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しまなみ海道における
サイクルツーリズム振興の一考察
― その広域連携の構造と機能について ―
も ち づ き
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大阪市立大学大学院創造都市研究科 修士課程

This study shows that the framework of regional partnerships for promoting cycling tourism（CT）around the Shimanami Kaido
consists of three organizations and their related functions. First, the organization of regional partnerships that promote CT
around the Shimanami Kaido is centered on Imabari City and Ehime Prefecture, in partnership with Kamijima Town and
Onomichi City, and functions analogously to a basic“operating system”for CT promotion. Second, the non-profit organization
Cyclo Tourisme Shimanami acts as a developer of “applications” that promote CT. Third, Shimanami Japan ― like its
predecessor, the Shimanami Council ― provides indirect support, acting as a kind of“peripheral device.”To promote CT, the key
is that the basic“operating system,”
“applications”development, and“peripheral device”work together in harmony. These
organizations and their functions can also be extended to and applied in other areas that also aim to promote regional CT
activities. The results of this study will thus contribute to future research on both CT and regional development.
キーワード：しまなみ海道、サイクルツーリズム、広域連携の仕組み、シクロツーリズムしまなみ、しまなみジャパン
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１．はじめに

状況を調査し、
第１段階：取組みがない、

取り組みを行っており、これらを下支え

1.1

第２段階：CT 推進組織が無く各市町村

しているのが広域連携の仕組みである。

まち巡りに便利な特性から、近年、自

が独自に取り組んでいる、第３段階：CT

兒玉ら（2015）は、北海道は2012年設立

転車を活用したまちづくりの議論が盛ん

推進組織ができより広域的で高度な取組

のサイクルツーリズム北海道推進連絡協

になり自転車を観光振興や地域振興に活

が行われ一体的に情報発信ができてい

議会が、奈良は2010年策定の「奈良県自

用する自治体や（古倉2014、八坂ら2017）、

る、第４段階：地域内のより多様な施設

転車利用促進計画」
を主導する奈良県が、

サイクルツーリズム（以下 CT

）を行

が CT に関わり休憩所や宿泊施設などエ

しまなみは愛媛・広島両県の沿線市町村

う自治体も増えている（兒玉ら2015）。一

リア内に受入態勢が確立されている、の

などで2007年に設立の瀬戸内しまなみ海

方、ラグビーワールドカップ2019や2020

４段階に分類した。
その上で全国136の大

道地域振興協議会（２）
（以下、
しまなみ協議

東京オリンピック・パラリンピックなど

規模自転車道を詳細に分析し、北海道エ

会）が各々中心になり CT の推進を図っ

のメガイベントを控え、2011年６月には

リア、奈良県エリア、しまなみエリアの

ていると指摘する。北濱（2015）が、ス

観光庁が「スポーツツーリズム推進基本

３か所が第４段階の最高水準を満たすも

ポーツツーリズムにおける広域連携コミ

方針～スポーツで旅を楽しむ国・ニッポ

のであることを明らかにした。これらエ

ッションの成功例として、しまなみ海道

ン～」を取りまとめ、外客誘致を進める

リアは複数の自治体による地図作成や広

をかかげているのも同様な文脈からの分

観点からスポーツツーリズムの推進を強

域的なレンタサイクル及びサイクルス

析であり、兒玉ら（2015）と同様に年間

化している（観光庁2011）。この基本方針

テーションの整備など第３段階の要件充

を通じての温暖な気候と自然を満喫し海

では、観る・する・支えるの３つの観点

足に加え、さらに、サイクリスト向け簡

風に吹かれながら渡ることのできる自然

からスポーツツーリズムを強力に推し進

易宿泊所（Bed&Bike）の要件を満たす

特性に成功要因を見出している。

めることとされており、CT もその一翼

ものとなっている。また、北海道エリア

また、サイクリストへのサービスとし

を 担 う も の と 期 待 さ れ て い る（北 濱

が自然資源、奈良エリアは社寺・史跡な

て不可欠とされるトラブル発生時の人材

2015）。

ど人文資源、しまなみエリアは自然資源

育成も、しまなみ海道は10年弱の CT 客

兒玉ら（2015）は、先進国ドイツの例

の瀬戸内海に加え大三島大山祇神社など

来訪を通じた施設側の理解の深まりとノ

を引きながら、日本における CT の整備

人文資源も売りに各々の特性を生かした

ウハウの蓄積で充実している。周囲の道

問題意識

（１）
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路とのネットワーク化による沿線外への

あり、これを支えたのがしまなみ協議会

尾道市などの観光客数やしまなみ海道の

取組の波及も進んでおり、これらの点か

の広域連携であると既往研究は分析し

レンタサイクルの利用者数など基本的な

