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山陰海岸ジオパークフォーラム2019講演録 

 

日時：平成31年3月14日（木）16:00～18:30    

会場：アールベルアンジェ豊岡（兵庫県豊岡市） 

主催：兵庫県、山陰海岸ジオパーク推進協議会  

 

《開会挨拶》中貝 宗治（山陰海岸ジオパーク推進協議会会長・豊岡市長） 

 

皆さんこんにちは。ようこそ豊岡市へ。大歓迎申し上げます。タイミン

グよく少し前に、世界ジオパークに再認定を受けることができました。い

ろいろな方々の協力の賜物として感謝申し上げます。これは言わば、4年間

の期限付きの品質保証書が与えられたと、私は考えています。地球科学の

世界で世界的な価値を有する、学術的な価値を有することと、それを保護 

し活用することにおいて活動が水準を満たしている、そういったことなんだろうと思います。 

 

これまでの世界ジオパークとしての8年間の歩みを振り返ってみますと、いったい山陰海岸ジオ

パークは何がよかったのか、どこに成果を出してきたのか。 

 

一つは教育という分野において、その前と後を比べると、目覚しい成果を出してきたと思いま

す。ジオパークにとって大切なのは「タイトル」ではなくて、ジオパーク的なモノの見方だと私

は思っています。目の前に岩肌がある、山がある、断崖絶壁がある、それがどのような地球科学

的なメカニズムによって造られてきたのか。その上に人々はどのような暮らしぶりなどを積み上

げてきたのか。そういった見方でもって、目の前のモノを理解し、楽しむという、そこが基本な

わけでありまして、このジオパーク活動によってこの地域に住む人々に対して、自分たちの地域

を地球科学の視点でもう一度深く見つめてみよう。そのことに成果を出してきたことは間違いな

いと思います。 

 

また、そのことによって、ごくありふれた景色だと思っていたものが、実は非常に深さを持っ

たモノとして私たちに響いてきて、そのことがここに住む人々の誇りに繋がった、このこともと

ても大きかったと思います。正直、バラバラであった丹後地域やあるいはこの但馬地域、鳥取、

もちろん言葉では繋がりと言ってきましたけれども、実際はそれほどでもなかったと思います。

確実にこの繋がりは深まってまいりました。日本ジオパーク委員会からはまだまだという指摘を

受けていますけれども、しかし、この活動が始まる前と後を考えてみると、こんな風に地域を越

えて繋ぐことはほとんどなかったのではないかと。必要性は語られるけれども、実際はともなっ

ていなかったのではないかと思います。それがこの8年間の歩みの中で確実に深まってきた、さら

に深まろうとしている。このことも大きな成果だと思います。 

 

他方で私たちがまだ成果を出していない分野があるのです。それは地域経済の活性化です。お

そらくジオパーク活動が日本中でこれほどまでに地方主導で持って熱狂的に受け入れられた最大

の理由は、きっとこのことが地域経済の活性化に繋がるに違いない、その大きな機会が背後にあ

ったと思いますけれども、この点について言えば、山陰海岸ジオパークはまだまだと思います。 
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もちろん、その場その場で大変に頑張っていただいているようなグループがあり、企業家の

方々があり、いろいろな商品ができていますけれども、しかし、人件費も含めて、毎年毎年1億円

ものお金をつぎこみながら、それに見合うだけの成果を果たして出しているのかというと、ここ

はまだまだだと考えざるをえないという風に思います。これはおそらく、日本中のジオパークが

この分野でほとんど成功していないと言っていいのではないかと思います。 

しかし、可能性はある。 

 

私たちはついついジオパークの認知度が低いからと言って、盛んにジオパークをPRするという

風につい考えがちです。もしかしたら確かにそうかもしれませんが、私は実は違う原因があるの

ではないかと思います。それはジオパークと言った瞬間に、多くの人々が実は引いてしまう問題

です。旅行会社がツーリズムのツアーを造成しようとする時に、ジオパークということが本当に

魅力になるのか。大切なことはジオパーク的なモノの見方をすると、従来のあったツーリズムの

ところに、地球科学的な見方でそこにある地形や地質や、あるいは文化であるとか、生き物や住

んでいる人の生物相であるとかを説明する。そのことによって、深さを持ったツーリズムが生ま

れてくる可能性があるのではないかと思います。 

 

今のところ私がみる成功例はタモリの「ブラタモリ」です。彼は一言もジオパークと言ってい

ません。ですけれども、ジオパークそのものだと私は思います。専門家から見てレベルがどうか

ということがあるかもしれませんけれども、紛れもなくあれはジオパークです。 

ですけれども、ジオパークということを全く言っていない。にも関わらず、私たちはあれがジ

オパークだと分かる。そしてそれが非常に魅力的なものになっている。つまりここにジオパーク

の私たちがまだ実現できていないけれども、魅力を具体的なモノにする可能性があるのではない

かと、そんな風に思っています。 

 

先日、社会学者の宮台真司さんといろいろなお話をしておりまして、観光の話をしていたので

すが、今、日本の観光に足りないものは良質のエンターテイメントという風に言われました。宮

台さんはこんなことをおっしゃいました。 

 

エンターテイメントによる観光って何なのかというと、リフレッシュであると。傷ついた心が

それで和らいで、傷が癒えて帰っていける。これはこれでひとつの意味がある。 

だけれども、アートによる観光もあるはずで、アートによる観光は逆に人の心に傷をつけるの

だ。別にそれは人を傷つけるという意味ではなくて、心の中に違和感なり、異質感なるものが芽

生えてきて、それが何かの気づきのきっかけとなって、もう一度自分の何かを考え直してみる、

考え始めてみる、そういうきっかけを与える傷をつけることが、アートによる観光なのだとおっ

しゃっていました。 

 

ぜひ私たちはエンターテイメントもそうですが、その先も狙っていきたいと思っていますけれ

ども、もしかしたらジオパークによるツーリズムというものは人々の心に傷をつけることができ

るかもしれない、そういう風に思います。当たり前だと思っていたモノが全く違う視点で物事が

見えてきて、そこから人々がいろいろなことを考え始める、そういう風になればいいなと思って

います。 
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とは言え、理想だと思いますけれども、みんなで力を合わせれば、必ずできる。そう信じて私

も頑張っていきたいと思いますし、皆さんにもそれぞれの立場でご尽力いただき、そしてこれま

で以上に勉強に努めて頂ければと思っております。 

 

今日はその一つのきっかけになることを心から期待致しまして、それからユネスコの事務局長

をされた松浦さんを始め、素晴らしい講演の方、あるいはパネルディスカッションの方々にもお

越しをいただきまして、私も大いに期待をし、関心を持って聞くようにしたいと思いますので、

皆さんとともに楽しんでいきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

 

 

《司会》 

会長ありがとうございました。それでは最初のプログラム、基調講演に移らしていただきたい

と思います。講師の松浦様、どうぞ壇上の方へお進みください。 

 

それでは講演いただきます松浦 晃一郎 様をご紹介させていただきます。 

 

松浦様は1959年に外務省に入省されました。北米局長や外務審議官、駐フランス特命全権大使

など、数々の要職を歴任され、1988年にユネスコ世界遺産委員会議長、1999年から2009年までは

アジアから初めての第8代ユネスコ事務局長に就任され、2期10年の在籍中にユネスコの機構改革

にご尽力されました。現在は株式会社パソナの顧問として、ご活躍されております。本日は「ユ

ネスコが目指すSDGs」というテーマで、ユネスコでの長年のご経験を踏まえて、SDGsが描く大切

さ、ユネスコ世界ジオパーク認定地域が目指します社会の姿などについてご講演をいただきま

す。 

 

 

《基調講演》松浦晃一郎 氏（第8代ユネスコ事務局長）「ユネスコが目指すSDGs」 

ＳＤＧｓは21世紀国際社会の最重要目標 

いわゆるSDGsが採択されたのは2015年9月のニューヨークで開かれた国連

サミットでした。これは私に言わせれば、21世紀に国際社会が採択した一

番重要な国際的な目標だと確信しております。 

 

その時に最適化された概念が「持続可能な開発」ということで、17の目

標があり、さらに言えば一つ一つの目標の下に英語で言うとサブゴール、 

日本語では具体的な目標と言っていますが、17の目標の下に170近くの具体的な目標があります。

それを全体としてしっかり2030年までに達成しよう、持続可能な開発をしようということです。 

 

ＳＤＧｓ採択までの歴史 

私がユネスコの事務局長に就任したのが、1999年の11月です。1980年代の後半に「ブルントラ

ント委員会」というものがありました。これは当時のノルウェーの首相で女性です。その方が入

ることになって、ペレス・デ・クエヤルという当時の国連の事務総長の音頭で作られて、ブルン

トラント委員会が作られました。そして今後の人間社会のあり方、さらには地球のあり方を考え

るにあたって、環境ということを重視しようということは出ていたのですが、やはり環境だけで
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は不十分だと。それに加えて、経済が順調に伸びていく、そういう環境を作る必要がある。先ほ

どジオパークとの関係で市長様のお話もありましたけれども、経済から開発していく。それとも

う一つ、社会的な環境。したがって、SDと言う時は、そして日本語で言うと持続可能な開発と言

う時は、地球環境はもちろん重要ですけれども、今の経済、社会を加えた全部、3本柱で考えない

といけないという概念を、1980年代の後半に「ブルントラント委員会」が打ち出しました。これ

は「ブルントラント委員会」が打ち出したのですけれども、基本的には当時の国連の事務総長で

あるペレス・デ・クエヤルさんの考えです。 

 

デ・クエヤルさんはペルーの方なのですが、ペルーにも四季がありまして、春から夏、秋にか

けてペルーは寒くないのですが、パリに住んでおられまして、逆にパリが寒い時はペルーにお帰

りになるということで、私の顧問を10年間やっていただいて、いろいろ意見交換をさせていただ

いたので、SDという概念は私にとっても非常に馴染みがあります。さらにはその重要性というも

のをユネスコの事務局長として世界中を回って、認識を深め、さらに、デ・クエヤルさんといろ

いろな話をして勉強させていただいたものです。 

 

繰り返しますけれども、私がユネスコを去ってからですけれども、2015年にSDGsという17の非

常に包括的な目標が採択されたことを非常にうれしく思います。これはあくまでも2030年を狙っ

ての目標で、それまでに全て達成されることが理想としては望ましいことですけれども、大事な

のはその目標に向かって一歩一歩前進していくことが重要だと、私は今思っています。 

 

世界遺産とジオパーク 

その関係でジオパークについてふれますと、 

SDというのは英語で「Sustainable Development」ですが、持続可能な開発ということで、まさ

にジオパークの関係で一言で言えば、ジオパークというのは、地質学上で非常に重要なものを持

っていることが第一条件でありますが、地質学上重要なものを持っているというだけでは駄目

で、第二条件としてそこに住んでいる人々がそこの開発を持続可能な形で進めていくということ

が重要です。先ほどご紹介にもありましたように、私がユネスコの事務局長に就任したのは1999

年の11月ですが、その前に1年間、世界遺産条約の運営を担当する世界遺産委員会の議長を務めて

おりました。 

 

