた。単なる見学のみで
は、博物館（老舗倉庫）ではないため、こうした事実に気付くことは難しい。
今後も、他の北海道遺産を巡る旅行ツアー内容との比較、各年度の「小樽みなとと防波堤」
旅行ツアー参加者の評価を通じて、企画内容の有効性の検証を積み重ねていきたい。
付記
本稿作成にあたり、北海道遺産協議会事務局の萩氏、（株）シィービーツアーズ代表取締役社長戎谷
氏、小樽ボランティアガイド倶楽部代表倉重氏をはじめ関係者には、多方面でお世話になった。記し
て、感謝申し上げる。
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