らしまなみ海道は３者の中でも特に抜き

た。

指標やその相関を考察し CT に係る利用

しかしながら、既往研究はしまなみ海

実態や推移を明らかにし、しまなみ海道

一方、原田ら（2014）は瀬戸内海の島々

道の利用実態に触れない。また、行政機

の CT 振興の成り立ちを確認する。続く

を巡るサイクリングができることや海を

関が相互にどのような関係に立ち、民間

第３章では1970年代をピークに完成車の

跨ぐ景観街道を提供するしまなみ海道の

との関係はどうなっているのか、その構

製造拠点が日本から台湾や中国に移る中

特性は、瀬戸内ブランド構築に有効だと

造や機能も詳らかではない。そこで、本

での日本の自転車産業の立ち位置やしま

指摘する。このように2006年に完全開通

稿では、しまなみ海道の CT 振興をその

なみ海道の CT と台湾や世界最大の自転

した西瀬戸自動車道、通称しまなみ海道

成り立ちに遡って考察し、しまなみ海道

車メーカー、ジャイアントとの関係を考

は７つの橋で愛媛県と広島県を結ぶ全長

を取り巻く台湾や自転車産業との関係に

察する。第４章ではしまなみ海道の CT

約70km の自転車で渡ることができる高

も目配りしながら、しまなみ海道の CT

振興の主たる担い手の事例研究を行う。

規格幹線道路であり、CNNが世界で最も

振興に係る広域連携の仕組みやその構造

対 象 と な る の は、シ ク ロ ツ ー リ ズ ム、

美しいサイクリングロードの一つと絶賛

と機能を明らかにする。これが本稿の目

Onomichi U2とNAGI BIKE、しまなみジ

するなど内外からサイクリストの聖地と

的である。その際、その意義や課題もあ

ャパンである。続く第５章ではこれらを

して脚光を浴びその潜在的なブランド価

わせて整理する。本稿で明らかにするし

総合的に考察し今この地域で根付きつつ

値が高く評価されるところとなっている

まなみ海道の CT 振興に係る広域連携の

ある新たな自転車文化創造の諸相にも目

（秋山2012、近藤2013）。利用面でも、矢

仕組みやその構造と機能は、同様に CT

配りしながら、しまなみ海道の CT 振興

島ら（2011）が2004年に国土交通省が指

振興を図る他の地域へも応用や波及が可

に係る広域連携の仕組みや構造と機能を

定した全国15のサイクルツアー推進事業

能であり、今後の CT 研究や地域づくり

明らかにし、あわせてその意義や今後の

モデル対象地区を検証しその中でも特に

研究の推進に資する。

課題も整理する。

んでた存在となっている（兒玉ら2015）。

なお、インタビュー調査の実施概要は

整備率が高く施設数が多いしまなみ海道

こうした認識にたち、しまなみ海道の

地区を調査対象に選び自転車利用者の行

レンタサイクルの利用者数や今治市や尾

次のとおりである。

動実態を調査した。この結果、調査対象

道市などの観光客数など基本的な指標か

・愛媛県企画振興部政策企画局サイクリ

者の半数がしまなみ海道を横断し残る半

ら今のしまなみ海道の CT の利用実態を

ング調整監

数も中間地域まで足を伸ばす実態や利用

把握し、また、しまなみ海道の CT 振興

日

者の９割が自転車道からそれた立ち寄り

の成り立ちを見ながら、文献調査で自転

を行う回り道行動をとる特性などが明ら

車産業の盛衰の中での日本の現状や台湾

かにされている。その上で回り道行動な

との関係を確認する。しまなみ海道のCT

ど利用者の特性に合わせたサービスの充

振興に係る広域連携の仕組みやその構造

実が振興策として有効だと指摘する。

と機能については、しまなみ海道の CT

・しまなみジャパン 専務理事 合田省一

振興を牽引している主たる担い手へのイ

郎、事務局長 新宅康生 2017年７月３

ンタビュー調査などで明らかにする。焦

日、2018年８月23日

1.2

研究の目的

坂本大蔵

2018年11月12

・NPOシクロツーリズムしまなみ 代表
理事

山本優子

2018年11月12日

・尾道市 市長 平谷祐宏、観光課観光係
長 稲角信明 2017年９月11日

・Onomichi U2 副社長 井上善文 2017年

これら既往研究はしまなみ海道の持つ

点を当てるのは広域連携や自転車製造の

ブランド価値を認め全国的に抜きんでた

メッカ台湾としまなみ海道との関わりで

存在であることを改めて裏付けている。

あり、地域と共同してサイクリングのガ

特に、自転車で渡ることのできるユニー

イドツアーに先鞭をつけた NPO シクロ

クなインフラ特性や７つの橋で島々がつ

ツーリズムしまなみ（以下、シクロツー

ながり海をまたぐ景観街道の特性からし

リズム）、全国で初の自転車を核とした複

まなみ海道がサイクリングに親和性が高

合施設 Onomichi U2、尾道メイドの自転

くそれを生かした戦略である CT が有効

車、凪（なぎ）を製造するNAGI BIKE、

であるという認識も一致している。これ

地域連携 DMO しまなみジャパン（以

客数との相関 ―

はしまなみ海道がその優れたインフラ特

下、しまなみジャパン）である。

しまなみ海道の利用実態を把握するた

（４）

アシス

、サイクリスト向け簡易宿泊所

などの環境を整えたから実現できたので

・NAGI BIKE チーフプロデューサー 高
橋要一 2018年５月31日
２．しまなみ海道の利用実態としまなみ
海道の CT 振興の成り立ち
2.1

しまなみ海道の利用実態 ― 観光

め、まず、しまなみ海道のレンタサイク

性を生かしレンタサイクル、サイクルオ
（３）

12月26日、2018年８月23日

1.3

論文の構成

論文の構成は、まず第２章で今治市や
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図１

レンタサイクルの利用者

どしまなみ海道沿線の観光振興を担い、
後者はシンポジウムや瀬戸内しまなみ大
学、しまなみ百景選定など地域振興を担
っていた。しまなみ協議会はこの母体組
織の事業を継承・発展させ、瀬戸内しま
なみ海道観光パンフレット「SIMAP」の
作成・配布や Web での情報発信、イベ
ントや観光展などによる観光宣伝、サイ
クリスト向けの地図やフライヤーの提供
などを行ってきた。これら事業は2017年
設立のしまなみジャパンに承継される
（後述）
。
さらに、今治市や尾道市によるレンタ
サイクルやしまなみ協議会によるイベン
ト・プロモーションに加え、2011年から
はしまなみサイクルオアシスが、2012年
からはしまなみ島走レスキュー体制が順
次整備された。前者はサイクリストが気

