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アジア太平洋都市観光振興機構(以下、TPO)は、ア
ジア・太平洋地域の都市のネットワーク化を図り、
観光産業を発展させる目的で創設された国際観光機
構です。現在、11カ国70の地方自治体と、観光産業
関連協会、研究機関、観光地のマーケティング機関
(DMO)など、32の民間団体が会員になっており、観
光産業の活性化に向けて、会員都市間の観光産業に
関する情報交換や、観光商品開発、共同マーケティ
ング事業、観光分野の教育及び人材育成事業などの
活動を展開しながら、アジア・太平洋の都市観光開
発に取り組んでいます。

TPOのオフィシャルマガジンは、読者数拡大および資
源節約、また可読性を考え、今回の22号からE-Bookに
て発行することになりました。ご購読は、TPO公式ホ
ームページ〈www.aptpo.org〉でお申し込みいただけ
ます。
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ショッピングパラダイス

博多駅から約6分の距離にある福岡きっての繁
華街、天神は、大丸や三越などのデパートや各シ
ョップが立ち並ぶショッピングエリア。地上もさる
ことながら、約150軒のショップが400mにわたっ
て並ぶ地下ショッピング街も見どころが豊富。こ
のほか、180mの運河を取り囲むようにホテル、シ
ョッピングセンター、映画館、レストランなどが建
っている「キャナルシティ」も、福岡を代表するシ
ョッピングスポットだ。ここのダイナミックな噴水
ショーや5階の「ラーメンスタジアム」は見ものな
ので、ぜひ足を運びたい。
家電に興味があるなら、博多駅に隣接したヨドバ
シカメラに行ってみよう。パソコン、カメラ、電化
製品、写真用品などが豊富に揃う家電量販店で、
店内を見て回るだけでも十分楽しめる。
一日の終わりは、天神のすぐ近くにある中洲の屋
台で締めよう。色 な々メニューがあるが、では、や
はり名物のとんこつラーメンを食べたい。午後６
～7時頃から午前3～4時頃
まで営業している（店
によって異なる）。

04 TPO Focus Culture

TPO Focus Culture

２階建てバスで福岡を一周！

福岡観光をするなら、今年の3月24日に運行
がスタートした「福岡オープントップバス」が
おすすめ。路線は、都市高速で海沿いの景色
を眺めながら、ヤフードームや福岡タワーな
ど、福岡都心部をまわる△シーサイドももち
－福岡城址コース(Ａコース－ブルー)、ベイサ
イドエリアからJR博多シティ、櫛田神社など、
歴史ある博多地区をまわる△ベイサイド－博
多街なかコース(Ｂコース－レッド)、博多地区
から福岡タワーまで、夜の福岡をまわる△福
岡きらめき夜景コース(Ｃコース－オレンジ)の
３種類。
日本三大祭りの一つ、博多祇園山笠の拠点、
櫛田神社へ行く場合は、Ｂコースの赤色バス
に乗車しよう。櫛田神社では、人形や提灯で
きらびやかに装飾された山笠を見ることが

できる。
また、シーサイドももちに位置する福岡タワ
ーへは青色バスが便利。約8,000枚のハーフ
ミラーで覆われたタワーは、夕日と共に福岡
市街地を一望するのにうってつけだ。福岡タ
ワーを見学した後は、百道浜東夕景が望める
シーサイドももち海浜公園にも足を伸ばして
みよう。
福岡オープントップバスは、旅行者はもとよ
り福岡市民にも人気なので、利用の際は、事
前予約をしておこう。空席があれば、福岡市
役所１階ロビー乗車券カウンターや、バス停
留所で乗車当日チケットの購入も可能。所要
時間は60～90分で、料金は大人1,500円、子
供750円。オープントップバス乗車券で、福岡
市内のシティループバス「ぐりーん」と、福岡
都心フリーエリア内の一般路線バスが乗り放
題になる。

福岡, 日本

観光、グルメ、 
ショッピングを

楽しむ福岡の旅 
九州北部に位置する港湾都市、福岡は、温暖な気候と穏やかな雰囲気
が漂う心地のいい街だ。昔からアジアや西洋と盛んに交流し、大陸の

先進文化を吸収しながらダイナミックな歴史を積み重ねてきた福岡は、
今や押しも押されもせぬ九州きってのメトロポリスとなった。現在、歴
史観光スポットだけでなく、グルメやショッピングが楽しめる街として

も注目を集めている。
編集 キム・スジン　写真 <AB-ROAD> 資料室、福岡市経済観光文化局 www.yokanavi.com/kr

福岡オープントップバス 
福岡市内を周遊する、屋根のない2階建てオープンバス。コ
ース内のバス停であればどこでも乗り降り自由。
運行時間 A(ブルー) 9:30, 11:30, 14:00, 16:00, 18:00/ B(レッド) 
10:00, 12:00, 14:30, 16:30/ C (オレンジ) 18:30 
ご予約及びお問い合わせ 092-794-4434
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マレーシア、コタバル | 

7月 21日～8月 18日 

コタバルラマダンフェスティバル
場所 スルタン・モハマド4世スタジアム  

日本、福岡 | 7月1日～15日

博多祇園山笠
場所 櫛田神社、福岡市内

中国、上海 | 7月26日～29日

チャイナジョイ2012 
場所 上海新国際博覧センター

韓国、江陵 | 7月26日～8月7日

鏡浦ヨルムパダ(夏の海)芸術祭
場所 鏡浦海水浴場

日本、熊本 | 8月 

火の国まつり
場所 熊本市内

韓国、春川 | 8月23日～28日

2012春川タッカルビ 
マッククス祭り  
場所 松岩スポーツタウン

マレーシア、イポー | 7月 1日

イポーインターナショナル 
ラン2012
場所 イポー市内

韓国、釜山 | 8月 2日～5日 

2012釜山国際マジック 
フェスティバル　 
場所 映画の殿堂

日本、大阪 | 6月 14日 

御田植神事
場所  住吉大社

ベトナム 、ホーチミン | 6月１日～30日

サウザンフルーツフェスティバル 
場所 スイ･ティエンテーマパーク　　

韓国、大邱 | 6月 15日～25日 

大邱国際ミュージカル 
フェスティバル　 
場所 大邱市内公演場及び常設舞台　

韓国、光州 | 6月 23日～7月 21日 

フェスティバル、オ！光州 
場所 ピッコウル市民文化会館、光州文化 

 芸術会館　

フィリピン、マニラ | 6月 24日 

マニラデー　  
場所 マニラ市内、

インドネシア、ジャカルタ | 6～7月 

ジャカルタフェア2012   
場所 ジャカルタインターナショナルエキ 

 スポ

中国台湾、台南 | 6月 2日～7月 15日 

砂と塩の彫刻フェスティバル 
場所 七股塩山, 台湾塩博物館、馬沙 

 溝海岸 　

韓国、大田 | 6月 2日 ～3日

2012金剛ロハス祭り 
場所 金剛ロハス大廳公園、山、湖、 

 光公園

TPO FOCUS Festival Calendar

Festival Calendar

中国、青島 | 8月11日～26日

青島国際ビール祭り　  
場所 天泰スタジアム、青島市内

中国の青島ビールをはじめ、ドイツのベックス(Beck's)や日本のアサヒ
(Asahi)、デンマークのカールスバーグ(Carlsberg)、シンガポールのタイガー
(Tiger)、アメリカのバドワイザー(Budweiser)など、世界の様々なビールが味わ
えるフェスティバル。毎年8月の第2土曜から2週にわたって開催され、オープ
ニングパレードやビール飲み大会をはじめとする各種イベントが行われる。
期間中は会場のあちこちから、中国語で乾杯を意味する「カンペイ」の声が聞
こえてくる。

6月1日から30日までの1ヶ月間、ベ
トナム南部の都市、ホーチミンで開
催されるフルーツフェスティバル。
様々な果物の展示や、芸術公演、
伝統的な民俗ゲーム大会などが行
われる。祭りのハイライトは、フル
ーツパレードとカーニバル。期間中
は、ベトナムのみならず海外の各種
フルーツの木も紹介される

「グローカルに飛翔するDIMF」を
テーマに開催される国際ミュージ
カルフェスティバル。6回目を迎え
る今年は、公式招待作品9本、創作
助成作品6本、大学生ミュージカル
作品7本、自由参加作品2本の合計
24本が上演され、韓国のみならず、
中国、アメリカ、フランス、ロシアな
ど、海外の作品も鑑賞することが
できる。スターとのデートやミュー
ジカルワークショップ、講演会、写
真展などのイベントも開催予定

