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Ⅰ　は じ め に

　世界各地のジオパーク，およびジオパークを目

指す地域で，ジオツアーが盛んに行われている．

沖縄では，筆者らが大学の公開講座を利用し，一

般市民向けのジオツアーをこれまで 3 回開催した．

2010 年 7 月には，名桜大学公開講座として，渡名

喜島で海岸景観を構成する地形や地質を解説する

ジオツアーが行われた．2011 年 3 月には，同じく

名桜大学公開講座として，本部半島の石灰岩とカ

ルスト地形を対象としたジオツアーを行った．同

年 5 月には，琉球大学公開講座として，辺戸岬周

辺のカルスト地形をメインテーマとしたジオツ

アーを開催した．

　筆者らが活動を進めている「琉球列島ジオサイ

ト研究会」は，ジオツアーを「地球科学の専門家

の解説を聴きながら，自然景観の仕組みと成り

立ちを考えるもの」ととらえている（尾方ほか，

2011；尾方・大島，2011）．また，巡検との違いに

ついて，辺戸岬ジオツアーで参加者に配布したガ

イドブックのコラムで，以下のように解説した（尾

方・大島，2011）．

　「地球科学の教育・研究では，野外巡検が重視さ

れています．教育現場では，さまざまなフィール

ドワーク技法（観察や観測の手法）を身につける

ためのトレーニングと位置づけられ，大学のカリ

キュラムに組み込まれて実施されます．研究者ど

うしでは，特定のテーマについて討議するため，

学会の大会や会議などの一環として設定されます」

　「ジオツアーは，野外巡検とは似て非なるもので

す．参加者は専門家ではありません．生涯学習の

ひとつとして，楽しみながら地球を学ぶことが，

ジオツアーの本質といえるでしょう」

　上の解釈は，専門家の間での共通理解としてと

らえて差し支えないであろう．たとえば澤田ほか

（2011）は，巡検の目的が学生の指導や専門家どう

しの知識の共有や議論にあるのに対し，ジオツアー

は学習そのものを楽しんでもらうことが目的であ
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り，参加者の満足感を高めるための工夫が必要で

あるとしている．大野（2011）も，ジオツアーで

は，ジオストーリーを市民や観光客にわかりやす

く伝える工夫が必要であることを強調している．

つまり，ジオツアーはただの巡検であってはなら

ず，一定のエンターテイメント性が求められると

いえ，そのためには参加者に対するアンケートを

行い，一般市民のニーズを明らかにしていく作業

が重要になる．

　筆者らがガイドをつとめたジオツアーのうち，

2010 年 7 月に開催された渡名喜島でのジオツアー

については田代・伊藤（2011）に報告したので，

本稿では，その後に行われた「本部半島ジオツ

アー」および「辺戸岬ジオツアー」で行ったアン

ケート結果を分析し，日本各地のジオパークで行

われているアンケート結果とも比較しながら，ジ

オツアー参加者の意識について考察する．

Ⅱ 本部半島ジオツアーと辺戸岬ジオツアーの概略

　本部半島および辺戸岬・辺戸御嶽周辺は，沖縄

島で中生代・古生代の石灰岩（以下，古期石灰岩）

がみられる数少ない地域である（図 1）．露頭では，

これらの古期石灰岩と，第四紀石灰岩（以下，琉

球石灰岩）との不整合面を観察することができ，

図 1  本部半島および辺戸岬におけるジオツアー実施地域

●：ジオツアーにおける主な観察地点，▲：主な円錐カルスト．

(国土地理院電子国土基本図に加筆 ).
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を感じなくなった人の間に，専門家の解説による