それはなぜかと申し上げますと、1年前の1998年の年末11月から12月にかけて、京都で世界遺産

委員会が開かれることになりました。慣例としてホスト国が議長を出すということになっていま

して、私はフランスの大使であって決して世界遺産の専門家ではなかったのですが、折しも私は

ユネスコの事務局長の選挙に手を挙げたところだったので、日本政府は私を国際的に売り込もう

と、私に議長をやらないかと言ってきました。私はこれが成功すれば評価されるけれども、逆に

失敗すればユネスコの事務局長に当選する芽がなくなるというリスクをもってやりました。幸い

には評価してもらったのでありがたかったのですが。 

 

世界遺産委員会の議長というのは10日間の委員会の議長を務めるだけではなくて、その後の1年

間の世界遺産条約の運営に携わります。ですから私はユネスコの事務局長をするまでは世界遺産

委員会の議長を務めました。世界遺産はご承知のように、文化遺産と自然遺産があります。大阪

の百舌古市の古墳、一番代表的なのは仁徳天皇陵ですが、これは文化遺産として提案されてお
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り、それが登録されれば国内全体で世界遺産は23箇所になります。来年は、奄美・沖縄が自然遺

産で出てまいります。 

 

自然遺産の評価基準というものが4つあります。日本で今、自然遺産は4つ誕生しています。屋

久島、白神山地、知床、小笠原諸島ですけども、それはみんな評価基準の9と10の生物の多様性で

す。ジオパークの第一の要件となっている地質あるいは地形上に非常に重要性を持っていること

は、自然遺産の評価基準の8にあります。世界的な代表な例では、皆さんご存知のアメリカのグラ

ンドキャニオン、イエローストーン、これはアメリカが最初に世界遺産の指定をしたところで

す。これはまさに評価基準の8を使いました。 

 

ところが日本は残念ながら今のところ、地質学的にみて、ジオパークの場合は重要であるとい

うことなのですけれども、世界遺産の場合は世界的な価値がある上に、稀有な存在であるという

ことが要件にありまして、残念ながら日本ではそのレベルに達するものはありませんので、来年

の沖縄・奄美も生物の多様性という点で狙っているわけです。 

 

今申し上げたように、世界遺産の場合は単に地質上、または地形上重要な世界的な価値がある

ということ、稀な価値があるということですけれども、ジオパークの場合はそれと人間社会との

関係がもう一つの要件であり、人との関係というものは世界遺産には入ってこない点が大きく異

なります。 

 

やはり私としては日本では自然との共生が縄文時代からの基本的な考えで、私は地形の側面だ

けではなくて、そこに住んでいる地域社会の人々が地形を大事することに加えて、地形とともに

一緒に生活をしていくことが重要なので、私が音頭を取って事務局をまとめて、ジオパークとし

て提案いたしました。 

 

ユネスコの支援とジオパークの広がり 

2004年に世界ジオパークが設立されましたが、それは順調にはいきませんでした。 

ユネスコ総会が2年に1回、閣僚レベルで開かれるのです。58ヶ国からなる執行委員会、これは

年に春と秋の2回開かれますが、私としてはここで提案して了承を取ろうとしたのですがうまく運

びませんでした。 

 

今から思えば、時期尚早だったということだろうと思うのですが、ねらいはみんな反対ではな

いのですが、そこまでユネスコがやる必要があるのだろうかという点が指摘され、結局、私の方

においてそういうプログラムは動かす、ユネスコが支援する、ユネスコの正式なプログラムでは

ないけれどもプログラムを作って支援するということで了承を得て動かしました。 

 

ご承知のように、ジオパークはその後、日本でも大変人気を得て、先ほど市長様からもお話を

うかがいましたように、今、日本全体でユネスコ世界ジオパークは9つあるし、さらに言えば、世

界ジオパークに加えて、日本ジオパークも作られて、これは日本ジオパーク委員会が考えられ

て、これは後で私は知ったのですけれども、非常によかったと思います。今、日本ジオパークに

加盟する地域は44にもなって、日本各地で世界遺産に近い人気を呼んでいます。 
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今私が承知しているのは、世界全体でユネスコの加盟国は195ヵ国です。その内の38ヵ国で、ま

だまだ少ないですけれど、私からすれば38ヵ国で140ヵ所の世界ジオパークができているというこ

とは、当時のメンバー国の反応から見れば、非常にうれしいことです。 

 

ちなみに世界遺産はもっと人気があって、これは条約でやっておりますが、締約国は193ヵ国、

世界遺産になっているのは1,100近くなっているということで、レベルが違うのですけれど、世界

遺産の方は先ほど申し上げたように、人との関係が入っていません。世界遺産は第一の要件の地

質学上、あるいは地形上、世にも稀な存在で、しかも世界で他に例のない貴重なものであるとい

う、非常に高いレベルの要件があります。これはなかなか満たせない、達するのは逆に非常に少

ないです。ですが今、自然遺産は200あまりあり、評価基準の8を満たしているのはいくつある

か、正確には計算してきておりませんが、そんなに多くはありません。 

 

日本ではまだゼロで、8を満たすものが出てくるかどうか。私が日本に帰りまして10年近くにな

って、世界遺産候補はまだまだ日本にはたくさんありまして、いろいろなところから助言を求め

られます。先日、兵庫県の南淡路にまいりまして、ちょうど兵庫県知事と徳島県知事が「鳴門の

渦」を世界遺産にするにはどうしたらいいかということで、改めて助言を求められました（今ま

で何回か訪れています）。評価基準の8を使うことになると思うのですが、これはまだこれからの

ことになります。いずれにしても、ハードルは非常に高いのですが。 

 

ジオパークの方は第一のハードルはそんなに高くない。しかしもう一つの人間との関係、持続

可能な形でそこをしっかり地域の方々が開発を進めるという、もう一つのしっかりしたジオパー

クの考え方ですが、そこをしっかり取り入れていただく必要がある。 

 

これは山陰海岸ジオパークに関しては、先ほどの市長様の話からも、そこは皆様方がしっかり

と取り組んで、念頭に置いてやっていらっしゃると、非常にうれしく思っております。 

 

ＳＤＧｓ１７の目標とサブゴール 

SDGsに戻りまして、全体で17の目標があって、皆さんがご存知のことで、どこかでまだご存知

ない方は表を見ていただければありがたいと思います。 

 

その前にMDGsというものが、私が事務局長に就任してから1年近く、2000年の9月のニューヨー

クでの国連のサミットで採択されました。これはミレニアム開発目標と言って、貧困の撲滅とい

う基本目標がありました。これは2015年までで、次は2015年に採択して2030年を目標にして、タ

イトルも「SDGs」に変わりました。しかし、貧困の撲滅はまだ達成されておりません。したがっ

て、SDGsでも第一目標は貧困を無くそう、それから第二目標は飢餓をゼロにしようという貧困対

策に重点が置かれています。 

 

これも考えてみれば、持続可能な開発であるSDGsの中に入る概念なので、タイトルはSDGsです

けれども、全体として繰り返しになりますが、「環境」と「経済」と「社会」の三本柱で持続可

能な開発をしっかり進めて、2030年までにこれらの目標を達成しましょうということになりまし

た。 

 

「質の高い教育をみんなに」 



7 

 

それでユネスコとの関係で言えば、目標の4の「質の高い教育をみんなに」という、これが非常

に重要な点で、MDGsでは全ての人が初等教育を受けられるようにするということが目標の2に入っ

ておりましたけど、今度はさらに高めて、「質の高い教育」これは初等、中等、高等教育の全て

を入れているわけですが、そういうものを2030年までにしっかり達成しようということになって

おります。 

 

これはジオパークの次元においても、第二要件のところで大変重要になってきます。先ほども

控え室でいろいろな方とお話をさせていただきまして、山陰海岸ジオパークでは今、防災教育に

力を入れていることを聞きました。いずれにしても、教育というものはジオパークの第二要件の

重要な柱であると、皆様方が意識していらっしゃるということは非常にうれしく思います。 

 

このSDGsの目標の4について言えば、もちろんこれはジオパークでも適用になりますけれども、

むしろ人間社会全体が、世界全体に適用される目標ということなので、非常に重要になっている

わけです。 

 

例えば、他の目標で皆様方の関心があるものを申し上げれば、目標6「安全な水とトイレを世界

中に」。特に「水」ですね。日本ではかなり安全な水が標準設置にされておりますけれども、世

界全体ではまだまだです。 

 

それからエネルギーに関してですね。目標7が「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」。

それと目標11の「住み続けられるまちづくりを」。そして目標14「海の豊かさを守ろう」目標15

「陸の豊かさも守ろう」ということで、全部は申し上げませんけれども、17の目標があり、繰り

返しますけれども、「環境」「経済」「社会」をカバーする。もしこれが全てしっかりとした形

で達成されれば、地球の将来は決して駄目になることはないと思います。こういう目標に向かっ

て、2030年に向けて一歩一歩前進していくことが重要であると思っております。 

 

そのためにはこの目標4の教育が重要でして、SDGsに関してもしっかり教育していくということ

が重要です。その点で申し上げると、教育の中に日本が国際的にイニシアチブをとったSDという

ことを教育理念の中核に据えようという「ESD」、「E」とはEducationです。日本が音頭を取った

のは、実はSDGsができる前で、2002年の第二回地球サミットです。第一回地球サミットがペレ

ス・デ・クエヤル事務総長の音頭で、1992年にブラジルのリオデジャネイロで開かれて、そこでS

Dという概念が国際的にしっかり認知されました。 

 

重要なことは目標を達成すること 

その時点ではSDということは確認しましたけれども、それを具体的な目標にするということま

ではいかなくて、その時の成果は「気候変動対策」「地球温暖化対策」です。それで「京都プロ

トコル（京都議定書）」ができた。「京都プロトコル」は中国やインドなどの途上国は入らなか

った。アメリカも入ったけれども脱退した。実際に京都プロトコルに入った中核はEUと日本だけ

ということで、必ずしも願った通りに物事が進んでいません。これは2020年までの約束です。 

 

もう一つは「生物多様性」。これも狙いは良いのですが、アメリカが入っていない。そこで今

度は「京都プロトコル」に代わって「パリ協定」ができたけれど、これもアメリカが入らない。
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その代わり、中国やインドが入った。しかし、目標は自主的な目標です。かなりトーンダウンさ

れた目標になっています。 

 

いずれにせよ、第1回地球サミットの後、2002年に南アメリカで第2回が開かれました。これは

私はユネスコの事務局長として行きました。別の政治問題がありまして、成功したサミットでは

ありませんでした。2012年に3回目の地球サミットが開かれますが、私はユネスコを去っておりま

したから行っておりませんけど、少なくとも一つ一つとしては必ずしも成功したとは言えない面

があります。しかし、その過程でSDという概念が世界的にしっかり定着してきたとはいえます。 

 

それを目標にしようということがあって、2015年のSDGsの採択になった。ですから、重要なこ

とは2015年の国連サミットで、SDGsの17の目標を対象にして、それが本当に人間社会のあらゆる

活動を網羅した目標として定着しました。21世紀で人類が採択した一番重要な国際的な目標にな

ったと私は確信しています。 

 

