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Tourism Promotion Organization for Asia Pacific Cities
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。2018年5月現在、86の都市と、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、45の民間団体が会員登録しており、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。
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ロシア語で「東方を支配せよ」という意味のウラジオストクは、1992年のソビエト連邦崩壊まで、外国人が全く立ち入れないベールに包まれた軍事都市だ
った。都市をすべてまわりたい旅行者の気持ちになって、都市や島、鉄道や海岸線など、さまざまな場所を気の赴くままに訪れた。手つかずの自然の美し

さやヨーロッパ独特の気高い雰囲気に触れるたびに感動を覚えた。
構成 シム・ミナ  写真 オ･チュングン  取材協力 ウラジオストク市www.vlc.ru, アジア太平洋都市観光振興機構 (TPO) www.aptpo.org

ロシアのサンフランシスコ  ウラジオストク

VLADIVOSTOK

SPECIAL THEME
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歩いてまわれる 
ウラジオストク
「ロシアのサンフランシスコ」と呼ばれる
港町のウラジオストクは、歩きながら観光
したい人におすすめの街だ。市内の中心街
に見どころが集まっているため、地図を片
手にあちこちまわることができる。

極東で最も古い灯台 トカレフスキー灯台Маяк Токаревский

ウラジオストクの南方、半島の果てにある白い灯台。1876年に築造さ

れ、探検家のグスタフ･エゲルシェリド(Gustav	Egersheld)の名を取っ

て「エゲルシェリド灯台」とも呼ばれている。なお、灯台はロシア語で

「マヤーク	(Маяк)」という。モーゼの奇蹟のように海が割れてでき

た流線型の道を歩いて、灯台がある方まで歩いて行く。飛ばされそ

うなほど、強い海風が吹くが、ルースキー橋やウラジオストクの絶景

が、パノラマのように広がっており、寒さも忘れてしまうほど。道の果

てにはルースキー島まで電力を供給している送電塔が立っている。送

電塔から灯台までは、再び細い海の道を歩いていく。引き潮の時にだ

け、灯台までの道が現れるので、タイミングがあえば、灯台のふもとに

たどり着くことができる。

市民の憩いの場  
海洋公園Спортивная набережная

アムール湾	(Amurskiy	Zaliv)を見渡すことがで

きる海洋公園。冬は海風が冷たいが、気候の

いい春と夏はペダルボートを楽しむカップルた

ちでにぎわう。公園のまん中には、カラフルな

大観覧車が一際目をひく「遊園地(Карусе

ль)」がある。観覧車のゴンドラには囲いがな

く、スリル満点。また、360度回転するバイキン

グも手に汗握るアトラクションだ。このほか、

トラの彫刻が設置された400メートルの海岸

散歩道がある。現在、沿海州には300匹余りの

トラが生息し、その昔韓半島に

も渡ってきたといわれている。

住所	Batareynaya	Ulitsa,	
Vladivostok,	Primorskiy	kray

革命戦士を記念した  
中央広場Центральная площадь

ウラジオストクの中心地、スヴェトランスカヤ

(Svetlanskaya)通りにある大きな広場。白い高

層ビルの沿海州庁舎前に位置している。旧ソ

連の時にソビエト政権に命を捧げた兵士たち

の銅像が立っている。1917年10月社会主義革

命の成功を記念して造られたものだ。銅像の

人物は、労働者、船員、軍人。旗と銃を手にし

た兵士は毅然かつ堂々たる姿をしている。ま

ん中の銅像の礎には「極東地域でソビエト政

権のために戦った戦士たちに捧げる	1917～

1922」と記されている。革命戦士を賛える歴史

的な場所であるため、「革命広場」とも呼ばれ

ている。今でも5月の戦勝記念日には各種イベ

ントが開かれる。また、冬には大きなクリスマ

スツリーが登場し広場を華やかに彩る。

ウラジオストクが生んだハリウッド俳優 ユル・ブリンナー生家Yul Brynner Mansion

1956年に公開された映画<十戒>で、ラムセス役を演じたユル･ブリンナー(Yul	Brynner)。沿海州国立美

術館前の丘には、スキンヘッドでエキゾチックな姿のユル･ブリンナーの銅像がカリスマあふれるポーズ

で立っている。その後方には彼の生家がある。黄色い壁には、タバコを吸うユル･ブリンナーと、「1920

年7月11日ユル･ブリンナー生まれる」と刻まれた看板がある。3階建ての邸宅は、1910年にドイツのハン

ブルグから空輸したレンガと大理石を使用して建てたもの。現在は立ち入り禁止になっている。

SPECIAL THEME
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ウラジオストクの入り江を眺める 鷹の巣展望台Орлёное гнездо

ロシア語で「鷲の巣」を意味する「ノルリンノエグネズド	(Orlinoye	Gnezdo	Mt.)」にあることからその

名がついた海抜214メートルの展望台。ウラジオストクで最も高いところに位置している。金角橋の

向こう側にはウラジオストクの港が広がり、特にここから眺める夕陽は幻想的だ。	展望台の後方に

は、ロシア語の母体になったキリル文字を考案した宣教師キュリロス(Kyrillos)と彼の兄メトディオス

(Methodios)の銅像が立っている。展望台へは、赤いケーブルカー「フニクラ」(Funikuler)」に乗って上

がるのがおすすめ。ケーブルカーは1959年に着工、1962年から市民の足として活躍している。当時、ソ

連共産党書記長だったニキータ・フルシチョフ(Nikita	Khrushchyov)が、アメリカ訪問後に、ウラジオス

トクを極東のサンフランシスコにすることを夢見て、このケーブルカーを造ったという。2台の車両が上

下に運行しており、窓からは市内やウラジオストクの入り江である金角湾を眺めることができる。乗車

時間は2分間。料金は片道12ルーブル。

住所	Sukhanova	Street,	Vladivostok,	Primorskiy	kray	

皇帝のために ウラジオストク凱旋門 Nikolai’s Triumphal Arch

ロシアの最後の皇帝ニコライ(Nikolai)	2世は、王子の時にシベリア横断

列車着工式に参加するためウラジオストクを訪問した。通常、凱旋門

といえば、戦勝した皇帝や凱旋将軍を称えるために建てるが、ウラジオ

ストク凱旋門は皇帝訪問を記念して建てたもの。皇位継承前の1890年

10月、ニコライ2世は、見聞を広げる目的でオーストリア、イタリア、ギリ

シャ、エジプト、インド、シンガポール、中国、日本など、世界のさまざま

な国を訪れる旅に出た。1891年5月、最後に訪れた都市がウラジオスト

クだった。ニコライ2世は船から下り、アーチ型の凱旋門を通って都市

に入城した。凱旋門の正面には、ニコライ2世の顔と、訪問した日付け

1891年5月11日、その下にニコライ皇帝のイニシャルNが刻まれている。

住所	Ulitsa	Petra	Velikogo,	6,	Vladivostok,	Primorskiy	kray

築118年のギリシャ正教会  
ポクロフスキー大聖堂 Покровский кафедральный собор

ウラジオストクを代表するロシアの正教会。1900年5月初めに着工し、完工したのは1902年9月。屋根

にはタマネギのような形をした5つのクーポル(Kupol)があるが、これは燃えるロウソクを形象化したも

の。ロシア正教会でロウソクの炎は罪が赦免されることを意味する。見た目にエキゾチックなクーポル

だが、雪が屋根に積もるのを防ぐ役割も果たしている。礼拝堂の内部は金色のイコン(聖画)とフレスコ

画であふれている。ニコライ2世の家族を描いたイコンは必ず見ておきたい。イコンの前ではキャンド

ルを奉献し、祈りを捧げるロシア人の姿が多く見られる。礼拝堂内側の壁には数十枚に及ぶイコンが

並んでおり、とても華やか。イエスと聖母マリア、12使徒と聖人のストーリーが、絵で細やかに表現され

ており、まるで芸術作品のようだ。

住所	Okeanskiy	Prospekt,	44,	Vladivostok,	Primorskiy	kray		電話+7-423-243-59-25		ホームページ www.pokrovadv.ru

戦没者を賛える 永遠の炎 Храм Часовня Андрея Первозванного

ロシアの厳しい寒さの中でも消えない強力な炎が、潜水艦博物館の

隣で燃え続けている。第2次世界大戦の犠牲者を慰霊するために建

立された碑だ。すぐそばには守衛の海軍が数人立っている。壁面に戦

没した兵士たちの名前を刻んだモニュメントがあるが、その名前のあ

まりの多さに胸がしめつけられる思いだ。後方には、モスクワ聖アン

デレ聖公会教会があり、永遠の炎を見守るようにして建っている。イ

エスの使者の一人であり、ロシアにはじめて福音を伝えたアンデレを

奉った聖堂で、海が見下ろせる場所に位置している。アンデレは、船

員の守護聖人であることから、漁師や海軍の妻たちが夫の無事帰還

を願って訪れる聖堂としても知られている。

SPECIAL THEME
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ロシアのレストラン 
キングクラブが美味しいことで知られるア
ジアンレストラン、ジューシーなヒンカリ
を提供するグルジアレストランなど、地元
の人がおすすめするレストラン5ヶ所を紹
介する。