日本各地で行われる御田植神事
は、その年の稲作の始まりを告げる
と同時に、田んぼの神様をおまつ
りする行事。田植えの際に、歌を歌
い、舞を舞うことが、苗に力を与え
ると信じられている。住吉大社の御
田植神事は、儀式を簡略化するこ
となく、伝統にのっとって神事を行
っており、重要無形民俗文化財に
指定されている。

「フェスティバル、オ！光州」は、舞
踊、演劇、バレエ、管弦楽、伝統民
族音楽などの多彩な公演が繰り広
げられるお祭り。ニューヨークで活
躍中の、キム・ヨンスン芸術監督の
「ホワイトウェーブ」、中央国楽管
弦楽団の「踊る管弦楽」、パーカッ
ショングループオルスの「人水火風
(インスファプン)」、プルン演劇村
の「サピョン駅」、国立バレエ団の
「白鳥の湖」、ノリペ・シンミョンの
「いつか春の日に」など、計8作品
が上演される。

コタバルラマダンフェスティバル
は、ムスリムの宗教行事。フェステ
ィバル期間中、ムスリムは日の出か
ら日没まで断食を行わなければな
らないが、日没後からは飲食がで
きるため、様々なマレーシアの料理
が無料で提供される。ムスリムでな
い一般市民も祭りに参加できる。

博多の夏は博多山笠からはじまる
といっても過言ではない。鎌倉時
代、疫病退散を祈願し、神輿に乗っ
て村を清めて回ったのがその始ま
りだといわれている。電線などの障
害物により、山笠の高さはかつてよ
り低くなったが、それでも総重量は
1トンにも達する。祭りのクライマッ
クスは、山笠を担いだ男性たちが櫛
田神社から須崎町の廻り止めまで
約5kmのコースを駆ける追い山笠
だ。力強い声援と共に、町全体が興
奮に包まれた光景は圧巻。

インドネシア、スラバヤ | 7月 7日～11日 

クロスカルチャーフェスティバル
場所 スラバヤ市役所及び市内

今年で第17回目を迎える国際マラ
ソン大会。年齢や性別によって分
けられている既存の12コースに加
え、今年は新たに「ファンラン(Fun 
Run)」コースも開設された。上位
入賞者にはメダルや賞金の授与も
あり、今年は1600個のメダルと9万
6750リンギットの賞金が用意され
ている。国内外から1万3000名が参
加する予定。

世界の有名マジシャンや国内のプロ
・アママジシャンが一堂に会するマ
ジックフェスティバル。7回目を迎え
る今年は、韓国、アメリカ、スウェー
デン、日本、イタリアなどから招聘
されたマジシャンによる華麗なマジ
ックショーが開催されるほか、マジ
ック大会本選ならび決戦、ナイトガ
ラショー、スタンディングマジック
ショー、マジシャンファンサイン会な
ども行われる。　

1978年から開催されている熊本の
祭り。最終日は、約5000人の参加者
が熊本の民謡「おてもやん」を歌い
ながら踊る、おてもやん総踊りが開
催される。歌も踊りも簡単に覚えら
れるので、市民の列に入って一緒に
踊ってみよう。

マニラの市制施行記念日で、この日
は市民の祝日に指定されている。
441回目を迎える今年は、ライブや
フードフェスティバル、コンテスト、
花火大会、美術展覧会など、マニラ
の歴史や文化、グルメが思う存分楽
しめる多彩なイベントが市内各所
で開催される。

ジャカルタフェアは、約1,000名のプ
ロデューサーなどが参加し、社会、
文化、経済関連の商品を展示、紹介
するインドネシア最大の物産展。海
外の優れた製品なども展示される
ほか、有名アーティストによるライ
ブ公演も開催される。

台南の西海岸にて開催される彫刻
フェスティバル。カナダ、日本、中
国、オランダなど、世界各国から彫
刻専門家が集まり、漫画のキャラク
ターや動物、スポーツ選手を彫った
作品や、約400㎡にも及ぶ巨大な塩
の彫刻など、各人各様のテーマで
制作した砂の彫刻作品15点と、塩の
彫刻作品22点が展示される。

今年は「爽やかな自然、健康な人、
幸せな都市」をテーマに開催され、
ロハス分かち合いコンサートやオー
ガニック物産展、ロハスハッピーロ
ードウォーキングなどのイベントが
行われる。また、子供体力チャンプ
選抜大会や禅師体験、１泊２日のキ
ャンプなども開催されるので、家族
で訪れたい。

中国最大のゲームショーで、10回目
を迎える今年のテーマは「十進数
（十・位）・新紀元」。中国の様々な
ゲームを見てまわることができるほ
か、実際に体験することも可能。中
国ゲームビジネス会議、ゲーム開発
者会議、ゲームアウトソーシング会
議、コスプレカーニバルなどのイベ
ントも行われる。

鏡浦ヨルムパダ(夏の海)芸術祭は、
避暑地として鏡浦海水浴場を訪れ
る観光客と市民のためのイベント
で、毎年開催されている。期間中
は、芸術文化団体の演劇や舞踊、
音楽、演奏、民俗公演、美術展覧会
のほか、その場で参加できる「ビー
チのど自慢」も行われる。

第17回イポーインターナショナル
ランが開催される。年齢、性別に
より、12のカテゴリーのコースがあ
り、 今年は新たに「ファンラン(Fun 
Run)」コースも加わった。上位入賞
選手への、1600個のメダルと合計9
万6750リンギットの賞金等が予定
されている。国内外から1万3000名
が参加する予定である。

中国台湾、台南 | 8月4日～26日

台南七夕フェスティバル(バレ
ンタインカーニバルインラブシ
ティ)　
場所 台南市内

ラブシティと名付けられた本イベン
トは、台湾風にアレンジされたバレ
ンタインデー(台湾の七夕)を祝う文
化フェスティバルだ。期間中、愛の
街と化した台南市は、アートパレー
ド、ストリートパフォーマンス、パー
ティー、キューピッドミュージックコ
ンサートなどが開催される。
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SPECIAL TOUR

文化の中心都市、台中

台湾の新しい顔 
今、台中が熱い！メトロポリスの台北、
水や山といった自然のスペクタクルを満喫できる花蓮に続く、 
注目の都市、台中は、日々新しいものを取り入れながら 
変容している街だ。音楽、美術、公演など、文化の先端が 
集結した台湾の新しい顔、台中を訪れた。
編集 チョン・ジェヒョク 写真 <AB-ROAD> 資料室　　

祭りに関しては、ラマダン(断食月)の終わりを知らせるイスラ
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文化、歴史、芸術の力
台中は、やや左に偏ってはいるものの、文字通り、台湾の
中心に位置する都市だ。人口は260万人で、台北、高雄に
次ぐ第3の都市として、多方面で重要な役割を果たしてい
る。2010年、台中県との統合により、（ある種の）メトロ
ポリタンになってからは、シンガポールの3倍、香港の2倍
と、国際的な面積規模を誇っている。また、統合前は内
陸部だった台中だが、西部が南シナ海沿いまで広がった
ことで、市の観光地にビーチも加わった。
自然資源や社会全般のインフラ、技術資源、文化資源な
ども豊富な台中市は、「文化のステージを作ろう、ショー
は経済が牽引していく(Build a Stage with Culture、Let 
Economics Lead the Show)」とのスローガンの下、都市
発展計画を打ち立てた。都市の資産は、強固な経済を土
台に繰り広げられる文化活動によってこそ完成する、との
意味であり、これまでに、チェリストのヨヨマ(Yo-Yo Ma)、
ウィーン・フィル ハ ー モ ニ ー 管 弦 楽 団 ( V i e n n a 
Philharmonic Orchestra)、世界3大テノールであるルチ
アーノ・パヴァロッティ(Luciano Pavarotti)、アンドレア・ボ

SPECIAL TOUR

チェッリ(Andrea Bocelli)などが台中で公演を行った。我々には
まだなじみの薄い台中だが、東アジアの文化の中心地として、
日々発展し続けている都市だ。
台中は「文化」をテーマにした旅行をするにふさわしい場所
だ。長らく「台湾の文化都市」と呼ばれてきただけあり、博物館
や寺院、ギャラリーなど、街中には文化が満喫できるスポットが
数多く存在する。中でも、ダリイオールドストリート(DaliYi Old 
Street)にある清国時代の建物は有名で、その赤レンガと独特の
アーチ型をした屋根からは、大陸文化の痕跡を窺い知ることが
できる。また、農耕文化が発達した台中は、農耕に関する歴史
スポットも多い。ワンホ寺院(Wanho Temple)があった場所とし
て知られるリトゥシエンストリート(Litoutien St)には、農機具シ
ョップがずらりと並び、台湾の農耕文化を垣間見ることができ
る。このほか、ぜひ訪れたい場所に、台湾の先住民族であるア
ミ族(Amis)、タオ族(Thao)、ルカイ族(Rukai)など、９部族の文
化に触れながら、台湾の原型について学習することができる九
族文化村がある。行政区域上は南投県に属するが、台中からも
近く、アクセスがいいので、ぜひ訪れてみよう。 
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タカイダイ 多采多藝
精明1街に位置する高級アンティークショップ。古風ながらもセンスのいい照明や時計、絵画、
彫像などが並ぶ。ほとんどがヨーロッパからの輸入物。
電話 886-4-2320-7567 営業時間 12:00～22:30