ただ何でもそうですけれども、目標を作ることで終わりではなく、重要なことは目標を達成す

ることです。すなわち達成に向けて前進していくということでなければいけないわけで、この17

の目標をせっかく国際的なコンセンサスで採択したので、それに向けて前進していかなければい

けないです。 

 

残念ながら、繰り返しになりますけれども、パリ協定という気候変動枠組条約からアメリカが

脱退しました。実はSDGsの中にも目標13で「気候変動に具体的な対策を」があります。具体的に

さらに言えば、「気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る」。 

 

それを受けてパリ協定になったわけですけれども、アメリカは脱退した。今のトランプ政権は

全体としてこういった国際的な協力にネガティヴにです。SDGsはあくまでも目標で、国際的な条

約ではありませんから、アメリカが脱退するというような宣言は出していませんけれども、そう

いう国際的なものを共有するという体制にアメリカが協力しようという姿勢ではないので、それ

が一番残念な点です。そういう点が、21世紀に人類が採択した一番重要な国際目標に関しても、

残念ながら、アメリカの態度は中途半端であるというのが大きな懸念材料と言わざるをえないの

であります。 

 

人口増の問題 

また、SDGsにもう一つ大きな難点があります。これはあまり言われていないと思います。最近

私はペレス・デ・クエヤルさんとお話しする機会がありませんけれども、ペレス・デ・クエヤル

さんと私は地球の将来を考えて心配していたのは、人口増です。これは国際社会では実はタブー

になっておりまして、宗教的な理由が背景にあります。1994年に世界人口会議が開かれました。

これは私は関わっておりません。残念ながら目標設定が一般的な形ではできませんでした。やは

り宗教的な理由で、あるいは宗教的な背景のある国々の指導者がいるということで、人口問題は

国際的に議論したり、目標を設けるということはタブーです。 

 

これはペレス・デ・クエヤルさんと私が議論して、完全に意見が一致しているのは、私が申し

上げた一連の問題の根底はやはり地球上の人間の数ということです。一つの種が地球をこれだけ

独占的に支配し、他の動植物を傘下に置く。資源も完全に自由に使える。ですから、これは2000
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年前に紀元が始まった時点では、地球の人口は2億と言われておりました。それが私がユネスコの

事務局長として2000年に採択したSDGsの時は60億でした。60億の内、12億の人が1日1ドル以下の

生活をしています。それが貧困の定義です。そうした人を無くそうという目標は半分くらい達成

できましたが、半分はまだできておりません。ただその後人口は72億になりました。最初の頃は2

100年で92億という数字が言われておりましたけど、このままいけば、2100年には100億を超える

ことは間違いないと思います。 

 

もちろん日本はこの問題を抱えていないので、中にはピンとこない方も多いのですけど、国際

的に見ると、世界の人口は先進国は頭打ちから減少に入っていますけれども、全体としては伸び

ております。中身を見てみますと、一番伸びているのはアフリカです。アフリカの人から見ます

と、自分たちは300年間以上にも渡る奴隷貿易の1番の被害者で、人口もその間減りました。それ

から植民地時代。この時も減っています。その間、先進国では産業革命が起こり、18世紀後半か

ら大幅に人口が伸びました。アフリカはもちろん人口が減っている時に、先進国ではこれだけ伸

びている。今、アフリカが伸びるのは当たり前なわけで、その人口を先進国が会議で止めるとな

ると、宗教的な理由の他に、それなりに説得力のある議論が要るわけです。 

 

一つの種の数伸びすぎると、どこかのあたりで壁にぶつかって減少に転じるわけですけども、

ところが人間はそういうものを乗り越える技術開発をしてきているものですから、ここまで人口

が伸びたわけです。 

 

正確には申し上げられないですけれども、面白いことに、17世紀のオランダの学者がまだ産業

革命前に世界の人口には上限がある。私は文献を読んでおりませんから詳しくは申し上げられな

いのですが、世界の人口はだいたい130億から140億で頭打ちで、それから減少に入ると。これは

放っておいてもそうなると言うのです。それなりに説得力のある議論とは思っています。いずれ

にしても130億、140億というのは相当に増えすぎですが、SDGsの背景にある問題は人口増にどう

対応するか。 

それは今申し上げたように、宗教的な問題、先ほど申し上げたそれぞれの地域の歴史、この2つ

の理由で国際的なコンセンサスはできません。コンセンサンスができないどころか、議論すらで

きない。 

 

SDGsは非常に重要ですけれども、SDGsのいろいろな問題を起こしている根幹にあるのは、何と

言っても人間が増え過ぎたということ。それにどう対応するかとう視点を私たちの念頭に置かな

ければいけない点だと、私は思っております。 

 

山陰海岸ジオパークに期すること 

その中でジオパークに戻れば、ジオパークが人気を博して、まさに地形上、地質上、より重要

な拠点になるだけではなくて、第二要件の持続可能な形で開発を進める。それから先ほど控え室

でお話しを聞いた一つだったのですが、3府県にまたがるかなり広い山陰海岸ジオパークで、皆様

方が連携して手を取りながら、まずSDGsをしっかり実施しようとされていることは非常にうれし

く思います。 

 

さらに言えば、SDGsの17の目標を全部私は紹介しきれていませんけれども、山陰海岸ジオパー

クというモデル地域を作っていただくように努力していただければと思います。 
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私の講演はこれで終わりまして、質疑応答の時間にしていただければと思います。 

 

質疑応答 

《質問者》 

Ｑ 事例共有の仕組み 

貴重なお話しをありがとうございました。質問ですが、SDGsの活動を各地域でいろいろなこと

をやっていると思うのですが、それぞれの地域でこんなことをやっているという事例を共有する

仕組みが、ユネスコで用意されているのでしょうか？ 

 

《松浦》 

実はあまり知られていませんけれども、先ほどESDのお話をしましたが、国連大学がESDの拠点と

いうものを日本で作っています。日本が第2回地球サミットで「ESDの10年」をきめたことを提案

して、その後、国連総会で採択されて、これが2005年です。 

 

「ESDの10年」というものを、2005年から2014年まで致しまして、その担当の国際機関官がユネ

スコです。国連大学がESDが動き出してからRCE（Regional Center on ESD）を世界各国で作り、

日本では7つありまして、私が今一番関係しているのは中部の拠点です。 

 

ESDはその後2014年で終わっておりますけれども、SDGsができましたからそれに代わってくるわ

けです。RCEは日本では7つですけれども、世界全体ではかなりの数のRCEができています。調べて

きておりませんので大変申し訳ないのですが、関西地域もどこかがRCEの拠点になっているはずで

す。私が一番関係しているのは中部のRCEで、私が関係している中部大学が推進役になっているも

のですから。 

 

例えば、2014年、ちょうどESDの10年が終わった時に、名古屋で10年のレビューと、今後やるべ

きことについて議論する国際会議が開かれました。私も出席しましたが、そこでESDの今後をどう

するのか議論しました。 

 

その時サイドイベントで中部大学が音頭を取って、中部のRCEの会議をやりました。私もそれに

出席しました。今年も2月に会員の活動の発表を聞きました。ESDの発表なんですけれども、今はS

DGsの17の目標に置き換えて、17の活動を中部地域でそれぞれの発表会を行いました。その対象は

もちろん学生、社会人、それから地方自治体の関係者等々、全ての方にオープンで行いました。 

 

そういう方々が例えば、SDGsの夫々の目標で、どういう研究をしてきたかを発表しました。今

の質問にお答えするとしたら、関西地域にもRCEができていて、どこかの地方自治体や大学が拠点

になっていないといけないと思います。民間の会議では岡山市でやりました。今の質問にお答え

するとしたら、RCEを活用して、17の目標についてどういうことをやってきたのかをやるべきでし

て。7つの拠点がそれぞれ集まって議論する場が今はないですね。そういう場を作れば、Aという

地域がBという地域にどういうことをやっているかを学ぶことができます。7つのRCE全体が問題を

共有できればいいと思います。 

 

《質問者》 
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Ｑ sustainabilityの日本語訳は「開発」か「発展」か 

持続可能性という言葉についてお尋ねをしたいのですが、持続可能性って「sustainability」

という単語で、元々「Sustainable Development」、持続可能な発展というふうに、2006年に東京

で経営戦略研究所の講演を聞いた時に頭に残っていまして、今回調べて講演に参加させていただ

きました。 

 

SDGsの中に持続可能な開発と書かれているのですが、開発というのは先ほどもお話がありまし

たけれど、1992年にブラジルのリオで地球サミットが開催されまして、その時には地球の資源は

無限大という考え方はないと解釈したつもりなんですけども、開発というのは森林開発であると

か、土地を切り開いて人間の生活に役立てるという意味が日本語には含んでおります。 

 

だけど、発展というのは開発ではなくて、のびのびと広がるという、勢いがあり伸ばしていく

という意味だということで、細かいことですが、開発と発展の意味は全く違うと理解していたの

ですが、そのあたりの解釈は英語から日本語に訳していますから「sustainability」という言葉

には開発と発展の両方が英和辞典には載っているのですが、本来の環境を勘案した考え方ではど

ういうふうな方向性を示されているのか。今日のチラシを見た時に疑問に思いましたので、お答

えいただければと思います。 

 

《松浦》 

英語をどういった日本語に訳すことはなかなか難しいことで、英語では「Development」です。

「Development」という言葉は今言われた両方を意味しているわけで、したがって日本語に訳する

時に、「開発」と訳したり「発展」と訳したりするんですね。 

 

今日は「開発」という言葉を使ったのですが、私もSDGsに関しては「発展」という言葉がより

適切だと発言してきました。ところが日本政府は引き続き、SDGsのSDを「持続可能な開発（Susta

inable Development」）と訳しているものですから、今日は「発展」と言わずに「開発」と発言

しました。 

 

 

ブルントラント委員会でできた時の「Sustainable Development」は途上国の開発だけではなく

て、先進国途上国双方の発展なんですね。なかなか日本語で両方を表す言葉がなくて、SDGsも

「開発」なんですね。 

 

他のところ、教育では「発展」を使いますし、両方を包括した日本語ができればいいのです

が、それがないので人によって違います。日本政府は「開発」と言います。私は従来はずっと

「発展」と言ってきて、「発展」という言葉がいいだろうと主張をしているのですが、日本政府

は日本語を変えませんので、今日は「開発」という言葉を使います。 

 

別の例を出しますと、これは今の言葉を象徴して、英語を日本語に訳すのは難しい。 

世界遺産では「顕著な普遍的価値」を英語に訳すと、「Outstanding Universal Value」。ユニ

バーサルというのは2つ意味があるんですね。ユニバースは宇宙とか世界と訳せます。もう一つの

意味で訳せば、「顕著な世界的な価値」になります。それの方が実は分かりやすいです。ところ

がもう一つユニバーサルを訳すと、日本語では普遍的で、これを使うとどこでも通用すると言わ
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れるんですね。日本政府の公式では「顕著な普遍的価値」と訳しますけど、それは少し誤解を与

