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１．はじめに
ここ数年、クライミング人口は増加の一途をたど
っている。例えば全国のクライミングジムの施設数
は 2006 年には 80 件程度であったが、2009 年には 120
件以上に、さらに 2012 年にはおよそ 240 件に至って
いる１）。特にクライミングの中でもボルダリングは
「高さを求めず 2～4ｍの岩をいかに難しく登るか
を目的としていること」
「ロープを使う特殊な技術を
要しないため初心者でも取り組みやすいこと」など
の理由から競技人口の増加が著しい。
このような現象を背景に、ボルダリングを地域振
興の１つのテーマにする動きがみられる。例えば岐
阜県恵那市にある笠置山クライミングエリアは、恵
那市総合計画２）に「クライミングを中心とした新た
な交流の推進」を具体的に進めるエリアとして紹介
されている。一方で屋外のボルダリングエリアでは
違法駐車や事故等による地元住民との摩擦が原因で
禁止措置や自粛策がとられることも多く３）、地域振
興の一助とすることは困難であるように思われるが、
当該エリアは笠置山クライミング協会という運営組
織が存在し、また岩を登るルートを示したガイドブ
ックに地域の商業施設も合わせて紹介される４）など、
地元住民が積極的にボルダリングを地域振興に活用
している。よってその運営方法が明らかになれば、
岩場を持つ他の地域での展開も期待できることから、
本研究では笠置山クライミングエリアを事例にその
形成プロセスを明らかにするとともに、クライマー
の利用意識を把握することで、より地域振興に効果
的な運営方法の知見を明らかにすることとした。

のヒアリングを行った。調査日は平成 23 年 5 月 20
日で対象は笠置山クライミング協会の初代会長と恵
那市笠置振興事務所の職員の 2 名であった。内容は
「笠置山クライミングエリアの公開に至る経緯」に
ついてで、表 1 に示す各項目について聞き取りを行
い、時系列で整理することでその形成プロセスを把
握した。さらにより地域振興に効果的な運営方法を
検討すべくクライマーに対して直接面談方式でアン
ケートを実施した。調査日は平成 23 年 5 月 18-19
日の 2 日間で、内容は「属性」
「クライミングエリア
選択時の重要な要素」
「他の観光体験施設やレクリエ
ーションの利用実態（複数回答あり）
」とし回答数は
81 であった。

２．研究方法
（１）調査対象地の概要
本研究の対象地である笠置山クライミングエリア
は岐阜県恵那市にあるエリアで 150 個もの自然の岩
場を有する。エリア内には案内看板、駐車場、トイ
レ、落下地点整備、水道といった施設が整備され、
公民館にはクライミング講座にも使われる人工壁が
設置されている。近隣には 30 分程度の森林浴散策・
クライミング見学コースや大岩展望台なども整備さ
れ、またヒトツバタゴの巨木などの自然資源も豊富
な地域である。
（２）調査方法
当該エリアの形成プロセスを把握すべく関係者へ

３．結果および考察
（１）笠置山クライミングエリアの形成プロセス
表-1 に笠置山クライミングエリアの形成プロセ
スを示す。ここではそのプロセスを「初動期」
「立ち
上げ期」
「公開準備期」「公開期」の 4 段階に分け、
各段階における課題と対応についてまとめた。
（Ⅰ）初動期
初動期の課題を捉えると、展望台として利用され
ている岩へのクライミング用ボルトの打ち込みを地
元のクライマーが発見した。もともと地元のクライ
マーの活動の場であった本エリアが、地域外のクラ
イマーによって無秩序に開拓される懸念が生まれた。
これに対する対応を地元のクライマーが経験のある

図-1 エリア内の様子

図-2 落下地点の整備

図-3 案内看板の整備

図-4 駐車場の整備

表-1 笠置山クライミングエリアの形成プロセス
初動期（2005年～）

課
題

・展望台として利用されている岩にクラ
イミング用のボルトが打ち込まれている
のが発見される。無秩序な開拓によるト
ラブルを避けるために何が必要か？
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ＫＣＣの立ち上げ
・プロクライマーを顧問に