景聖ホテルレストラン
景聖樓飯店　
日月潭(リーユエタン：南投県魚池郷
に位置する湖)で取れる台湾の珍味、
総統魚（蒋介石総統が好んだことか
らこの名が付いたといわれている）
が味わえるレストラン。白身魚で身が
柔らかく食べやすいのでぜひご賞味
を。店内はガラス張りになっていて、
美しい日月潭の景色が一望できる。
電話 886-4-9285-5366 価格 総統魚1尾 NT900～1000 
ホームページ www.chingsheng.com.tw

Hotel National Taichung 全國大飯店
国立自然科学博物館に隣接したツインビル式のホテル。
1971年代に建てられたが、客室やロビーなどは5つ星ホテ
ル並みの高級さが漂う。A棟とB棟は4階でつながってお
り、朝食はB棟1階のガーデンカフェで楽しめる。
電話 886-4-2326-2288 ホームページ www.hotel-national.com.tw

台湾観光局が運営する「ツアーバス」
北•中•南•東部地域を網羅する全30種類のツアーが
用意されている。半日、1日、2日コースなどがあるの
で、個人旅行者の移動手段としてや、中国語ができ
ない旅行者の観光におすすめ。全ツアー完全予約
制。料金にはガイドへのチップ、保険などが含まれ
ているが、食事や入場料は含まれていない場合もあ
るので、予めよく確認しておこう。

ホームページ www.taiwantourbus.com.tw

Shopping  

リーチュー、スダオユアン 日出、修道院
中世の修道院を思わせるインテリアが印象的なケーキ屋さん。チー
ズが中世ヨーロッパの修道院で作られていたことに着目して、この
インテリアにしたのだとか。店の入り口に置かれた教会のイスに、
サタンと修道士が並んで座っているのもユニーク。プレゼント用の
ケーキはかわいくラッピングしてくれる。
電話 886-4-2328-9410 営業時間 12:00～22:30　

価格 パイナップルケーキ NT120～600、CDケースデザートケーキ NT90～120

The Splendor 日華金典酒店
外国人宿泊客に人気の5つ星のホテル。宿泊客のプライバシーを守るために、ロビーは12
階に位置している。台湾では珍しくウェルカムドリンクなどのサービスがあるほか、スポ
ーツジム、サウナ、エアロビクスルーム、デイリー新聞配達サービスなどが無料で利用で
きる。SOGOデパートがすぐ前にあるので、ショッピングにも便利。
電話 886-4-2328-8000 ホームページ www.thesplendor-tc.com

Shopping  

Food

Food

Hotel

Hotel Hotel

SPECIAL TOUR

ファティーズカフェ Fatty’s Café　
本格イタリア家庭料理レストラン。看板からしてイタリアの
雰囲気が漂っている。ピザは、注文を受けてから生地を練
り、石窯で焼き上げるため、香ばしくさくさくした触感が楽
しめる。パスタは4種類の麺から選ぶことができる。前菜
やサラダも美味。
電話 886-4-2328-0698 営業時間11:30～23:00　

価格 ピザ NT300～390、パスタ NT310～350 ホームページ www.fattys.com.tw

Plaza 
International 
Hotel　 
通豪大飯店
団体観光客向けの4つ星
ホテル。優雅で贅沢なイ
ンテリアなので、観光に
もビジネスにもおすす
め 。シングルル ームに
は、カップルのためにキ
ングサイズのベッドが用
意されている。ホテルの
6階には、ゴルフのパッテ
ィンググリーンと子供の
プレイルームがある。
電話 886-4-2295-6789 
ホームページ www.taichung-plaza.
com

Tour

台中マスト10
Must 10 in Taichung

チュンスゥエタン  春水堂
タピオカミルクティー発祥地として地元客はもとより
観光客にもよく知られた有名店。まるでパールのような
歯ごたえあるタピオカがたっぷ
り入ったミルクティーは絶品。
ちなみにタピオカミルクティー
は台湾では「珍珠奶茶（チェン
ジューナイチャー）」という。
電話 886-4-2259-2567 営業時間 08:30～
23:30　

価格 珍珠奶茶NT55、アイスティーNT45～
70、フルーツティーNT55～100、ラテNT65
～75

太陽餅
台中名物、太陽餅は、何層にも重ね
たパイ皮のような生地の中に、はち
みつ、メープルシロップ、黒砂糖など
が入った焼き菓子。ギフトセットは
低価格から値の張るものまで種類
が豊富。
価格 詰め合わせギフトセット NT 100~800

Food

Shopping  
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海が見える道2
海が見える道1分岐点

海が見える道3

四角亭

駐車場

ハポギル

第2展望台

第1展望台

龍頭山
合流点

コース
案内

短距離コース : 駐車場→第1展望台→第2展望台→四角亭
→分岐点→合流点→ハポギル 

長距離コース : 駐車場→第1展望台→第2展望台→四角亭
→分岐点→海が見える道1→海が見える道2→海が見え
る道3→頂上へ行く道→合流点→ハポギル 

総距離 短距離コース : 4.3km、長距離コース : 6.6km 

所要時 短距離コース : 約1時間10分、長距離コース : 約2時間50分  

CITY THEME TOUR

慶尚南道昌原市

昌原の 
美しい山と道   
ソウルからKTX(高速列車)で2時間40分の距離にあ
る、慶尚南道昌原市。LG、GMコリアシボレー、ポス
コ特殊鋼、斗山重工業、STX海洋造船などがあり、
工業都市として名を馳せているが、一方で、市営レ
ンタサイクルシステム「ヌビジャ」を運営していた
り、19の自転車旅行コース、8つの登山コース、6つ
のハイキングコースがあったりと、自然が堪能でき
る施設もたくさん保有している。人と自然が共存す
る生態都市昌原で、ハイキングを満喫した。
編集 キム・スジン 写真 チ・ソンジン(JISスタジオ) 　
取材協力 昌原市観光振興課 www.changwon.go.kr

慶尚南道昌原市

昌原の 
美しい山と道   
ソウルからKTX(高速列車)で2時間40分の距離にあ
る、慶尚南道昌原市。LG、GMコリアシボレー、ポス
コ特殊鋼、斗山重工業、STX海洋造船などがあり、
工業都市として名を馳せているが、一方で、市営レ
ンタサイクルシステム「ヌビジャ」を運営していた
り、19の自転車旅行コース、8つの登山コース、6つ
のハイキングコースがあったりと、自然が堪能でき
る施設もたくさん保有している。人と自然が共存す
る生態都市昌原で、ハイキングを満喫した。
編集 キム・スジン 写真 チ・ソンジン(JISスタジオ) 　
取材協力 昌原市観光振興課 www.changwon.go.kr

慶尚南道昌原市

昌原の 
美しい山と道   
ソウルからKTX(高速列車)で2時間40分の距離にあ
る、慶尚南道昌原市。LG、GMコリアシボレー、ポス
コ特殊鋼、斗山重工業、STX海洋造船などがあり、
工業都市として名を馳せているが、一方で、市営レ
ンタサイクルシステム「ヌビジャ」を運営していた
り、19の自転車旅行コース、8つの登山コース、6つ
のハイキングコースがあったりと、自然が堪能でき
る施設もたくさん保有している。人と自然が共存す
る生態都市昌原で、ハイキングを満喫した。
編集 キム・スジン 写真 チ・ソンジン(JISスタジオ) 　
取材協力 昌原市観光振興課 www.changwon.go.kr
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慶尚南道昌原市

昌原の 
美しい山と道   
ソウルからKTX(高速列車)で2時間40分の距離にあ
る、慶尚南道昌原市。LG、GMコリアシボレー、ポス
コ特殊鋼、斗山重工業、STX海洋造船などがあり、
工業都市として名を馳せているが、一方で、市営レ
ンタサイクルシステム「ヌビジャ」を運営していた
り、19の自転車旅行コース、8つの登山コース、6つ
のハイキングコースがあったりと、自然が堪能でき
る施設もたくさん保有している。人と自然が共存す
る生態都市昌原で、ハイキングを満喫した。
編集 キム・スジン 写真 チ・ソンジン(JISスタジオ) 　
取材協力 昌原市観光振興課 www.changwon.go.kr