えるんです。実は私はあまり好きではないんです。むしろ「顕著な世界的な価値」と訳す方が、

世界遺産のことをより適切に表せると思うのです。 

 

ですから、英語とフランス語は同じようなものですが、なかなか一つの言語ともう一つの言語

が全部同じ概念でないということは時々あるという一つの例です。繰り返すようですが、私はSDG

sの場合のDは「発展」と訳すべきだと思います。 

 

 

《パネルディスカッション》 

「ジオパークで何する？」〜外から見る山陰海岸ジオパーク〜 

モデレーター 原田博一 氏 

パネリスト  井筒耕平 氏、加藤洋 氏、加藤幹泰 氏、松原典孝 氏 

 

（原田） 

ここからの時間は何か特定のテーマを定めて、そのテーマに沿って、あな

たはどう思いますかといったような議題を出して、議題に基づく意見を発言

をするといったようなやり取りではなくて、まずは2日間を体験して、率直に

どのように感じたのか、どんな印象やアイデアなどを持ったのか、そういっ

たことを率直にお話いただくところから、私、今回モデレーターという役割

を仰せつかっておりますので、4人の皆様の発言の中から、こういった特徴が

あるのではないですか、こういったことを注目して話を進めてみません 

かといったような形で、比較的柔軟に話を進めていきたいと思います。 

 

まずはそれぞれこの2日をかけて周った時の率直なご感想や気づいたことを、自由にお話いただ

くところからスタートしたいと思います。 

 

山陰海岸ジオパークを2日間体験して感じたこと・見えたこと 

（井筒） 

３つあります。 

1つ目はハードの岩とか海とかの写真がすごくありまして、紹介のマップと

かもたくさんあるのですけど、毎回毎回人に説明をしていただいたので、圧

倒的に人の魅力によってここは輝いているなとすごく感じました。しかし全

く人を紹介した資料がないので、とてももったいないなと思いました。 

特に何が良かったかと言うと、普通に田舎に住んでいると、私もそうだっ

たのですが、だんだん自分の身体と地域の自然環境が一体化してきます。一 

体化してきて、良いところとか、悪いところが見えなくなる。当たり前だと自分が体感して思っ

ていて、外から「ここいいね」と言われても、全然そう思わないようになってくるわけです。 

そういう意味でジオパークっていうものは、まさかここに海がなかったなんて思ってもいなか

ったことが、ジオパークでそのことを知ることができます。三尾の方がおっしゃっていました

が、当たり前だと思っていた光景が当たり前ではなかったことは、自分の体の自然環境にズレを

生じさせます。ジオパークの存在はこの地域の人々にとって内側から気づきであるとか、感情を

揺さぶるような存在であったのだろうと感じました。外の人よりも内部の人にとってすごく意味

があったと思いました。 
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2つ目ですが、この3人が呼ばれた理由です。山陰海岸ジオパーク再認定の時にイエローカード

をもらいましたという話があって、それをよりよくするためにどうしていくのかを聞きました。

ジオパーク認定を守ろうという話だったので、そこに少し違和感を感じました。先ほど市長がブ

ラタモリはジオパークと言っていないが、あれこそが実はジオパークとおっしゃっていました。

それでもいいと僕は思うわけです。守ろうとか、何かをしなければいけないという気持ちが強す

ぎて、そこに縛られるのはすごくもったいないと思いました。 

世界遺産でもドイツではやめちゃうみたいな話が昨日ありました。つまりジオパークがあって

地域があるのではなくて、地域があって、自分たちはこういう地域を作っていくんだ、ちなみに

ジオパークにも認定されていますぐらいの、どっちが主かと言ったら地域が主役で、ジオパーク

は手段としてあるべきだと思います。世界遺産もそうですけれど、日本では世界遺産を取りたい

という気持ちが強すぎて、そこも違和感やもったいなさをすごく感じています。そういうふうに

頑張ることで、ジオパーク認定は強まると思うので、順番が逆だなと思ったりもします。 

 

3つ目は組織論です。私はプロジェクトを持つ時に、プロデューサー、ディレクター、マネージ

ャー、オペレーターの4つを設けます。プロデューサーはお金があって、「こうしていこう」とい

う思いがある人ですね。ディレクターはプロデューサーの思いをしっかり引き継いで、思いやお

金はあるけど専門性はないから、もっと尖らせていこうという人。つまり他にはない特徴がある

ことをしていこうという人です。マネージャーは現場レベルで、現場のトップとその周囲で働く

人たちです。 

この協議会は9つの自治体があって、お金を出し合っているという意味ではプロデューサーなん

です。こういうふうにジオパークをやっていこう、お金も用意する、ジオパークを作ったのも協

議会の人々なんですよね。自分たちがやらなければならないことは、尖らせるというか、専門性

を高めて、世界に唯一のジオパーク、他にはないジオパークを作ろうとしなければいけないはず

です。 

だから、もったいないのはお金を出しているのは府県や市町だからと気にしながらやるのはダ

メで、全く気にせずに尖らせることが大事です。 

分かりやすくいうと、サッカー日本代表で日本サッカー協会はプロデューサーなんですよ。日

本代表監督がディレクターです。弱ければ、代表監督は協会から解任されるわけです。それを指

名するのはプロデューサーの権利ですし、解任するのも権利なんです。日本代表監督というのは

単年で雇われて、すごい緊張感の中で、プロデューサーとディレクターがいます。ここで言え

ば、協議会の役員と事務局がすごい緊張関係にあるべきなのに、そういったところがあまり見え

なかったことも、これからは改革していくべきだと思いました。 

 

（加藤洋） 

今回、私は東京の羽田から飛行機で参りました。鳥取空港へすごい海の側

を降りてきて、良いところに空港があって、鳥取駅にも近いし、とてもいい

と思いました。 

プロフィールのところには書いていますが、東京都のアーバンパーマカル

チャーのインスタグラムやフェイスブックでインターネットでの情報発信を

お手伝いさせていただいたりとか、あと横浜市の「Find Your YOKOHAMA」の

インスタグラムの運用をさせていただいおります。今回、 
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情報発信のプロフェッショナルみたいなことで呼んでいただいたのかと思っていて、インスタグ

ラムで「Find Your YOKOHAMA」を検索すれば出てくると思います。自治体がやっているインスタ

グラムアカウントで一番うまくいっているということで、横浜モデルみたいな感じで言われたり

します。今、3年間やらせていただいて、3万人ぐらいが見にくるようなアカウントです。 

横浜市は海があって、夜景がきれいで、歴史があって、西洋の文化が混じっていて、魅力が結

構あるんです。普段情報発信をしているのですけれども、今回、情報発信する目で山陰海岸ジオ

パークをずっとウロウロさせていただいていたら、魅力的なポイント、写真に撮ったらすごくき

れいだなというポイントが結構ありました。皆さんもご存知だと思いますが、鳥取砂丘もすごか

ったし、三尾の青い洞窟とか、洞門から朝日が見える場所とか、写真を撮ると面白そうだなとい

うところが沢山ありました。 

この仕事をしていて「横浜だからできるんだろ」とよく地方の人に言われたりします。東京っ

て書いていますけど、実は滋賀県に住んでいて、インスタグラムで「しがトコ」というアカウン

トがあります。それもすごい魅力的です。皆さんの印象だと、滋賀県って何もない、琵琶湖しか

ないかと思いますけれど、「しがトコ」も1万何千人がフォローしていて、情報発信をよくされて

いるので、この山陰海岸ジオパークでもきれいな景色とか、ここに来たくなるような風景みたい

なものを情報発信としてできるんじゃないかと思いながら、ずっと見ていました。 

あとは人が面白かったですね。いくつかポイントを選んでいただいて案内いただきましたが、

その所々でご案内いただく方々がとても魅力的で面白かったのでファンになりました。 

 

（加藤幹） 

まず本当に山陰というエリアに、人生で初めて来れたことに大変喜んでお

ります。気合が入って感情が高ぶって、名古屋駅から電車へ乗ろうと思うの

ですけれど、新大阪駅に着いたら遅延というか、電車が運休ということで、

行けないのではないかとすごくショックでした。何とかバスに乗って辿り着

いて、まずは鳥取砂丘と思ったら、風速20メートルを超えるとんでもない風

で、「砂にまみれるよ」と言われながら、「それでもいいです」と高台の方 

に行ったら、吹き飛ばされそうな風を受けました。馬の背には上れず、海の方に行くのですけれ

ども、今度は雪が降ってきまして、自然の脅威にさらされるという1日目でした。本来はインスタ

グラムだったり、ネットだったり、テレビで見る山陰のゆったりとした自然を楽しみにしてきた

のとは、真逆の歓迎を受けることになりましたが、私はすごくそれがうれしかったですね。 

名古屋にいると、全く感じないような大自然の脅威というか、恩恵になるか分からないですけ

れども、そういったものを正面から受けて、やはりむき出しの自然というものが町の中にしっか

りと存在しているというのは、他の町にはない、名古屋と比べても全くない、ここにしかない資

源というものは本当にすごいと感じました。 

私自身も井筒さんと同じでジオパークというものは今回いろいろと聞いたのが初めてでした。

ホームページを見たり、実際に来て説明を受けているとなるほどそういうことかと思いました。

一応コンセプトが看板にも、大地と人の関係を楽しみながら学べる自然公園と書いてありまし

た。解釈はいろいろな仕方があると思いますが、私自身が今、名古屋でやっている「大ナゴヤツ

アーズ」というものを、これに置き換えて見ると、大ナゴヤ圏を新しい観光資源、例えば、文化

とか、産業とか、自然とか、そういったものを楽しみながら学べる都市観光ということはさせて

いただいていて、見方として「学ぶ」ということが一つテーマとして入っていたので、「自然」

「学ぶ」「ツーリズム」は今、世界の主流なんです。そういったものが、町のど真ん中にあるの
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はものすごく可能性を感じましたし、それをどういったように、観光、ツーリズムとして取り組

まれているのかも、楽しみを持って今回は見させていただきました。 

率直に感想を言いますと、やれてる人とやれていない人が顕著にいるなと感じました。まずジ

オパークというもので、簡単に地域経済の活性化、要はお金が儲かるというのであれば、ジオパ

ークという冠がついていれば、自然と観光客が来るでしょうと思っている人が結構いるなと感じ

ました。そういう人たちはうまくやれていない人なんですね。 

うまくやれている人は、ジオパークというものを自分の商売の中でどう活かす、付加価値をつ

けたらさらに魅力が高まるか、お客さんにもっと喜んでもらえるか、顧客満足ですよね。そうい

ったことを自分で考えて何かをやっている。それをコツコツとやっていって、うまくいってい

る。大きいお金を投下して、莫大に儲かったということではなく、小さいことからコツコツと始

めてみて、お客さんの反応を見ながら、強みをどんどん大きくしていく人がうまくできているこ

とかなと思っています。 

これってどの世界でもそうなのですけれども、何かノウハウがあるから絶対にできるというわ

けではなくて、アイデアを形にしていく、商品にしていく、お客さんに伝えていく、具体化して

いくことがなかなか苦手な人が多いです。 

ジオパークでも学術的なものであったり、本当にこういう自然がすごいんだよというところ

を、商品と繋げたらもっと魅力が伝わると思います。儲かりますよ、魅力が伝われば、結果がつ

いてくるので。そこの橋渡しをする、私たちの世界ではそれを「編集」というのですけれども、

可視化させてあげるということが、もう少しうまくいくと良くなるのではないかと思いました。 

ツーリズムとして地域でやっていくのであれば、うまくいっている会社が仮に3社あったとして

も、3社ではダメなんです。そういった会社がたくさんある地域っていうのは行ってみたくなるの

です。 

なので、みんなで頑張りましょうというところを、どうやってみんなで頑張ったら実現するの

か、分かっているのにできないのであれば、なぜそれができないのかという問題をしっかりと明

文化する。みんながそうだね、それが問題だよねということを突き詰めて、ここにいる皆さん

や、ジオパークの関係者の皆さんも含めて、どのように解決していくのかを考えて、実行してい

くまでが繋がりで見れていくと、もっともっと良くなるのではないかと思います。2日しかいない

ので、皆さんはそんなことは既に知っていることかも分かりませんが、2日来ただけでもそういう

課題に気づけたなと思っています。 

 

