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わが国におけるジオパークと観光振興に関する研究は、日本ジオパークネットワークが組織され、2009

年に島原半島など 3つの世界ジオパークの認定がなされたことを契機に注目を集めつつある。その際、ジオ

ツーリズムと呼ばれる観光振興の方法は、たとえば歴史観光や産業観光などとは異なる「地学・自然地理学」

といった理科的な地域特性が前面に存在する点を踏まえて、「大地の遺産」を観光客に紹介できるかが重要

である。本研究は、ジオパークの定義に立ち返り、観光振興としてのフレームワークについて検討をくわえ

た。とりわけ、ジオパークと地学・自然地理学的教育の役割に焦点をあてることで、観光資源化につながる

役割や課題を明確にした。 

     

キーワード：ジオパーク、ジオツーリズム、理科的な地域特性、観光資源化 

 

1.1.1.1.はじめにはじめにはじめにはじめに    

2009年8月、洞爺湖有珠山・糸魚川・島原半島の3

か所が日本初の世界ジオパークに認定され、2010 年

10 月には山陰海岸がその仲間入りを果たした。また、

室戸が候補地として 2011 年に審査を受けることが決

定するなど、ジオパークの知名度とともに、ジオパー

クによる観光振興(ジオツーリズム)に関する地域での

取り組みもなされるようになった。グリーン・ツーリ

ズムなどとならび、オンサイトツーリズムの 1 つとし

て期待する声も高まっている
1)1)1)1)
。 

 一方で、筆者自身、とくに理学部地学科卒業という

こともあるかもしれないが、ジオパークには一種独特

の「難しさ」の存在を実感することがある。報道にお

いても、世界ジオパークと似た仕組みでユネスコが関

与する世界遺産にくらべジオパークやジオツーリズム

の名前は一般に著しく知名度に欠ける点が指摘されて

いる
(1)(1)(1)(1)
。世界遺産と単純な比較はできないし、2004 年

に世界ジオパークネットワーク(GGN)が誕生して以降、

世界ジオパーク認定の制度が確立したという歴史の短

さもあり、その名が浸透していくには時期尚早ととら

えるのもうなずける。 

 しかし、そもそも社会的に地学・自然地理学に対す

る関心が低いためジオパークそのものへの視点が向か

いにくいのではという疑問も同時に生じる。わが国に

おけるジオパークの議論は、まさにこれからが正念場

といえよう。その際、ジオパークの本質にせまり、観

光振興につなげていく新しいフレームワークとしてど

のような特徴があるのか、原点に立ち返って考えてみ

る必要がある。その際、観光学・観光地理学といった

ツーリズム研究の視点に立った考察は不可欠なものだ

が、先行研究は、火山学や工学といったもともと観光

研究を主としない立場からのものが多い。もちろん、

ジオパークの議論の先鞭をつけた彼らの成果は高く評

価されるものである。むしろ、ツーリズム研究に携わ

る者が、地学・自然地理学といったジオパークが備え

るある種の「難しさ」を忌諱してきた点も否定できな

い
2)2)2)2)
。たとえば、具体的にジオパークを構成するジオ

サイト(地質的みどころ)が、地域や世界において地学・

自然地理学的にどのような価値を持っているのかを理

解するのは、決して容易ではないからである。そのた

め、現状において極論すれば「ジオツーリズム」とい

う用語は、観光振興にとって聞こえのよいマジックワ

ードとして使われる危険性をはらんでいる。 

そこで本稿では、ジオパークとは何かについて改め
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て整理した上で、ジオパークの観光振興におけるフレ

ームワークについて検討を加えることを目的とする。

具体的には、その推進において基盤に位置づけられる

地学・自然地理学教育の視点から取り上げ、そこにみ

られる課題に言及しながら論を進めていきたい。 

    