出所：筆者作成

軽に立ち寄り休憩や地域の人々と交流す
は相互に協力し、しまなみ海道振興のた

が著しい。また、外国人利用の統計のあ

る場づくりであり、後者は怪我や故障で

め開通当初からレンタサイクル事業を始

る尾道側では、その利用者割合は2013年

立ち往生した際の救護システムである。

めた。レンタサイクルの利用者は、必ず

度 5.6％ か ら 2016 年 度 12.3％（2,232 人 ÷

サイクルオアシスは、地域の商店、レス

しもしまなみ海道の利用の全体像を示す

39,623人→9,672人÷78,857人）と大きく

トラン、宿泊施設、土産物店、ガソリン

ものではない。しかし、1999年の開通後

増加している。この外国人利用者を国・

スタンドなどの軒先、庭先、駐車場など

の特に2006年の完全開通以降の利用トレ

地域別でみると台湾が米国を抜き１位で

に設けられ、
自転車スタンドや空気入れ・

ンドを見る貴重な指標である。具体的に

広島県全体の指標（１位：米国、２位台

工具セット、
ガイドマップなどが置かれ、

見ていこう。図１のように2000年代は３

湾。2016年暦年）を逆転している。この

サイクリストの憩の場であるとともに地

～５万人前後に留まっていた利用者も

ように、基本指標の分析からも CT や台

域の人々との交流の場となっている。尾

2009年度以降、大きく利用者を伸ばし７

湾がしまなみ海道地域にとって大きな存

道側に85か所（2016年７月現在）今治側

年後の2016年度には３倍増の14万人超を

在であることが確認できた。

75か所（2018年10月現在）
、計160か所に
設けられている。しまなみ島走レスキ

記録するに至った。当初は、サンライズ
しまなみ海道のCT振興の成り立ち

ュー事業では、自転車店が少ない島嶼地

自転車専用道の整備などに先行した今治

1999年今治市はしまなみ海道の開通に

域の特性を踏まえ、タクシー会社と提携

側の利用者が大半を占めていたが、完全

あわせサイクリングターミナル、サンラ

した故障車の運搬やレスキュー隊による

開通後は尾道側も徐々に利用者を伸ばし

イズ糸山を整備した。サイクリスト向け

修理などのサービスを行っている。これ

2014 年 度 に は 尾 道 が 今 治 を 上 回 っ た。

簡易宿泊所も設けられロードバイクやク

らによって、しまなみ海道を訪れる者が

2009年から2016年の間、尾道の観光客は

ロスバイクなどスポーツ車も配備されレ

安心してサイクリングを楽しめる環境が

90万人増加しているが、この間の自転車

ンタサイクルが始まった。このサービス

整った。こうして広域的なレンタサイク

利用の増加は6.3万人で7.0％の割合を占

が尾道市でも同時に開始されたのは先に

ル、複数の自治体による地図作成、サイ

めている。一方、今治は、この間約22万

見たとおりである。また、
2007年には
「瀬

クルオアシスやサイクリスト向け簡易宿

人の観光客増に対し2.6万人増の11.8％増

戸内しまなみ海道観光推進協議会」
（設立

泊所、加えてレスキュー体制などの条件

となっている

。他方、同時期のレンタ

年不詳）と「瀬戸内しまなみ海道振興協

が整い、しまなみ海道は高い評価を得る

サイクル利用者の伸び（2016年度÷2009

議会」
（1994年設立）が統合されしまなみ

ところとなっている。

年度）を見てみると尾道が約５倍、今治

協議会が設立された。母体組織は共に沿

が約２倍で総観光客に対する自転車利用

線の市町村を中心に構成され、前者は旅

者のウエイトは今治が高いが伸びは尾道

行代理店を対象とした商品企画コンペな

糸山などサイクリングターミナルを設け

（５）

2.2
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３．しまなみ海道と台湾、ジャイアント

によって1990年代には自転車製造の中心

市などが協力し台湾から劉のサイクリン

は中国へ移る（周2009）
。この移行期、完

グチーム一行を迎え、日本側関係者と一

成車市場から手を引き専ら生産を中国に

緒にしまなみ海道と瀬戸内海の合計約

湾、中国へ ―

頼った日本とは対照的にジャイアントな

300kmを４日間で走破した（８）。また、こ

明治維新後、欧米から自転車が日本に

ど台湾メーカーは中国にも製造拠点や販

うした取組をてこに、
しまなみ海道では、

輸入されるが、大型の米国産は敬遠され

売網を地道に広げ中国での市場占有率も

2013年のプレ大会を経て2014年10月には

日本人の体型にあった英国産が主流とな

高めている。特に経済成長下で富裕層が

国際サイクリング大会が、内外から約

る。また、輸入車の貸し出し事業を通じ

増えた中国ではスポーツタイプのハイエ

8000人の参加者を集めて開催された。こ

自転車の利便性が注目を集める中で、国

ンドな製品が人気でジャイアントはその

れは高速道路を一部交通規制しサイクリ

産車製造への動きも活発になる（自転車

ニーズに応えている（野嶋2012）
。

ング大会を行うもので、以後２年ごとに

との関わり
3.1

自転車産業の盛衰 ― 日本から台

産業振興協会1973）。自転車製造には鍛造
の技術が不可欠であったことから、鉄砲

大小規模を変えながら継続して開催され
3.2

自転車産業のメッカ台湾としまな

るなどサイクリストの聖地に相応しいイ

鍛冶技術を持つ者が自転車製造に目を向

み海道のかかわり

ベントとして定着している。また、第１

け手がけるようになる。宮田製銃所が商

世界最大の自転車メーカー、ジャイア

回大会に先立つ2014年７月からはそれま

号を宮田製作所と改め本格的な製造をは

ント創設者、劉金標はその類まれな経営

で有料だった自転車の通行料金が無料化

じめたのが1902年（明治35年）で、その

手腕もさることながら、
「走る経営者」と

された。さらに同年10月の台湾・日月譚

後日本のトップメーカーになる（自転車

しても良く知られる企業家である。
劉は、

と瀬戸内しまなみ海道との姉妹自転車道

産業振興協会1973）。戦前における世界の

2007年に台湾１周約1000km の走破に続

協定の締結に続き、2016年には愛媛県が

自転車市場で日英独が三大生産国と呼ば

き、2009年には北京～上海の約1600キロ

「サイクリストの聖地」と「サイクリング

れ、その中でも英国などよりも安い労働

の走破にも成功している。
その原動力は、

パラダイス」の商標登録も行った。こう

力を有していた日本には価格競争力があ

多くの人々に自転車の魅力を理解しても

した関係者の努力もあり、2017年にはし

り一時は首位の座にあった（野嶋2012）。

らい自転車に乗ることに興味をもっても

まなみ協議会が
「サイクリストの聖地『瀬

戦後直後の大幅な生産縮小後、各メー

らいそして自転車をスポーツとして楽し

戸内しまなみ海道』を核としたサイクル

カーは政府の支援を受けながら生産能力

んでもらうためだ。このため、劉が売っ

ツーリズム」で、スポーツ庁、文化庁、

の向上に努めた。JIS による規格統一も

ているのは自転車という商品だけでなく

観光庁３庁連携の「スポーツ文化ツーリ

奏功し量産化が可能となり、高度経済成

自転車という文化やライフスタイルの価

ズムアワード2016」の大賞に選ばれ、し

長期、自転車生産は右肩上がりで上昇し

値とも言われている
（野嶋2012）
。2012年

まなみ協議会の会長として今治市長の菅

人口増に伴う日本国内需要の拡大に応え

４月、ジャイアントは今治市に大型の直

良二が受賞式に臨み、
「歩いて、自転車で

た。また、世界最大市場である米国への

営店を開設した。この店は自転車の販売

渡れるしまなみ海道の特色を生かし、各

輸出も増加し日本の自転車産業は大いに

だけでなく最新機種のレンタルまで行え

自治体が連携してサイクルツーリズムに

成長・躍進した（粂野、渡辺2009）。製造

る複合店舗であり、
しまなみ海道の起点、

取り組んだ。国際活動として台湾との交

拠点は機械製造業が発達した関西地区に

今治市が四国におけるサイクリング拠点

流なども実施した。