（松原） 

私の方はご案内して感じた感想になります。昨日の夜の飲み会の席でも私

は言ったのですけれども、私は元々地質が好きで始めたところがあります。

ジオパークをやっている中で、地域の中に今までずっと先祖代々生きてき

て、今後も生き続ける人たちの素晴らしさ、覚悟というものにもっと敬意を

示さないといけないと、ジオパークを通じて感じました。 

今回いろいろ案内した場所については、人を通じて見てもらえると思って

お連れしました。 

先ほど松浦先生もおっしゃいましたけれど、ジオパークは地質だけではなく、地形と人との関

係性ということで、生活のところも見てもらえると思って案内しまして、その結果、今もご発言

がありましたけれども、人が良かったということを言っていただいて、とても良かったと私も感

じました。 
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他にもいろいろとご案内して感じたのは、人の生活を見てもらう中で、車の中で「ケ」の風

景、「ハレ」の風景のお話がありました。「ケ」といのは日常のいつもの風景ですね。「ハレ」

の風景はイベントなどです。やはりいろいろやっていると、「ハレ」の風景を出しがちになって

しまって、「ケ」のことはあまりPRしない。地域の人も「ケ」の風景はあまり出したがらないで

す。そこをもっときっちりとプロセスとして見せないといけないことは、気づきとしてありまし

た。 

他には人が良いという中で、楽しく話している方は楽しいし、そうでない方は魅力が伝わらな

いということで、伝える人が楽しむということと、どう伝えるか、どうすれば伝わるかも考えて

いかなければならないと思います。 

今日の日和山観光というところでも、ジオツアーという看板があって、ジオツアーって何なの

か、どうやってそこに惹きつけるのかも考えないといけない。そういった発信も、もっと工夫が

足りなかったのかという気持ちはよくありました。 

あとは全体としては、ジオパークネットワークは他のところを真似するのがメリットだと説明

したのですが、やはり新しいことに自分から挑戦しないと、真似しているだけではなかなか新し

いことはできないので、挑戦していかないと教えられました。 

先ほどできている人とできていない人との差があるとお話がありましたが、山陰海岸ジオパー

クの中でもできているグループが結構あるんですよね。それは挑戦しているところだと私は感じ

ていて、挑戦してくれている人はどんどん新しいことをやりますし、どんどん勉強もしてくれま

すし、やっぱり結果が出ています。これは私自身も含めてですが、挑戦をし続けないといけない

なと感じたわけです。 

運営についてはどうまとめるかが大事ですけれども、地域が多様だということを説明しました

が、多様性というものを殺すのではなく、うまく生かす形で引っ張っていく体制、強い意志が必

要だと感じました。 

 

果たしてその名前でいいのか？ 

（原田） 

松原先生がおっしゃった城崎マリンワールドです。入り口にあったフリースペースのようなと

ころです。カフェのようなカウンターがあって、無料で20分ぐらいのツアーが受けられるという

受付の掲示があったんですね。 

ジオパークツアーと言われても、中身が分からない。20分で無料と言われても中身が分からな

いので、どのくらいの方が頼まれるのですかと聞いてみたら、旅慣れた方が頼んでいるというこ

となんですね。つまり旅慣れた方で、様々な場所に旅行された経験がある方って、ただ漫然と自

分が初めていった場所をふらっと周るだけの自分の視点だけで現地を行くのではなくて、こうい

ったガイドツアーなら地域のことが理解できるとか、より楽しめるとか、見える景色が変わって

くるということをご理解されている。 

まさにそれは旅の上級ですが、そういった方なら、こういった表示でもガイドがあるなという

ことで頼んで来られるそうです。やはりそれ以外の方はなかなか頼みにくい状況です。そんな時

に果たしてこの名前でいいのかとか、あるいは名前はこのままだったとしても何か添える言葉は

ないのかとか。現地を実際に周るからこそ気づかれる小さなポイントもいろいろとございまし

た。 

 

資源と顧客の間に置くもの 

最初に戻りましょうか。井筒さんの話に戻りましょう。 
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皆様の話に共通していることの一つは、人ですよね。人の存在ってことに、私たちはものすご

く価値を感じました。ジオパークというものを素人から見ると、地球科学とか、地球そのものの

景観とか、そういったものをPRするのかなと、素人考えで見えてしまいますね。 

一方で、今回2日間お話をして、お邪魔をしてすごく感じたことは、皆様共通で人の魅力です。

つまり人を介して、その価値を伝えているので、その間に立っている人も重さとしても大きい。

直接的に見える風景って限界があって、そこの間に誰が立つのか、人の存在っていうものがすご

く大きいです。 

私の仕事はコミュニケーションなのですが、「ミディアム」という言葉があります、「ミディ

アム」は、例えば、占いで言うと、水晶玉とか、タロットカードとかを使いますよね。あれは占

い師と占いに来た人との間にその道具を介すことで、会話がスムーズに行われるような仕掛けに

なっています。あなたはいきなり深刻な病気になりますと、面と向かって言われるのではなく

て、水晶玉に写っていると伝えることで、伝えやすくなっているわけです。 

そのようにコミュニケーションというのは、間に何を置くかがすごく大事です。今回もジオパ

ークという地球環境資源があった時に、その地球環境資源の魅力とか価値を受けたい人との間に

何を置くか。そうすると、今回はものすごくその価値が伝わりやすい人を厳選していただいてい

ます。それが2日間の中に厳選されて凝縮されているので、その印象がまず先にあってですね。な

ので人がすごく良いですよと、人の価値をすごく感じましたと。それはおそらく人の価値とその

先にある地球環境資源、ジオパークの今回認められてきたのものが一体となっているのだろうと

すごく感じられます。ですから、ある意味、2日間のコミュニケーションがうまくいくようにデザ

インいただいたことがまさにそれに表れていると今、印象として感じました。 

 

ディレクター、マネージャー・・・ 

ここからは中に入りたいので、井筒さんのポイントでいきたいと思います。先ほど盛り上がっ

たのは、プロデューサー、ディレクター、マネージャー、オペレーターの4つの役割の話がありま

したけれども、これはジオパークの組織運営的なスキームとか、体制づくりのことだと思いま

す。 

確かになるほどなと思い、ディレクターという存在、山陰海岸ジオパークをどういった方向で

進めていくのか。対外的にコミュニケーションを取っていくのかというところに対して、明確な

方向づけをする。それを先ほど井筒さんの言葉で「尖らせる」という言葉で表現されたのです

が、まさに個性あるディレクター、その存在の大切さだとかを今回あまり感じられなかったよ

ね、というお話がありました。 

その時に松原先生の方からフォローいただいたと思うのですが、世界的に見た時のジオパーク

として取り上げられる特徴として、こういったディレクターの存在があるんですよというお話が

あったかと思うのですが、そのあたりのお話をフォローしていただけるでしょうか。 

 

（松原） 

世界ジオパークで個性があったというところは大抵ディレクターがしっかりしているところ

で、山陰海岸ジオパークと姉妹提携を結んでいるギリシャ・レスヴォス島のジオパークも、ニコ

ラス・ゾウロスさんという強烈な個性のある方で、ある意味「ジャイアン」と言われ、「地域に

愛されるジャイアン」と呼ばれていて、当然その人はプロデューサーと住民との橋渡しもかなり

丁寧にやっていますし、マネージャーやオペレーターのこともしっかり管理しています。育成も

教育プログラムもしっかりしたものを用意して育てているとうことで、かなり方向づけが明確で
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すね。例えば、EUのファンドを取ってきて、島の端から端まで高速道路を造るというお金までそ

の人1人で取ってきています。 

 

（原田） 

オールマイティな方なんですね。 

 

（松原） 

それだけ精力的にいろいろなことをやっています。そういう方がいるところは、他のジオパー

クも含めてしっかりしています。 

ただ一つの例として、私が去年行ったイタリアのマドニエジオパークはディレクターが暴走し

て、プロデューサーのことを無視して動いたので、プロデューサーに解雇されてしまいました。

ディレクターが不在の状態になったので、ジオパークが全く動かなくなって、それでイエローカ

ードを出されたことがありました。 

 

ハレーションは起こさないの？ 

（原田） 

一方で最後におっしゃった、チャレンジし続けることの大切さを今回すごく感じたというお話

があったと思うのですが、個性ある人とか、尖った人の文脈って、必ずどこかでハレーションを

起こしますよね。さっきの解雇というお話があったと思うのですが、一方でハレーションが起き

ていること自体が、個性あるディレクターが活動しているというある意味で証しというか、それ

もあると思いますが。 

 

（松原） 

それもあると思います、ハレーションが起きるのですけれども、解雇されないディレクターも

います。 

 

（原田） 

どういう違いがあるのですか？ 

 

（松原） 

やはり人の心を読んで交渉したり、コミュニケーションをしっかり取れている人は続いていま

す。ドイツのフルカナイフェルというジオパークに行った時は、アンドレアという人がディレク

ターをやっているのですけれど、非常に住民参画がうまくいっています。どうやっているのです

かと聞いたら、「それは毎日村を回ってコーヒを飲むんだよ」と言っていました。そうやって地

域の有力者と顔なじみになって、実際に現場で動いている人たちとコミュニケーションを取って

信頼関係を築いています。結局、信頼関係が大事だということをお話されていました。 

 

（原田） 

なるほど。スペック的にはこんな人がいるかというぐらいのスーパーマンな感じがしますが、

ただ実在するっていうことなんですね。 

ちなみに井筒さんはローカルネイチャーとか、岡山県の西粟倉村はたくさんの起業家を輩出す

るような地域だったりしますが、一方でそういった方って、従来から地域に住んでいる方とハレ

ーションを起こすのではないかという印象があるのですけれど、そのあたりで関連するお話と
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か、こういう風にうまくやっている、コミュニケーションが上手だとか、そのあたりはどうです

か？ 

 