本土で楽しむキングクラブ
ズマ Zuma

16世紀のマレーシア有名料理人の名前から取った

というズマ	(Zuma)。ここでは、タイ、ラオス、ベトナム、マレーシア、シ

ンガポール、韓国、日本など、様々なアジア料理を提供している。東

洋的な色彩のインテリアと躍動感あふれるオープンキッチンを備えて

いる。代表メニューはオホーツク海東に位置するカムチャッカ半島産

キングクラブ料理。注文すると、まずは生きたキングクラブを見せてく

れるなどサービスも細やか。立派なキングクラブは肉がたっぷり入っ

ているので、足を3，4本食べるとおなかがいっぱいになる。コルサコ

フ島産のホタテのお刺身も珍味。お刺身は鮮度抜群でまるで海をま

るごと食べているかのよう。帆立の刺身は醤油とワサビでいただくの

がベストだ。なお、外国人は10%のサービス料が加算される。

住所	Fontannaya	Ulitsa,	2,	Vladivostok,	Primorskiy	kray		電話 +7-423-222-26-66		
営業時間 土~水曜日11:00~01:00、木・金曜日11:00~03:00		価格 キングクラブ1kg	2000
ルーブル、沿海州のホタテ	1つ290ルーブル		ホームペー ジwww.zumavl.ru

24時間営業のレストラン スタジオカフェStudio Cafe

ロシアのカフェは一般的なカフェとは少し異なる。いわゆるコーヒー専門店は「カフェイニャ」といい、	

「カフェ」は食事ができるレストランを指す。ここ「スタジオ	カフェ」では、ロシアの正統料理からイタリ

アンピザやパスタ、各種ブランチなど、さまざまなメニューを提供している。あたたかいロシアの伝統

スープポルシチは黒パンの器に注がれて出される。蓋がついているので、最後まであたたかくいただく

ことができる。一口大に切ったパンにのせて食べるニシンの酢漬けも美味。タマネギのスライスとよく

合う一品だ。どのメニューも量はそれほど多くないので、二人で来店したら4品ほど注文しよう。ピザは

10種類。	チーズ、シーフード、ベーコン&ハニー、ペパローニ、チキン&キノコ、ハワイアンなど。24時間

営業なので時間を気にせず、いつでも訪れることができる。

住所	Svetlanskaya	St,	18a,	Vladivostok,	Primorskiy	kray		電話 +7-423-255-22-22			
価格 ボルシチ	340ルーブル、イカ墨パスタ540ルーブル、		ホームページ	http://cafe-studio.ru

異国的なグルジア料理の店 スプラСупра

海洋公園の入口にあるグルジアレストラン。肉

を焼く煙が立ち込めるオープンキッチンで調理

された羊肉シャシリクが特においしい。羊肉が

苦手な人は、牛肉か豚肉をチョイスしよう。こ

こを訪れた客が必ず注文するのは、巾着袋のよ

うな形をしたグルジアの小籠包、ヒンカリ。小

籠包のように肉汁がたっぷり入っているので、

口の中を火傷しないよう気をつけながら食べ

よう。予約は受けつけておらず、長時間待機し

なければならないこともしばしば。待ち時間に

は、ワインとフルーツが提供される。ロシア人

が誕生日や記念日に利用する格式あるレストラ

ンなので、週末に来店するとロシアン式バース

デーイベントが見学できるかもしれない。

住所	Ulitsa	Admirala	Fokina,	1б,	Vladivostok,	Primorskiy	kray		
電話 +7-423-227-77-22		営業時間 12:00~24:00		
ホームページ www.supravl.ru

トレンディーな手製バーガーBar
ダブバーDab Bar

ウラジオストクの若者に人気のハンバーガー

ショップ。店内はバーになっており、ハンバー

ガーを食べながら自然とお酒にも手が伸び

る。最も人気のバーガーは「グランドキャニオ

ン(Grand	Canyon)」。イタリアンオープンで焼

いたビーフパテと一緒にチェダーチーズ、ベー

コン、トマト、レタスなどをはさんだクラシック

ハンバーガーだ。ポテトウェッジズとコールス

ローも付いている。ビーフパテが2枚入った「ビ

ッグガン(Big	Gun)」は、食べ盛りの男性に人

気。ベジタリアンには、サーモンステーキにタ

ルタルソースを添えた「モビーディック(Moby-

Dick)バーガー」、「野菜バーガー」がおすす

め。ダブバーガーはお好みで目玉焼きやハラ

ペーニョをトッピングすることができる。

住所 Ulitsa	Aleutskaya,	21,	Vladivostok,	Primorskiy	kray	
電話 +7-423-262-01-70	営業時間月~木曜日09:00~02:00、
金曜日09:00~08:00、土曜日10:00~08:00、	
日曜日10:00~02:00		価格 グランドキャ	
ニオン380ルーブル、ルンバ―ジャック
400ルーブル、モビーディック390ル
ーブル、ビッグガン550ルーブル			
ホームページ http://dabbar.ru

SPECIAL THEME
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アルバート通りで 
スイーツタイム
歩行者天国のアルバート通りは、ウラジオ
ストクの若者たちに人気のスポット。雰囲
気のいいカフェで焼きたてのパンと一緒に
お茶を楽しみながら時間を過ごしたい。

SPECIAL THEME

クラシックな英国式のカフェ ファイブオクロック 5 o’clock

2007年にオープンしたベーカリーカフェ。座り心地がいいふかふかの

ファブリックチェックソファー、小花模様のカーテン、旅の本が並ぶ

木の本棚などがあり、ホッと落ち着けるアットホームな雰囲気。壁には

イギリスのビクトリア女王の大きな肖像画が掛かっており、英国式伝

統のティーハウスのよう。店の名前も午後5時にお茶をいただくイギリ

スの文化から取ったもの。窓際にはファイブオクロックのシグネチャ

ー商品であるカットケーキやスコーン、マフィンが並ぶ。中でもキャロ

ットケーキとレッドベルベットケーキが有名。見た目はややあか抜け

ないが味のほうは抜群。英国産ミルクティーにカットケーキを添える

と、シベリアの厳しい寒さも忘れるだろう。小腹が空く午後5時に訪れ

ると、体と心が満たされること間違いなし。

住所 Ulitsa	Admirala	Fokina,	6,	Vladivostok,	Primorskiy	kray		電話 +7-423-294-55-31		
営業時間 08:00~21:00		ホームページ www.five-oclock.ru

ウラジオストクのスターバックス アリースコーヒーAliis Coffee

海賊コーヒー、ローディングコーヒーと呼ばれるウラジオストクで最も人気のコーヒーショップ。オーナー

が何度か代わったため、このようにいろんな名前で呼ばれるようになった。髪が長いきれいな女性のイラ

ストがこの店のトレードマーク。カップにもプリンティングされているが、どことなくスターバックスのシン

ボルマークを想起させるデザインだ。インテリアはセンスがよく、ポップアートのようなカラフルな絵画が

店のいたるところに掛かっている。また革のソファも落ちついた雰囲気を醸している。座席が少なく、テー

ブルとテーブルの間隔もあいているので、ゆったりくつろげて、スターバックスに勝るとも劣らな

い人気を誇る。オーダーがひっきりなしに入り、SNSにどんどん写真がアップされる

様子をみても、ここの人気がどれほどのものか伺える。400mlのカップで出てくる

アメリカーノは55ルーブル(約100円)と安く、さらに魅力だ。酸味があるさっぱりし

た味わいなので、軽いコーヒーが好みの人におすすめ。カップホルダーはないので

テイクアウトする際は気をつけよう。なお、アイスコーヒーは扱っていない。

住所	Ulitsa	Admirala	Fokina,	5-7,	Vladivostok,	Primorskiy	kray		営業時間 月~金曜日10:00~20:00、	
週末11:00~20:00	 価格 アメリカーノ55ルーブル、ティラミス89ルーブル		ホームページ aliiscoffee.com

甘いパンケーキ
ウフティブリン Ух Ты, Блин

ロシア語でパンケーキは「プ

リン(Блин)」、「ウフティプリ

ン」は、「オー！ノー、パンケーキ」

という意味。かわいい発音だが、「しまった」とい

う重義的意味も含んでいるのがおもしろい。アル

バート通りに並ぶゲストハウスのほとんどが朝食

を提供していないため、宿泊者の多くはここでブ

ランチを楽しむ。100円代台のリーズナブルなパン

ケーキが旅行者に評判となり、口コミが広がった

という。薄いパンケーキには、チョコレートやナッ

ツ類、はちみつ、ハム、卵、サーモンなど、さまざ

まなトッピングが用意されており、好みのものをチ

ョイスすればよい。数十種類あるので、迷ったらハ

ニーパンケーキかハム&チーズ	パンケーキがおす

すめ。甘さと塩加減がほどよくマッチしたふわふわ

食感のウフティブリンパンケーキは、やみつきにな

ること間違いなしだ。

住所 Ulitsa	Admirala	Fokina	9,	Vladivostok,	Primorskiy	kray		
電話+7-423-200-32-62		営業時間 10:00~21:00		価格	ハニーハン
ケーキ90ルーブル、ハムチーズきのこパンケーキ230ルーブル
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ルースキー島半日トリップ
ウラジオストクの南に位置する大きな島。旧
ソ連時代は外勢進入に備え海軍が駐留し、民
間人は立ち入れない閉鎖地域だった。2012年
のAPEC開催を機に一般人も足を運べるように
なったルースキー島は目を見張るほど魅惑的
なところだ。