（中略）
今後もサイク

集中したが、特に自転車部品メーカーは

として機能することが企図されている

リストの聖地としての振興に取り組む」

大阪南部の堺に集まり100社余に達し、年

（野嶋2012）
。一方、尾道側にも、４章で

とコメントしている（９）。ここでも改めて

間 生 産 台 数 も 900 万 台 と な る（６）
（粂 野

述べる自転車を鍵概念にした複合施設、

台湾との関係構築の意義を確認すること

2009、周2009）。ブリヂストン、パナソニ

Onomichi U2が2014年３月に開設され、

ができる。

ック、ミヤタ、丸石自転車など４大メー

ここにもジャイアントの大型直営店が店

カーを軸に日本の自転車産業は黄金期を

舗を構えた。もう一方の起点、山陽側の

迎える（野嶋2012）。

尾道にもサイクリング拠点が形成され、

み、Onomichi U2とNAGI BIKE、しま

しかし、オイルショック後、米国から

世界最大の自転車メーカーがしまなみ海

なみジャパン ―

OEM 生産でジャイアントやメリダなど

道の両方の起点でサービスを開始するに

台湾のメーカーが徐々に力をつけ OEM

至っている。

４．
事例研究 ― シクロツーリズムしまな

4.1

シクロツーリズムしまなみの成り

立ち

を ODM へ転換させる中 、1980年代以

こうした流れの中で、2012年５月には

2002年４月、芸予地震後設けられた災

降は台湾が日本に変わり自転車輸出王国

日台交流瀬戸内しまなみ海道サイクリン

害ボランティアセンターの事務局長に就

になる（謝2009）。また、投資環境の悪

グが開催され、愛媛県、今治市、上島町、

任した山本優子は市民参加型のまちづく

化、労働力不足、産業競争力の衰退など

松山市、広島県、尾道市、江田島市、呉

りに取り組むが、この中で、今治市島嶼

（７）
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部の振興に携わる。自転車との関わりは

まなみ号」による船と自転車を組み合わ

今治市が2004年にサイクルツアー推進事

た島々を巡る旅を提供する社会実験も行

業モデル地区の指定を受け四国運輸局か

っている。

らの受託事業でアクションプランを作っ

写真１

Onomichi U2全景

このように、シクロツーリズムはしま

たのがきっかけだ。この結果を踏まえ、

なみ海道の持つ潜在価値を早くから見出

さらに、愛媛県から2005～2007年度の３

し、サイクルオアシスやレスキュー事業

カ年のモデル事業を受託し、３か年で伯

などサイクリストと地域を結びつける事

方島、大三島、大島の３つのモデルコー

業開発を地道かつ先導的に行い愛媛県や

スを作った。この一連の島嶼地域での事

今治市がこれを支援した。また、その眼

業がシクロツーリズムの取組の原点にあ

差しは常に地域に向けられ地域と一体に

る。そこで島の姿や暮らしそのものが観

CT によるまちづくりも進めている。そ

ド隆盛・勃興期に向け、瀬戸内海を地中

光資源になることに気づき、山本はさら

の先進的な取組は愛媛県や今治市から尾

海に勝るとも劣らない世界の宝として活

に2008年に「しまなみスローサイクリン

道市や上島町へ届けられ、しまなみ協議

用すべきだと提言した。提言では瀬戸内

グ協議会」を設立し愛媛県の受託事業と

会の支援も得ながらしまなみ海道全域で

海を共通財産とする複数県にまたがる広

して住民参加型のしまなみスローサイク

サイクルオアシスやレスキュー体制も順

域連携と瀬戸内のブランド化が不可欠で

リングプロジェクトに着手した。これは

次整備されている。両地域で統一感のあ

あると指摘した。広域連携については、

モニターツアーでサイクリストのニーズ

るサービスが一体的に提供されることに

瀬戸内７県（12）による瀬戸内ブランド推進

を把握し島の風習である島四国霊場巡り

よりサイクリストの聖地としてのしまな

連合を経て、広域連携 DMO せとうち観

や豊かな自然環境や農漁業を生かした自

み海道のブランド化が図られている。施

光推進機構（以下、せとうち機構）が誕

転車の旅のアイテムを一つひとつ丁寧に

策が連動して行われる好循環が起こるな

生した。また、ブランド化に向けては、

掘り起す作業である。島の暮らしの魅力

かで、シクロツーリズムはその起点とな

宿、船・航路など７つの重要戦略が掲げ

を発信しその運動を根付かせるこの試み

り新たな施策のインキュベーター的な役

られた。
「瀬戸内サイクリングロード」は

はその後のガイドツアーの開発につなが

割を果たしている

その重要戦略の一つであり、構想ではし

。

（11）

るが、第１章で見た矢島ら（2011）の回
り道行動の有用性の指摘は先に現場で理

出所：筆者（2018年５月31日撮影）

まなみ海道はそのブランド戦略の先兵を
4.2

Onomichi U2と凪（なぎ）の成り

担うべき重要な資産であるとした。これ

立ち

を踏まえ誕生したしまなみ海道の起点と

て着手されていたと言えよう。この一連

シクロの家
（後述）
がオープンした2014

な る 尾 道 に お け る サ イ ク リ ン グ拠点、

の動きがきっかけとなり、山本は2009年

年、Onomichi U2が開業する（2014年３

Onomichi U2は、広島県にとって重要な

にシクロツーリズムを設立した。シクロ

月）。これは昭和の初期に整備された県営

意味を持った。この Onomichi U2の U2

ツーリズムのミッションは今治市や上島

上屋倉庫の跡地利用として、
2012年５月、

は西御所県営上屋（うわや）２号からと

町などの島嶼地域を自転車で活性化する

広島県及び尾道市がこの県営上屋倉庫の

られた名称であり、施設内には海運倉庫

ことだ。シクロツーリズム設立後は地域

活用プランを募り、瀬戸内の振興を行う

時代の鉄や石、木材などの素材が随所に

と旅人を橋渡しするガイドツアーにも先

常石造船グループのディスカバリーリン

散りばめられ、西御所という地の往時の

鞭をつけ島嶼地域ならではの旅づくりを

クせとうち（以下、DL せとうち）のプ

歴 史 の 記 憶 を 承 継 し て い る。雑 貨 店

行う。また、JR四国に掛け合い愛媛県か

ランが採択され実現した。DL せとうち

「SHIMA SHOP」には瀬戸内の日常の暮

らの受託で2009年に自転車を電車で運ぶ

はこの海運倉庫を日本初となる自転車に

らしを良くするというコンセプトで集め

乗ったままチェックインできる宿泊施設

られた書籍や雑誌がならび、レストラン

解され、既に、シクロツーリズムによっ

サイクルトレインも実施しレンタサイク
ルの利用を加速化させた（10）。こうした愛

「HOTEL CYCLE（ホ テ ル サ イ ク ル）
」
、 「The RESTAURANT」では、尾道の新

媛側の動きに刺激され、翌2010年には広

世界最大の自転車メーカーによる専門店

鮮な魚や採れたての野菜が提供されベー

島県も広島～尾道間にサイクルトレイン

「GIANT STORE（ジ ャ イ ア ン ト ス ト

カリーショップ「Butti Bakery」には地

を運行するところとなっている。さらに

ア）」、自転車に乗ったまま食事が可能な

元食材を使った焼き立てパンが並ぶ。こ

シクロツーリズムは、上記と同様に愛媛

飲食店「Yard Cafe」などから成る自転

こは倉庫という空間に尾道が自慢できる

県からの受託でサイクリストの自転車旅

車に徹底的に拘った複合施設にリノベー

ものを数多く集めて詰めあわせてつくっ

行をサポートするしまなみサイクルオア

ションした。公募に先立つ2011年３月、

た小さなまちであり、そこでは旅人と地

シスやしまなみ島走レスキュー体制を順

広島県は「瀬戸内 海の道構想」をまと

元の人たちが普段着で日常的に楽しみ交

次整備したのに続き、
「サイクルボートし

め、来たるべき日本におけるインバウン

流する。西御所町のまちづくりの拠点で
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リースされた。その後全国的な展示会に