・対策について
相談

・プロ、セミプロの経験豊富なクライマ
ーに岩場の評価をしてもらうと、ボルダ
リングエリアとしての可能性を見出しや
すい。また正式公開によってルールを他
の利用者に伝えることができる。

公開準備期（2008年～）

・地元住民の中で「危険」「よそ者が多くなるのでは」「トラブ ・公開前に整備すべき施設は何
ルが起きないか」などといった安全管理に関する意見が続出す か？ またその財源はどのよう
に確保すればいいか？
る。その対応策は？

地元クライマー

・ボルダリング
について説明

・岩場の観光資源としての可能性、
ボルダリングについて説明

・地元住民による
協会の立ち上げ
・先進地の視察

クライミング協会
・エリアの施設整備（案内看板、
駐車場、トイレ、間伐、落下
地点整備）を行う。
（公開後には水道、林道の舗装、
人工壁を公民館に設置）
・利用ルールづくり

笠置財産区議長
恵那市観光協会
笠置支部長

・よく知らないと「危険」というイメージが先行することか
ら、実際に見てもらいスポーツであることを理解してもらう。
・地元住民主体の団体を立ち上げること、特に観光振興に貢献
する可能性を観光協会に示し理解を得ることが重要。

プロクライマーに相談した結果、
「正式に公開するこ
とでルールを明確に利用者に伝えることができる」
ことが挙げられ組織の立ち上げに動くこととなった。
（Ⅱ）立ち上げ期
立ち上げ期の運営体制を捉えると、運営には地元
クライマーによる「笠置クライミングクラブ（以下、
ＫＣＣとする）
」と「笠置山クライミング協会（以下、
クライミング協会とする）」の２団体が形成されてい
ることがわかった。特に後者は笠置財産区議長や恵
那市観光協会笠置支部長など地元住民で構成される
クライミング協会であり、地元のクライマーの働き
かけで形成されていることがわかった。
次に立ち上げ期の課題を捉えると、上記の組織化
の中で地元住民から「危険」
「よそ者が多くなるので
は」
「トラブルが起きないか」などといった安全管理
に関する意見が続出した。それに対する対応として
は、よく知らないと「危険」というイメージが先行
することから、実際に見てもらいスポーツであるこ
とを理解してもらうことが重要と思われる。クライ
ミング協会も住民理解を得るために「フクベクライ
ミングエリア」への視察を行い理解を得ている。ま
た地元住民主体の団体を立ち上げること、特に観光
振興に貢献する可能性を地元の方々に示し理解を得
ることも重要と思われる。このことについてクライ
ミング協会も「先進地に視察へ出掛け、全国から集
まるクライマーを見て、笠置町の観光に新しい可能
性を感じた」と述べている。
（Ⅲ）公開準備期
公開準備期の課題を捉えると、必要な施設整備と
財源確保が課題として挙げられた。それに対する対
応としては、クライミング協会がハードの環境整備
を担っており、その財源として仮設トイレなど自己
資金で整備した施設もあるが、多くの施設はクライ
ミングエリアの整備が目的ではない補助金をうまく

ＫＣＣ
・プロクライマーが岩のルート
や課題を設定

・自己資金に加え、森林整備事業
費や地域づくりの補助金を林道整
備などの関連事業に充てる。

公開期（2009年～）
・公開後により多くのクライマーや地元住民
に利用してもらうために、公開後の活動や普
及はどのように展開していけばよいか？ ま
た安全管理はどのようにすべきか？

ＫＣＣ
・地元の住民や子ども向けにクライミングの
市民講座を開始、特に公民館に設置した人
工壁で講座を開催
・プロクライマーがエリアのルートを記した
ガイドブックを編集、出版

