●インタビュー知られざる日本の魅力をたどる
ウォーキングツアー

ポール・クリスティ

超える大田地区に事務所を構え、外

大分県杵築市で高齢化率９割を

ンとザ・ジャパン・トラベル・カン

うですね。まず、ウォーク・ジャパ

村を歩くツアーを販売されているそ

家で、もう一人はイギリス人の社会

は、一人がアメリカ人の歴史の専門

会社を設立した教授たちというの

レている。

良いのですが、本質からいくらかズ

ないからです。両方ともイメージは

代表取締役社長

国人向けに、日本の地方の田舎での

地理学者です。彼らは 年ほど前か

日本の一番の魅力は、田園の風景、

パニー（ＪＴＣ）という２つの会社

んでいる良さ、人間性を、アピール

食べ物、歴史や文化、それらを作り

ウォーク・ジャパンは香港法人、

原点です。

していきたいと考えています。そし

ら、研究のために学生を中山道に連

ーク・ジャパン」
。同社ＣＥＯのポ

ＪＴＣは日本法人です。ウォーク・

―― 研究活動のフィールドワークが

について教えてください。

ール・クリスティ氏に、日本の田舎

ジャパンは、香港大学の２人の教授

発端なのですね。

上げてきた日本人です。日本人に潜

にこだわる理由、ツアーの特徴や魅

が１９９２年に始めた会社で、ＪＴ

ままの生活スタイルを見るには、田

て、日本人を理解するには、あるが

力、田舎へのインバウンド誘客の可

Ｃは日本サイドでツアーを請け負う

わせて 人ほどで、そのうち 人が

ました。日本のスタッフは両社を合

らおうと考えています。これは日本

えることで、現地をより堪能しても

散策しながら、お客さんと一緒に考

得にもつながります。

れば嬉しいですし、リピーターの獲

らい、日本人のイメージが一層高ま

のツアーで、本来の日本を感じても

舎を訪れるのが一番なのです。うち

正社員です。さまざまな国籍のスタ

におけるツアーにおいては、非常に

―― 中山道のツアーは 泊 日で、

人 ま での 少 人 数 に 抑 え、

ッフがおり、日本人は３分の１くら

大 事な要因だと思 うのです。なぜ

加者を

そうです。うちのツアーでは、参

能性、地域再生にかける想いなどを

会社と して２０１０年に設立され

いです。

かというと、海外では日本という国

き つき

―― ポールさんは大分県杵築市に

―― ウォーク・ジャパンは、 年前

も日本人もきちんと理解されてい

長年暮らしながら、外国の方向けに、
くにさき

からあるのですね。

なかせん

11

万円前後と伺いました。決して安

10

人気ツアーの原点は
大学のフィールドワーク

お伺いしました。

流を楽しむツアーを手がける「ウォ

ウォーキングや地域の人たちとの交

ウォーク・ジャパンＣＥＯ／ザ・ジャパン・トラベル・カンパニー株式会社

5

れてきていました。それがツアーの

30

くはないツアーを、どのように集客
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されているのですか？
口コミの効果が大きいですね。お
客さんはいい経験をすると、旅行後