2.2.2.2.ジオパークの定義ジオパークの定義ジオパークの定義ジオパークの定義とわが国の現状とわが国の現状とわが国の現状とわが国の現状    

ジオパークは、端的に「世界遺産の地学版」と紹介

されることがある。これは、世界遺産と同じく、ユネ

スコが関与している点や、世界的に普遍的な価値を有

するものを保全していく点に起因している。具体的に

は、『各国のジオパークがユネスコの支援を得て世界

ジオパークネットワークに参加するためのガイドライ

ンと基準 (2008 年 6 月版)』(2)(2)(2)(2)
によると、「ジオパーク

構想は 1972 年の世界遺産条約に新たな一面を付け加

えるもの」であり、加えて、「社会・経済・文化の発展

と自然環境保護の相互作用という可能性に光を当て

る」役割が明文化されている点が大きな特徴である。 

 その後、ジオパーク構想は1992年にリオデジャネイ

ロで開かれた国連環境開発会議で採択、2002年にヨハ

ネスブルクで開かれた、持続可能な開発に関する世界

首脳会議(ヨハネスブルグ･サミット)でその重要性が再

確認された。これに先がけて、2001年にはユネスコが

世界各地のジオパークに関する活動を支援していくこ

とを決定している。このような機運をうけ、2004年に

GGNが誕生し、ジオパークに関する具体的な活動が活

発化した。本ネットワークにより、以下の 6 項目にわ

たるジオパークの定義が定められている。 

1) 地域の地史や地質現象がよくわかる地質遺産を多

数含むだけでなく、考古学的・生態学的もしくは文

化的な価値のあるサイトも含む、明瞭に境界を定め

られた地域である。  

2) 公的機関・地域社会ならびに民間団体によるしっか

りした運営組織と運営・財政計画を持つ。  

3) ジオツーリズムなどを通じて、地域の持続可能な社

会・経済発展を育成する。  

4) 博物館、自然観察路、ガイド付きツアーなどにより、

地球科学や環境問題に関する教育・普及活動を行う。 

5)  それぞれの地域の伝統と法に基づき地質遺産を確

実に保護する。  

6) 世界的ネットワークの一員として、相互に情報交換

を行い、会議に参加し、ネットワークを積極的に活 

性化させる。   

GGNへ加盟することが、世界ジオパークを名乗るこ

とと同義であり、その審査には上の定義が具現化され

なければならない。加盟後は 4 年に 1 回の活動状況等

の評価があり、場合によっては GGN からの認定取り

消しもあり得る。その傘下に、日本ジオパークネット

ワーク(JGN)など国内レベルの組織が置かれている。

世界ジオパークを目指すには、まずは国内版ジオパー

クネットワークに加盟するのが事実上の第一関門とな

る(図-1)。 

 

図-1.わが国におけるジオパークの役割 

日本ジオパーク委員会のホームページhttp://www.gsj.jp/jgc/organization.html

をもとに筆者が作成（閲覧日:2010年9月25日）． 

 

ジオパークの定義をみると、「生態学的もしくは文

化的な価値のあるサイト」も包含した「大地の遺産」

としての特質が読み取れる。また、保全や保護にとど

まらず、「ジオツーリズム」をとおした「持続可能な 

図-2.日本ジオパークの分布 

2010年10月19日現在．JGNのホームページをもとに筆者が作成． 
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社会・経済発展」を標榜しており、保全や保護を主目

的とする世界遺産とは一線を画している。 

また、JGN が認定する日本ジオパークは、2010 年

10月現在14か所ある(図-2)。日本ジオパークとなるに

は、世界ジオパークの場合と似ているが、JGNへの加

盟が条件となる。GGNが示したジオパークの定義にも

とづき、日本版ガイドラインが日本ジオパーク委員会

(JGC)により策定されており、これにもとづく審査がな

される。 

 

3.3.3.3.ジオパークのジオパークのジオパークのジオパークの観光振興観光振興観光振興観光振興におけるフにおけるフにおけるフにおけるフレームワークレームワークレームワークレームワーク        

ジオサイトを分かりやすく解説する人材として、フ

ァシリテータとしての専門家と、それに応える地域住

民が主体となったボランティアガイドの存在が不可欠

であり、ともにジオパークの活動の成否を握る重要な

役割を担うことになる。GGNの『各国のジオパークが

ユネスコの支援を得て世界ジオパークネットワークに

参加するためのガイドラインと基準 (2008年 6月版)』

には、とくに学校教育や地域教育の重要性が記されて

いる。すなわち、大地の遺産の重要性を「小中学校で

郷土の地質、地形、自然地理について教えるカリキュ

ラムを組」むといった地学・自然地理学教育の充実が

あって、はじめて持続可能なジオパークを活かした観

光振興の展開が可能となる。 

ここで、本稿の冒頭で述べてきた、地学・自然地理

学の「難しさ」とは具体的に何を指すのか言及してお

きたい。これらの分野のイメージとして、専門用語の

多さや地質時年代の時間スケールが難解という点が一

般的に定着している。地層や岩石は、もの言わぬ存在

であるが故に、動物や植物など、おなじく自然環境に

由来する観光資源にくらべてどちらかというと地味で

あり、ジオサイトの多くに来訪者が関心を持っていく

には相当の工夫が求められる。地層や岩石は一般的に

マイナーな存在であり、いくら専門家が魅力あるジオ

サイトであると考えていても、単に岩石名や層序、地

質用語を羅列した解説となってしまっては来訪者が満

足感を得るには程遠い。筆者自身、学部時代に層位学・

火山学・地震学といった科目を履修したが、当初は「柱

状節理」や「ポットホール」などを立体的にとらえ理

解するのに苦労した記憶がある。 

さらに、地学・自然地理学では、数十万年前や何億

年前まで時間をさかのぼり時空を語るケースはざらで

ある。かなりの長さの時間軸に沿って、来訪者が地質

学・地形学的な立体イメージをうかべながら、時間ス

ケールに沿っていまの景観が形づくられていることを

理解するには、相当の事前学習が不可欠である。 

これを打開するには、地学や自然地理学など、ジオ

サイトに学問的な立場から携わっている研究者・学芸

図-3.ジオパークと観光振興のフレームワーク 

河本(2009)を大幅に改変し筆者が作成
3)3)3)3)
． 
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員・自治体職員などがファシリテータとなり、ボラン