海洋ドラマセット 
韓国ドラマファンならおなじみの「王
女の男」、「武士ぺク・ドンス」、「鉄
の王　キム・スロ」、「夜叉」、「近肖
古王」、「チャクペ～相棒～」、「階伯
(ケベク)」など、数多くの作品がここで
収録された。敷地内には、巧妙に再

現された古代伽倻時代の冶鉄場、船着場、市場、馬小屋、などの建物が25軒あ
る。ドラマ収録時、観覧が制限される場合があるので、事前に電話で確認をし
よう。住所：慶尚南道昌原市馬山合浦区亀山面石谷里770番地　

電話番号 055-248-3711 営業時間 夏季09:00～18:00、冬期09:00～17:00 

鳳岩水源池トゥルレギル
鳳岩水源池は、日本の植民地下だった
1828年、馬山一帯に生活用水と工業
用水を供給するために作られたもの。
馬山の自由貿易地区第3工区の向かい
にある小道に入り、5分ほど歩くと、工
業都市とは思えない静かな森道に出
る。その森道を歩いていくと堤防につ
きあたり、ここをのぼると、きれいな水
源地にたどり着く。水源地の周りには
トゥルレギルという約1.5kmの散策路
があり、鳳水亭などの憩いの場やベン
チも整備されている。朝晩の温度差が
激しい春や秋には、この辺り一帯に霧
が立ちこめ、幻想的な風景を満喫する
こともできる。もう少し散策を続けた
い人は、ウェルビーイング広場から八
龍山に向かう登山路がおすすめ。  

コース
案内

バス停(出発)→堤防→水源池トゥルレギ
ル (ソルへ橋→鳳水亭→ウォルミョン橋
→ウェルビーイング広場→ウンホ橋→ス
マン橋)→薬水場

総距離 約4.5㎞ 

所要時 約2時間

薬水場

ウェルビーイング広場
休憩所

水源池入口

鳳岩水源池

淸州

ソウル
原州

大田
大邱

光州

済州島

釜山昌原

City Theme Tour

猪島ビーチロード
連陸橋の開通によりアクセスが便利になった島、猪島。その猪島にあ
るビーチロードは、文字通り、青い海を眺めながら歩ける海岸道だ。松
の木が茂った小道なので、さほど海に向かって開かれている感じはし
ないが、夏は強い日差しから逃れることができるのはいい。曲がりくね
った海岸線に沿って、気軽に楽しめる歩道だが、四角亭から分岐点ま
でや、‘チェサムパダクギョンギル（海が見える道3）’から‘チョンサンカヌ
ンギル（頂上へ行く道）’まではやや急傾斜なので、それなりのペース配
分が必要だ。分岐点では、短距離コースか長距離コースを選ぶことが
できるので、その日のコンディションに合わせてコースを選ぼう。

ここにも立ち寄ってみよう！
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注南貯水池探訪トゥルレギル 
注南貯水池は、毎年11月から3月初旬にかけて、数十種類の渡り鳥が飛来してくることで有名な場所。また、夏
にはカワセミやダイサギ、アマサギ、サギ、ウグイス、オオヨシキリなども鑑賞できるため、季節問わず、多くの
旅行者でにぎわう。貯水池には、「第10回ラムサール条約」の昌原開催を記念するために作られたラムサルム
ン文化館を出発点として、生態学習館や、木製デッキで作られた堤防に沿って作られた散策路・トゥルレギル
がある。毎年7、8月は、蓮の花をはじめとする水生植物が満開になるので、散策もさらに楽しい。ヨンサン排
水場からは畦道となっているので、青い麦や稲を鑑賞しながらゆっくりと歩きたい。  

ヨンサン排水場

注南石橋
落照台

探鳥台(蓮の花団地、水田造成地)

ラムサール文化館

注南貯水池

長福山公園

安民峠道 
靑龍寺

鎮海 区役所 

鎮海ドリームパーク

大光寺

長福山

天子巖
天子峰の下

栢日里山
(栢日アチムゴヨサンギル)

所沙ファドゥン山
(所沙生態路)

鳳林山 精兵山

牛項峠
ヨンチュ駐車場
下の分かれ道

仏母山貯水池の
下分かれ道

飛音山

吉祥寺

第1薬水場

ヨンチュ5橋

グェサン薬水場

大巌山

聖住寺

射撃場薬水場

テバン体育公園
下の分かれ道

鎮海ドリームロード 
鎮海ドリームロードは、長福ハヌルマル道、天子峰
ヘオルム道、栢日アチムゴヨ山道、所沙生態路の４
つのコースからなる散策路だ。距離は26.4㎞と長
いので、時間が限られた旅行者には、長福ハヌル
マル道から、安民峠道を通り、天子峰へオルム道
まで行くコースがおすすめ。鎮海区が総力をあげ
て整備した道だけあり、歩きやすく、眺めも良い。
ハヌルマル道は鎮海沖が目の前に広がり、壮観。
ヘオルム道の途中には、海軍テーマ公園、遊撃場
体験施設、ベンチ、お手洗いなどがあるので、休憩
しながら歩こう。

舞鶴山トゥルレギル
韓国100大名山に数えられる馬山郡の舞鶴山は、空に舞い上がる鶴に似ていることからその名が
付いたと言われている。山の周辺に設けられた散策路、トゥルレギルは、舞鶴山の登山道へとつ
ながっており、歩いているといつのまにか登山道に入っていることもあるため、道中の案内標識
で、現在地を把握しよう。光明庵から奉国寺までの道
は、馬山区と馬山沖の合浦湾が一望できる最高の展望
コース！天気が良ければ、昌原市のランドマークである
馬昌大橋や石島なども見える。舞鶴山トゥルレギルに
は、他のトゥルレギル同様、ヒノキの森を通るので、フィ
トンチッド（植物から発散される化学物質で、リラック
ス効果があるほか、血行促進や新陳代謝アップが期待
できる）をたっぷり吸収
しながら歩きたい。

森の中の散策路
こちらのコースは、昌原市をぐるりと
囲んでいる精兵山、飛音山、大巌山を
横切るように作られており、他に比べ
ると平坦な道が多く、歩きやすい。道
中は、ヒノキ林や松林が生い茂ってい
るので、森林浴が楽しめるほか、薬水
場もある。下山する際、どのコースを
選択しても市内までたどり着けるが、
タクシーがつかまえやすく、昌原中央
汽車駅にも近い竜秋駐車場方面へ下
っていくことをおすすめする。

コース
案内

ラムサール文化館→探鳥台(蓮の花団地、水
田造成地)→落照台→ヨンサン排水場→注南
水門→注南石橋→落照台→ラムサール文化館

総距離 約7.1km

所要時 約2時間

コース
案内

長福山公園→安民峠道→天子峰の下
→ 栢日里山(栢日アチムゴヨサンギ
ル)→所沙ファドゥン山(所沙生態路) 

総距離 24.3km

所要時 約10時間

  昌原市の観光案内

    概要	 	2010年7月、昌原市が馬山市と鎮海市を吸収合併
し、2010年7月に統合昌原市として発足。統合後、
市には宜昌区、馬山会原区、馬山合浦区、城山
区、鎮海区の5区が設けられた。

    交通	
鉄道   KTX-ソウル駅↔馬山駅、昌原駅、昌原中央駅
   セマウル号、ムグンファ号 - ソウル駅↔馬山駅、

昌原駅、昌原中央駅、鎮海駅、中里駅
バス  ソウル東ソウルターミナル↔昌原総合バスターミ

ナル（9:00～17:30、1日4回）／馬山ターミナル
  （7:30～22:00、1日11回）
   ソウル高速バスターミナル↔昌原総合バスター

ミナル（06:10～00:30、1日37回）/馬山ターミナル
（06:05～01:00、1日45回）

飛行機  金海国際空港から鎮海（6:35～18:20、1日5回）/馬
山、昌原（7:00～21:50、20～25分間隔）行きの空
港リムジンバスを利用 

市営レンタサイクルシステム「ヌビジャ」 

昌原市内には自転車ターミナル（レンタサイクルと返却が
できる場所）が計224ヶ所ある。自転車をレンタルする場合
は、自転車ターミナルのキオスクで1日券（価格：1000W）
の購入が必要。App Storeやアンドロイドマーケットで
「Smart Nubija」を検索し、自転車ターミナルの場所や、返
却、レンタル、自転車の走行に関する記録やルートが把握
できる無料アプリケーションをダウンロードしておくと便
利。お問い合わせ 1577-2114、http://nubija.changwon.go.kr