きたのだと思います。

増やせないんですよ。

います。

ら一歩踏み出したかったという方も

―― それほど「日本 」にこだわり

―― それは、どういう理由ですか？
私たちがツアーリーダーと呼ぶ、

――口コミが強いということは、個
人の申し込みが多いのですか。

―― 評判を聞きつけて、メディアか

たです。

取り上げてもらった影響も大きかっ

力な新聞や雑誌に、うちのツアーを

てくれま す。それから、海 外の有

としては販 売の８割が 自 社ブラン

委託されるようになりました。割合

最近は、日本の大手旅行会社からも

に委託しているケースもあります。

本サイドの企画、手配、実施をうち

ス、アメリカの大手旅行会社が、日

ほとんど個人ですね。また、イギリ

合によっては、お客さん同士のトラ

テイナーでなくてはならないし、場

けではありません。時にはエンター

んです。ガイドに必要なのは知識だ

んの満足度ですから、ガイドが要な

ん。うちの会社の生命線は、お客さ

ら企画が良くても評判は上がりませ

からです。ガイドが悪ければ、いく

くなってきました。

に行ける国だと理解している人が多

想はなかった。それが最近は、遊び

度は高かったけれど、遊びに行く発

良い製品を造っている国として知名

す。日本は以前から、車や家電など

知名度は上がってきていると思いま

はい。でも観光地としての日本の

がない方もいるのですね。

ら連絡してきたのですか。

ド、ウォーク・ジャパンのツアーで、

ブルを解決しなくてはいけない。通

ガイドの育成に時間とお金がかかる

に、何か面白いものを探していた記

残りの２割が他社のブランドです。

訳案内士の資格を持っているから任

ウォーク・ジャパンについては、

者さんたちが、たくさん取材に来ら

他社のブランドで売る場合は、自社

せられるという わけではあり ませ

に家 族や同僚、友人たちに話をし

れました。今は、ＰＲ会社と契約し

の商品とは内容を変えています。

ん。新人は１カ月かけて研修を行い

―― 認知度は上がりましたか。

しています。

ちらは年間１５０本くらい実施して

洗練された内容になっています。こ

の知識も豊富ですし、改善を重ねて、

商品ですね。歴史が長いのでガイド

す。でもやはり中山道がうちの目玉

は、
「いい時間を過ごしたい」と思

「日本に来てみたい」というより

――お客さんの参加目的は。

せたりもしています。

また、ガイド同士で知識をシェアさ

前には研修に参加してもらいます。

ますし、熟練ガイドも新しい企画の

とを分かっていない。そこに大きな

そして日本人でさえ、自分の国のこ

ず、日本も日本人も知られていない。

可能性を秘めていると思います。ま

すか。

う 動 きについては、どうお考 えで

―― インバウンドを増やそうとい

そうなんです。日本を紹介するの

て、ロサンゼルス、オーストラリア、

―― 人気のツアーは。

質問のやりとりがあって、ブッキン

います。あとは、国東半島のツアー

っている人が多いですね。友達から

可 能 性が秘められていると思いま

知られざる日本の良さを
もっと開拓するべき

ニュージーランド、香港、シンガポ

グにつながっていましたが、今年か

が３～４種類あって、こちらは年間

「良かったよ」と薦められて、参加

す。日本人はいつも、日本は小さい

思いましたが、口コミやいろんな記

基本 的にはどのツアーも人 気で

ら、いきなりブッキングが入る現象

本くらいです。それから、芭蕉ツ

する方もいますし、仕事で日本に何

国と言いますが、とんでもない。イ

ール、ロンドンでプロモーションも

が起きています。最初は、不思議に

アーや熊野古道、四国、北海道も人

度も来ていて、仕事がらみの環境か

賛成です。この国は非常に大きな

事の影響で、ウォーク・ジャパンの

気です。ただ、ツアーは、簡単には

今までは、問い合わせがあって、

ブランドが信頼されるようになって
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ギリスよりもずっと大きいし、南北
―― 知られざる日本を、どのよう