コンテンツをしっかり作ること 

（井筒） 

その質問も含めてお話します。順番がすごい難しいと言うか、ジオパークという協議会自体は

いわゆるプラットフォームであると思います。もう一つにコンテンツという言葉があって、Amazo

nを思い浮かべていただくと、最近動画も見られるわけです。Amazonはプラットフォームですけれ

ども、皆さんお金を払って動画を見にいったりしますね。ジオパークというものがプラットフォ

ームで、それぞれの事業がコンテンツであるとすれば、どのような順番でやっていくのがいいの

か。全国のベンチャーが地方で起業していくというのは、絶対にプラットフォームはあります。

それでうまくいくのはコンテンツがしっかりしているところですね。 

 

（原田） 

コンテンツがしっかりしている？ 

 

（井筒） 

それぞれの事業者の皆さんが地域のことを真剣に考えてやるコンテンツ。あるいはビジネス

で、旅館だったら旅館としてしっかりとやる。コンテンツがあった上で、それを大きく取りまと

めていくという意味で、ジオパークというプラットフォームがある方が良いです。ジオパークを

作ったのだから、コンテンツをもっと作ってください、という順番はきれいなんですけど、言わ

れてやるのと自らやるのとでは大きな違いになります。 

ただ、今の話は一旦置いておいて、ジオパーク側の皆さんからしたら、地域内で面白い人がい

ないかなって思った時に、あぶり出されるわけですよ。面白い人がいたって。こんな人発見とい

った感じで見られるし、発見された人はジオパークの特徴である先祖代々がいて数百年の歴史観

しかなかったのに何百万年とか言われて、私から見ると大局観みたいなもの。そういう感覚で土

地を見ることが今まで地元の人になかったわけです。そういう新しい価値観やものの見方、社会

の考え方、集落の見方みたいなことを与えるというのは、このプラットフォームが先にあるとい

うこともまた良いことだから、プラットフォームとコンテンツの良い関係性を、順番とかは気に

しなくてもいいから、そういう風に捉えれるとすごくいいかなと思いますね。 

 

（原田） 

なるほど。今のも勝手に私が名前をつけると、「地域間の再構築」ですね。地域をどう見るか

という地域の見方ですね。その見方が時間軸が変わると、大きく変わるのではないかというお話

ですね。今みたいな話でミッキーさんはいかがですか？ 

 

（加藤幹） 

コンテンツの話に戻ってもいいですか。私が観光をやっている前は、まちづくりということ

で、仕事をどういう風にやっていたかをお話します。 

名古屋市役所とか、愛知県庁とか、行政からPRの事業の委託を受けてお仕事をしていました。

コンテンツというお話でいくと、名古屋市をクライアントにして、ツアーを作ってそれを再考す

るということで、ツアーを企画する、コンテンツを作る際に、僕がやりたいことと、名古屋市が

やりたいことが違うんですよね。名古屋市の税金を使っているのだから、これをツアーにしてく
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れ、ここに行ってくれ。それって大きいくくりでは面白いですけど、そんなことはもうやってい

る。既にやっていることに人が来ないということはやり方を変えないといけないにもかかわら

ず、名古屋の観光資源だから、これは入れてもらわないと困るという順番でものが進んでいく。

私はお金がもらえますけど、私しかハッピーになれないという、とんでもない税金の無駄遣いが

起こっています。 

それでいいのかなというところから、では私だったら例えば、名古屋城の史跡があって、名古

屋城の天守を木造にすると、名古屋弁ばりばりの市長が言っていますけど、名古屋城っていいで

しょうと言うだけなんです名古屋の人って。 

私がやった名古屋城ツアーはオーストラリア人のクリス・グレンというラジオDJがいて、とん

でもない城マニアなんですよ。「ラジオDJと行く名古屋城ツアー」ということで、天守閣にも京

都でいう二条城であれば御殿ですよね。メインのところにも全く行かず、石垣だけを見て回ると

いう、名古屋の人からすると、3個目、4個目ぐらいの建物を見て行く、名古屋の人はあまりやっ

て欲しくはないツアーなんです。 

でも、それって、詳しい人やマニアックな知識を持っている人から聞かないと、あまり情報が

出てこなかったり、そういう見方をするんだということに価値があると、お客さんはお金を払っ

てわざわざ忙しい時間の中、2、3時間を見つくろって来ていただいているわけです。 

ですから、コンテンツがすごくまず大事だなとツーリズムをやっている時に思いました。それ

は何かと言うと、お客様ありきなんです。顧客目線がしっかり持てているかということを考えた

時に、今ジオパークの中でのツーリズム、もちろん民間でやっているところもありますが、ホー

ムページを見る中でジオパークのプロモーションをやっていく時に、本当にお客様目線になって

いるのか。ジオパークの中で何をするというテーマもありますけれども、何を楽しんでもらえる

のかなあというコンテンツが中々見えてこないというのは大問題だと思います。 

めちゃめちゃ良い環境下にもあるに関わらず、協議会の主体が行政という面白くないものが主

体となっていることが原因で、お客様を喜ばせられない。安心感、信頼感はありますが、それが

邪魔をしているところも問題かなと思っていて、それを否定しているわけではなくて、何かやり

方があるのではないか。キーワードやヒントみたいなものは、行政の皆さんの中にいろいろと抜

け道があると思います。それを本気で考えていきましょうということが、今、目の前の問題を突

破していく一つの鍵になるのではないかと思っています。民間はなかなかそれは分からないで

す。 

 

（井筒） 

旅って、パンフレットを見て写真に載っているその確認作業みたいなところがあります。確認

終了じゃなくて、写真は載せてもいいですが、もし案内する人がいたとしたら、俺だけが知って

いる情報を紹介しますよって言ってもらえるとすごくうれしいかなと思います。 

 

（原田） 

そうですね。加藤洋さん、今みたいな話で何かありますか？ 

 

勉強ではなくて学び 

（加藤洋） 

すごい人が良いという話があったのでその話を。 

コンテンツの話で、コモディティ時代のマーケティング戦略で『経験経済』という本がありま

す。その本の中で、ファンになってもらうための4Eというものが書いてあって、4Eとは何なのか
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というところで、一つはエデュケーションです。もう一つはエステティックで、エンターテイメ

ントとエスケープ。4つが大事ですということが本にあります。B.J ⅡパインとJ.H. ギルモアと

いう人が書いた本です。 

今回、2日間巡って、すごいファンになった話をしました、エデュケーション、すごい学びがあ

ったんですね。会う人会う人に面白いものを見せてもらって、こっちがワクワクするみたいな感

じ。それって勉強ではなくて、本当に学びっていう感覚。湯村温泉でコンデンスミルクを熱泉に

浸けてキャラメルになるということが学びでした。人って学びを提供され続けると、本当にファ

ンになるみたいなところがあります。学びがキーワードとして出ますけども、すごいそれが面白

いなと思いました。 

エステティックは温泉に入ってきれいになることもあるし、4Eみたいな主要なところは山陰海

岸ジオパークにはありますね。 

 

エスケープ？ 

（加藤幹） 

エスケープのお話をしてもいいですか。 

私は名古屋で観光をやっているのですが、当時、今の名古屋弁バリバリの市長が「名古屋は観

光なんかせんでええ」と言ったんですよ。大問題発言だと思うのですけれど、そんな町で観光や

っていることはめちゃめちゃ肩身が狭くて、何でそんなことやっているのっていう哀れみの感じ

で言われるんです。 

次は3年目なんですけど、2000万年前というハードの大地を見て、すごく元気をもらったという

か、もっと頑張ろうという気持ちになれました。これって名古屋の中で中々感じられることがな

いんですよ。 

 

（井筒） 

ジオパークだから、人間関係の悩みとは、小さい悩みなんて大したことがないんですよ。 

 

（加藤幹） 

そうそう。 

 

（井筒） 

そう思えるぐらいすごかったですよね。 

 

（原田） 

そうね。ぶち切られる気がしますよね。自分たちの小さなこと、身近な小さなことをね。 

エスケープはそういう意味に取ったのですか？ 

 

（加藤洋） 

いろいろなエスケープがあるとは思うのですけれど。多分、三尾で、2000万年前の火山が関係

しているという話があった時ですよね。それは確かにエスケープですね。 

 

（加藤幹） 

エスケープを観光の中で言うと、日常と非日常という言葉が使われますけれど、自分の生活圏

の中にいると、自分の仕事のことだったり、友人や家族関係のことだったり、しがらみがいろい
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ろなところで関係しているところから、離れて、リフレッシュするみたいなことってすごく観光

では大事です。異文化に触れるみたいなことに当たると思っています。 

 

（原田） 

なるほどね。元々、心理的にも旅行は転地療法と言われますね。転地療法は土地を変えること

が心身の癒しになるという療法ですね。治療の一つとして、旅行に行きなさいと言われていた時

代がありますので、それぐらい環境を変えること自体に価値がありますよね。 

 

（松原） 

実際に現場に来ている人に話を聞いた時に、竹野にジオカヌーがありますけれども、ジオカヌ

ーに参加している人に、なぜ参加したのですかといろいろ聞いてみました。やはり都会の人間関

係に疲れたとか、そういう人が結構多くて、エスケープに来ているんだと思いました。 

学びについてはカヌーもそうですけれども、遊びの中から学びを見つけて欲しいというか、遊

んでる中でいつの間にか学んでいる感じにして欲しいと思っています。もちろん今日も来られて

いますけれども、地元のガイドさんでジオカヌーをやっている方々は遊びの中に学びがあるとい

うことで潜在的にやられています。 

日本のジオパークは割とですね、悪い例として、学びをジオツアーにしているところが多く

て、それははっきり言って成功していないんです。日本のツーリズム協会の中で、ジオツーリズ

ムの定義というものを無理矢理作って、エコツーリズムとジオツーリズムの柱を作る時に、ジオ

ツーリズムは地質を見ていくものと定義をされてしまったことがありまして、それから学びが先

にきているところがあるんです。そこは気をつけたいなと思っています。 

 

（加藤洋） 

先ほど、占いにとってのミディアムが水晶玉でというお話がありましたが、学びにもミディア

ムが必要です。地層を見てすごいなと思うところに、人が入っていくことは、そこに遊びが見え

るようになって学びが入ってくるとか。人がミディアムになってそこに入っていくことはすごく

大事ですね。そこを繋ぐということが大事だなと思います。 

2日間、旅をしていてすごく面白かったのは、まずここのメンバーが面白くて。だいたいのこと

に興味を持って、ワクワクして、ニコニコ、ゲラゲラ笑いながら移動していましたので。一緒に

旅をしている人たちがミディアムになって、学びが入ってくるとか。地層のことを話される松原

先生も異常なテンションで、先生自身も楽しくてしょうがなくて、勉強をしているのではなく

て、先生から湧き出るところを私たちが学ぶという感じでした。 

 