クライミング協会
・救急車とドクターヘリを手配しているが、
基本は自己責任
・入山料（クライマー協力金）300円/人を
聴取
・人工壁は地域の住民に対するボルダリン
グの認知度を高める、外岩を登るための初
心者講座に使用するなど岩をより多くの人
に利用してもらうための重要な施設である
ことがわかる。

活用していることが伺える。例えば森林整備事業費
で林道を整備したり、緊急雇用対策の補助金を活用
して土木作業人材を雇用し林内環境を整備したりし
たことが挙げられる。
なお、具体的に整備した施設は、案内看板、駐車
場、トイレ、間伐材を利用した落下地点整備を行っ
ている。また公開後になるが、水道や林道の舗装、
公民館への人工壁の設置も行っている。
（Ⅳ）公開期
公開期の課題を捉えると、より多くのクライマー
や地元住民に利用してもらうための活動や普及につ
いて、また安全対策について課題が挙げられた。そ
れに対する対応として、まず普及についてＫＣＣは
地元の住民や子ども向けにクライミングの市民講座
を開講、特に公民館に設置した人工壁で講座を開催
している。人工壁は地域の住民に対するボルダリン
グの認知度を高める、外岩を登るための初心者講座
に使用するなど岩をより多くの人に利用してもらう
ための重要な施設であることがわかる。その他プロ
クライマーがエリアのルートを記したガイドブック
を編集、出版するなど多方面へ情報発信がなされて
いる。一方の安全対策については救急車とドクター
ヘリを手配しているが、基本は自己責任であるとし
ている。
（Ⅴ）まとめ
以上のことから笠置山クライミングエリアの運営

図-5 人工壁での講座

図-6 外岩での講座

組織としては地元のクライマーからなるＫＣＣと地
元住民からなるクライミング協会の 2 つの団体が連
携しながら運営していることが明らかとなった。特
に前者はルートの発掘や市民講座の開催といったソ
フト事業を、後者はエリアの環境整備を担っており
それぞれ役割分担が機能する組織づくりが最も重要
であるといえる。またボルダリングを知らない住民
からすると「危険」というイメージが先行するが、
実際にボルダリングを見てもらうことでスポーツで
あることを理解してもらうことが重要と思われる。
（２）クライマーの利用意識
ここではより地域振興に効果的な運営方法の知見
を得るべくクライマーの利用意識にせまった。
（Ⅰ）利用者の属性
図-7 に男女比を、図-8 に年齢を、図-9 に来訪構
成を、図-10 に居住地を示す。
図-7 より男女比の特徴を捉えると男性が 80.2％、
女性が 19.8％と圧倒的に男性利用者が多い。図-8
より利用者の年齢の特徴を捉えると 30 代の割合が
48.2％と最も多く、社会人にも親しまれているスポ
ーツであることが伺える。図-9 より来訪構成を捉え
ると 2 人以上で訪れる利用者が 90.1％と複数利用が
基本であるといえる。さらに図-10 より居住地を捉
えると、県外が 74.0％と多く広域から来訪している
ことがわかる。
（Ⅱ）クライマーがクライミングエリアに求めるもの
図-11 にクライミングエリアを選択する際の重要
度を示す。
図-11 より全体で評価が高かった項目は「魅力的
な課題が設定されているかどうか」で、全体で 4.58