ルースキー島一のグルメ店 
ノビックカントリークラブ Novik Country Club

宿泊から食事、アクティビティーまでが楽しめる森の中の丸太小屋。

野外テラスにつながっている階段をおりていくと、すぐ海につながっ

ている。海の上にのびたウッドデッキは、ロマンチックなフォトポイン

トになっている。寒さが厳しい冬は、海水が凍り

つくため、氷板の上でワカサギを釣る人々を見

ることができる。ワカサギの天ぷら「コリュシ

カ」はここの人気メニュー。やわらかい食感のヒ

ラメの蒸し物「パルトゥース」もおすすめだ。ツヤ

のある白魚はあっさりした味わいで、特別な味付

けをしなくても美味。天気が良ければテラスで

自然に囲まれながら食事を楽しみたい。

電話+7-423-200-35-22	ホームページwww.mynovic.ru

ルースキー島トレッキング ヴャトリナ岬
海の上にカーブを描くように位置するヴャトリナ岬は、海を眺望しながらトレッキングが楽しめるスポッ

トだ。遠くから見ると、北朝鮮の地形と似ていることから、この海岸を歩くと北朝鮮の地をいつか踏む

ことができるといわれている。ヴャトリナ岬の岸辺には、歩くたびに足にあたるほどたくさんのウニが

いる。夏はパドルボードを楽しむロシアの若者たちでにぎわう。右手にはヴャトリナ岬とよく似たトビ

ジナ岬がある。3時間でまわれるトレッキングコースがあるので挑戦してみよう。

浪漫あふれるロシアのキャンパス 
極東連邦大学キャンパス
ロシア極東地方最大の総合大学。何もなかっ

た荒涼なルースキー島は、この大学ができた

ことで活気づきはじめたという。2012年9月に

APEC首脳会談(A～C)が開催された歴史的な

場所で、学校の建物は非常に洗練されており、

最先端の設備を整えている。キャンパスはと

ても広く、バスに乗って移動しなければならな

いほど。5分に1本運行している。一般人もバス

に乗ってキャンパス内に入ることができるが、

建物の中は立ち入り禁止。海が眺望できる公

園あり、春や夏はピクニック先として人気だ。

住所 10	Ajax	Bay,	Russky	Island	Vladivostok		
電話 +7-800-555-08-08		ホームページ www.dvfu.ru

目の前に大砲 
ヴォロシーロフ砲台 Voroshilov Battery

ロシア最大の海岸砲を設置していた要塞。ウ

ラジオストクには100余りの要塞があるが、

海側から見えないように海岸砲を設置できる

など、要塞として完璧な地形条件を満たして

いたという。日露戦争に敗北したロシアが日

本の侵略に備えて1934年につくった。３つの

砲が付いた巨大な砲台2基が今も海に向かっ

て設置されている。砲の直径は305mm、砲弾

の重量は450kg、最大発射距離は38kmにも及

ぶ。地下26メートルには、地表からは見えない

大砲陣地があり、かつては兵士70人が生活し

ていた。現在は1階と地下の一部を博物館とし

て使用しているが、内務室や砲弾保管倉庫な

どはまだ昔のままの

姿で残っている。茂み

でさえぎられたトーチ

カは、一度も見つかる

ことがなかった。

電話 +7-423-222-51-70		
営業時間 09:00~17:00、	
月~火曜日休み　	
入場料 100ルーブル
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台湾の南に位置する都市、高雄。年間平均気温は26度と、一年中あたたかい日差しが降り注ぐ天恵の気候条件を持った場所だ。市内は、環状ライトレー
ルをはじめ、高速鉄道、電車、地下鉄、U-bike(公用自転車)など、公共交通機関が発達しているほか、空港から市内までの距離も20分と、旅行するのに便

利な街だ。ロンリープラネットが推奨する「2018年に行くべき世界の都市」にも選ばれた高雄の魅力に迫ってみよう。

構成 コアラ  写真 <AB-ROAD>資料室

魅力あふれる海洋都市

高雄

位置 台湾南西部  面積 2,946㎢  人口 2,769,072(2010年)  気候 海に隣接しており高温多湿。冬は韓国の晩秋と似ており、やや肌寒い程度。一年の平均気温

は18.6～28.7℃、湿度は60～81%  概要 南台湾最大の都市。直轄市。狭くて長い潟湖が発達した貿易港。もともと遠浅だったが、1万トン級の船舶が接岸で

きるよう港を整備。農産物や各種原料、製品の輸出港として、また消費財の輸入港として機能している｡

高雄旅行情報
臺灣

台北 

台中市 

嘉義市

台南市
高雄市 
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飛躍する 
アジア新湾区

陳菊高雄市長は、高雄湾などのエリアを重工業地区からソフトパワー重視にシフトし、「アジア新
湾区(Asia’s new bay area)」に再生する産業構造改革計画を発表した。未来南部地域経済成長動力と
して高雄環状ライトレール（環状軽軌）を基盤にし、港湾レジャー施設と経済貿易地区をつくり、
高雄の新たなランドマークにした。

経済成長事業の中心 高雄展覧館
台湾で唯一、港湾に隣接している国際コンベンションセンター。展示、国際会議、宴会、コンサートなど、さまざまなイベントが開催される高雄を代表する観光名所だ。計5万2000㎡

を越える室内と屋外展示空間を備えている。20～2000人が収容できる大小の会議室があり、一度に最大4000人まで入ることができる。2014年のオープン以来、台湾南部最大規模

の観光博覧会や、国際ボートショーなど、これまでさまざまな国際イベントなどを成功させている。海をバックに備えた高雄きってのランドマークとしての地位を確立した高雄展覧館

は、高雄多機能経済貿易圏内に位置している。

住所	No.	39,	Chenggong	2nd	Road,	Qianzhen	District,	Kaohsiung	City(環状軽軌C8駅)		電話 +886-7-213-1188		営業時間 10:00~18:00		ホームページ	www.kecc.com.tw

台湾きっての機能性ビル
高雄市立図書館
高雄市民の憩いの場であり、癒しの場でもある空間。2万

平方メートルもの広い空間を誇る高雄市立図書館は、各

階に木を植えて直射日光を遮るなど、グリーンビルディン

グとしての指標を満たしており、その証明書も取得してい

る特別なビル。世界最大のサスペンション構造の庭園が

あるほか、外壁面の窓もサッシだけの全面ガラス窓にな

っており、各フロアの視界が開けている。環境を考えて設

計されたテラスもあり、台湾きっての機能性建築物と称

賛されている。図書館の本は市民から寄贈されたものが

多い。また館内には市民から贈られたという記念樹「感

謝の木」もある。館内には、台湾初の国際絵本図書館、

子供劇場を備えているほか、1階は吹き抜けになっていて

開放的。屋上には空中庭園もあり、高雄の街を一望する

ことができる。

住所 No.	61号,	Xinguang	Road,	Qianzhen	District,	Kaohsiung	City			
電話 +886-7-536-0238		営業時間 平日10:00~22:00、週末10:00~21:30、
月曜日休み		ホームページ www.ksml.edu.tw
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世界へはばたく高雄 高雄ポート&クルーズセンター KAOHSIUNG PORT AND CRUISE SERVICE CENTER 

22.5万トンのクルーズが停泊できる大規模国際旅客ターミナル。ロサンゼルスにある世界的な建築会社HMC(HMC	

Architects)が手掛け、新しく生まれ変わった。高雄市の海の玄関としての役割を果たすだけあり、港の風景が内部から

もよく見えるようになっている。世界と高雄を、そして市民と訪問客を結ぶという意味合いが込められている。8階建て

のターミナルは、総面積が約2871平方メートルで、観光客が使いやすいよう施設が備えられているだけでなく、市民も

自由に楽しめるように広場も

整備されている。また、国際旅

客船ターミナルのほうは、遊覧

船700隻が収容できる大規模

な船着き場、港管理局事務所

などがある。旅行客や通勤利

用する市民が、海や街の景色

を満喫できるようにと、館内は

ガラス張りになっている。外観

は、自然景観とマッチするよう

に美しい曲線を描いたデザイ

ンを採用。太陽光や風をエネ

ルギーに変換する機能性ガラ

スが使われている。

台湾の未来を描く海洋文化及流行音楽センター KAOHSIUNG MARITIME CULTURAL & POPULAR MUSIC CENTER 

近未来的な外観をしており、一際目を引くスポット。1万2000人が収容できる野外劇場と3500席の室内劇場、公演・展示ホールを備え、毎年約500回の文化芸術公演が開かれてい

る。主に台湾の人々に人気の食と音楽をテーマにしたイベントを開催するため、台湾ライフと文化の中心地といわれている。海洋センター施設のほかに、現代風にアレンジされた夜

市も入っており、夜市で購入したフードを食べながら、野外で公演を見ることができる。海洋文化及流行音楽センターではプロ音楽家のみならず、アマチュアミュージシャンの演奏や

ゲリラコンサートも許可されており、幅広い台湾の音楽世界にふれることができる。沿岸に向かって建つ大講堂では、主に大衆音楽公演が開かれる。観覧客が密集しないように、す

く隣は公園になっているのが特長。軽食を出すレストランや屋台があるほか、ショップやミュージシャンのスタジオ、休憩所、不定期にコンサートが開かれる施設もある。独特の建築