専門性やマニアック度を突出させる 

（加藤幹） 

泉のようでしたね。私もツアーをやっていて、「大ナゴヤツアーズ」というものは何かを特化

させた。例えば、酒蔵の蔵元さんがガイドになって酒蔵に行くとか、名古屋メシライターの人と

行く純喫茶ツアー、考古学者といく古墳ツアーなど、いろいろと尖るというか、専門性やマニア

ック度を突出することで、価値化しています。 

これはさっきの松原先生の意見で、地質を見にくるとか、もちろん興味があって来るのですけ

れども、酒蔵を自分で始めたくて学びに来ているわけではなく、純粋に楽しみたいから来ている

ので、もちろん専門的な知識もうれしいですけど、それを10はいらないのですね。いかに楽しん
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でもらうかみたいなことをすごく重要視される。お客さんの意見があるので、そこをはき違える

と、学会ツアーみたいな感じになるんですよね。 

それはそれで必要なことなのですけれど、全員が全員求めていないということです。コンデン

スミルクを熱泉に浸けてキャラメルになるよっていうことって、幼稚なことですけれど、一番3人

がテンションが上がったのはそこなんですよね。そこから温泉の温度とか、なぜこんなに源泉の

温度が高いのですかとか、どんどん質問が増えてきて興味が湧いてくると、学びが増えてきます

よね。そういう興味のメカニズムとか、ノウハウをうまくツアーに生かしていくと、すごく面白

くなると思いましたね。 

 

（原田） 

ありがとうございます。他に何かありますか。 

 

（井筒） 

自分の方へ持ってくるというか、自分が専門にしている母体があるじゃないですか。それとの

関係性。ジオパークと俺みたいな。私だったらエネルギーです。特に湯村温泉でどうやってそこ

の人たちが温泉を買っているとか。そういう社会システムみたいなことと、ハードの地質とか、

地下の部分が思いっきり繋がって、暮らしにもすごく影響しているなということを、自分の中へ

持ってきたり、それを感じられることはすごくよかったです。瞬間湯沸かし器がいらないこと

に、すごいテンションが上がりました。冷たい水を知らないんですよ。 

 

（原田） 

湯村温泉のガイドである朝野さんが「私は神戸の学校に行って初めて水で顔を洗いました」と

おっしゃっていましたよね。その感覚だと思います。 

今「学ぶ」だとか「遊ぶ」だとかのキーワードがあったかと思いますが、今回のお話の中で出

ていなかった点があったので、それを投げかけさせていただいて、次のチャンネルに切り替えた

いと思います。 

 

昨日の夜か、車の中の話だったと思いますが、世界規模でジオパークはネットワークがあるん

ですよね。当然のユネスコの事業なので。世界規模のジオパークというネットワーク性をもっと

生かせるのではないかというアイデアや発想があったかと思います。 

例えば、子どもたちのお話があったかと思うのですけれど、それは加藤洋さんのお話だったで

しょうか？ 

 

子どもに他のエリアを見せよう 

（加藤洋） 

SDGsもそうですが、ジオパークも教育がすごく大事です。さっきの学びもそうです。 

私も「しゃかいか！」っていうのが学びの科目の名前になっています。学びというのはすごく

大事に思っていまして、山陰海岸ジオパークに住んでいる子どもたちが、大学に進学する時にな

ったら、都会に出てしまうという話があって、戻ってこない人も多いと聞きました。 

山陰海岸ジオパークに対するイメージが固まる前に、自分たちが住んでいる場所ってどういう

場所なのかを知ることは大事だと思います。自分たちの町の海岸を歩いてみても、自分たちの町

にどういう魅力があるかはあまり分かりません。そういう時にジオパーク認定されている海外の
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他のエリアへ行って、こういうところがジオパーク認定されているのかということを、できれば

幼稚園や小学校の低学年ぐらいの時に行かせてはどうでしょう。 

自分のところへ戻ってきて、他の地域でジオパーク認定されていて確かにすごかったなと思う

ことで、じゃあ自分のところはどういうところがすごいかを知るきっかけになります。自分のと

ころだけを見てもあまりよく分からない時に、いろいろなところを見るきっかけになるのが、ジ

オパーク認定されている一つの大きな魅力だなと思います。それは認定されている子どもしか持

てない手段ですから、それはすごく面白いです。 

 

（原田） 

そういう発想ですね。ありがとうございます。 

我々が不勉強なこともあるかと思うので、松原先生にお聞きします。世界規模でもジオパーク

を認定している場所同士での、例えば、子どもたちの相互交流であるとか、スタディーツアーで

あるとか、そういうことはどのように取り組んでいますか？ 

 

（松原） 

ジオパークはネットワーク活動を重視していまして、姉妹提携もどんどんやれと言われていま

す。 

 

（原田） 

先ほどもありましたよね、ギリシャのレスヴォス島のお話が。 

 

（松原） 

姉妹提携は当然文書だけではなくて、具体的な活動が求められます。その中で相互教育を推奨

していまして、例えば山陰海岸ジオパークだと、地元に豊岡高校がありますが、高校生がレスヴ

ォス島に行って向こうの教育プログラムを受けたり、ギリシャの高校生も入ってそれぞれのジオ

パークのことを発表し合って、理解し合う活動もしています。 

実際に豊高生を連れて行くと、レスヴォス島があるエーゲ海で泳いだりするのですけれども、

泳いでいる高校生が「あれ？竹野の海の方がきれいじゃないか」と言い出して、あらためて地元

の素晴らしさに気づくことがあります。わざわざエーゲ海まで行かなくても、気づくだろうと私

は思うのですが。 

他のジオパークでも子どもたちの交流はすごく行われていて、単純に別のジオパークの子ども

が他のジオパークへ行って学ぶだけではなくて、地元の子どもたちとコミュケーションを取っ

て、それによって改めて自分のジオパークのことを知ります。 

また、発表するためには自分のジオパークのことの良さを伝えなくてはいけないので、勉強も

し直しますし、子どもたちにとって良い機会になっていると思います。 

 

（原田） 

ありがとうございます。加藤洋さんいかがですか。 

 

（加藤洋） 

自分の地域がどういう場所なのか、固定概念が入る前に行くのが良いことだなと思います。エ

ーゲ海はキラキラとした青い海で白い建物があって、きれいなイメージしかないですけれど、泳

いだら地元の海の方がきれいな印象を持つということがすごいですね。 
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質疑応答 

（原田） 

時間が少なくなってきましたので、それでは私のまとめもあるのですが、一旦、会場の皆様が

お聞きになって、パネラーの皆様が非常に様々な専門性があって、いろいろな視点があるという

ことをお感じになっていただけたと思うので、それを踏まえまして、何かご質問とか、意見交換

とか、会場も含めて自由なディスカッションをしたいと思います。 

もしご意見等がございましたら、挙手をお願いできますか。ありがとうございます。お願い致

します。 

 

旅の上級者にどう魅力を届ける？ 

（質問者） 

地元でガイドをしたり、キャンプをしたりしています。すごく面白い話がいっぱいで、良い機

会を作っていただきましてありがとうございます。 

その中でいろいろ面白い話が出ましたが、ガイドツアーを申し込む城崎マリンワールドの例で

すね。ガイドツアーとだけ書いてあるところに申し込むのは上級者だとおっしゃって、それはそ

の通りだなと思いながら聞かせてもらいました。 

では、実際にジオパークの売りとか面白さをどうやったら上級者の人に届けらることができる

のかと悩ましく感じている人が多いのかなと思っているのですが、もし良いアイデアがありまし

たらお聞かせください。 

 

（原田） 

ありがとうございます。どなたでも。 

 

（井筒） 

これについて私が思ったことを話します。内容を伝えるという話もありますが、その時にガイ

ドの浜田さんという方がいらっしゃって、その方は若い頃イルカショーをやっていた。でも今は

引退して事務をやっていたけれど、でもこのガイドツアーができたから私がやっているというお

話でした。 

その時に面白い話があって、イルカショーをやっていたイルカが子ども産んだからイルカの孫

ができたと言っていました。でもその発言は謎なんですね。とにかくキャッチーなコピー、人の

紹介を入れる。その人がするガイドツアーみたいな言葉。内容を全部伝えると、先ほど話した確

認作業になってしまう。人にフォーカスを当てつつ、面白そうなキャッチーな言葉をかけるジオ

ツアーみたいな感じがいいのかなと思いました。 

 

（原田） 

他に続きであれば、いかがですか。 

 

（加藤幹） 

上級者の方に届けるためにも初級者ということですか。 

 

（質問者） 
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上級者の方ですね。初級者の方には内容も分かりやすいもので、あえてジオパークとは言わず

に、体験活動を前に出して、その体験活動の中で例えば、溶岩の流れていたところへ連れていっ

て面白そうなところから入って伝えていこうとしているんですね。 

そもそも上級者の人は存在するのかということ。旅慣れた人という話題もありましたけれど、

それはどう届けるのかなと思いまして。 

 

（加藤幹） 

コンテンツの話でいくと、上級者というのも、何の上級者なのか少し分かりづらいですよね。

旅の上級者でも勉強したい人もいれば、自分でやりたいという人もいるので、いろいろとありま

すけれども、どのような上級者かを仮定して、その人がどのようなことをやりたいのか、どのよ

うなことをやらせてあげられるのかみたいなことを、具体的に出してあげることがすごく大事だ

と思います。 

今日のツアー中の話で、コウノトリ但馬空港を見学するツアーで、一人7000円、8000円とか金

額は忘れましたけれど、それだけのお金を払って誰が来るんだろう、というツアーがありました

が、これはかなり上級者だと思うんですよ。空港の滑走路に入りたいって人はどこかにいるので

すが、コンテンツがないとその人たちにリーチできないんです。コンテンツを作ってあげると、

絶対そういう人は探して、やってきます。県外から来たという話もあり、7000円、8000円を喜ん

で払って、リピートで3回も来たお客さんもいたと聞くと、もっとコンテンツを強くしていくこと

が必要かなと思います。何をどう楽しんでもらうか、どのように付加価値を堪能してもらえるの

かが一点です。 

あとはジオパークというものを面で考えた時に、ホームページを見てアクティビティのリンク

があるのですけれど、すごい検索がしづらいです。行くんですけど、ジオパークっぽくないイチ

ゴ狩りが出てきて、カテゴリーがしっかりあって、それは上級者とか初級者ではない言葉。こう

いう風に楽しめますとか、有料、無料ということかもしれないですし、ワンストップで申し込め

る体制、窓口が1つできれば、城崎マリンワールドのツアーだけじゃなくて、個々で楽しいことを

やられている、船に乗って青の洞窟の中に行くってどうやってみんな探してくるのかなと思いま

す。鳥取砂丘という130万人が年間に来るところがあったり、次に何をしようとか、ここを自転車

で走れるよとか。教えてくれる方はいらっしゃるのですが、次にどこへ着地したらいいのか、他

にどんな楽しみ方ができるのとか、情報収集できる環境、システムを作ることがすごく大事だな

と思いました。 

結論からいくと、コンテンツをさらに強めるということと、コンテンツを探しやすいプラット

フォームを作ることが大事ではないかと思います。 

 