います。

―― 地域によって、だいぶ方法が変

うことです。

う か、国 東 ならどうやるか、とい

ると思いますよ。でも稚 内ならど

です。それより、この名所はどんな

のツアーにひとつふたつあれば十分

とっても特別な空間ですから、一つ

し、観光名所というのは地元の人に

バスで走り回らなくてはいけません

わっか ない

で３０００ くらいある。それから、
に探し、商品化されてきたのですか。
わりそうです。

ザ・ジャパン・トラベル・カンパニー外観。17年前は空き家だった

の意味で、うちは日本を散策する分

りアピールすべきだと思います。そ

本の良さをもっと開拓して、じっく

日本に潜む可能性、知られざる日

には何が必要でしょうか。

―― では、インバウンドを増やす

もあります。

域の皆さんは地元に対するプライド

や食事も変化に富んでいますし、地

成されています。地形や風景、気候

無人島も入れたら１万島くらいで構

もらうか。京都だったら、ありのま

うやって満足できる時間を過ごして

ところだと思います。それから、ど

とを理解し得るか。それが面 白い

文化を比較して、どれだけ日本のこ

るかです。自分の国の文化と日本の

らえるか、どれだけ学んでいただけ

タレスト。どれだけ興味を持っても

準にしています。大事なのは、イン

最終的には自分たちの感性を基

ゃない。そして、観光名所には観光

中は外国人の空間であって、日本じ

できません。それに貸し切りバスの

風景は見られるけど、触れることは

ます。貸し切りバスで移動すると、

て、その間が３時間の道のりだとし

すね。例えば２つの観光名所があっ

あとはエフィシェンシー、効率で

の流れが変わってきていることにも

している部分もありますし、世の中

として捉えています。我々が見落と

参加者のアンケートは大事な意見

修正することもありますか。

―― 参加者の反応を見て、内容を

白い。

そういうことを探っていくほうが面

役割があるのか、誰が作ったのか、

気づかされます。ニーズは、すぐに

客と観光客向けの仕事をしている人
しかいない。それなら、２つの観光

は変わりません。まさに、ある種の

まで、たくさんの人が満足してくれ

名所を１つに絞って、じっくり散策

「流れ」なので、なるべくそれに対

応しようとしています。

―― 地方でインバウンドを受け入

言葉の問題に
どう対応するか
―― 効率と言われましたが、あえ

れる際、言葉の問題が大きいのでは。
どうやってその３時間を上手に使

アピール性が何か、理解していない

地方の人たちの多くが自分の地域の

僕は、一番の問題は言葉ではなく、

て非効率なほうを選ぶということで

は全国的に潜んでいるわけです。

の良さは日本人との交流だし、それ

で大きくなっています。日本の本当

たいという流れは、今、観光業の中

なら、現地の人たちと時間を過ごし

するのもよいと思います。旅をする

野を、上手に開拓してこられたと思

スタッフはUJIターンの人が多い
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km

ことだと思います。日本人って自分
の国 を 知 ら ないで す よ。だいたい
日々の生活パターンが決まっていて、
同じ道しか通らない。でも時間があ
る時に、普段歩かない道を歩くと、
案外発見がある。そこから全部始ま
るんです。自分の地域の魅力を把握
せずに、ツアーを企画してもうまく
いかないので、時間をかけてほしい
ですね。言葉については、
「 英 語が
できないから」と諦めることはない

ニケーションはとても上手です。
―― そうしたコミュニケーション力
は、誰でも慣れれば得られるもので
しょうか。
個人差はあると思います。新しい
ツアーを企画する時、たまに旅館か
ら「外国人のツアーはちょっと」と
断られることもありますね。そうい
う場合は、なるべく僕たちが現地ま
で足を運んで話をして、不安を解消
しています。あとは、うちが長年付
お か み