ができるようになった。連携する観光協

一方、凪（なぎ）は尾道のサイクリン

継続して出展している。また、2013年10

会には豊富な情報があるのでこれを武器

グを象徴する自転車である。凪を製造す

月、ツールド・フランスを３度制したグ

にすれば様々な個性的な施策の展開が可

る NAGI BIKE は自動車の塗装設備をつ

レッグ・レモンが東京のスポーツ店で凪

能である。

くっている東尾道市の会社、アンデック

を試しその完成度を絶賛し米国に持ち帰

一方、改組に先立つ2016年４月、この

スの独立した自転車部門である。自転車

った。2013年から凪はレンタサイクルに

地域一帯が「“日本最大の海賊”の本拠

製造プロジェクトは2010年、創業40年の

採用され、2014年からショップを始めた

地：芸 予 諸 島 ― よ み が え る 村 上 海 賊

新規事業として始められた。自転車に精

NAGI BIKEは、Onomichi U2のジャイア

Murakami KAIZOKU の記憶」として日

通し工業デザインにも経験豊富なデザイ

ントストアとともにしまなみ海道におけ

本遺産の認定を受けた。今治と尾道の共

ン総括の高橋要一が手掛けた。堺や東大

る自転車のメンテナンス拠点となってい

通の資産である村上海賊とその伝統・ス

阪など自転車産業の集積地のつてを辿

る。

トーリーがしまなみ海道とともに広く認

ある。

知されるところとなった。この認定を踏

り、台湾メーカーによるフレーム生産の
目途がたったところから事業は現実化す

4.3

しまなみジャパン ― 自転車から

まえ、しまなみジャパンは、しまなみ海

る。良い自転車作りの鍵は利用者のニー

村上海賊へ ―

道に海賊のイメージを定着させるねらい

ズをどれくらい引き出せるかにあるが、

2017年３月、しまなみ協議会は地域連

から「海賊プロジェクト」を立ち上げ第

それには、尾道にふさわしい自転車を世

携 DMO しまなみジャパンに発展改組さ

一弾として「海賊むすび」を始めた。こ

に送り出す必要があった。自転車の疾駆

れた。公募で、
マーケティングやプロモー

れは沿線の店舗がしまなみ海道の食材を

に最適なしまなみ海道がある一方で尾道

ションなどに経験豊富な民間人を専務理

中心とした具材でおむすびを作って販売

には坂や路地もある。この特性を考え軽

事に据え、今治市や尾道市などの行政経

するもので、2018年11月現在24店舗が参

くて路地や坂でも走れ、かつロードバイ

験者に広告代理店など民間の担い手を加

加している。これをさらに、海賊のろし

クと同じ乗り味の自転車、すなわち、ロー

え、マーケティング手法を用いた分析に

体験やしまなみ海道文化の駅「海賊砦」

ドバイクの感覚で走ることができる小径

基づき、収益面を強化しながらしまなみ

の提案誘致など将来の夢へもつなげてい

の自転車の実現が求められた。凪は瀬戸

海道を振興する戦略組織に衣替えした。

きたい考えだ。しまなみジャパンは自転

内海の風物詩で早朝や夕方の風が止んだ

2017年度のしまなみジャパンの予算は全

車を基調にしつつも自転車以外に楽しめ

時の状況を示す言葉だ。尾道やしまなみ

体が1.9億円でそのうち１億円がレンタ

るコンテンツの充実にも、今、注力し始

海道にあう自転車という意味でこの名が

サイクル費、2600万円がサイクリング大

めている。

つけられたが、凪いだときの夕焼けの中

会のイベント費、3600万円がフライヤー

で穏やかな綺麗な水面をすべるように走

作成などのプロモーション費で残る2800

る感覚が尾道メイドの自転車、凪のイ

万円が管理費となっている。尾道市のレ

メージである。しまなみ海道約160kmで

ンタサイクル事業を引き継いで CT 振興

行われる走行テストは、昇り、下り、直

を事業の軸に据えイベントやプロモーシ

機能 ―

線など走行点検に必要なすべての条件を

ョンで CT を強力に支援する一方、今後

しまなみ海道の開通以降、今治市や尾

満たしている。１回走るごとに乗り味や

は稼ぐ力もより増強する方針である。

５．考察 ― しまなみ海道のCT振興の構
造や機能などについて ―
5.1

広域連携の仕組み ― その構造と

道市はサイクリングに最適なしまなみ海
道の特性を生かしレンタサイクルを中心

メカニックを点検し部品を改良し組み上

このため、DMO への改組に伴いその

げる。この試行錯誤を繰り返し、2011年

機動性を生かし初年度の2017年度にはウ

にその魅力づくりに努めてきた。また、

９月開発から１年半で１号機100台がリ

エディングと地域コンテンツ販売システ

サイクルオアシス、レスキュー事業など

ム事業を新たに導入した。ウエディング

サイクリストが安心してしまなみ海道を

事業は海外ではリゾートウエディングが

楽しむことができる環境整備も地道に進

主流であることに着目し瀬戸内の絶景を

めてきた。後者の先導的な試みはいずれ

生かそうとする事業である。この自然特

もシクロツーリズムの提案を踏まえ愛媛

性を生かせば、橋の横断幕でのプロポー

県の実証事業として行われ実現したもの

ズ、橋脚の上で結婚式、遊覧飛行で結婚

だ。また、このような新たな試みとノウ

式、バスの中での結婚式など様々な取組

ハウは尾道市や上島町へ伝えられ連携し

ができる。また、地域コンテンツ販売シ

て実施されしまなみ海道地域一体で統一

ステムの導入により、DMO サイトから

感のある施策として浸透している。この

入り宿泊・体験プログラムの予約と決済

中にあって、しまなみ協議会もサイクリ

写真２

NAGI BIKE と凪の１号機

出所：筆者（2018年５月31日撮影）
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ゲストハウスが1000万円、ガイドツアー