コース
案内

射撃場薬水場→ヨンチュ駐車場下の分か
れ道→ヨンチュ5橋→グェサン薬水場→
テバン体育公園下の分かれ道→第1薬水
場→仏母山貯水池の下分かれ道 

総距離 16km

所要時 約4時間30分

City Theme Tour

ここにも立ち寄ってみよう！

鎮海ドリームパーク 
鎮海ドリームロードへ行くなら、ぜひ立ち寄りた
いのが鎮海ドリームパーク。延べ面積が150万㎡
にもおよぶ森では、様々な動植物が観察できる
鎮海湾生態の森や、木について学習体験できる
木材文化体験場、鉱石ゴル憩いの場、青少年修
練院などがある。中でも、おすすめは鎮海湾生
態の森に完備された室内森林浴場。ヒノキと松
の香りに包まれて、リフレッシュできること間違
いなしなので、ぜひ利用してみよう。このほか、
森の解説体験、ヒノキ石鹸作り、天然染色、木
工芸など、観覧客が参加できる様々なプログラ
ムが用意されている。プログラムスケジュールは
ホームページで確認を。

ホームページ www.jinhaedreampark.kr 

バンバッ峠

ヒノキ林

マンナル公園

小川

琓月滝 書院谷

舞鶴農場
 ヒノキ林 八角亭

舞鶴山

馬山港

光明庵

斗尺敬老堂

斗尺泉

奉国寺

クスルゴル沼溜池

中里駅三叉路

コース
案内

バンバッ峠→マンナル公園→琓月滝
→書院谷→光明庵→奉国寺→斗尺泉
→クスルゴル沼溜池→中里駅三叉路

総距離 21km

所要時 約6時間



16 |

文化は、歴史の裏側といわれることがあるが、ベトナムのホーチミンをみていると、時としてそ
れは歴史の代価ともいえるのではないだろうか、そう思うことがある。戦争と侵略、略奪と殺戮
の痛みの後に残るのは、遺産という名の傷跡だ。苦痛だった時間はやがて歴史の勲章となり、
遺物はいつのまにか後世の教材になる。200年以上もの間、フランスの植民地だった都市であ
り、共産主義と資本主義が熾烈な戦いを繰り広げた街、ホーチミン。この街にとって文化は歴史
となり、歴史は文化となった。
東南アジアへの旅が人気を博し、ベトナムのフォー（麺料理）が流行して以来、ホーチミンは、ベ
トナム最大の都市として、また、南国の雰囲気漂う観光地として紹介されることが多い。しかし、
ミュージカル<ミスサイゴン>や、トラン・アン・ユン監督の映画に描かれているように、ホーチミ
ンは別れの情緒、孤独、懐かしさが濃厚に漂う街であるように思う。中国とフランスの建築様式
を融合して建てられた歴史博物館(Bao Tang Lich Su)、エッフェル塔を設計したギュスターヴ•エ
ッフェルが建てた中央郵便局(Central Post Office)など、観光名所は華やかながらもどこか切な
い。東洋の切なさが絡まったヨーロッパ様式の建物は、憂愁の色を醸しだし、のどかで幸せな光
景が広がる公園からでさえも、その色を感じずにはいられない。ホーチミンの街を歩いている
と、物寂しさや孤独の楽しさをつい求めてしまう。でも、だからこそ、この街は魅力的なのだ。
ホーチミンはベトナムきっての大都市だが、遺跡や名所、レストランやカフェが街の中心に集ま
っているため、少しハードなスケジュールを組めば、1日でまわることができる。また、自転車や
シクロをレンタルすれば、郊外への旅も可能だ。早起きして、気の向くままに観光した後、夕方
の繁華街を訪れるのもいい。ぎっしりと組まれたスケジュール通りに動くより、こうした気ままな

旅のほうがきっと楽しいはずだ。
僕はまず、歴史博物館から旅をスターとした。遺物が時代別に
約5000点展示されているこの博物館では、ベトナムの伝統と
歴史、そして文化の発展史を垣間見ることができる。東洋と西
洋の建築様式が融合した建物の外観は独特で美しく、建物に
囲まれた小さな中庭もまた素晴らしく絵になる風景だ。
博物館をあとにして、次にフランス植民地時代の記録をたどっ
て訪れたのは、ノートルダム大聖堂(Notre-Dame Cathedral)。
パリのノートルダムと同じ名前のここは、1880年にフランス人
が建てた教会だ。二つの尖った塔、大聖堂の前に立っている聖
母マリア像、アーチやバラの窓などが設えられたレンガ造りの
建物は、すべての建材物をフランスから空輸したというだけあ
って、華やかさそのもの。この新ロマネスク様式の建物のすぐ
隣には、もうひとつの壮大な建物が並ぶ。ギュスターヴ•エッフェ
ルの作品、中央郵便局(Central Post Office)だ。フランス式に建
てられたこの建物は、ベトナム最大の郵便局として、その美しさ
を誇っている。円形のアーチで大きく区画された内部では、ホ
ーチミン記念切手やはがきが購入できる。
過去は現在の下絵なのだろうか。辛い記憶の歴史も屈辱の歴史
も、それはそれなりに価値があるのかもしれない。ホーチミン
の街を歩きながら、過去に出会い、そしてフランスの遺産に出
会った。アジアのパリ、サイゴンの哀愁が積もった街、ホーチミ
ン。ここはもう悲しい記憶だけに染まった街ではない。なぜな
ら、痛みを抱いた未来は、過去を忘れた現在よりも貴重で美し
く、歴史と文化が積もり積もって築き上げた今日があるから
だ。アイロニカルに幸せな街、ホーチミン。この街は、独り寂し
く孤独に駆られて時を送り、成長してきた。ホーチミンが元気
な街でよかった、心からそう思った。ミスサイゴン、フォーエバ
ー、ホーチミン。

17

City Theme Tour

歴史と文化からみたホーチミン

フランス風ベトナム旅行
‘アジアのパリ’との異名を持つ、ベトナムのホーチミンは、 
フランス植民地時代の建物が残るためか、 
アジアでは味わえない独特の雰囲気が漂っている。 
ホーチミンで、史跡を辿る旅をしながら、この街の素顔に迫った。
編集 チョン・ジェヒョク 写真 <AB-ROAD>資料室

City Theme Tour
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ベトナム最大の都市、ホーチミン。強い日ざしがフランス風の白い建物を照りつける午後、都心の公園は、昼下がりを楽しむ市民でにぎ

わいをみせる。スクーターのクラクションは24時間鳴り響き、新しく建てられた高層ビルの谷間を、美しくアオザイを着飾った女性たちが、

微笑みながら通り過ぎる。異国情緒と日常という、かけ離れたイメージが共存する魅力的な街、ホーチミンの見どころを紹介しよう。

過去と現在が共存する街  

10:00  歴史博物館 Bao Tang Lich Su 01

べトナム文化と歴史が一目でわかる • 中国とフランスの
建築様式がミックスされた外観が素晴らしい、ベトナムきっ
ての人気観光スポット。遺物5000点が時代別に展示されて
おり、べトナムの伝統と歴史を一度に知ることができる。

11:00  中央郵便局 Central Post Office 02

べトナム最大の郵便局 • ノートルダム大聖堂の右側に位置
した、べトナム最大の郵便局。エッフェル塔を設計した、ギュ
スターブエッフェルの傑作。フランス風の壮麗な外観も素晴
らしいが、円形のアーチで区画された内観も見ものなので、
ぜひ入館しよう。ホーチミンの巨大な写真が掛った内部で
は、切手や葉書が購入できるほか、郵便と国際電話のサービ
スも受けられる。

11:30  ノートルダム聖堂  Notre-Dame Cathedral 03

フランス様式の美しい聖堂 • 中央郵便局のすぐ隣にある
バジリカは、1862年から1880年にかけて、フランスによっ
て建てられた新ロマネスク様式の華麗な聖堂。資材はす
べてフランスから取り寄せられおり、二つの尖塔、聖堂前
の聖母マリア像、アーチ、バラ窓などはどれも繊細に作り
あげられている。

12:00  統一会堂(旧大統領官邸) Reunification Palace 04

べトナム 独 立の歴 史 的な場 所  •  南べトナム 政 権 時
代 に 大 統 領 官 邸 として使 わ れ 、ベトナム 戦 争 中 の
1975年 4月30日、べトナム共和 国 政 府が降 伏した歴
史的な場所。現在もここで政 府の重要な会議や行事
が 催される。 べトナム戦 争当時、作 戦 室として使わ
れた地下室は是非見ておきたい。　
電話 08-829-4117 開館時間 07:30~11:00, 13:00~16:00  料金 1万 5000ドン