き合っている旅館の女将さんと話を
していただくこともあります。我々
が旅館に対して上手にアピールする

ので、時間はかかることを前提にす

います。一気には変わらないと思う

のニーズに対応していけばいいと思

分の欠点も評価した上で、お客さん

いくことも大事。旅館の方々は、自

ことも大事ですし、長く付き合って

ールさんはどちらに重きを置いてい

計れない効果があると思います。ポ

地域への経済的な効果と、経済では

―― 観光がもたらすメリットには、

いと思いますね。

移動距離ばかりが伸びて、作りにく

両方ですね。切っても切れない関

ますか。
生活習慣など、無理して相手に完全

係だと思います。いくらみんながハ

るべきだと思います。その際には、
に合わせる必要もないのではないで

ッピーでも、お金がなければ行き詰

種のバランスが大事です。いい例と

やっぱりおかしくなってくる。ある

まりますし、逆にお金ばっかりだと、

しょうか。

将来が見えてくると
人は元気になる

しては、僕がここ（大分県杵築市）

い起爆剤になると思いますが、そこ

２０２０年のオリンピックは、い

の人たちが自信を持つようになって

活動が行われるようになって、地元

も今は全然違いますね。さまざまな

に移住した頃、地元の人には、ここ

がゴールではありません。下手をす

きました。我々が今、事務所として

――インバウンド４０００万人の目

るとその時限りの盛り上がりになっ

使っているこの建物も、僕が手に入

の何が良いの？と言われました。で

てしまうことを懸念しています。ま

れた時は 年間空き家だったのでボ

標はどう思われますか。

た、４０００万人という単純な人数

れに、そういうツアーは、地方では

ターを生むかというと疑問です。そ

を走り回るだけのツアーが、リピー

す。大きなグループで、バスで名所

ではなく、滞在日数を見てほしいで

内の空き地も、我々が草刈りして景

ある風景になってきています。集落

の石垣を積んだりすることで、味の

所として使ったり、周囲に昔ながら

ロボロでした。でも、改築して事務

17
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と思います。うちのツアーで、海外
の学 生と接する地元の年配の女性
は、英語はさっぱりだけど、コミュ

中山道 恵那峡

中山道 奈良井宿

も喜んでくれて、そこから交流も生

観を守っているので、地域の人たち
じゃないかと、気持ちの上で、何か

したらこの村の将来を取り戻せるん

た。みんな、地方を大事にしないと

からも注目を集めるようになりまし

も増えていますし、他業種の大企業

ンターネットさえあれば地方で仕事

地方に拠点を構えたらどうかと。イ

法に迷っている。ならば、まずその

いけないと分かっていても、その方

変わってきたと思うんです。

国東半島の実例を
全国に広めるのが目標

まれますし、お客さんが訪れること
で元気も出る。そういうことが、金
銭的には計れない良い循環を作って
いると思います。
―― 地域の経済にも貢献されてい

ができないわけはない。

して、観光が注目されていますが、

農業だけでは生きていけない。そこ

―― 地方で雇用を創出する手段と

はい。うちの観光は現地の人と交

ポールさんは、まさにそれを実現さ

を、日本の企業に対して強く言いた

ます。
流をするという、まさに、知られざ
れています。

今、地方で、まず職場がないと、

る日本に忍び込んでいくスタイルな

将来への投資もできるので、そこで

また、ある程度の集客が見込めると

経済的にいい循環ができています。

し、そのお金は地元で使われるから、

現 地の人の収 入 源にも なっている

見本として、アピールしていきたい

組むことで景観も守っていることを

に深く根付き、現地の人たちと手を

なってきました。我々が日本の社会

の人も、こちらで仕事をするように

ーンの人が多いですが、最近は現地

効果は得られると思います。

て良い基盤を作れば、その後も長い

域でも、落ち着いて５年くらいかけ

いですけれど。開拓されていない地

役立つと思います。全て、ではな

題解決に役立つでしょうか。

―― 観光は日本の地方が抱える問

いと思います。

またお金が発生し、集客能力も高ま

ですね。

そうですね。スタッフはＵＪＩタ

ります。例えば、長野の県南にある

―― 国東半島でやってきたことを、

は、日本の田舎があるから。観光に

んですよ。だからうちのツアーは、

開田高原では、ずっとボロボロのバ

別の場所でも広めたいということで

よって、田舎を再生していきたいと

私が日本でこの活 動ができるの

スを使っていましたが、１年半前に

すね。
いかないと。ただ、我々に全国で活

聞き手：観光地域研究部 菅野正洋

―― ありがとうございました。

考えています。
動を行う力はないので、可能性と実

編集協力：吉田千春

そうです。日本全国を元気にして

新品になりました。将来がいくらか
見えてくると、人間って元気になる
ここ（杵築）でも同じような現象

例をアピールしたいですね。最近は
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んです。
が起きているんです。頑張れば何と

事業コンサルティングの依頼や視察
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かなる。頑張ることによってもしか
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