的要素を備えた小規模公演会場も並んでいる。

高雄観光に欠かせない足 環状ライトレール Ring Light Rail

高雄の4大公共施設であるコンベンションセンター、市立図書
館、海洋文化及流行音楽センター、高雄ポート&クルーズセン
ターを通っている台湾初の低炭素軽電鉄。列車のプラットホ
ームにはカード端末が備わっている。電子チケットがなけれ
ば、発券機で紙の切符(片道)を購入すればよい。現在、C1籬
仔内駅からC14哈瑪星駅まで運行中。C37機廠駅までの開通が
計画されている。

営業時間 07:00~22:00		価格	全区別料金制運営。現場発券30TWD
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圧倒的な規模を誇る仏教文化博物館 
佛光山佛陀紀念館 
台湾最大の菩薩道場であり、仏教の聖地。台

湾仏教の始まりであり本拠地とも呼ばれてい

る。2012年に設立され、本館はインド式に、塔

の宝塔である八正道は中国伝統式に造られ

た。高さ120メートルにのぼる黄金仏像は、東

南アジア最大規模とあって圧巻だ。各塔内部

では仏教関連の遺物や芸術作品が展示されて

いる。本館には佛光山の歴史、仏の一生を紹介

した常設館もある。本館玉仏殿には仏陀の真

身舎利が安置されており、予約すれば観覧で

きる。昼間は日差しが降り注ぎ、観光客も多い

ので、早朝に訪れるのがおすすめ。佛陀紀念館

入口にはスターバックスなど、各種ショップが

ある。日本語マップも用意されているの

で、観覧する際に活用しよう。	

住所 84049		高雄市大樹區統嶺里統嶺路1号		
観覧時間 平日09:00~19:00、	
週末09:00~20:00			
電話 866-7656-3033			
ホームページ www.fgsbmc.org.tw

台湾最大寺院 佛光山 
山全体がひとつの寺院になっている。佛光山佛陀記念館

から10分歩いた先にある佛光山寺は、大雄殿をはじめ、

仏教大学、宿泊施設、便宜施設を備えた朝山開館、蓮池

など、見どころが多いので、最低1時間は散策時間を確保

したい。最大の見どころは、大雄殿と大仏。中でも、釈

迦仏、阿弥陀仏、薬師如来、三尊像をはじめとする計1万

4800尊にものぼる仏像と、72階建ての２つの宝塔がある

大雄殿が最大の見どころだ。特に大雄殿はそれ自体が寺

院といっても過言ではないほど、見応えがある。境内の

丘を上がっていくと、480尊の阿弥陀仏像に囲まれた高さ

40メートルの大仏があるので足を運んでみよう。ここは

市内風景が一望できる場所でもある。大仏から地蔵が並

ぶ道に沿っておりていくと観音像が奉られている。お賽

銭を納め、観音像前に置かれた鐘を打いて、願い事をす

ると叶うといわれているため、コインを持った人たちが

行列をつくっている。なお、佛光山は坂道と階段が多い

ので、歩きやすい靴で訪れるのがおすすめ。

住所	高雄市大樹區興田里興田路153号		電話番号 866-7-656-1921			
ホームページ www.fgs.org.tw

高雄市民の憩いの場 蓮池潭風景区 
高雄の都心にある代表的な公園のひとつ。もともとは農業用の貯水池だったが、現在はさまざまな見どころや楽し

める場所があり、テーマパークとしての役割を果たしている。敷地内には数々の祠堂があるほか、北側には孔子廟、

南側には中国の楼閣、龍虎塔、春秋閣がある。道教の影響を受けて建てられた龍虎塔は、向かって左側が龍塔、右

側が虎塔になっており、龍の口から入り、虎の口から出ると、悪運を幸運に変えることができるといわれている。龍

虎塔前にジグザグに曲がった九曲橋があるが、真っ直ぐにしか進めない悪霊が入らないよう、このような橋を造っ

たという説がある。8階建ての木塔に上がると、蓮池潭風景区が一望できる。高雄で最も人気があるレジャースポ

ーツのひとつ、蓮池潭ケーブルウェイクボードも楽しむことができる

住所	高雄市左營區翠華路	龍虎塔		観覧時間 月~日曜日08:00~17:00	

必ず行きたい 
高雄ホットスポット

台湾第2の都市として知られる高雄。台湾仏教文化の真髄ともいうべき佛陀紀念館や佛光
山、高雄市民の憩い場である蓮池潭風景区を訪れ、夜は街を横切る愛河で夜景を楽しめ
ば、高雄がぐんと身近になるだろう。
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高雄を横切る川 愛河
高雄市内を横切る川。日が暮れると川辺に軒を連ねるカフェやバーの明かりが灯

り、一帯は華やかな雰囲気になる。この辺りは「台湾85スカイタワー」をはじめ、

市立歴史博物館、地方裁判所など、市内の主要施設が集まっている。中でも、頭

が龍、尾が魚の形をした高さ25メートル、重さ30トンの巨大な像が建っており、

愛河のシンボルとして親しまれている。愛河では遊覧船が運行されており、夕涼

みをしたい人や高雄の美しい夜景を楽しみたい人に人気が高い。運行時間は15

～20分。アンバサダーホテル前にチケット売り場がある。

住所	高雄市前金區河東路		営業時間 月~金曜日15:00~22:00、週末および祝日09:00~22:00			
価格 大人120TWD、子どもおよび高齢者60TWD

高雄を代表するランドマーク  85スカイタワー　東帝士85国際広場
高雄市内が一望できる高雄のランドマーク。下の階はデパートやショップが入っており、37階から85階まではホテルに

なっている。タワー展望台は高さ300メートルの74階と75階にあるが、快速エレベーターに乗るとわずか43秒で到着

する。上昇する際、照明が落とされたエレベーターの中では、天井に満天の星が輝き、つかの間プラネタリウムを楽し

むことができる。74階には、高雄の写真や絵、彫刻品などを販売しているスーベニアショップと、展望台がある。

住所 高雄市前金區自強三路1号74樓		電話 886-7-5668000		入場料 大人180TWD		ホームページ www.85skytower.com

埠頭に花咲くアート  駁二芸術特区
廃墟化していた埠頭の倉庫を再利用して造成された空

間。埠頭は日本統治時代に作られたもので、長らく操業

が停止されていたが、新進気鋭の若手アーティストたち

によって新しく生まれ変わった。しかし、はじめから芸術

特区を目指して造成されたわけではなく、倉庫をアトリエ

として使うアーティストがひとりふたりと増えていき、今日

の駁二芸術特区が誕生したという。一部改装されている

ものの、ほとんどは当時のまま使われているので、かつ

ての姿を垣間見ることができる。空間に染みついている

雰囲気がより一層この場を独特

のものにしている。展示空

間、お土産ショップ、ベ

ーカリーショップ、カフ

ェなどもある。

住所 高雄市政府文化局版権所有			
営業時間 展示空間によって	
異なる
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FOCUS ON

アクアリウムで楽しむ休日 
国立海洋生物博物館 
台湾はもとより世界中の海洋生物の実態がわかる海洋総

合生態博物館。台湾の生態環境で育った生物が観察で

きる台湾水域観、水深84メートルの海底水中トンネル、

珊瑚礁がいっぱいの珊瑚王国館、古代海洋生物から全長

10メートルの海草や世界中に17種類いるペンギンのうち

の4種類を保有した世界水域館などで構成されている。

すべて見てまわると最低2時間はかかる。授乳室やシーフ

ードレストランなど、さまざまな便宜施設があるほか、海

岸では各種軽食やアイスクリームなども販売しているの

で、途中で休憩をはさむものいいだろう。実物大の鯨を

再現した鯨水辺広場や太平洋水辺広場では水遊びを楽

しむことができる。

住所	屏東縣車城郷後灣村後湾路2号		電話	886-8-8825678			
営業時間	月~日曜日09:00~18:00(4~10月)、09:00~17:00(11~3月)、	
ただし夏休み	(7/1~8/31)は08:00~17:00		入場料	大人450TWD、	
学生250TWD		ホームページ www.nmmba.gov.tw

ライフ・オブ・パイの白浜 白沙湾海水浴場 
白い砂浜という意味のビーチ。アン・リー監督の映画<ライフ	オブ	パイ、トラと漂流した227日>などの映画やドラマ

の撮影地として知られている。今はもう白浜を見ることはできないが、それでもほかの浜辺に比べるときれいで輝

く砂が印象的なビーチだ。カラフルなパラソルを見ていると、夏の雰囲気を目いっぱい感じることができる。台湾南

部の旅先として有名な場所だけあり、地元の人もバカンスに訪れる。マリンレジャースポーツを楽しむような雰囲気

ではないが、家族や友人たちとわいわい楽しむには最適。ビーチの入り口に小さな麺食堂とスーパーがある以外は

何もないので、食糧はあらかじめ用意して出かけるのがおすすめ。

住所 Baisha	Rd,	Hengchun	Township,Pingtung	County,	Taiwan	946

人生の次の楽章へ 崗山の眼
億単位の建設費用を投じて造られた崗山の眼は、岡山区と燕巣区の境にある小崗山に位置している。崗山の眼

観光団地の面積は約1.8ヘクタール。崗山の眼に上がると、阿公店ダムや、岡山区、燕巣区の全景が、遠くには高雄

港、85スカイタワー(Tuntex	85	Sky	Tower)が一望できる。2017年の春節連休にオープンし、１ヶ月で15万人の来場

を記録、名実ともに高雄きっての観光名所になった。崗山の眼のハイライトは、雲の上を歩いているかのような気

分が味わえる全長88メートルのスカイウェイ。鉄筋構造の吊り橋になっており、音楽をモチーフにデザインされてい

る。高さ41メートルのメイン塔はバイオリンを模している。ケーブルワイヤーがまるでバイオリンの絃のようだ、スカ

イウェイを歩くと、心地よい風が美しい曲となり、目と耳を楽しませてくれる。

住所 820	Gangshan,	Kaohsiung	City		電話 886-7-628-2100		営業時間 平日09:00~17:00、週末09:00~18:00、月曜日休み		価格 大人80	TWD、子ど
も40	TWD		ホームページ khskywalkpark.com