13:00  フォーホア Pho Hoa 05

これが本物のベトナムフォー • 地元の人たちに人気のフ
ォー専門店といえば、パスツール街にあるフォーホア。コク
があるのにあっさりした味わいのスープは、一口飲んだら
忘れられない旨さ。テーブルの上に置かれた揚げパンをつ
けて食べてもおいしいが、追加料金が発生するのでご注
意を!　 住所 260C Pasteur Q.3 TP. Ho Chi Mnh 電話 08-8296-7943 営業時間 

05:30~24:00 料金 4万ドン～

14:00  戦争証跡博物館 06

戦争の惨状を実感する • ホーチミンに来たら必ず訪れた
い博物館。ベトナム戦争当時の惨状を撮影した写真や、数
字的な資料が展示さており、戦争の悲惨さや残酷さが生
々しく伝わってくる。戦争当時、政治犯を収容した非人道
的な刑務所も再現されている。
住所 28 Vo Van, in District 3, Ho Chi Minh City 電話 08-930-6325 開館時間 07:30~11:45, 
13:30~17:00 料金 1万 5000ドン

15:00  ティエンハウ廟 Chu Ba Thien Hau 07

古風な中国寺院 • ホーチミンのチャイナタウン、チョロン
(Cho Lon)に位置する中国のお寺。19世紀初頭、広東中国
人会によって建てられたもので、航海安全の守り神「ティ
エンハウ(店后聖母)」が祀られている。 信徒たちが祈りを
捧げるために吊した線香が、ゆっくりと煙をくゆらす光景
が印象的。開館時間 06:30~17:30

16:00  ベンタイン市場 Cho Ben Tanh 08

ホーチミンにある大規模市場 • 靴、Tシャツ、干物、食料、
家電、アクセサリー及び記念品などを扱う約4000軒の店
がひしめく屋内卸売市場。観光客にとっては、手ごろな値
段でお土産が購入できる最高のショッピングスポットだ。
市場のあちこちで客引きする店員と観光客が値段交渉を
している光景がみられる。気に入ったものが見つかった
ら、店員が提示した値段の6～7割を目安に交渉してみよ
う。観光に疲れたら、街のあちこちにあるドリンク屋台で
べトナム飲料を飲んでみるのもいい。
営業時間 07:00~17:30 行き方 レックスホテルから 南西方向に約  700メートル 

17:30  バインセオ Banh Xeo(Viernamese Pan Cake) 09

べトナム式のお好み焼きはいかが？ • ホーチミンでの夕
食には、バインセオがおすすめ。米粉と、刻み肉、もやし、
海老などの具材を混ぜて作った生地を、かりっと焼き上げ
たベトナム風お好み焼きだ。人気フードなので、夕方を過
ぎると売り切れることも。
注所 Quan 46A Dinh Cong Trang - Q1 電話 08-3824-1110 営業時間 10:00~22:00

18:30  レ･ロイ&ドンカイ街  Le Loi & Dong Khoi 10

ホーチミンきっての繁華街 • ホーチミン一の賑わいをみ
せるレ･ロイ街には、高級ホテルやショッピングセンター、高
層ビルなどが立ち並んでおり、観光客でいつも込み合って
いる。ドンカイ街には、べトナムスタイルのアンティーク商
品を販売するショップが集まっており、買い物客に人気。

19:30  ケム・バクダン Kem Bach Dang 11

ボリューム満点のアイスクリーム店 • 市民劇場から10分
の距離にあるアイスクリーム店。 ココナッツの殻に盛り付
けられる旬のフルーツやココナッツアイスクリームはボリ
ューム満点で美味。。　
 住所 28 le Loi Q.1 Ho Chi Minh 電話 08-829-2707 営業時間 09:00~24:00

Tip  ••  真夏にはとりあえずビール!
蒸し暑いベトナムを旅していて、ビールが飲みたくなったら、ぜひその地域で売られているロ
ーカルビールを飲んでみよう。海外でも売れ筋のバババ(333)ビールや、ハノイビール、フエビ
ール、サイゴンビール、ビアラルー(ホイアン地域限定)、生ビールのビアホイなど、種類が豊
富で、味はそれぞれ微妙に異なる。
ローカルビールの値段は、高級レストランやクラブだと3万 5000～5万ドンほど、ホイアンの
文化遺産区域のカフェでは約1万 5000ドン、ニャチャン海岸のレストランでは約1万 2000ド
ンほど。コンビニや地元の人たちが利用する店では、さらにリーズナブルに楽しむことがで
きる。

Tip  ••  べトナムのコーヒーは美味しい
カフェで一息つく時に、ぜひ注文したいのが「カフェ・シュア・ダ
(Ca Phe Sua Da)」。カフェ・シュア・ダは、濃いブラックコーヒー
とコンデンスミルクを混ぜてつくった、べトナム式の甘いアイ
スコーヒーのこと。値段は街中では6000ドンほどだが、リ
ゾートでは2万ドンほどすることも。コーヒーの生産地と
しては世界2位を誇るべトナムのコーヒーをぜひ味わって
みよう！べトナム旅行のお土産には、インスタントミッ
クスコーヒーのG7が人気。

とコンデンスミルクを混ぜてつくった、べトナム式の甘いアイ
スコーヒーのこと。値段は街中では6000ドンほどだが、リ
ゾートでは2万ドンほどすることも。コーヒーの生産地と
しては世界2位を誇るべトナムのコーヒーをぜひ味わって
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More! 露店の屋台を楽しむ

ベンタイン市場の店が閉まると、市場周辺は
フォーをはじめ、シーフード鍋や各種揚げ物
など、多彩なべトナム料理の屋台が店を開
き、街は屋台村さながらのにぎわいをみせる
ので、地元客に交わって、ぜひ楽しい時間を
過ごしてみよう。旅のいい思い出になること
違いなし!																																																																	

10 11

ホーチミン

1日ツアー
ホーチミン市内の観光ス
ポットは、都心に集まって
いるので、観光は１日あ
れば十分。ただし、歩い
て回るのは大変なので、
自転車やシクロを利用す
るのがおすすめ。01

05

Ho Chi MinhHo Chi Minh
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世界のトレイルと
観光産業

トレイル開発の背景

トレイルとは、多くの人が旅などに利用してきた道の
ことを指す。田舎や人里離れた村の道、観光客を誘
致するために人工的に作られた道路、ハイキングコ
ース、サイクリングコースなど、レジャーに利用される
道はすべてトレイルに属する。
環境汚染や現代人のストレスといった社会問題が浮
き彫りになる中、人々の環境問題と健康への関心は
高まり、さほど費用がかからず体と地球にやさしいウ
ォーキングのブームが巻き起こった。昨今は、エコツ
アーとウェルビーイングが同時に実現できるトレイル
に注目が集まっており、現在、各国の政府や民間団
体を中心にその開発が始まっている。
日本では、約４千万人もの人々が日頃からウォーキン
グに親しんでおり、一人あたりの歩行距離は1日平均
約6kmにのぼるといわれている。2004年には、歴史
の道や景勝の道など、北海道から沖縄まで、それぞ
れ特徴をもった500コースを厳選した「美しい日本の
歩きたくなるみち500選」が選定され、政府による助
成のもと、道や里程標の整備が行われた。
車社会のアメリカでも、ウォーキング人口は高く、世
界３大トレイルに挙げられるジョン・ミューア・トレイ
ルをはじめ、広大な自然環境を生かした様々なトレ
イル開発が行われている。また、アメリカでは、ウォ
ーキングをスポーツやレジャーとしてだけでなく、肥
満や疾病はもとより、疎外感などの社会的病理を防
ぐ特効薬としてとらえている。アメリカ心臓病学会に
おいては、アメリカ人の最大死亡原因である心臓疾
患を防ぐため「スタート、ウォーキング」というキャン
ペーンを繰り広げるなど、ウォーキングに強い関心を
寄せている。
韓国もまた、2007年に済州オルレギル（済州島に設

けられた歩く観光コース）が完成したのを機に、ウォ
ーキングへの関心が高まっている。近年は、年間約
300ものウォーキング大会が開催されており、インタ
ーネットで検索しただけでも、ウォーキング同好会の
数は500グループを超えている。また、書店に行け
ば、数え切れないほどのウォーキング関連書籍が並
ぶほか、韓国の全国各地では、新しいウォーキング
ロードを作るために、地方自治体や民間団体が活発
な取り組みを行っている。

世界のトレイルの現況

1940年にイギリスを筆頭に開発されたトレイルは、
散策、ウォーキングツアーなど、歩くことを楽しむた
めに作られるものだったが、エコロジーとウェルビー
イングへの関心が高まるにつれ、自然を守り、健康
を維持するためにトレイルを造成する国が増えてき
た。このようなトレンドに合わせ、2010年には、世界
各国でさらに発展したトレイルをつくり、観光産業を