自転車文化が形成されつつある。シクロ

が400万円、補助金が500万円、講師派遣

ツーリズムが進めてきた自転車を核にし

が300万円、
その他600万円となっている。

たまちづくりの推進は、サイクリストや

売上げのウエイトこそ低いが今でもこの

地域の人のニーズに沿って進められてき

ガイドツアーがシクロツーリズムの活動

た。住民有志が軒先を提供する休憩スポ

の核である。2013年には地域限定旅行業

ットのサイクルオアシスは、庭先にベン

の資格を取得しより内容を充実させてい

チをおき空気入れやトイレを貸す出す簡

るが、この事業においてシクロツーリズ

易な施設である。しかし、これは単にサ

ムは旅行者と住民の中間支援を担う。顧

イクリストへ施設を提供するだけでな

スト向けの地図やフライヤーの提供やイ

客は住民でそのモチベーションを維持し

く、住民との交流拠点の面を同時に持ち

ベント、プロモーションで取組を側面支

ながら生活に負担のないプログラムをつ

あわせこれが自転車によるまちづくりに

援してきた。このように、しまなみ海道

くることが大切で、このウエイトなりバ

寄与している。この延長線上に「しまな

の CT 振興に係る広域連携の中心には愛

ランスが重要になる。その意味でこのガ

み自転車旅の宿」整備（2013年からの愛

媛県と今治市がありこれに尾道市と上島

イドツアーはいわばシクロツーリズムの

媛県からの受託事業）の一環で誕生した

町が連携する形で成り立っている（図２

R&D部門でありCT振興のインキュベー

ゲストハウス「シクロの家」がある。こ

参照）。これがしまなみ海道のCT振興の

ターとしての心臓部分である。サイクリ

れは今治駅前の長屋を改装して2014年に

言わば基本 OS に当たり、シクロツーリ

ストはここを選んでくる者ばかりだ。目

開業した簡易宿泊所でありサイクリスト

ズムは地域やサイクリストのことを考え

的意識をもって訪れる者なので感度も高

が交流する CT によるまちづくりの拠点

ながらそのニーズに沿った新たな施策

い。モデルコースに必要な地域の魅力、

にもなっている。
この整備はさらに進み、

（ソフトウエア）を生むアプリケーション

コンテンツを発見するのは彼らだ。彼ら

シクロの家に続き2018年には波方にも新

開発（以下、アプリ開発）の機能を担う。

が求めるのは、第１にゆっくりとした旅

たなゲストハウスを開業した。これでサ

これらを側面支援するのがしまなみ協議

（瀬戸内リズム）
、第２に新しい旅のスタ

イクリスト向けの宿泊施設はサンライズ

会及び、それを継承したしまなみジャパ

イルの２つだ。当初は自分たちで作って

糸山、今治駅前のシクロの家、波方の３

ンである。これがしまなみ海道の CT 振

いたツアーのメニューも今では旅行者の

か所でトライアングルを形成するところ

興における広域連携の仕組みであり構造

発見に寄り添う形のものに変わっている

となりこれまで素通りだった市内にサイ

と機能である。３者が有機的に機能する

のもこのためだ。このように、地域と旅

クリストが回遊するまちのカタチが整っ

ことで CT の促進や台湾との関係の強化

行者に真摯に向き合い、地域へ十分気配

た。この仕組みによって今治における自

が図られている。

りしながら旅行者のニーズの一つひとつ

転車によるまちづくりは新たな段階を迎

この中にあって特に利用者目線で地域

に丁寧に対応し続けたからこそ、シクロ

えている。また、シクロの家がオープン

住民やサイクリストのニーズにそって新

ツーリズムはしまなみ海道の CT 振興の

した2014年には Onomichi U2も開業する

たな事業開発を行ってきたシクロツーリ

インキュベーターとして機能した。

が、ここも単なる複合施設の整備に留ま

図２

広域連携の仕組み

出所：筆者作成

らず尾道駅東側の商店街や斜面地の賑わ

ズムの役割が重要である。活動の端緒は
設立前の2004年に遡る。その当時は架橋

5.2

新たな自転車文化創造の諸相

いに対し、レンタサイクル施設とあわせ

効果が薄れ観光客も減りそれに伴いレン

こうして広域連携の仕組みをハブに今

駅の西側にも自転車を核にした賑わいを

タサイクル利用者も底の状態にあった時

治と尾道が有機的につながり、自転車の

創出し、内外の者が相互に交流する西御

だった。その際、国の受託事業で行った

製造や自転車文化構築に先駆的に取り組

所町のまちづくりを進めるものである。

のが「サイクルツアー推進事業モデル地

む台湾との連携も強化されている。台湾

区」のプロジェクトだった。この取組で

からフレームの供給を受ける凪は2013年

島の姿や島の暮らしそのものが持つ価値

からレンタサイクルにも使用され、今で

の重要性に気が付いたことがその後のシ

は尾道側保有900台の100台を占めるに至

クロツーリズム設立とガイドツアー実現

っている。また、シクロツーリズムによ

の契機となる。現在シクロツーリズムは

る自転車を核にしたまちづくりや愛媛県

６人の役員で構成され常勤スタッフが４

による自転車新文化創造のプロジェクト

人でアルバイトが５人の体制に拡大し

も進められ、Onomichi U2やNAGI BIKE

た。
年間の売上も全体で4000万円に上る。

などの新たな挑戦もある。これらが相ま

内訳は、マップ・書籍販売が1200万円、

って今、しまなみ海道地域一帯に新たな
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写真３

シクロの家全景

出所：筆者（2018年11月12日撮影）
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一方、尾道メイドの自転車、凪の生産・