高雄近郊 
ワンデイトリップ

都市をくまなく観光したら、高雄近郊にも足をのばしてみよう。市内と港湾の建設が本格
化され、高雄近郊の名所に注目が集まっている。郊外にワンデイトリップすると、似てい
るようでまったく異なる高雄近郊都市の魅力に気づくことができるだろう。
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CONCEPT TRAVEL

世界きってのショッピングモール

6 Cities For a Shopaholic
ショッピングといえば旅行の大きな楽しみのひとつだが、近年、ショッピングモールは買い物だけでなく、さまざまな楽しみ方ができる巨大複合文化空間に

様変わりしている。ショッパーたちを魅了するウラジオストク、ダナン、マニラ、広州、大阪、クアラルンプールの代表的なショッピングモールを紹介する。
編集部 <AB-ROAD> 編集部
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ウラジオストク
趣ある国営デパート　グム百貨店　

CONCEPT TRAVEL

ダナン
大衆的なショッピングモール パークソンビンチュンプラザ　

スヴェトランスカヤ通りにあるウラジオストクで一番大きなデパート。100年前にドイ

ツ建築家が設計した木造建築を、バロック様式の豪華絢爛な石造建造物に改築して

おり、建物を見物するだけでも十分楽しめる。ロシア革命後、長らく国営百貨店として

運営されてきたが、現在は民営化されている。グム百貨店を訪れるお客のほとんどは1

階奥にあるドラッグストア「チュダデイ」に向かう。店内には築100年のエレベーターが

あり、その趣あるインテリアにしばし見とれてしまうほど。ショッピングの途中でお茶

をしたくなったら、最近1階にオープンした「ミッシェルベーカリー(Michelle	Bakery)」

に立ち寄ろう。ミッシェルベーカリーのそばには、ロシア皇室陶磁器「インペリアルポ

ーセリン」やグジェリ陶磁、マトリョーシカ人形を売る小さな店がある。お土産ショッ

プよりも良質な品を扱っているという。

住所	Svetlanskaya	St,	33,	Vladivostok,	Primorskiy	kray		営業時間	10:00~20:00		ホームページ	vladgum.ru

パークソンデパートとビンチュンプラザの2つの建物に位置するショッピングモール。

ロッテマートやビンコムプラザとは異なり、住宅街に位置しているので地元の人たち

も愛用している。ベトナム雑貨から海外有名ブランドまで、さまざまな商品が購入で

きるとあって、旅行者にも人気だ。ビンチュンプラザにはベトナムのローカルスーパー

「ビッグシー	(Big	C)」や、映画館、ボーリング場、フードコートなどが入っており、ショ

ッピングとエンターテインメントの両方が楽しめる。夕方には多くの人々で混みあうた

め、昼間に利用するのがおすすめ。高級感あふれるパークソンデパートは、ベトナムで

なかなかお目に掛かれない高価な輸入品を扱うなど、幅広い商品が並んでいる。パー

クソンビンチュンプラザの向かいにはダナンを代表する市場、コン市場があり、こちら

でも多彩なショッピングを楽しむことができる。

住所 255-257	Hung	Vuong,	Hai	Chau	2,	Da	Nang		電話 +84	236	3666	588		営業時間 09:30~22:00
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マニラ
マニラショッピングのメッカ SMモールオブアジア

CONCEPT TRAVEL

広州
食べる楽しみ満載のショッピングモール 天河城　　

一年中暑いフィリピンでは、ショッピングモールが発達している。デパート、スーパーマ

ーケット、レストラン、カフェ、映画館、庭園などさまざまな便宜施設が入った大型シ

ョッピングモールは、外に出なくても買い物から食事、エンタメまで楽しめるからだ。

2006年にオープンした当時、アジア最大のショッピングモールとして注目をあびたSM

モールオブアジアは、直線距離200メートル、売り場店舗数	700店の大規模施設。広

いため迷うこともあるので、ショッピングを始める前に、館内を把握しておくのがおす

すめ。SMモールオブアジアは計4つの建物からなり、マニラベイ側にエンターテインメ

ントモールがあり、その向いにメインモールがある。メインモールの南側にはデパート

「サウスウイング(South	Wing)」が、北側にはハイパーマーケットの「ノースウイング

(North	Wing)」が位置している。なお、アイスリンクとアイマックス映画館は、それぞれ

メインモールとエンターテインメントモールに入っている。

住所 SM	Central	Business	Park	Bay	City,	123	MM,	Pasay,	1300	Metro	Manila		電話 63-2-556-0680	

営業時間 11:00~22:00		ホームページ www.smmallofasia.com

高層ビルが並ぶ天河広場の中でひときわ目につく建物。オープンから20年たつクラシ

カルな雰囲気のショッピングモール天河城は、洗練こそされていないが、フロアごとに

動線がきちんとしているのでショッピングしやすい。天井がガラス張りになっており、

館内に自然光が入るのでショッピングモールに長く居ても窮屈さを感じない。大規模

な天河城は、多くの人でにぎわい楽しい雰囲気。地下1階から地上7階までの8階建て

になっており、毎日約30万人が利用する。一日の最多訪問客数は2004年に記録した81

万人。また、天河城が旅行者に人気なのは、館内においしいレストランがたくさんある

からだ。美食都市広州の真髄が経験できるのもここならでは。地下には日本のイオン

(AEON)が入っているほか、様々な中国食材を売る店も入店している。

住所 208	Tianhe	Rd,	TianHe	ZhongXin,	Tianhe	Qu,	Guangzhou	Shi,	Guangdong	Sheng

電話 +86-20-8559-2818		営業時間 10:00~22:30		ホームページ www.teemall.com.cn



TOURISM SCOPE 19

大阪
大人たちのたまり場 グランフロント大阪　

CONCEPT TRAVEL

クアラルンプール
高級ショッピングの真髄 スターヒルギャラリー

2013年春にオープンしたグランドフロント大阪は、大阪の新たなショッピングのランド

マークとしての地位を短期間で築いたスポットだ。JR大阪駅の北側にそびえるツインビ

ル。ナレッジキャピタル、パナソニックセンターなどの企業や大学の各研究機関の最先

端技術ショールームがあり、商品を実際に使ったり体験したりできる空間になってい

る。ショッピングモール北館6階のレストラン街には「大人のたまり場」と呼ばれるウメ

キタフロアがある。深夜4時までオープンしている店舗が16軒あり、日本酒バルの「さわ

ら」、スペインバルの「ラ	カスエラ	(La	Cazuela)」、福岡の餃子専門店「テムジン」、大阪

市内に本店を構える「ビストロフレンチゴルデ(Bistro	French	Gourde)」、おばんざいバ

ー「しらすくじら」など、大阪だけでなく全国各地の人気グルメ店が入店している。

住所 4-1	Ofukacho,	Kita-ku,	Osaka		電話	06-6372-6300	

営業時間10:00~23:00(ウメキタフロア平日11:00~28:00)		ホームページ	gfo-kr.com/

ショッピング天国として知られるマレーシアのクアラルンプール。パビリオンと道路を

挟んで向かい合っているスターヒールギャラリーは、グッチ、ルイヴィトン、シャネルな

どの海外ブランドショップなどが入店しているマレーシアのラグジュアリーショッピン

グモールのひとつだ。主にクアラルンプールの上流階級の人々が足しげく通う場所とし

て有名。落ち着いた雰囲気でゆったりとショッピングできるのが特長。建物の中央で

はピアニストとヴァイオリン奏者による生演奏も常時行われている。ハイレベルな公

演は、5階まで吹き抜けになっている館内の優雅な雰囲気とよくマッチしている。地下

には、フードコートとはにわかに信じ難い洗練された高級レストランやティーサロンが

集まっている。どの店も美味なので、美食家ならばぜひ一度足を運んでほしい。

住所 181,	Jalan	Bukit	Bintang,	Bukit	Bintang,	55100	Kuala	Lumpur,	Wilayah	Persekutuan	Kuala	Lumpur	

電話 60-3-2782-3800		営業時間 10:00~22:00		ホームページ www.starhillgallery.com
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TPO PEOPLE

「古代水利施設、道教の発祥地、 
そしてパンダの故郷　都江堰市」

注目すべき世界的な観光都市

1800年もの間、中国の政治、経済、文化に影響を与えてきた道教の発
祥地であり、パンダの故郷、そして世界最古の水利施設がある、都江堰
市が今、世界的観光地として注目されている。年間2000万人以上の観
光客が訪れる都江堰の隠れた魅力と今後のビジョンについて、都江堰
市の李光輝副市長にお話しを伺った。
構成 チェ・ヒョンジュ 資料協力 TPO 