健康や環境問題への関心が高まり、世界各国
でウォーキングブームが巻き起こっている昨
今、自然を破壊することなく造成でき、文化と
歴史が楽しめる「トレイル」の開発に乗り出す
国が増えている。これは、ウォーキングが運動
や趣味の領域を超え、観光産業のトレンドにな
っていることの表れといっていいだろう。新たな
トラベルカルチャーを提案している昨今のウォ
ーキングブームと、世界のトレイルにおける現
況と展望についてみてみることにしよう。
編集 キム・スジンB
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トレイルの進むべき道

トレイル開発には、保存に対する意識が必要だ。と
いうのは、トレイル観光はその地域の自然や住民の
暮らしに触れてこそ成り立つため、その道が持つ価
値をきちんと把握し、維持していかなければならな
いからだ。
トレイル発展の方向性を示す代表的なものにエコツ
アーがある。エコツアーとは、「環境を保存し、地域
住民の暮らしの質向上に寄与する責任ある観光」を
意味し、観光産業においては、近年著しい成長をと
げている。エコツアーの原則には、環境に及ぼす影

響を最小限にとどめ、その地域の政治的・環境的・
社会的風土を考慮した旅行を提示し、観光客と地域
住民の双方にとって素晴らしい体験となることなど
があるため、一般的な観光とは異なった運営が必要
になってくる。よって、トレイルをきちんと計画、管理
していけるかどうかは、エコツアーの質をも左右する
といえるだろう。そういった意味では、トレイルの正
しい保護が、今後のトレイル観光産業発展の重要ポ
イントといえるだろう。

23 Trend & AnalysisTrend & Analysis

活性化させようと、「ワールドトレイルネットワーク」が創
設された。ネットワークに参加している全世界18ヶ所の
トレイルは、毎年カンファランスを行いながら、ワールド
グリーン観光産業の発展と、世界のトレイル開発を推進
している。

智異山トゥレギル(韓国) 南原・求礼・河東・山清・咸陽な
ど、５つの市・郡と約100の村を、円を描くようにつない
だ800里（約3100㎞）の道。智異山の麓に位置している
ため、自然の素晴らしい風景が堪能できる。途中、小さ
な村々に立ち寄ることをおすすめ。

九州オルレ(日本) オルレとは韓国済州島の方言で「家に
帰る細い道」。九州観光推進機構と済州オルレ協会が
協定を結んで作られた、九州の自然と温泉が満喫できる
トレイルだ。九州オルレは、漁村と島の風景が楽しめる
熊本県の維和島コース、海と菜の花の調和が美しい鹿
児島県の指宿コース、大分県の奥豊後コースなど、佐
賀、大分、熊本、鹿児島の４県に各１コースずつあり、お
城や農村風景を楽しみながら歩くことができる。

メシラウトレイル(マレーシア) コタキナバルに位置する
東アジア最高峰のキナバル山頂上までの道。サミットト
レイルに比べると、道が険しく時間もかかるが、様々な
植物や景観が楽しめるため、多くの旅行者が訪れる。キ
ナバル山は動植物の宝庫で、2000年にはユネスコ世界
自然遺産にも登録された。

トレイルと観光産業

トレイルは、海岸や砂漠、山、村などとつながっており、
自然、歴史、文化にふれることができる。また、そこで
暮らす人々の日常を垣間見ることもできるため、トレイ
ルを訪れる旅行客は年々増えている。今後、さらに観光
客が増加していけば、地域経済の活性化も期待できる
だろう。
トレイルが観光産業を促進させる事例として、韓国のウ
ォーキングブームの火付け役になった、済州オルレ（ウォ
ーキングコース）を挙げることができるだろう。オルレ造
成前は、団体旅行客が多かった済州島だが、現在は、個
人旅行客が増え、ゲストハウスに対する認識も高まっ
た。また、在来市場の売り上げが17％以上増加、バスの
利用客においては400%以上も増加し、赤字続きだった
市外バスターミナルが黒字に転化するなどの経済効果
を生んだ。このように、観光産業だけでなく、地域経済
にも影響をもたらした済州オルレは、済州旅行文化を新
たに創造したという点で評価されている。

Reference
World Trail Network www.worldtrail.org
Sportnest www.sportnest.kr
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第20回TPO運営委員会が中国の広州市
にて開催  

去る2012年3月28日から30日までの3日間、中国広州市で、第20
回運営委員会が開催された。今回の運営委員会には、広州(中
国)、三亜(中国)、釜山(韓国)、大田(韓国)、鹿児島(日本)、ホーチ
ミン(ベトナム)、イポー(マレーシア)、ウラジオストク(ロシア)、台
南(台湾)、コタキナバル(マレーシア)の10都市から約45名が参加
した。3月29日に開催された会議で、台南市(台湾)とコタキナバル
(マレーシア)の新規会員加入と、TPO事務局が提案した2012年度
予算案修正、TPOフレンドシップイベント指定およびTPOフレンド
シップパーク造成案が承認された。次期第21回運営委員会は今
年の9月、第5回TPOフォーラム期間中に、マレーシアのペナンで
開催される予定だ。 

広州（中国)
TPO Travel Trade 2012 - CHINA が開催 

2月29日から3月4日までの5日間、中国の広東省広州市にて、アジア太平洋都市観光機構(以下、TPO)の
中国海外共同マーケティングイベント「TPO Travel Trade 2012 – CHINA」が開催され、韓国からはTPOの
会員都市である6都市（釜山、群山、慶州、仁川、益山、全州）が参加した。3月2日に、広州市旅遊局会
議室で開かれたTPO観光交易商談会では、韓国の各都市が、観光資源の紹介や旅行会社の観光商品
開発と集客活動に必要な支援事項の提示など、中国観光客を誘致するための活動を展開した。これに
は、広東CITSや広之旅旅行社などの中国広東地域主要旅行関係者や、マスコミ関係者、広州市旅遊局
李志新局長、肇慶市関係者など、約60名が参加し、大きな反響を呼んだ。
また、今回のイベント期間中、広州国際観光展(GITF)に設けられたTPO参加都市共同ブースがGITFベス
トサポーター賞を受賞し、現地の注目を集めた。
TPOはここ4年間、広東CITSや広之旅旅行社などの中国広東地域の旅行会社各社と協力しながら、中国
海外共同マーケティングを通じて、会員都市連携商品を開発したり、中国観光客を誘致したりするなど
の成果を上げている。

益山（韓国）
TPO韓国会員都市の2012年上半期地域会議が開催  

去る2月23日～24日、全羅北道益山市で、TPO韓国会員都市の2012年上半期地域会議
が開催された。今回の会議には釜山、全州、大田、光州、安東、慶州、栄州、江陵、益
山、春川、南海、昌原、巨済、扶余と釜山中区の計15会員都市が参加した。23日に開

かれた会議では、TPO事務局のチュ・ファンミョン事務総長が、2011年度TPO活動報告および2012年TPO活動計画について発表
したほか、TPO会員都市相互間の観光産業発展ために、会員のTPO活動への積極的参加を呼びかけた。続いて、各会員都市によ
る今年計画している主な活動についての紹介と、この日、参加していた益山市のユ・ギサン副市長による益山市の歴史や文化に
ついての発表が行われた。また、24日は、益山市文化観光課のチェ・インギョン実務官による益山市の文化観光資源についての
説明があったほか、会員都市代表者による益山市の観光資源と観光施設の視察も行われた。2012年韓国会員都市の下半期地
域会議は、10月に大田市での開催が予定されており、日本と中国の会員都市を対象にした地域会議も開催予定だ。 

宮崎（日本） 
TPO事務総長が日本の
宮崎市を訪問 

去る2月21日～22日、TPO事務局のチ
ュ・ファンミョン事務総長、ユン・ヨン
スマーケティングチーム長、アルム
T&Cのコン・ソク代表取締役が、TPO
会員都市である宮崎市を訪問した。 
TPO事務局一行は、21日に宮崎市役
所で戸敷正宮崎市長と会談し、TPO
活動とTPO旅行会社ネットワーク事
業のモデル事業として検討中の釜山-
宮崎間のチャーター便運航につい
て、宮崎市の積極的な支援と協力を
要請した。市長との会談後に開催さ
れた釜山-宮崎路線チャーター機事
業関係者会議では、宮崎市(観光課、
企画政策課)、宮崎観光協会、宮崎県
(観光推進課、総合交通課)、宮崎観
光コンベンション協会の関係者が参
加し、事業推進関連の様々な懸案事
項について議論した。また、22日には
宮崎に本社を置く航空会社、ソラシ
ドエアを訪問し、釜山-宮崎路線チャ
ーター機事業参加を打診した。現
在、TPOは釜山-宮崎路線のチャータ
ー機運航に向けて、日本側の協力会
社をあたっているところだ。

