
ウィルダネスでの縦走登山がもたらす
効果と要因に関する研究

　近年の登山ブームでは、若者から中高年まで幅広い年代が登山を楽しむようになり、クライミングやト
レイルランニングなど、登山のスタイルも多様となっている。本研究では登山に惹きつけられる要因とし
て、登山によりどのような効果がもたらされるのか、またその効果を引き起こすのはどのような場面であ
るのか、登山体験による効果とその要因の因果関係を明らかにすることとした。ウィルダネスエリアで
行われた大学授業での宿泊を伴う縦走登山を調査対象とし、マーケティング調査で用いられる Means-End 
Analysisを用いて、登山による効果とその要因の関係性を調べた。
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The study about the relation between causes and effects of the wilderness
mountaineering expedition : Means-End Analysis about the university class

1. はじめに

　レジャー白書2017 1）によると、１年に１回以
上登山を行った登山者は2016年では650万人とさ
れている。これは、観光・行楽部門では海外旅行、
海水浴に次ぎ第10位となっており、スポーツ部
門のゴルフ（練習場）、テニス、キャッチボール・
野球、サッカー、スキーなどよりも多く、登山は
多くの人を惹きつけるアウトドア活動となってい
ることがわかる。
　登山に関する研究については、体力、疲労、運
動負荷、傷病といった運動学、生理学や医学的な
領域での研究が数多く報告されてきた。また、野
外活動という観点から、指導や安全管理に関する
研究も見られる。しかし、登山がこれほど好まれ
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るのは、登山の魅力や登山による効果が影響して
いるのではないだろうか。
　山形2）によると、登山人口増加の要因となって
いる平成登山ブーム（山形が提唱する1980年代
後期から平成年間を通じて継続している登山ブー
ム）の特徴として、「ブームが登山以外の外的要
因によって支えられていること」とし、①中高年
者の目を登山に向ける要素、②若い世代に対して
登山活動を促す要素、③登山を支える道具の革新
を挙げ、具体的に①については、深田久弥 3）の「日
本百名山」ブーム、ツアー会社による「中高年登
山ブーム」、②については、女性向けのファッショ
ン誌などによる「山ガール」やテレビやメディア
などの登山企画、③については、道具の軽量化・
サポート強化や女性向けのおしゃれなファッショ
ン化されたものの登場を挙げている。また、平成
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登山ブームのもう一つの特徴を、「登山スタイル
の多様化から細分化」としている。それまでの登
山スタイルが独自性をもって定着したのと同時に、
新たな登山スタイルが生まれたこととし、例とし
てトレイルランニングやフリークライミングを挙
げている。
　これらの報告から、それまでの登山に比べ、平
成登山ブームをきっかけに幅広い年代の登山者が
様々なスタイルの登山を行っていることが伺える。
それでは、登山者は登山の何に魅力を感じ登山を
続けているのだろうか。
　飯田ら4）は、中高年登山者の動機に関する研究
を行い、「社交性」、「自己開発」、「休息・気晴らし」
の 3つの要因に分けられると報告している。
　岡本ら5）は、社会心理学の観点から登山者の動
機について調査を行った。その結果、登山者の世
代については、全体の割合として男女とも60代
以上が多く、それに30代が続いているとしている。
登山動機について大きくは、「自然発生」、「精神
的充実」、「自然との関わり希求」、「懐古・取り戻
し」、「他者からの影響」、「身体づくり」に分類さ
れ、登山行動も観光行動もレジャー行動の一つで
あることから、登山動機と観光動機の対応を検討
した。その結果、共通概念として、「刺激希求」、「自
己探求」、「身体的変化」を挙げている。
　男女とも最も多い登山動機は、友人に誘われる
といった「他者からの影響」とし、女性では自然
との関わりを求める者が多く、男性では自然発
生的な動機が高い傾向にあったとしている。ま
た、どちらかといえば女性は、「パートナーの存
在」、「富士登山契機」、「自然景観」などといった
外的な影響、男性は、どちらかというと「自己探
求」、「体力増強」、「懐古」などといった自分のた
めに登山を行う傾向があるとしている。
　張本ら6）は、フロー経験に着目し、登山者のフ
ロー経験についての研究を行った。フローとはチ
クセントミハイ 7）8）が提唱した概念であり、「人
が全人的に行為に没頭しているときに感じる包括
的な感覚」と定義され、人々の生活の中で価値あ
る楽しい経験とされている。その結果、登山にお
けるフローは、「明確な目標と有能感」、「自然と
の融合」、「仲間」、「行為と意識の融合」、「自己認
識」、「時間感覚の変化」、「達成意欲」、「再生」、「注