ティアガイドといった地域住民を中心とするジオパー

クの担い手を丁寧に育成していくしか道はない。その

ために、まずはファシリテータが分かりやすく、魅力

的な態度で地域住民と継続的に接していくことが求め

られる。 

それらのことを整理すると、図-3 に示したようなフ

レームワークを描くことができる。すなわち、ジオパ

ークを、①自然科学的、②地学・自然地理教育的、③

社会科学的、といった 3 つの要素からとらえていくの

である。①は、地学・自然地理学という学問分野から

みた評価をおこない、ジオサイトの候補を挙げる。そ

れをうけて、地域住民は、事前学習や理解力の点から

みて妥当か否かを評価する。そのやりとりを重ねてい

くことで、ジオサイトの精選に観光資源化の充実がな

されていく。②は、ジオパークに関心をもつ過程で重

要な、地学・自然地理学教育の立場から、その普及啓

発をおこなう教育プログラムを構築する場である。い

わば、理科的な地域特性を反映しているジオサイトを、

観光振興の担い手となる地域住民に対して、分かりや

すく解説していく生涯学習の場の役割を有する。①と

②がジオパークによる観光振興の基盤的な要素といえ、

その上ではじめて③の展開が可能となる。たとえば、

歴史観光や産業観光など、比較的に蓄積のあるツーリ

ズム形態の場合、①②に相当すると考えられるのは、

史跡・有形無形の文化財・建造物・人物史などの精選

があろう。これらは、観光資源化のプロセスがある程

度確立されている。一方、ジオツーリズムと呼ばれる

観光振興の方法は、理科的な地域特性を前面に活用す

る新しいものである。このような場合、定義に立ち返

って地に足のついた地道な取り組みこそが求められる。

すなわち、「景観や環境を損なうことのない持続可能

な観光であり、子供の教育や大人の生涯学習に資する

観光」
4)4)4)4)
という側面を重視し、ジオサイトの選定から来

訪者の案内にいたる一連の活動を確立していくことが

③でなされるのである。 

このフレームワークは、今後わが国においてジオパ

ークが観光振興の方法として有用な存在となっていく

のかを測る1つの基準と位置づけられる。 

 

4444....おわりにおわりにおわりにおわりに    

本稿では、ジオパークの定義を再確認した上で、ジ

オパークにおける観光振興のフレームワークについて

予察的な検討を加えてきた。 

その結果、地学・自然地理学教育の充実を図ること

が基盤にあり、その普及啓発にあたっては、ジオサイ

トについて地域住民や専門家など多様な立場の人びと

が相互評価の活動をとおしてジオパークの特徴を具現

化しとらえていく必要があることが明確になった。 

今後、わが国においても世界ジオパーク、日本ジオ

パークをはじめ、日本ジオパークの次期認定の候補地

である準会員(箱根など)、その有力な候補地であるオブ

ザーバー(磐梯山など)の数は増加していくものと考え

られる。地域にとって有効な仕組みとはどのようなも

のか、引き続き注視していきたい。 

 

 

付記：付記：付記：付記：本研究を進めるにあたり、科学研究費補助金・基盤研

究(B)「雲仙・島原における地熱エネルギーを用いた地域力再

生プログラムの開発」(研究代表者:馬越孝道、課題番

号:22310031)の一部を使用した。 

    

    

【補注】【補注】【補注】【補注】    

(1)たとえば、2010年8月22日付けの長崎新聞記事『ジオパークの未

来「地域連携」が鍵・島原半島の世界認定1周年でシンポ』で、

長崎県の元東京事務所副所長の発言として、島原半島ジオパー

クの首都圏での認知度の低さを認めている。また、2010年10月8日
付けの熊本日日新聞記事『世界ジオパークへ仕切り直し』は、阿蘇ジ

オパークについて「地元でもまだジオパークとしての認知度が高

まっているとは言い難い」ことを指摘している。 
(2) 日 本 ジ オ パ ー ク 委 員 会 ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.gsj.jp/jgc/GGNguidelineJ.htmlによる(閲覧日:2010
年10月20日)。 
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