ジオツアーへの潜在的な需要が少なくないことを

指摘している．そして，辺戸岬で実施したジオツ

アーにおいて，好奇心が旺盛で知的レベルの高い

参加者が，新旧 2種の石灰岩の成因と自然史につ

いての解説を聞いて歓声を上げ，知的な満足感を

十分に得ることができたことを記述している．

　今回のアンケート結果では，両ツアーとも，過

去に地形や地質の観察を主題としたイベントに参

加したことがある人の割合は比較的低かったが（図

5d），ほぼ全員が今後ジオツアーに参加したいと回

答した（図 5e）．また，アンケート用紙に設けた意見・

感想の自由記述欄には，辺戸岬ジオツアーに対し

て「専門家と歩ける機会が少ないので勉強になっ

た」「個人ではなかなかできない体験ができた」と

いう記述が見られた．市民が参加できるジオツアー

は，新しい視点で自然を見る機会を与えるもので

あり，両ツアーの参加者の中にはそのような機会

を待望していた人が含まれていたと言えよう．

2．参加者の属性に対応したジオツアーの内容

　本稿で取り上げた二つのジオツアーは，いずれ

も沖縄島内のカルスト地形をテーマとしたもので

あり，同じ講師がともに大学の公開講座という形

式で実施したものであった．しかしながら，参加

者の属性には違いが見られ，本部半島ジオツアー

には近隣地域の住民が多数参加したが，辺戸岬

ジオツアーには近隣地域の住民でない参加者が多

かった（図 3参照）．

　ジオツアーおよびジオパークについて知らな

かった人の割合は，本部半島ジオツアーでは 60％

および 71％であったが，辺戸岬ジオツアーでは知

らなかった人の割合はいずれについても 56％で

あった（図 5b，5c）．ジオツアーへの参加理由を尋

ねたところ，ジオツーリズムへの興味を参加理由

と回答した人は，本部半島ジオツアーで 34％，辺

戸岬ジオツアーで 39％であった．また，地形・地

質への興味を参加理由と回答した人は，本部半島

ジオツアーで 37％，辺戸岬ジオツアーで 39％で

あった．一方，辺戸岬ジオツアー参加者の中で「国

頭村の自然に触れてみたかった」と回答した人は

33%であったのに対し，本部半島ジオツアーでは，

回答者の 83%が「本部半島の自然に触れてみたかっ

た」と回答した（図 5f）．本部半島ジオツアー参加

者は，辺戸岬ジオツアー参加者よりもジオツーリ

ズムについて知識のなかった人が多く，かつ，地

球科学的な側面に限らず自然に触れる機会を望ん

でいた人が多かった．逆の言い方をすれば，ジオ

ツーリズムそのものに対する関心は，本部半島ジ

オツアーの参加者よりも辺戸岬ジオツアー参加者

の方が高かったと考えられる．

　ジオツアーはどのような参加者を対象とし，ど

のような目的で実施するかによって，同じ地域で

実施されるものであっても，観察対象，行程，適

切な説明内容や説明方法が大きく異なる．アンケー

トの中で，本部半島ジオツアーに対する意見・感

想の自由記述欄には，「身近な所に素晴らしいもの

がある」「本部地区に住んでいたがこんなに貴重な

地質があることを初めて知った」という記述が見

られた．これは，地域住民である参加者にとって，

ジオツアーは身近な地域の地球科学的な資源を再

認識する機会として評価されていたことを示して

いる．一方，辺戸岬ジオツアーに対しては，「説明

してもらうと分かりやすく，興味がどんどん湧い

てきた」「ダイナミックに形成されたカルスト地形

に非常に驚いた」という記述が見られ，地域外か

らの参加者が知的好奇心を満たす機会としてジオ

ツアーが評価されたと言える．

　今回の 2つのジオツアーから，参加者の属性が

異なることによって，その求めるものが異なるこ

とが垣間見られたのであるが，今後ジオツアーが

計画される際には，このような点を十分考慮した

ツアーのデザインが重要と考えられる．

3．ジオツアー参加料の支払意思額

　ジオツアーを継続的に催行することは，ジオサ

イトを持続的に利用していくうえで重要である．

そのためには，適切な参加料について検討するこ

とが必要である．今後同様なジオツアーに対する

参加料として適当と思われる金額を尋ねたところ，

本部半島ジオツアーでは平均額は 1,088円であった

が，500～ 1,000円のピークと 2,000円を中心とす

るピークとに分かれていた．このうち，ツアー開

催地の本部町及び今帰仁村在住者は 500円～ 1,000
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沖縄島北部で実施したジオツアー参加者の意識