まずは都江堰市についてご紹介ください
四川省中部成都平原の北西部に位置する都江堰市は、成都市内から
48キロ離れたところにあります。面積は1208平方キロメートル、
人口は約80万人にのぼり、成都市観光産業のハブとしての役割を果
たしています。代表的な見どころは、世界文化遺産の都江堰・青城
山や、世界自然遺産に指定されている60匹余りのかわいいパンダが
いる「四川パンダ自然生息地」です。成都が「天府の国」との称号
を得ることができたのは、都江堰水利施設による灌漑があったから
こそです。歴史と文化を大切に保存し続けてきた都江堰市は、中国
の国家歴史文化古城、中国一の魅力都市、生活環境改善部門ドバイ
国際模範事例賞を相次いで受賞しました。都江堰市では美しい自然
と文化遺産にふれながら旅行をしたり、休息をとったりすることが
できます。2017年には2000万人余りの国内外観光客が訪れてくだ
さったのは、まさにこうした美しい自然と文化遺産に魅力を感じて
くださったからでしょう。

都江堰市にはどのような見どころが潜んでいますか？ 
訪れるべき観光名所を教えてください
死ぬまでに絶対行っておくべき観光地は？と尋ねられたら、世界文
化遺産の都江堰・青城山を挙げたいと思います。世界最古の水利施
設である都江堰はダムがなくても水を引くことができる環境にやさ
しい水利施設であり、2270年余りの歳月がたった今も機能していま
す。このような古代水利施設は世界でも都江堰以外にありません。
川西平原は都江堰の恩恵を受け、「世界水利文化の始まり」、「世
界水利文化歴史の奇跡」と呼ばれており、灌漑面積だけも約8000平
方キロメートルに達します。青城山は中国唯一の土着的な宗教であ
る道教の発祥地です。奥深く哲学的な道教文化は1800年もの間、中
国の政治や経済、文化に影響を与えてきました。あともうひとつ、
60匹余りのパンダが生息する都江堰内の2つのパンダ基地もおすす
めしたいです。パンダの故郷ともいえる都江堰市では、中国パンダ
研究センター都江堰基地と熊猫谷も必須観光コースです。

主にどこの国からの旅行者が多いですか？  
現在は香港、マカオ、台湾からの旅行者が多いです。次いで日本、
韓国、シンガポール、マレーシアなど、東南アジアの国々からです
ね。ヨーロッパやアメリカからも観光にいらっしゃいます。

2017年に都江堰市を訪れた外国人観光客数を教えてください。 
また、都江堰市の経済に占める観光産業の割合も併せてお願いします。
2017年は、前年度に比べ6.48%増の65万1000人余りもの外国人観
光客が都江堰市を訪れてくださいました。観光産業の付加価値は
GDPの19.1%を占めています。

都江堰市常務副市長
李光輝
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外国人観光客にとって都江堰市の最大の魅力とは何でしょう？
都江堰市にはさまざまな観光資源があり、悠久の歴史文化が保存さ
れた町です。中でも都江堰水利施設と道教の発祥地である青城山は
世界文化遺産、パンダの生息地は自然遺産にそれぞれ指定されてお
り、都江堰市を代表する最高の観光地だといえるでしょう。これら
を有していることから、都江堰は持続可能な観光観察地域として
UNWTOから指定されました。また、きれいな生態環境も都江堰の
誇りです。世界パンダ放射センターと研究保護センターがある都江
堰市は名実共にパンダの地上の楽園です。今年、都江堰のパンダを
数匹、ドイツとフィンランドに送りました。今やパンダは都江堰市
の観光産業広報キャラクターだけでなく、両国の外交親善大使とし
ての役割も果たしてくれています。

現在多くの都市が観光産業を国家経済核心としています。 
都江堰市の海外マーケティング現況をお知らせください。
近年、都江堰市は観光グローバル化、ブランド化、差別化戦略を打
ち立て、総力を挙げて観光産業育成に取り組んでいます。成都市が
施行している「72時間ビザ免除政策」を、ヨーロッパ、アメリカ、
日本、韓国、東南アジア、香港、マカオ、台湾などに順次拡大して
いく予定です。2018年は世界文化遺産である都江堰水利施設のブラ
ンド価値を積極的に広めていくほか、パンダ研究センターと放射セ
ンターを統合しパンダ文化を広げる「一带一路」の活動も国家事業
として施行する予定です。これに合わせてヨーロッパ、アメリカ、
日本、韓国などの海外に「都江堰広報館」や旅行情報センターを設
置するつもりです。また、ドイツの大手旅行代理店TUIなどの国際企
業と協力し、100社余りの旅行社、旅行専門家、マスコミを招請し、
交流を深めながら都江堰観光資源をプロモーションしたり、シンポ
ジウムを開いたりする予定もしております。こうして観光資源の発
掘や、観光商品開発を行いながら、海外マーケティングの多角化を
模索し、これをベースとして海外で都江堰市の認知度を上げていき
たいと考えています。

都江堰市で開催される最大行事を教えてください。
清明防水節です。清明放水節は成都平原の悠久の農耕歴史と民俗文
化を再現した行事で、2006年5月20日に国家級無形文化遺産に選ば
れました。2000年余りもの間、成都が「天府の国」と呼ばれた背景
には、都江堰水利施設の存在がありました。清明放水節は毎年4月の
清明節期間に開かれる例年行事で、足での竹割りや、木を束ねたも
のを押し倒す芸、ダムの放水など、多彩なプログラムをお楽しみい
ただけます。

TPO組織活動についてどのようなご見解をお持ちですか？ 
また、TPOに今後期待することがあれば教えてください
2017年10月、都江堰市代表団は第8回TPO総会に参加しました。さまざ
まな国際都市の高官級要人との対談や、国際組織、グローバル企業との
コミュニケーションが持てたほか、対外開放を拡大していく都江堰市の
意志を知らせるいい機会にもなりました。TPOはアジア太平洋地域観光
事業の繁栄と発展に寄与していると考えています。また、TPOに加入し
ている会員都市の多くが「一带一路」の該当地域であり「一带一路」活
性化の重要チャネル的役割を果たしています。TPOが、アジア太平洋地
域会員都市間の協力をより強固にし、都市間交流を体系化する役割を果
たすことを期待しています。

TPO PEOPLE
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韓国保寧市、TPO会員加入
韓国の保寧市が86番目にTPOの都市政府会員に加入した。	保寧市は韓国忠清南道の西南部に位置し、ソウルおよび仁川空港から自動車で2時間程度の距離だ。東部の山岳地帯と

西部の海岸地帯を背景に多様な自然環境と観光資源を備えており、韓国で海洋観光都市としてすでに広く知られている。

保寧市の主な観光地は大川海水浴場、武昌浦神秘の海の道、聖住山自然休養林、保寧湖、烏棲山、外煙列島、鰲川港、竹島、忠清水営城、石炭博物館、開花芸術公園などがあり、そ

の中でも長さ3.5km、幅100mに達する大川海水浴場が代表的な観光地だ。	毎年7月に大川海水浴場で開催される保寧マッドフェスティバルは毎年62万人の外国人を含めて560万

人が訪れる韓国の代表的なグローバル祭りだ。西海の干潟で採取される清浄マッドは保寧市で生産・販売する保寧マッド化粧品の原料だ。	この清浄マッドを活用する保寧マッドフ

ェスティバルは遊びと文化、健康が調和した多様なプログラムで構成される。保寧マッドフェスティバルは今年で21回目を迎え、7月13日から22日まで10日間開催される。

そのほかにも、ジップトレック、スカイバイク、パラグライダー、ヨットおよび海洋スポーツをはじめとする多様な体験活動をすることができ、オールシーズン見どころと楽しみどころが

いっぱいだ。	2022年には海洋とマッドを基にした保寧海洋マッドエキスポが開催される予定で、今後の姿がさらに期待される都市だ。
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TPO文化センターおよび 
広州広報館設立
TPO事務局は今年3月に、TPOの活動や会員都市の文化、観光情報を