図３

本稿の考察フレーム

出荷の最小単位、ロットは100台に絞られ
ており、ブランドを守り育て非日常を楽
しむための道具としての自転車を利用者
に届け続けることが NAGI BIKE の使命
となっている（高橋2016）。今、高橋のも
とには、かつて父親が乗っていた古い自
転車を乗ってみたいので修理してほしい
という案件が持ち込まれ始めている。寸
法も違うし部品が手に入らない。作業も
困難を極めるものだが、悪戦苦闘して修
理して返したら大変喜ばれた。このよう
に昔のものを再評価して自転車と一緒に
当時の記憶をよみがえらせ、それにまた
今日的な価値を与える動きが出始めてい
る。その意味で確かにこの地域において
今自転車が一つの文化として捉えられは

出所：筆者作成

じめているときで（高橋2016）、今のしま

表１

なみ海道の活気はその兆しを反映するも

分類

のである。しかし、こうしたシクロツー
リズムなどによる自転車を核にしたまち
づくりや NAGI BIKE の自転車造りなど
新たな自転車文化創造の潮流は、愛媛県
による自転車新文化創造の取組を含め、
創造都市論など別の視点からの分析枠組
で検証すべき大きな課題であるし、凪の

しまなみ海道ＣＴ振興の構造と機能
構造

（広域連携の枠組）
① 愛媛県・今治市＋尾道市
上島町
②

機能

役割

（今治市・愛媛県）→シクロの提案を事業化
（今治市→尾道市、上島町）→ノウハウ提供

基本 OS

シクロツーリズムしまなみ、・利用者、住民目線でサービス開発
Onomichi U2、NAGI BIKE
・自転車によるまちづくりの推進

アプリ開発

しまなみ協議会→しまなみジ
・①と②の側面支援（マップ作成、ＰＲ等）
③ ャパン（行政、観光協会、商
周辺機器
・周辺地域への拡張活動
工会等）
出所：筆者作成

持つ完成車の再興の意義や課題について
も日本における自転車産業論の中で考察

なみ街道サイクリングロード」など周辺

会などとの連携、すなわち、③の周辺機

すべきクリティカルな論点である（図３

地域への拡張性を持っている。このよう

器が整えば CT は更に円滑に機能する。

のⒷ）。

な点を踏まえ、この広域連携の構造と機

しまなみ協議会はこれによく貢献してき

能を波及モデルにする観点からこれをパ

たが、それはまた、しまなみジャパンに

ソコンの構造と機能に準えて整理してお

継承されている。これまで考察してきた

意義 ―

こう。表１のとおり、CT 振興には②の

ように、①＋②＋③の３者の仕組みが整

本稿では、文献調査やしまなみ海道の

アプリ開発が必要でこれが起点となる。

いこの基本 OS、アプリ開発、周辺機器

CT 振興を牽引する担い手へのインタビ

このアプリ開発を利用者や住民の目線に

の３者がバランス良く配置され機能する

ュー調査などから、しまなみ海道の CT

立ってできるか否か、また、まちづくり

ことが鍵となる。主体が入れ替わっても

振興の広域連携が、愛媛県と今治市をコ

の視点があるかどうかが発展性や継続性

或いは主体が複数になっても各々に求め

アに尾道市と上島町が連携する形を基本

を担保する上での鍵となる。また、こう

られる役割が実行できるなら問題はない

に、その上でシクロツーリズムが新たな

した新たな芽の育成も大切だ。しまなみ

だろう。求められる役割をいかに充足さ

振興策の揺籃役を果たししまなみ協議会

の場合は愛媛県や今治市がシクロツーリ

せるかが重要になる。以上のような仕組

がこれを側面支援する構造と機能を明ら

ズムの提案を受け止めそれを実証してき

みがしまなみ海道の CT 振興を成功裏に

かにした（図３のⒶ）。しまなみ海道の

たが、この役割も欠かせない。しかし、

導いたのでありこの構造と機能は同様に

CT は愛媛県と広島県にまたがる広域的

これも普及が伴わなければ単なる社会実

広域的な CT 振興を考える他の地域へも

な CT であり、また、これは愛媛県「愛

験に終わる。実証・普及の①の基本 OS、

展開や応用が可能である。

媛マルゴト自転車道」、「四国一円サイク

特に受入側の受容が重要となる。ここも

リングロード」や広島県・島根県「やま

普及の鍵になる。また、観光協会や商工

5.3

小括 ― しまなみ海道の CT 振興の
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６．おわりに ― しまなみ海道のCT振興