と最も高かった。岩そのものに対する評価は「岩質
（2.86）
」
「形状（3.64）」
「安全性（3.54）」と他にも
あったがばらつきがみられ、登るルートが魅力的か
どうかが特に重要であることがわかった。
次に評定が高かった項目は「駐車場があるかこと
（4.40％）」と「アクセスがしやすいこと（4.06％）
」
の 2 つであった。クライマーは落下地点に敷くマッ
トを必要とすることから車利用は必須であり駐車場
の整備や看板を設置するなどアクセスのしやすい環
境づくりは運営者側に求められることがわかる。
一方、観光施設の利用や自然体験に関わる項目は
「近隣に観光施設や保養施設があること（2.44）」
「景
観が美しいなど自然が豊かであること（3.34）」
「自
然体験ができること（2.29）
」とそれほど重要でない
ことが明らかとなった。しかし男女別でみてみると
女性の評価は高く、特に「景観が美しいなど自然が
豊かであること」は 4.75 と全ての項目で最も高かっ
た。このことから女性クライマーにとってはクライ
ミングそのものの楽しさだけでなく周辺の自然環境
も重要な選択肢となっていることがわかる。同様の
傾向が交流に関する項目についてもいえ、「地元の
方々との交流（男性：2.55、女性：3.67）」「他のク
ライマーとの交流（男性：3.17、女性：3.81）
」の 2
主体との交流でも女性の方が重要な項目としていた。
（点）

5

4

3
全体

50 代:3.7%

女性:
19.8%

10 代:1.2%

交流

雑誌に掲載

クライマー
との交流

地元との
交流

自然体験

景観

観光施設

施設･自然体験

その他

30

80

25

24

20

17

15

15

28 25

26
15

6

10

5

5

7

3

2

5
1

図-13 近隣でできる
自然体験の実態
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（Ⅲ）他の観光施設利用や自然体験の実態
図-12 に近隣の観光体験施設の利用実態を、図-13
に近隣でできる自然体験の実態を示す。
図-12 より「コンビニエンスストア」の利用が 80
名と最も多くほとんどのクライマーが利用している
ことがわかる。次いで「ガソリンスタンド」が 28
名で、これはクライマーが車を利用することによる
と考えられる。一方「食堂やレストラン」が 26 名、
「入浴施設」が 25 名と、地域の商業施設を利用して
いるクライマーは約 3 割にとどまることがわかった。
同様に自然体験でも「展望台利用」が 24 名、「ハイ
キング・登山」が 17 名、
「キャンプ場利用」が 15
名とそれほど多くはなかった。クライマーがクライ
ミングエリアに求めるものの結果からも近隣の観光
体験施設や自然体験エリアの利用はさほど重要とさ
れていないことから、ガイドブックへの商業施設の
掲載だけでなく、地域の商業施設や他の自然体験と
の多様な連携プログラムをいかに展開していくかが
本エリアの今後の課題であろう。
（Ⅳ）まとめ
以上のアンケート結果を総括すると岩そのものに
ついては岩質や形状よりも、いかに魅力的なルート
を設定できるかが重要であることがわかった。その
ためにはプロやセミプロのクライマーに岩場を評価
してもらい多様なルートを設定することが有効と思
われる。また駐車場やアクセスの良さはクライマー
には必須で最低限これらの整備には力を入れる必要
があるだろう。特に女性クライマーは男性クライマ
ーよりも豊かな自然や地元住民や他のクライマーと
の交流も重要と考えていることから、ボルダリング
をテーマにした地域振興を検討する際には女性クラ
イマーのニーズにあった地域の魅力づくりや交流体
験の機会を持つことが有効といえるだろう。

図-14 南あわじ市沼島の岩場

４．おわりに
本研究では運営組織である笠置山クライミング協
会へのヒアリングやクライマーへのアンケートを通
じて、ボルダリングをテーマにした地域振興のため
の運営組織や環境整備のあり方を探ってきた。結果、
岩場を持つ他の地域でも展開可能な知見を多く得る
ことができたと考えている。今後は実際に他の地域
で実践することで今回得られた知見が一般化できる
かどうかを検証したい。例えば兵庫県南あわじ市沼
島は「上立神岩」など奇岩が海沿いに多数存在する
とともに、地域には「ぬぼこの会」という地元住民
で構成される観光ボランティア団体も存在する。こ
の沼島で地元住民およびクライマーとともに地域振
興に取り組むことができればと考えている。
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