ペナン（マレーシア）
TPO事務局が第5回TPO
フォーラム開催協議の
ためにペナン市を訪問 

去る3月7日～9日、TPO事務局のパク・スン
ジェ事務次長とイ・ソジョン企画チーム長
は、9月に開催される第5回TPOフォーラム
に先立ち、開催準備協議および現地視察
のためにマレーシアのペナンを訪れた。
TPO事務局一行は、パタヒヤビンティイス
マイル（Ar. Patahiyah binti Ismail）ペナン
市長およびペナン市関係者と会談し、第5
回TPOフォーラムを9月17日から7日までの
20日間、マレーシアはペナンのラササヤン
リゾート&スパにて開催することを暫定合
意した。また、ペナン市は、フォーラム開
催を成功させるために全面的な支援と様
々なプログラム開発を約束した。第5回
TPOフォーラムについての詳細は、確定さ
れ次第、公示される予定だ。

中国   TPO事務局が中国国際青年交流センター
と甘粛省旅遊局を訪問  

去る4月11日から4月14日までの4日間、TPO事務局のチュ・ファンミョン事務総
長とパク・スンジェ事務次長は、中国共青団(中華青年連合会)中国国際青年
交流センターの招請で、中国の北京市と甘粛省蘭州市を訪問した。今回の訪
問は、TPO共同事業である学生旅行交換事業(STEP)を活性化するために、中
国政府の青少年交流核心部署である中国国際青年交流センターとの交流協
定を締結するほか、TPO民間会員の釜山観光高等学校と中国一の名門職業
学校である北京昌平職業学校との教育機関交流支援を目的にしたものだ。
また、中国西北部のTPO会員都市拡張のために、甘粛省旅遊局を訪問し、
TPO機構の紹介と共同事業の広報、中国西北地域都市のTPO参加協力を要
請した。中国共青団は、胡錦濤中国国家主席と温家宝総理を輩出した中国
名門エリートグループとして知られている。TPOとは、2010年の釜山世界花火
祭りに共に参加して以降、友好的な関係が続いており、今後は、STEP事業お
よび文化観光交流事業に相互協力していく計画だ。
また、もうひとつの訪問地である甘粛省は、中国シルクロードの出発地であ
り、中国古代歴史文化の宝庫として知られる地域だ。また、特殊な地形から
なる美しい自然観光資源を保有する世界歴史文化観光地でもある。甘粛省
は今後、韓国の主要都市をはじめとする東北アジア地域で、甘粛省観光資源
広報説明会を開催する予定だ。 
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Dato’ Roshidi Bin Hashim

Mayor of Ipoh, 
Malaysia

まずは、イポー市についてご紹介ください。
人口約７２万人、面積643km2のイポー市は、マ
レー半島のペナンとクアラルンプールの間に位置
するマレーシアの主要都市です。
以前は世界最大の錫の生産地だったため、「錫
で作られた都市」と呼ばれていましたが、1970
年代、錫の価格が急落するとともに、都市の発展
も中断してしまいました。しかし、州政府や都市
行政担当者の努力により、再び経済は活性化し、
行政及びサービス、商業、産業の中心都市として
躍進してきました。今なお、成長し続けているイ
ポー市は、莫大な自然資源を生かしたエコツア
ー開発を行っており、ペラ州きっての観光地とし
て、その地位を確固たるものにしています。

おすすめの伝統料理とお祭りを教えてください。
イポーに来たらぜひ食べていただきたいのが、レ
ンダントック（牛肉のココナッツ煮込み）、ビーン
スプラウトチキン(ゆで鶏とモヤシ入りの麺料
理)、カチャンプティ（キャベツと肉の料理）など
です。イポーにはマレー人、中国人、インド人な
ど、多民族が暮らしているので、様々な食材があ
り、多彩な料理を楽しむことができます。また、
イポーはホワイトコーヒーが誕生した町でもある
のですよ。このほか、メンレンブピーナッツや、柑
橘類の中で最も大きいといわれているポメロと
いう果物もイポーの特産物です。
お祭りに関しては、ラマダン(断食月)の終わりを
知らせるイスラム教の祭り「ハリラヤ・アイディル
フィトゥリ」と、中国の旧正月を祝う「新年快
楽」、光の祭典という意味のヒンドゥー教の祭り
「ディパバリ」のイポー３大祭りが有名です。

2012年は「ペラ州訪問の年」ですが、イポー
市ではどのようなイベントの開催が予定され
ていますか？
「ペラ州訪問の年」である今年、イポー市では、

「ペラ州訪問の年｣の今年、州都イ
ポー市では、旅行者を誘致しよう
と、イポー国際マラソンや国際ユー
ス熱帯雨林探検など、様々なイベン
トの開催を予定している。
そこで、Dato’ Roshidi Bin Hashimイ
ポー市長に、観光都市イポーのビジ
ョンについて、お話しを伺った。 
編集 キム・スジン

観光地、イポーの最大の魅力は何ですか。
イポーの最大の見どころは、石灰岩の岩山に囲ま
れた美しい自然の風景です。岩山の丘には、
２億５千万年から３億万年の歳月をかけて自然
形成された洞窟があり、その雄大さは見る者を魅
了してやみません。石灰岩の洞窟観光地として有
名なところに、グアテンプルン、プンカック洞窟、
サンポトン寺院、ペラトン寺院、ケロットン寺院、
グアテムブン、グヌンラ公園、ウォーターパーク
のロストワールドオブタムブンなどがあります。中
でも、特におすすめしたいのは、バンジャラン温
泉です。息をのむ美しさなので、ぜひ訪れていた
だきたいです。
イポーから車で約2時間の距離にあるペラ州北
部地域には、１億３千万年の歴史を誇る王立ベル
ム森林保護区があります。手付かずの野生植物
園で、エキゾチックな雰囲気が漂っています。
また観光地ではありませんが、イポー市は、マレ
ー人、中国人、インド人、シーク教徒、先住民族の
オラン･アスリなど、多様な民族で構成された多
文化共同体です。このような側面もイポー市の魅
力といえるのではないでしょうか。

ロマンと冒険の都市、イポー 
ブーゲンビリアが咲き乱れるマレーシアの古都、イポ

ー。錫産業で栄えていた頃の威勢はないものの、マレー・中国
・インド系の民族が共存するこの街には、多様な都市の風景
と文化があり、次の目的地への通過点にするにはあまりにも
惜しい魅力的なところだ。石灰岩地形が作り出した美しい自
然や神秘的な洞窟、グルメ、高級ゴルフリゾート、インターナ
ショナルスクール、旧市街地、大型ショッピングモールなど、
見どころが多く、未知の世界を冒険したいトラベラーには打っ
てつけの旅行先だ。ホームページ www.peraktourism.com

イポー国際マラソン大会、国際青年熱帯雨林探
検、ペラエコ観光のFAMツアー（業界関係者を
対象にした現地訪問ツアー）の3つの国際イベン
トを含めた12の行事が予定されています。ペラエ
コ観光FAMツアーは、TPOの協力で2012年9月
10日から16日まで開催する予定です。イポー国
際マラソン大会は、毎年７月の第一日曜日に開催
しており、今年は７月１日に行われます。参加はホ
ームページ（www.mbi.gov.my）にて、受け付け
ています。

第20回TPO運営委員会で、イポー市が提案
した「国際エコ観光のFAMツアー」が、TPO
友好増進事業の一つに承認されました。イ
ポー市がFAMツアーを計画した理由をお聞
かせ下さい。また、イポー市がエコ観光を行
う意義は何でしょうか。
イポー市には、熱帯雨林、石灰岩の岩山、マング
ローブ湿地帯、鳥類保護区などがあるため、多様
なエコツアープログラムを組むことが可能です。
私たちはこのような自然資源を、TPO会員都市と
共有したいと考えています。自然を破壊する開発
ではなく、自然を保護、保存していきながら、イ
ポー市はもとよりペラ州をエコ観光の中心地にし
ていきたいと考えているのです。素晴らしいエコ
ツアーができる観光地として発展していく所存で
すので、どうぞご期待ください。

最期に、観光都市イポーの今後のビジョン
をお聞かせください。
イポーは首都クアラルンプールに比べると、外国
人観光客には、まだあまり知られていない街で
す。今後、多くの観光客に、イポーの美しい風景
やおいしい料理、歴史、自然、ペラ州のエコツア
ーを体験をしていただくことを目標に、まい進し
ていきたいと思っています

TPO Interview