意集中」、「自己目的経験」といった10の要素で
構成されていることを明らかにした。これらのこ
とから、登山中には登山活動特有の感覚を体験す
ることができ、このような感覚も登山を行う要因
となっていると思われる。
　このように登山を行う動機や登山体験中に起き
る感覚についての研究などはされているものの、
登山によりどのような効果がもたらされるのか、
また、そのような効果は登山中のどのような場面
に強く引き起こされるのかといった因果関係につ
いては、あまり報告がされていない。
　そこで、本研究では登山体験がどのような効果
をもたらすのか、その効果を明らかにすることと、
それは登山中のどのような場面に強く引き起こさ
れるのか、その効果と要因の因果関係について明
らかにすることとした。
　今回の研究では様々な効果について検証を行う
ため、日帰りの登山より宿泊や調理・食事といっ
た生活を含め、より長期間山に滞在し登山体験を
継続するウィルダネス 9）での縦走登山を対象に調
査を行うこととした。

2. 研究方法

　本研究では、登山における効果と要因の関係性
を調べるため、Means-End Analysis（ME分析）
を用いることとした。ME分析はマーケティング調
査において、消費者の購買意思決定課程を明らか
にするため、Gutman10）によって開発された研究
手法である。商品の特徴を表す属性（Attribute）、
そこから得られる結果（Consequence）、その先
につながる価値観（Value）というつながりをラ
ダリングという手法で調査し、消費者が重視する
属性―結果―価値のつながりをヒエラルキカルバ
リューマップ（HVM）にモデル化するものであ
る。Goldenberg et al.11）や Haras et al.12）はこの手
法を用いて、冒険教育プログラムの効果とその要
因を明らかにする調査を行っている。おもに成人
を対象とした調査を行い、参加者の体験が個人の
中でどのような体験として解釈され、その後どの
ような学習効果をもたらすのかという一連のプロ
セスについて明らかにした。日本国内でも、岡村
ら 13）や岡田ら 14）がME分析を利用した調査を行っ
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ている。

（1） 調査対象

　調査対象者は、北海道教育大学岩見沢校授業「野
山のフィールド経験実習Ⅲ」を2014年～2017年
に履修した学生35名とした。

（2） 授業の概要

　「野山のフィールド経験実習Ⅲ」はアウトドア・
ライフコース 2年生の専門科目で、大雪山系に
て縦走登山を行う授業である。授業の目標として、
①縦走登山の行動、装備、食事計画の仕方を理解
し説明できる、②登山における状況把握、判断、
対応について理解し説明できる、③縦走登山にお
ける様々な役割について理解し、重要性を説明で
きる、④リーダーとしての視点を学び、資質を高
め、集団を引率できる、としている。
　授業は、①大学内での事前授業および登山準備、
②登山の実践という 2つのステージで構成されて
いた。

○事前授業・準備
　教員によるマップ＆コンパス、行動計画、食糧
計画、装備計画のために必要な基礎知識などの講
習後、学生がリーダー、サブリーダー、食事係、
装備係、記録係という各役割に分かれ、行動計画、
食事計画、装備計画の立案・準備を行った。

○登山実践
　宿泊についてはテント泊であり、食事は 1日

目夕食から 5日目朝食まで自炊とし、登山中は
それぞれの役割を分担して行った。5日間のスケ
ジュールについては次のとおりであった（図 1）。
 1日目　大学より旭岳温泉へ移動・前泊

旭岳青少年野営場宿泊
 2日目　ロープウェイ姿見駅～旭岳～荒井岳～北

海岳～白雲岳避難小屋　約12km
　　　　　　　　　　白雲岳キャンプ指定地宿泊
 3日目　白雲岳避難小屋～忠別岳～五色岳～化雲

岳～ヒサゴ沼　約16km
　　　　　　　　　　ヒサゴ沼避難小屋宿泊
 4日目　ヒサゴ沼～トムラウシ山～前トム平～カ

ムイ天上～トムラウシ温泉　約17km
　　　　　　　　　　トムラウシ温泉野営場宿泊
 5日目　トムラウシ温泉から大学へ移動

（3） 縦走登山ルート

　授業を行った大雪山国立公園 15）は北海道の中
央部に位置し、北海道最高峰の旭岳（2,291m）
を主峰とする大雪火山群を中心に、トムラウシ山
から十勝連峰、石狩岳連峰などの壮大な山々や、
北海道を代表とする石狩川や十勝川の源流地域を
含む「北海道の屋根」と言われる一帯が指定され
ている。また、面積が2,268km2と国立公園の中
でも日本最大である。
　大雪山国立公園連絡協議会 16）が設定している
大雪山グレードによると、縦走登山を行ったルー
トのうち、白雲岳避難小屋分岐～前トム平間につ
いては、グレード 5（極めて厳しい自然に挑む登
山ルート）とされており、登山中も数名の登山者

図１　縦走登山ルート　距離・高度
（山好き的日々@京都北山ブログより引用　https://kitayamawa.exblog.jp/15282754/）
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図2　縦走登山遠征 HVM　（cut off level=0）

図3　縦走登山遠征 HVM　（cut off level=4）
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にしか出会わないルートであった。これらのエリ
アは自炊を伴う、避難小屋あるいはテント泊の縦
走登山者のみが訪れるエリアであり、日本でも有
数のウィルダネスエリアと言える。
そのため、コマクサ、エゾノツガザクラ、チシマ
ノキンバイなどの高山植物の群生など、
手つかずの自然を堪能できる。旭岳山頂～白雲岳
避難小屋分岐間、前トム平～トムラウシ温泉間に
ついてもグレード 4（厳しい自然に挑む登山ルー
ト）とされている。