提供する施設TPO文化センターと、中国の広州市観光を広めるための

施設広州広報館を、釜山グローバルビレッジ内に開設した。TPO事務

局は韓国での広州市マーケティングセンターを代行している。釜山グ

ローバルビレッジは2009年7月に釜山市の予算で通学型英語学習施

設として開院。乳児から一般人まですべての釜山市民を対象にした各

種プログラムが運営されており、現在は生徒および父兄を含む年間

約40万人が利用している。広報館には会員都市の映像を映し出す大

型スクリーンや、TPOおよび会員都市の紹介資料も用意されている。

釜山グローバルビレッジは、TPO文化センターおよび広州広報館の関

連資料を活用したオーダーメード式教育を学生たちに提供している。

TPOと広州は、多くの学生たちに、ここで関連地域の歴史や文化、観

光資源を集中的に広報しており、これによる潜在的観光需要の創出

効果が期待されている。

2018年度TPO韓国地域会議開催 
2018年度韓国地域会議が15の韓国会員都市の実務者40人余りが参加する中で、釜山海雲台で3月8日

と9日の両日にわたり開催された。	初日の本会議は、シン·ヨンソンTPO事務総長による2017年度TPO

活動報告と2018年度TPO活動計画に関する説明があった。特にこの場でシン·ヨンソン事務総長は、新

年の人事異動で新たにTPO業務を担当した多数の会員都市の実務者にTPOの概要と機構の役割につ

いて改めて紹介し、TPO活動に活発に参加してくれることを要請した。

本会議が終わった後は、全州市グローバル観光マーケティングチーム長のチョ·ヨンホ観光学博士の特

別講演も行われた。チョ·ヨンホ博士はTPO創立当初からTPO業務を担当した経験を生かして、「TPOを

通じた観光交流及び観光マーケティング方案」について講演をした。

翌日、参加者たちは「釜山観光資源視察」をテーマに釜山シティツアーバスブルーラインに乗って、シ

ティツアーバス運営方法とコースなどを見学した。	一方、地域会議は会員間の交流強化とTPO事業参

加活性化のために、毎年地域別に開催されている。

金海、釜山、統営が中国の広東省
地域一行をファムツアーに招請
韓国南部に位置する金海市、釜山広域市、統営市は、3月27日から4月

1日までの5日間、中国の広東省地域を代表する旅行社と各報道機関

を招請し、ファムツアーを開催した。今回のファムツアーは、アジア太

平洋都市観光振興機構(TPO)韓国南部地域を代表する観光会員都市

の金海、釜山、統営の文化芸術観光商品を新たに開発するほか、自

由旅行(FIT)の需要がますます高まっている広東省のアウトバウンド観

光市場の観光客送出方案を模索するために開催された。GZL国際旅

行社、広東グリーン国際旅行社、広州交易会国際旅行社、広東青年

旅行社代表団、南方日報記者、広州旅行会社協会事務総長など、フ

ァムツアーに参加した8名は、金海、釜山、統営の文化芸術施設や新

観光地、統営国際音楽祭などを視察し、新たな旅行商品の構想を行

なった。南方日報記者は、金海、釜山、統営の3都市を広東省に広め

ようと、観光産業や施設についての質問をしながら情報収集を行って

いた。ファムツアーをまわったある中国側の参加者は「THAAD事態以

降、低迷していた中国人の韓国観光が、次第に回復しているので、両

国間のこの流れに同調し、より多くの観光客が韓国を訪れるよう魅力

的な観光商品を開発したい」と語った。



TOURISM SCOPE 24

05
FESTIVAL CALENDAR

May 2018

クアラルンプール 
国際図書博覧会2018
クアラルンプール マレーシアl 4月27日～5月6日 

場所 プトラワールドトレードセンター (PWTC)

マレーシア教育部は、マレーシア図書委員会

(NBCM)や、6つの都市関連協会とともに、クアラ

ルンプール国際図書博覧会(KLIBF)を開催する。ク

アラルンプール国際図書博覧会は国際出版業界を

代表する例年行事で、いわゆる「本の虫」たちが

こぞって図書を購入する本好きのためのイベン

ト。マレーシアのほとんどの出版社がイベントに

参加するとあって、毎年祭りは大盛り上がり。10

日間のイベント期間中、メインステージと「R&B

ゾーン」では、新刊発表やセミナーなど、さまざ

まなおもしろいイベントが開かれる。

2018 高陽国際花博覧会
高陽 韓国l 4月27日~5月13日

場所 高陽市湖公園

華やかな花でいっぱいになる高陽国際花博覧会に

は30ヶ国320チームが参加する。オランダ、コロ

ンビア、エクアドル、ベトナム、中国など15ヶ国

の国家館や国立園芸特作科学院、京畿道農業技術

院など、韓国内の植物関連機関および植物優秀業

者が世界各国の花や植物の新商品を展示する。世

界花芸アーティスト招請展「フラワーモーメンツ

2018」には、世界級のフラワーアーティスト7名が

参加し、最新のフラワーインテリアを展示する。

源平船合戦海上パレード
下関 日本 l 5月3日  場所 関門海峡一帯

1185年に関門海峡で実際に起こった「源平船合戦」

をモチーフにした海上パレード。安徳天皇や源氏・

平氏の武者、官女に扮した市民が80隻余りの船に乗

り、関門海峡の海上をパレードするほか、武者行列

や源平両軍による弓合戦なども行われる。

博多どんたく港まつり
福岡 日本 l 5月3日～5月4日  場所 福岡市内

毎年5月3日～5月4日の2日間にわたり開催される福

岡を代表する祭りのひとつ。メインイベントは，

市内の幹線道路である明治通りを華やかにパレー

ドする「どんたく隊」。その他，市内約30カ所に

舞台が設置され楽しいイベントが開催される。市

内をキラキラ輝く花自動車が走り，どんたく期間

の福岡はお祭りムードでいっぱいになる。

「ソルンコイ ジャムバタン タムパ
ルーリー」サバフェスティバル2018
コタキナバル マレーシアl 5月4日~5月6日

場所 JKKNサバ総合運動場オディトリアム

「ソルンコイ	ジャムバタン	タムパルーリー」サバ

フェスティバルは、マレーシアの国家的行事であ

る豊作に感謝を捧げる収穫祭のプレイベントとし

て開催される。マレーシア伝統文化がもとになっ

ている本フェスティバルでは、ダンスや音楽、フ

ァッションなどの見どころや、料理などの美食が

満喫できる。「ソルンコイ」は、英国植民地時代

に英国人建築家が造り、現在は地域のランドマー

クになっているタムパルーリー橋に由来するサバ

を代表するイベント。入場料は50リンギット。

蔚山太和江春の花大饗宴
蔚山 韓国l 5月10日~5月13日

場所 太和江大公園 

花の踊り、森の風とのテーマで開催される蔚山太

和江春の花大饗宴は、水辺に咲いたポピー、シャ

クヤク、セントーレア、カスミソウなど約10種類

6000万輪の春の花を愛でる祭り。周辺には十里大

の森もある。5月10日に希望花の灯りを点灯するパ

フォーマンスや、開幕祝賀コンサートが開催され

るほか、市民参加型春の花ファッションショー、

健康レシピ春の花クッキングトークショー、太和

江竹細工体験、希望の花灯作り体験、夜間メディ

アライティングショーなど、会期中にはさまざま

なイベントが行われる。

2018上海世界観光博覧会(SWTF)
上海, 中国l 5月24日~5月27日

場所 上海貿易センター 

5月24日から27日まで開催される第15回上海世界観

光博覧会は、世界旅行のトレンドがわかるイベン

ト。1万平方メートル規模の上海貿易センター博覧

会場には300余りの業者が集まり、業界情報や資源

を共有したり、ブランドを宣伝したりする。世界で

最もトレンディーで信頼できる旅行情報や、現場体

験、良質な観光商品の情報などが収集できるので、

業界専門家や旅行愛好家は必ず参加しよう。

TOURISM SCOPE 24
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2018 中国国際物流展示会.
鄭州市 中国 l 6月1日~6月3日

場所 鄭州国際会議センター

鄭州国際物流展示会(ZZILE)は、中国の一帯一路と

中原経済区域戦略を発展させるための、中国の中

西部開発における重要なイベントで、中国の優秀

な内陸物流環境、産業資源、新物流技術、装備、

サービスなどについて展示される。海外物流関連

企業間のビジネスマッチングサービスをはじめ、

政府や産業団体との協業を進めることができる世

界的国際物流展示会になるだろう。

ホタル祭り
下関, 日本 l 6月6日~6月24日(6月9日は除く)

場所 下関市豊田町、木屋川流域

下関市豊田町は豊かな自然に恵まれた、日本でも

有数のホタルの生息地。例年、ホタルが見頃を迎

える初夏にホタル祭りが開催される。2017年か

らは日本初の「ホタル舟」が運航。木屋川をゆっ

たりと下りながら、数万匹のホタルの乱舞と水面

に揺らめくホタルの幻想的な光のショーが満喫で

きる。

2018 都江堰･TUI
観光発展世界総会・国際水文化観光テーマイベント

都江堰 中国 l 6月11日~6月14日

場所 四川省都江堰

都江堰市とドイツの大手旅行代理店で世界500大

旅行社のTUIは「2018都江堰･TUI観光発展世界総

会・国際水文化観光テーマイベント」を共同開催

する。今回の行事に世界100か国の旅行社、旅行

専門家およびマスコミを招請し、ファムツアーと

観光ルート開発を行う。都江堰は紀元前に造られ

た水利施設で、岷江の洪水を防いだり、成都にお

ける農業用水を安定的に供給したりしていた。今

回のイベントで都江堰市はインバウンド観光客を

増やし、国際的な知名度を高めたいほか、グロー

バル生態観光代表都市であることをアピールする

予定だ

2018 台南国際ドラゴンボートレース
台南、台湾 l 6月14日~6月18日

場所 台南市安平区安平運河

毎年陰暦5月5日端午節に、台南では最重要行事で

ある「台南国際ドラゴンレース」が開かれる。龍

の姿をした船に乗り、厄をはらう慣習に由来した

祭りだ。今年は台南市の安平運河で開催される。

開幕式の前に龍の目を描き安全を祈る儀式が行わ

れるなど、台湾の中でも特色あるイベントだ。

2018 広州市芸術交易博覧会(GATF)
広州市, 中国 l 6月22日~6月25日

場所 中国輸出入商品交易コンベンションセンター

広州芸術交易博覧会は東南アジア最大の芸術交易

の場。「芸術消費」に焦点を合わせた今回の博覧

会は、中国芸術市場に情熱を与え、芸術界交易に

あたらしい風を吹き込むだろう。世界中のギャラ

リーが参加する中、消費型芸術作品、工芸美術、

芸術生活用品などを展示される。芸術愛好家、取

引業者および専門家が参加する予定だ。	

タムダオ 山岳レース
ハノイ, ベトナム l 6月23日~6月24日

場所 タムダオ, ヴィンフック(ハノイから70キロの

距離に位置)