-23-

円のピークに全員が含まれていた．一方，参加者

の大部分が地元でない沖縄島中南部在住者であっ

た辺戸岬ジオツアーでは 1,000 円から 5,000 円の範

囲内の回答が出され，平均回答金額は 2,294 円で

あった（図 5g）．

　ジオツアー参加者に対して参加料の適正値を尋

ねたアンケート調査としては，茨城県北地域での

もの（天野ほか，2011）があり，参加者のほとんど（13

人中 12 人）が 2,000 円以下の金額を回答していた．

このツアーは，ジオツアーでガイドをするインター

プリターとして養成された人を参加対象としたも

のであったため，参加者の多くはジオツアー対象

地域を自分の地元として認識している人々であっ

たと考えられる．一方，2010 年に渡名喜島で実施

されたジオツアー（田代・伊藤，2011）の参加者

に対して実施された同様のアンケートでは，1,000

円から 5,000 円の範囲内の回答が出され，平均額は

約 2,700 円であった．このツアーは参加者のほとん

どが沖縄島在住者で，渡名喜島を自分の地元と認

識しないと考えられる人々であった．

　これらの結果は，自分の居住地周辺で開催され

るジオツアーに対して，身近な地球科学的資源を

再確認したいという立場で参加する場合，そのよ

うな人の多くが 1,000 円程度までの比較的安い対価

を想定したことを示唆している可能性がある．そ

して，これとは別に，魅力のあるジオツアーに対

して 2,000 ～ 3,000 円程度の対価を支払う意思のあ

る層が存在し，このような人は自分の住んでいる

地域以外で実施されるジオツアーにも積極的に参

加しようとしたものと推定される．今回の辺戸岬

ジオツアーは 3,150 円の参加料（公開講座受講料）

を徴収して催行されたものであり，琉球列島にお

いて地域産業につながる有償のジオツアーが成立

する可能性を示したものである．

　ジオツアーが実施される地域の住民は，インター

プリターなどとしてジオツーリズムのホスト役と

なることが期待される．しかしながら，ツアー参

加料についてのアンケート結果は，地域住民と地

域外からの知的好奇心の高い参加者との間に，ジ

オツアーの価値に対する認識の差があることを示

している．ジオツアーの円滑な発展のためには，

地域外からの参加者が備えている価値観に対する

地域住民の理解が必要であろう．滝本ほか（2009）

は，茨城県北地域で実施したジオツアー参加者へ

のアンケート結果に基づき，それまで地学に興味

がなかった参加者が，ジオツアーに参加すること

を通じて地質への興味が深まったとしている．地

域住民を対象とした啓発的なジオツアーを繰り返

し開催することにより，地学的資源の価値やジオ

ツーリズムの意義についての理解が深まり，来訪

者との認識の差が少なくなることが期待される．

Ⅳ　お わ り に

　国内外で広がりつつあるジオツーリズムには，

地域に賦存する地球科学的資源に対する理解の広

がりと，それによる市民の教育，および地域資源

の保全が期待されている．本研究では，二つのジ

オツアーの参加者に対して実施されたアンケート

結果から，沖縄島でのジオツアー参加者の意識に

ついて考察した．

　本研究のアンケート結果からは，沖縄において

も自然に関心のある人々の間に実際にジオツアー

に参加できる機会が待望されていることが推測さ

れた．一方で，ジオツアー参加者の参加目的や知

識レベルは多様であり，それに応じてジオツアー

の価値に対する認識にも差があることが示唆され

た．これからのジオツアーの企画にあたっては，

対象とする参加者の属性を十分に考慮した上で，

それに適切に対応した参加者募集方法や行程，説

明方法，説明内容の検討が必要であろう．これは，

ジオツアーにも多様性が求められることを意味し

ている．

　沖縄島を含む琉球列島におけるジオツーリズム

は，ようやく端緒についたばかりであり，今後地

域社会においてどのように位置付けられるかにつ

いては未知な要素も多い．参加者と地域住民はい

ずれもジオツーリズムの主役となる市民であり，

市民がジオツーリズムをどのように認識している

かについて，今後も継続した検討が重要である．

　本研究の対象としたジオツアーの計画と実施にあたって

は，仲里　健氏（沖縄県立博物館・美術館），千村次生氏（中

央開発），大島順子氏（琉球大学観光産業科学部）に筆者ら

と共同して案内者を務めていただいたほか，琉球列島ジオ
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サイト研究会の皆様のご協力を賜った．本部半島ジオツアー

にあたっては，沖縄県本部町役場の皆様に広報などのご協

力を賜り，また，辺戸岬ジオツアーにおいては，辺戸集落

の皆様に貴重なお話を伺った．ここに記して謝意を表する

ものである． 
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