（4） 調査内容・方法

　縦走登山中のどの活動場面がどのような体験と
認知され、どのような効果につながったかという
関係性を調査するため、質問紙によるラダリング
調査を行った。調査には、今回の登山エリアと似
たようなウィルダネスに近い環境での調査を対象
として著者が開発した「バックカントリー・ス
キー・ツアーふりかえりシート」17）を参考に、登
山版の調査用紙を作成した。内容は以下の通りで
あった。
調査項目1　「今回の縦走登山を通じて感じた気
持ちは何ですか」に対して、「達成」「満足」「充
電」「自信」「つながり」「自然」「平和」「感謝」
「その他（　　）」から回答を一つ選択。
調査項目2　「その気持ちを一番強く感じたのは
どの活動場面ですか」に対して、「ピークまで
の登り」「頂上に登頂」「ピークからの下り」「宿
泊地に到着（その日のゴール）」「食事作りやテ
ント設営」「登山中の休憩」「雨の中の歩行」「晴
れの中の歩行」「登山終了後」から回答を一つ
選択。
調査項目3　「その活動場面は、あなたにとって
どのような意味がありましたか」に対して、「集
中した体験」「自分に向き合う体験」「仲間を感
じる体験」「チャレンジ体験」「自己成長体験」
「美しさに触れる体験」「自然のすばらしさを認
識する体験」「環境保全を考える体験」から回
答を一つ選択。
　調査は、登山実践最終日に大学へ戻った後行っ
た。なお、回答については一人につき 2回以上を
求め、回答後その場で回収した。

（5） 分析方法

データの分析には、3E（Experiential Education 
Evaluation）フォーム 18）を用いた。得られたデー
タ入力により、ヒエラルキカルバリューマップ
（HVM）を作成し、効果と要因の関係性を視覚的
に視ることを可能とした。

3. 結果

　回答されたデータのうち、回答に不備があるも
のを除いた結果、有効回答数は102であった。全
回答を元に作成したヒエラルキカルバリューマッ
プ（HVM）を図 2に示す。より強い関係性を見
るため、カットオフレベルを 4（回答数が 3以下
のものを削除する作業）に統制した結果を図 3に
示す。
　関係性が強く出たものを見ると、「晴れの中の
歩行」が「自然のすばらしさを認識する」と認知
され「自然」という効果に繋がった。同じく「晴
れの中の歩行」は「美しさに触れる」と認知され「自
然」という効果にも繋がった。「頂上に登頂」も
「自然のすばらしさを認識する」「美しさに触れる」
と認知され「自然」という効果に繋がった。
　「頂上に登頂」は「自己成長」と「チャレンジ」
と認知され「達成」という効果に繋がった。また、
「自己成長」から「自信」という効果にも繋がった。
同様に「宿泊地に到着」も「自己成長」と「チャ
レンジ」と認知され「達成」という成果、「自己
成長」から「自信」という効果に繋がった。
　「食事づくり・テント設営」は「仲間を感じる」
と認知され「つながり」や「感謝」という効果に
繋がった。

4. 考察

　最も強い効果であった「自然」は歩行中、頂上、
休憩中など場面を問わず、自然の景観が素晴らし
い、または美しいと感じた瞬間に起因していると
考えられる。特に今回のようなダイナミックな自
然景観は、なかなか日常では味わえないものであ
り、かなりインパクトが強く、そのことが大きく
影響したと考えられる。
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　「達成」や「自信」という効果については、今
回の縦走登山ルートがグレードとしても厳しく、
体力的や精神的に厳しい活動であったことが大き
く影響しており、頂上や宿泊地というゴールに到
着した場面で「チャレンジ」「自己成長」と捉え
られた結果であると思われる。
　「つながり」「感謝」という効果は、宿泊や食事
などの生活場面で、一人ではなく仲間の存在を感
じたり、グループで協力したり、助け合いながら
作業をしたことで、感謝の気持ちが生まれたもの
と思われる。

5. まとめ

　本研究では、登山体験による効果とその要因の
因果関係を明らかにすることを目的に、ウィルダ
ネスエリアで行われた大学授業での宿泊を伴う縦
走登山体験者を対象に調査を行った。その結果、
「自然」、「達成」、「自信」、「つながり」、「感謝」
という効果がもたらされたことが明らかとなった。
また、その要因となった場面として、それぞれ「晴
れの中の歩行」「頂上に登頂」「休憩」、「頂上に登
頂」「宿泊地に到着」、「食事づくり・テント設営」
といった場面に強く起因していることが明らかと
なった。
　しかしながら、今回は大学授業での体力的・精
神的にも厳しい縦走登山を対象としたものであり、
幅広い意味での登山とは言えず、違う登山スタイ
ル、グレード、年齢層などを網羅したものではな
かった。そのため、今後は幅広い登山を対象とし
ての調査、研究を行い、登山の効果の因果関係を
究明し、その魅力を明らかにすることが求められ
る。

《受付　　　 2018. 4.24》

《査読後受理 2018. 9.13》
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