としている自治体が増えている。この

した尾道市の観光客は2009年：5,849千

に係る課題について ―

ような地域では自転車による一連の観

人→2016年：6,749千人～900千人増で、

一方、図３のⒸのように、しまなみ協

光をサイクルツーリズム（以下CT）と

今治市の観光客は2009年：2,560,219人

議会を継承したしまなみジャパンがこれ

呼び、利用・来訪促進の取組みを進め

→2016年：2,781,514人～221,295人増で

までの自転車振興に加え、第１にウエデ

ている」
（1130頁）としており、本稿も

ィング事業など DMO としての稼ぎに力

この定義を使用する。

点を置き（図３のⒸの①）、第２には日本

ある。
自転車産業振興協会（2017）によれば、

（６）


しまなみ協議会の構成は、広島側が尾

1957年に240万台だった日本の自転車

遺産：村上海賊を生かした新たなプロジ

道市、尾道商工会議所、因島商工会議

の生産は1973年に941万台とピークを

ェクトに力を入れ始めている（図３のⒸ

所、（一社）尾道観光協会、
（一社）因

迎え、その後衰退の一途をたどり2016

の②）。これらはこれまでの自転車を核と

島観光協会、尾道旅館ホテル業組合、

年には9.4万台と10万台を切るに至っ

した振興策とは別のベクトルで動くもの

尾道観光土産品協同組合、本州四国連

であり、第１にⒸの①の新たな取組が果

絡高速道路㈱しまなみ尾道管理セン

たして成功裏に推移するのか否か、第２

ター、西日本旅客鉄道㈱岡山支社営業

Original equipment manufacturingの頭

にⒸの②の村上海賊の取組も含めこれま

課、おのみちバス㈱であり、愛媛側が、

文字をとった略号で生産を受託する会

での自転車振興と親和性を築くのかなど

今治市、上島町、今治商工会議所、し

社が委託した会社の提供する図面やス

の課題を内包する。稼ぐことが主たる使

まなみ商工会、
（公社）今治地方観光協

ペックに従って自社の生産設備を使って

命となったことによる変質への懸念と新

会、上島町観光協会、今治地方観光旅

生産する方法で、製品は委託会社のブラ

たなまちづくりのベクトルが今治の中心

同業組合、今治物産協会、本州四国連

ンドで販売される。
一方、
ODMはOriginal

市街地や尾道の商店街や斜面地などのま

絡高速道路㈱しまなみ今治管理セン

designing manufacturing の略号で委託

ちづくりとシナジー効果を持つかという

ター、四国旅客鉄道㈱営業部販売促進

企業の図面に依存せず自ら図面を引いて

課、瀬戸内運輸㈱である。

生産する。さらに進んだ形として OBM、

兒玉ら（2015）はサイクリスト向けの

Original brand manufacturing が あ る」

論点である。このような論点を紐解くに
はより幅広い視野からの緻密な分析が別

（２）


（３）


ている。
野嶋（2012）によれば、
「OEMは英語の

（７）


途必要となる。また、本稿では日本の自

休憩施設を「サイクルステーション」

（60～61頁）とされ米国自転車メーカーの

転車産業の盛衰と世界の中での位置を確

と呼称するが、しまなみ協議会では、

OEM から事業を始めたジャイアントが

認しながら、台湾との関係も含めしまな

これを「サイクルオアシス」と呼称し

ODM や OBM メーカーに発展を遂げる

み海道の CT 振興の広域連携の構造や機
能やその意義を明らかにしたが、それは

過程が描かれている。

ている。
日本版 DMO 登録制度は地方創生のた

（４）


尾道市長の平谷へのインタビュー調査

（８）


図３のⒶの部分を分析したに過ぎず、前

め観光庁が2015年に設けた制度で、地

でも、この時の劉会長一行との試走の

章の新たな自転車文化創造や上記論点に

域の多様な関係者を巻き込みながら科

話に及び、2009年のテレビ局主催で大

つい て の 考 察 に は 力 が 及 ば な か っ た。

学的アプローチを取り入れ観光地域づ

規模サイクリングイベントが一つの引

図３のⒷとⒸは相互に打ち消し合うリス

くりを行う舵取り役となる法人創設を

き金となり、続いて広島県知事による

クと相乗効果を伴い大きく発展する可能

目 指 し て い る。DMO は Destination

性を同時に持ち合わせる。その際、図３

Management/Marketing Organization

が目玉となったことが尾道がサイクリ

のⒶがいかに作用するかも重要だ。一方、

の略号で広域連携、地域連携、地域の

ングに力を入れる契機になったと述懐

図３のⒶの他地域波及の際の課題もあ

３種類からなる。
（観光庁ホームページ

した。更には、愛媛県知事がサイクリ

る。そのポイントは当該地域における

で 確 認 し た。http://www.mlit.go.jp/

ング振興を強力に推し進め台湾やジャ

kankocho/
（最終閲覧日2018年11月５日）
）

イアントへ積極的に働きかけがあった

レンタサイクルの利用者数及び尾道市

からこそ劉会長の受入をはじめ一連の

表１の①＋②＋③の構造と機能でありそ
のバランスということになろう。今後も

（５）


内外の様々な知見を手掛かりにしなが

の観光客数は、2017年９月11日の尾道

ら、残された課題や論点についても引き

市のインタビュー調査時の尾道市提供

続き研究して参りたい。

資料による。今治市の観光客数につい

注

海の道構想」
でサイクリング

施策が実現したと振り返った。
観光経済新聞「スポーツ文化ツーリズ

（９）


ムアワード、
大賞はしまなみサイクル」

ては今治市ホームページの今治統計表

（2017年３月28日記事）https://www.

（平成21年度～平成29年度）
を閲覧し該

kankokeizai.com/（最終閲覧、2018年

当数を抽出した。
兒玉ら（2015）は、
「近年、自転車を観

レンタサイクルデータは年度計、観光

光や地域振興に取り入れ、活用しよう

客数は暦年計である。この資料で確認

（１）


「瀬戸内
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11月１日）
国土交通省「自転車の聖地『しまなみ

（10）

海道』を活用したまちづくり～自転車

日本国際観光学会論文集（第26号）March,2019

の可能性を信じて～」
『地域づくり情報

・自転車産業振興協会『自転車統計要覧

局メールマガジン』Vol.83、国土交通

第51版』自転車産業振興協会、20～23

省、2015年．

頁、2017年。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/

・謝 思全「台湾自転車産業の発展 ― グ

region/chiiki-joho/mmagazine/vol83.

ローバル企業の誕生」
（渡辺幸男、周立

pdf（最終閲覧、2018年11月１日）

群、駒形哲哉編著『東アジア自転車産

山本優子「サイクルツーリズムでしまな

業論 ― 日中台における産業発展と分

み海道の活性化を目指すシクロツーリ

業の再編』慶応義塾大学出版会、2009

ズムしまなみ」
『地域資源の生かし方 現

年、243～268頁）
。



（11）


場のキーパーソン2017』観光 Re：デザ

・周立群「中国側編者まえがき

アジア

イン、2017年 .https://kankou-redesign.

地域における自転車産業の移転」
（渡辺

jp/pov/6471/（最終閲覧、2018年11月１

幸男、周立群、駒形哲哉編著、同上、

日）

ⅰ～ⅷ頁）
。

兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳

（12）


島県、香川県、愛媛県の７県。

・高橋要一『凪 ― しまなみ ― 尾道自転
車』啓文社、2016年。
・野嶋剛『銀輪の巨人』東洋経済新報社、
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