タムダオ山岳地帯は、長年北ベトナムの緑のオア

シスだったところ。海抜900メートルに位置し、雲

の上に３つの峰を持つ人気観光地だ。2018年にこ

こで山岳レースが開催されることになった。コー

スは初心者からベテランまで参加者ができるよう

10キロ、21キロ、42キロ、70キロのコースが用意

されている。参加者はタムダオ国立公園の森と登

山路に沿って歩いたり、峰に上がり絶景を眺めな

がら自然を満喫したりすることができる。

青年の日
ウラジオストク ロシア l 6月 27日

場所 スポルチーヴナヤ海洋公園

青年の日はロシアで人気の祝日。ウラジオストク

全域で様々な祭りや講演、ヨガ	クラス、eスポー

ツ大会、ダンスクラス、自転車レースなどが行わ

れる。中でもウラジオストクではドラゴンボート

レースも見もの。夕方からはウラジオストクで人

気のロックバンドのコンサートが開かれるほか、

空に向かってLEDの風船を飛ばすイベントもあ

り、祭りのフィナーレを華々しく飾る。
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博多祇園山笠 
福岡 日本l 7月1日~7月15日

場所 福岡市博多区

博多祇園山笠	は、700年以上続く櫛田神社の奉納神

事で、2016年には、ユネスコ無形文化遺産にも登録

された。毎年7月1日から15日まで開催され、	期間

中は、高さ10mを超える飾り山笠が市内14ヶ所で展

示され、福岡・博多の街は山笠一色で活活気づく。

最高潮を迎えるのは7月15日の午前4時59分。真夜

中に集まった観客に見守られ、大太鼓の合図と共に

舁き山を担いで博多の街を全力疾走する。

関門海峡遊覧クルージング
下関 日本l 7月1日~8月26日の日曜日と祝日 

場所 唐戸桟橋

下関では、運航日前日に下関市内の宿泊施設に宿

泊したお客を対象に、無料で朝のクルージングサ

ービスを行っている。関門海峡の風を感じなが

ら、関門橋や巌流島、海峡両岸の街並みが一望で

きるなど、すてきなクルージングが満喫できる。

2018 魯東(煙台) 児童教育産業博覧会
煙台市 中国 l 7月5日~7月8日

場所 煙台市エキスポセンター(YANTAI Expo Center)

山東省煙台市では「ママと赤ちゃんの健康、家庭

の未来」をテーマにした児童教育産業博覧会が開

催される。育児に関する様々な商品やサービスに

ついて知ることができるほか、年齢別の育児講演

などにも参加できる。本博覧会には韓国、日本、

オランダ、ドイツ、オーストラリアなど20余ヶ国

と、香港、マカオ、台湾の200以上の育児専門企業

が参加する予定。

2018 蔚山クジラ祭り
蔚山南区, 韓国 l 7月5日~7月8日

場所 蔚山南区長生浦クジラ文化特区一円

蔚山の長生浦で開催される2018蔚山クジラ祭りで

は、様々な公演やパレード、体験プログラムなどが

開催される。モノレールやウォーターフロントな

ど、新たな観光資源を紹介するほか、クジラ村で長

生浦の歴史を体験することもできる。長生屋台など

フェスティバルフードコーナーではおいしい料理も

食べられる。また、世界中から1万人の若者による2

泊3日のドリームキャンプも開催される。

インドネシアヨットショー2018
ジャカルタ インドネシアl 7月7日~7月8日

場所 パタビアスンダゲラパ

ジャカルタで開催されるインドネシアヨットショー

は、日々増えているインドネシアの富豪向けに最新

ヨットや船舶、ラグジュアリーアイテムなどを展示

するイベントだ。約120社が自社製品を紹介すると

あって、来場者は6000人を超えると予想されてい

る。これまでのイベントを通じてインドネシアは新

興ヨット市場としての地位を確固たるものにした。

第21回保寧マッドフェスティバル
保寧 韓国l 7月13日~7月22日

場所 保寧市大川海水浴場マッド広場

第21回保寧マッドモードフェスティバルが保寧市

大川海水浴場マッド広場にて7月13日から10日間開

催される。祭りは、マッド体験ゾーンエアバウン

ス、マッドモブシーン、マッドマッサージ、干潟

マラソン、マリンスポーツ、ヨット体験など、各

種体験プログラムや、K-POP、EDM、歌手PSYの公

演など、59のプログラムで構成されている。	

おぎおんさあ
鹿児島,日本 l 7月14日~7月15日

場所 鹿児島市中央公園から天文館通り

悪疫退散、商売繁昌を祈願するおぎおんさあは、

古く江戸時代から行われている伝統的な祭り。見

ものはご神幸行列。約2キロ、総勢3,000人の行列

が、古式ゆかしく、そして賑やかに練り歩き、壮

観、荘厳な趣を漂わせる。

ジャズグヌンプロモ2018
スラバヤ インドネシアl 7月27日~7月29日

場所 スラバヤプロモ山

ジャズグヌンプロモ2018は、インドネシアのス

ラバヤに位置するプロモ山で開催されるジャズフ

ェスティバルで、キャンプも楽しめる唯一の祭り

だ。美しいプロモ山のふもとで3日間開催される

ジャズフェスティバルには多くの旅行客が参加す

る。世界的なミュージシャンが空と自然をバック

に舞台で素晴らしい公演をする。今年はインドネ

シアのミュージシャンであるエンダーアンドレサ	

(Endah	N	Rhesa)、ノナリア(Nonaria)、ボニータ&

ハズバンド(Bonita	&	Husband)などがスペシャルゲ

ストとして参加する。
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TPO Members  
86 city members, 45 industry members

JAPAN
Fukuoka
Kagoshima
Kitakyushu
Kumamoto
Miyazaki 
Osaka
Shimonoseki
Takeo

KOREA
Andong
Boryeong
Busan
Busan Haeundae-gu
Busan Jung-gu
Buyeo-gun
Changwon
Chuncheon
Daegu
Daegu Jung-gu
Daejeon
Donghae
Gangneung
Geoje
Gimhae
Goyang 
Gunsan

Gwangju
Gyeongju
Hadong-gun
Iksan
Incheon
Incheon Gangwha-gun 
Jeonju
Namhae-gun
Pohang
Sokcho
Tongyeong
Ulsan
Ulsan Dong-gu
Ulsan Nam-gu
Yeongju
Jeollabuk-do
Ulju-gun

CHINESE TAIPEI
Kaohsiung
Taichung
Tainan

PHILIPPINES
Manila

THAILAND
Bangkok

MALAYSIA
Ipoh
Kota Bharu
Kota Kinabalu
Kuala lumpur
Melaka
Penang
Taiping

INDONESIA
Jakarta
Surabaya
Yogyakarta
Bitung

VIETNAM
Danang
Hai Phong
Hanoi
Ho Chi Minh

RUSSIA
Vladivostok
Irkutsk

CITY MEMBERS

Weihai
Yantai
Zhangjiajie
Zhaoqing
Zhengzhou
Liupanshui
Lianyungang 
Dujiangyan

CHINA
Chengdu
Qingyuan
Dalian
Foshan
Guangzhou
Hangzhou
Qingdao
Sanya
Shanghai
Shaoguan
Shenyang
Suzhou
Tianjin
Urumqi

CHINA Guangzhou Garden Hotel
 Guangzhou Star Cruises Co., Ltd.
 GZL International Travel Service Ltd.
 Shandong Channel International Travel Service Co., Ltd.
 China Travel International (Xinjiang) Ltd.
 China Comfort Xi‘an International Travel Service Co., Ltd.
 Dalian Gulian International Travel Service
 CITS Guangdong
 China Travel Internantional Sanya Co., Ltd.
 Hainan Gaoli Holiday Travel Service Co., Ltd

JAPAN Kagoshima Convention & Visitors Bureau
 Fukuoka Convention & Visitors Bureau
 JTB Corp. Fukuoka Office

KOREA BEXCO
 Busan Tourism Association
 Arum Travel Service Co., Ltd.
 Cheongsong Travel Service Co., Ltd.
 Road ABC Media Co., Ltd.
 TourJapan Co., Ltd.
 Intravel Ltd. 
 Haeundae Centum Hotel
 Daegu Tourism Association
 Lee Convention
 Busan Tourism High School
 The Korea Academic Society of Tourism and Leisure
 Solar Travel Agency
 BS FunTour
 Benikea Jeonju Hansung Tourist Hotel
 Sky Tour
 JB Tour 
 Panworld Dream
 Tour Fun Co., Ltd.
  Wolseong E&C
 Tongyeong Tourism Development Corperation 
 Stanford Hotel & Resort 
 Dongback Tour 
 Dongwon Royal Country Club & Resort
 Ulsan College

MALAYSIA Taiping Tourist Association

MONGOLIA  Ancient Nomads Tour Agency

RUSSIA Gavan Tour-Center Co. Ltd

U.S.A MCM Group Holdings Ltd.

VIETNAM Haiphong Vanhoa One Member Limited Corporation
 Haiphong Vocational College of Tourism

INDIA Abroader Consultancy India Pvt. Ltd.

INDUSTRY MEMBERS



TOURISM SCOPE 28TOURISM SCOPE 28

TPO Contact Information
Address. TPO Secretariat, 8th Floor of Kwang-Eun Building, No.480 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan 48314,
TEL. +82-51-502-2984~7   FAX. +82-51-502-1968
E-mail. secretariat @ aptpo.org
Web Site. http: www.aptpo.org