（加藤洋） 

私たちも仕事をする時に「みんなに届く情報は誰にも届かない」とよく言っています。誰に届

けたいかということが重要です。今回のジオパークツアーでいうと、例えば、子どもと一緒に来

ているお母さんに、子どもと一緒に巡れるということを届けるのか、あとは今日は春休みなので

大学生がすごく多かったですけれど、女子大生が3人で来て一緒に回ってみんなで写真を撮ったら

楽しいみたいなことを明確にイメージさせてあげることってすごく大事だと思います。 

誰のためでもないものは誰にも通さないということが、世の中ですごく増えていると思えるの

で、誰に届けるのかをイメージすることが大事だと思います。 
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誰に届けたいと思ったら、表現が変わります。話題に出ていたのは、山陰海岸ジオパークのウ

ェブサイトに「For Kids」みたいな子ども向けの入り口を作ったらどうだという話もありまし

た。それもそうで、誰に届けたいところの話ですね。 

 

（松原） 

私が質問しようとしたことがまさにその話です。「For」の相手を想定するのはどのようにした

らよいのでしょうか？相手の探り方というか。 

 

（加藤洋） 

今、実はすごい便利な世の中です。今までマーケティングする時にペルソナを設定して、こう

いう人が来るのではないか、何歳で、子連れでみたいな想定です。ペルソナを設定してマーケテ

ィングを進めていきましょうという話がありましたが、今はペルソナがいらない時代です。 

というのも、インスタグラムを見ると、誰が子どもと来て、どういう遊びをしていて、この人

何歳で、普段は都会でカフェに行ってと、もうまる見えなんですよ。私たちが提案する時はペル

ソナの設定はしなくて、この人が好きな情報を届けますみたいなことを言います。もうペルソナ

がいらない時代に完全になっています。 

そんなことができる時代なので、山陰海岸ジオパークにどういう人たちが来ているかを可視化

することは今できるんですよ。海外の人もどういった人が来ているかが分かるので、すごい便利

で楽しいですよ。 

 

（加藤幹） 

もっと身近にもあって、自分の知人、親族、同僚とかで、この人だったら何が楽しみたいか

な、と考えると一番リアリティーがあって、いかに楽しんでもらうことが想像できるかなと思い

ます。私もツアーを作る時に、知り合いの中であの人だったら来てくれるだろうなと想像してい

ます。ツアーの定員は20名だけですけど、10人思い浮かんだら必ず成功します。 

1人でもいいですけれど、その人を思い浮かべると、なんとなく個性とか、普段やっていること

とかが見えてくるじゃないですか。それに当てはめて、ジオパークならここが何ができるって考

えてあげると、想像もしやすいのかなと思います。 

 

（原田） 

ありがとうございます。 

余談ですが、野球チームのDeNAですけれども、元々は横浜大洋ホエールズでしたが横浜ベイス

ターズからDeNAになった時に、チケット販売をインターネットから直売にして、販売代理店を通

さない形にしました。 

そうしたら、チケットが何歳の、どんな性別の人が買ったか全部出て、データとして手に入り

ました。それで分かったことは球場周辺の企業に勤めている30代ぐらいの男性が同僚と仕事帰り

に野球を見に来る層が結構いると分かりました。しかも、そこに対してケアが全くされていない

ということに気づいて、社内に対して球場周辺で仕事を終えた30代男性の会社員が同僚を誘って

きて、スタジアムで夜の楽しい時間を過ごすとしたら、どんなサービスができますかと、社員に

呼びかけて、アイデアを取得するんですね。 

まさに今の状態だったんですけど。できる限り具体的にあの人って言った瞬間に、みんな自分

の親類や同僚を思い浮かべて「田中さんだとか」自分の場合だったら「高橋さんだとか」を思い

浮かべられる。まさにその状況というのは、ミッキーさんがおっしゃったことだなと思います。 
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もう一つぐらい質問をいきましょうか。 

 

広い移動は不便か 

（質問者） 

非常に山陰海岸ジオパークは広いものですから。いろいろと2日間周られて、移動の手段です

が、どのようにお感じになったのか？それはそれで不便さを楽しむこともありますが、どういう

感想をお持ちになったということと、どう考えたらいいのかということをお聞かせください。 

 

（原田） 

移動に関してはいかがでしょうか。どなたでも大丈夫です。 

 

（加藤洋） 

今回、2日間かけて思ったのは1週間いたかったことです。昨日も話をしていたのですけれど

も、台湾の人たちと仕事をすることが多くて、台湾に『秋刀魚』という雑誌があって、「微住」

といって微妙に住むをテーマに書いている人たちがいて、彼らは日本に2週間ぐらい滞在をして楽

しむということをやっています。 

今回、私は山陰海岸ジオパークに「微住」したいなと思うぐらいです。すごい対話性があっ

て、いろいろな見所があって、2日間ではもったいないと思いました。先ほど不便も楽しむことも

あるのではないかとおっしゃって、一つは本当にそうだと思っています。スローで不便でみたい

なことを楽しむことができたら。私たちは仕事はどこでもできるので、不便を楽しんでこっちで

仕事をしながら、2週間ぐらいいるっていうのが一つのサイクルになるのではないかと思いまし

た。 

 

（松原） 

私の意見ではなくて、案内している時にいいなって思ったのは自転車の活用です。自転車で周

ったらいいじゃないかという所がいっぱいあります。私は楽な方がいいのではないかと勝手に思

っていましたが、聞いたいら、アップダウンがある方がいいとか、いろいろと具体的な話を聞き

ました。ヨーロッパのジオパークも自転車のツアー、コースを整備しているので、ただここはま

だそれができていない。これはやりたいと思いました。 

 

（原田） 

そうですね。自転車の話をちょっとだけすると、今、琵琶一（琵琶湖一周）とか淡一（淡路島

一周）とか一周するコースを開発するケースが多いんですね。一方で、片道に乗って行って、向

こうで乗り捨てる楽しみ方のニーズも高まってきています。 

例えば、山陰海岸ジオパークをまるごと横を自転車で突っ切られるかというと、結構大変なん

ですね。だったら、自転車で走ったら最高に気持ちいい区間だけ自転車で満足してもらって、他

の部分は車の方がいいかもしれないし、あるいは歩いた方がいいかもしれない。 

移動手段が様々に組み合わされていて全体が設計されていると面白いでしょうし、そうした設

計に対してサポートするサービスが地域にあるとすごい安心です。それこそ、荷物を預かってお

きますから、存分に歩いてきてくださいといったサービスが全体として広がれば、周辺産業にも

繋がるかなと思います。 
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（加藤幹） 

事務局の方に運転をしていただいて、ウトウトできたケースもあり、ありがたかったのです

が。観光の視点でいくと、今回は1日に何ヶ所も詰め込んで行っていますよね。いろいろ見て欲し

いということなので、それは受け入れられるのですが、私が本当に訪れるのならば、そういう観

光はやりたくないです。 

1日3ヶ所ぐらいで1個ずつを深めたいとか、ゆっくりする時間を取りたいと考えると、バスもあ

ったし、電車もあったし、何とかしていけるのではないかと思いました。全体のコースは分かっ

ていないですが、それならば、分かりやすく情報が手に取れるダイヤなどが必要です。1日1本し

かないところもあったので、そういったことが分かれば、みんな携帯電話を持ってスケジュール

を立ててやるので、そういう情報が手に取れればいいなと思うことが一点。 

120キロを1日、2日で周ることは絶対無理なんですよ。マップとかを作られていたのですが、こ

ういう風に半日を楽しめますとか、1日、1泊、1週間楽しめますという、楽しみ方のスタイルがあ

って、それに対してどのように交通網を生かしていくのかセットであると、あまりストレスがな

いです。交通網だけ言われても、どこに行っていいのか分からなければ、乗り方も分からないで

すよね。ですから、両方が大事かと思います。 

 

おわりに。微住できるジオパーク。価値を「深化」させる。 

（原田） 

先ほどもお話がありましたが、価格とか、期間とか、そういう切り方の方がむしろ来る人は設

定がしやすい。そのあたりが重要かと思いました。 

それでは時間も押してきましたので、最後は私の方から皆様の意見を含めて振り返りをして終

わりに致します。 

「ジオパークで何する」実は今日のパネルディスカッションのタイトルだったのですけれど

も、パネラーの皆と決めました。ポイントのまとめで、問いが大事だと思っていて、参加の皆様

がここで「ふ〜ん」で終わるのではなくて、皆様が疑問符を投げかけられたら、思考のスイッチ

が入りますよね。なので、私がいつも仕事をする最後で、問いで終わりたいと思っています。つ

まり疑問文の形になっていると、それに必ず答えようとする性質が人間にはあるので、それに対

して考え始めます。今回の時間っていうのは、ヘェ〜って終わるのではなくて、あるいは共感と

いうウンウンで終わるのではなくて、何か考えながら会場を出ていく時間にしたいと思います。 

その場合にどういう問いがかけられるのかなということで、今日の話で共通したものという

と、例えば「顔が見えるジオパーク」を作るならば、どう作っていったらいいのですか？ 

あるいは「伝えることが楽しくてしょうがない」というのを作るとしたら、何が作れるのです

か？どう作れるのですか？とか。 

あとは「ジオパークでシビックプライドに貢献できるとしたら、何が貢献できますか？」と

か。 

他のジオパークとのネットワークでも生かせることだ思いますし、あとはそのまま言葉を借り

てしまいますけど「微住」ですね。ゆるい体験。それができるのは横に長いからこそできるのが

ゆるい体験なんですよね。狭い場所っていうのはもう終わってしまうので、それ以上ゆるくやり

ようがない。無理矢理進めるのは難しいので、あふれるばかりの広さだからこそ、「微住」がで

きるので。それって皆様にしかできない。 

では、「微住できるジオパーク」って言われら何ですか？例えば、台湾の方たちに「微住」で

きるジオパークですと言うとしたら、何ができてないと「微住」できるジオパークではないの

か？と考えられるわけです。 
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大きな4つぐらいの問いを、私の方ではお話をお伺いながら感じた次第です。 

これはあくまでも問いという例でまとめなのですけれども、昨日は私もずっと一緒して行動し

ていたのですが、周った内容って完全におすすめポイントとして周っているので、おすすめポイ

ントを完全に体験させていただいているのですが、大きな3つのジャンルなんですよね。 

「景勝地」。それ自体を見てくれということ。「観光サービス」。「まちづくり」。大きく3つ

ぐらいの領域で、それぞれをジオパークという目線でどのように活用していくか。最初に市長の

お話にあったように、「深化」ですよね。景勝地とか、観光サービスとか、まちづくりというそ

れぞれの領域を、ジオパークというキーワードを入り口にして、価値を「深化」させる、深みを

与えていく。そのプロセスにジオパークをそれぞれが活用しているということが分かったので、

それは今回私は参加していて、学びが大きかったです。 

なので、地域の資源の価値を「深化」させる。「深化」とは深く書いていて、「深化」させて

いくことがジオパークですよという言い方ができるのではないかと、今回、私は思っていて感じ

た次第です。 

ということで、時間は過ぎてしまいましたが、ここで終わりにしたいと思います。皆様、長時

間にわたりましてお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 

 

（司会者） 

モデレーターの原田さん、パネラーの4人の皆様、ありがとうございました。外から見る山陰海

岸ジオパークはこういう風に見えるのですという話も多くて、大変心にささりました。ありがと

うございました。 


