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ギリシャ・クレタ島における
アグリツーリズム振興と地域再生
― ミリア・マウンテン・リトリートの設立とサスティナブルツーリズムの展開 ―
い し も と

と う せ い

石本 東生

（公）静岡文化芸術大学 文化・芸術研究センター

This research aims to feature a today’s agri-green tourism（A-GT, below）in the island of Crete, Greece, in which this type of
tourism is particularly flourished, and to highlight the dominantly unique business style as well as the characteristic philosophy
of an A-GT base in Chania, on the western edge of Crete. This is“Milia Mountain Retreat”
. Also, the founder and today’s owner
of this base is truly regarded as“the Pioneer of Cretan agritourism. Actually he made significant effort to repair and restore a
small ruined mountainous village“Old Milia”mostly by himself, that is to say, 16 collapsed stone- built residences which were
abandoned over than 30 years on the western edge of Crete. Furthermore, this research focused on the“economic”
,“social”and
“spiritual”influences of Milia towards the partner companies as well as the surrounding communities.
キーワード：クレタ島、ミリア・マウンテン・リトリート、アグリ・グリーンツーリズム、地域再生、蘇生
Keyword：The island of Crete, Milia Mountain Retreat, Agri-green tourism, Regional restoration, revival
１．はじめに

い る。ギ リ シ ャ に お い て は“Hellenic
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Agrotourism Federation”と“Guest Inn”

研究の背景と目的

1－2

研究の手法

本研究は、大きく２つの部分で構成さ

周知の通り、山地と丘陵地を合わせれ

という２つの A・GT 団体が国内の代表

れている。第２・３章が2014年９月の調

ば国土の72％以上ともなる日本において

的組織であるが、2010～18年ギリシャ経

査研究であり、第４・５章が2019年９月

は、中山間地域の農山村が無数に存在す

済危機の間も、両組織の加盟事業者はど

の調査研究となっている。前者について

る。且つ、それらの地域にも少子高齢化

ちらもほぼ３倍に増加し 、この形態の

は、ミリアの旧集落時代からの歴史とミ

の波は容赦なく押し寄せ、限界集落化に

ツーリズム産業は近年著しい成長を遂げ

リアの創設、および設立者の経営哲学に

歯止めがかからない。そのような中で、

ている 。

ついて2014年当時の聞き取りデータを基

１

２

にまとめている。一方、
後者については、

日本においても「アグリ・グリーンツー

本研究は、ギリシャ国内でも最も多く

リズム」
（以下、A・GT）は地域再生の

のアグリツーリズム施設が集積するクレ

今回2019年９月にあらためてミリアの連

重要なツールとして注目を浴びている。

タ島において、
この種のツーリズムの
「パ

携・取引事業者および周辺地域の人々に

しかしながら、日本の場合、その先駆者

イオニア」とも称される施設「ミリア・

聞き取り調査を実施の上、分析・考察し

となった大分県の安心院をはじめ、同県

マウンテン・リトリート」（以下、ミリ

た研究結果である。

内の各地、あるいは長崎県松浦市や島原

ア）について調査した事例研究である。

半島など、グリーンツーリズムは修学旅

この A・GT 施設は、クレタ島西部ハニ

ミリアでは、ゲストの体験型プログラム

行生を主たるターゲットとした１～２泊

ア県の山懐において30年以上も廃墟とな

として、
クレタ料理クッキングセミナー、

程度の「農家民泊」の域を脱していない

っていた集落を、あるクレタ人男性が手

オリーブやブドウ農家での収穫体験、養

感が強い。

ずから修復・再生して創設した「奇跡の

蜂農家でのハチミツづくり体験、オリー

結晶」とも言えるものである。そして、

ブオイル工場見学、１～３日の各種トレ

（フランス）、Farm Stay UK（イギリス）、

その設立者がサスティナブルツーリズム

ッキングツアーなど、様々なオプショナ

Gites de Wallonie（ベルギー）などをは

にかける情熱、哲学とその具現化、さら

ルツアーを用意している。これらはすべ

じめ、25か国28の A・GT 組織が連携し

には周囲の貧しい地域コミュニティとの

て、元来、貧困・過疎に悩まされていた

“eurogites”という域内における A・GT

連携による地域への
「社会的」
「経済的」
、
、

ミリア周辺地域の事業者と連携により実

一方、欧州においてはGites de France

ポータルサイトを運営し、多様なテーマ
や趣向にも適う施設が各地に用意されて

「思想的」波及効果を明らかにするもので

特に、後者について説明を加えると、

現している。
筆者は2019年９月11～15日に当地を訪

ある。
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A ・ GT の 効 果 に つ い て 考 察 し て い る

も、既に“ミリア”の集落は存在してお

を実施した。同調査の対象者としては、 （1998） 。さらに Iakovidou は、ギリシ

り」
、また「17人の兵士がいた」という記

上記連携事業者とのうち２軒の養蜂農

ャ北部のハルキディキ地方など、山岳地

述があることも確認されている。しかし、

家、オリーブオイルメーカー１軒、加え

帯や未開発地において農業の多様化、地

ミリア集落の起源について語る史料は、

てミリアの取引業者から、食材の提供者

域農産物の振興、新しい文化的手法など

今日まで発見されていないとのことであ

として精肉業者１軒、青果生産者１軒、

を積極的に支援する EU の農村開発プロ

る。一方、第２次世界大戦前まで集落は

またウェブサイトなど IT 面を支援する

グラム「リーダーII」の性質や役割につ

存続し17家族ほどが生活していたが、戦

技術者１名、紙製品卸売業者１軒、家具

いてリサーチしている（2002） 。一方、

中戦後はミリア集落を離れて麓の村に居

職人１名、商店主１名、他にも市博物館

Koutsou（2009）他は、ギリシャの中山

を移す家族が多くなり、1947年に最後に

スタッフ１名、市議会議員１名、近隣自

間地域においてアグリツーリズムに従事

残っていた一家が離村した。その後は集

治体の議会関係者１名、さらに、以前よ

する女性の起業家精神に焦点を当ててい

落のほぼすべての家屋が倒壊しているよ

りミリアとは親交の深い他の A・GT 施

る。この研究は、その女性たちの従事形

うな状況であった。

設の運営者１名など、のべ12名とミリア

態を「プライベート」と「協同組合」の

マクラキス氏は1965年生まれである

の設立者兼現オーナー本人である。

２つのタイプに分け、各タイプの事業性

が、幼少の頃、このミリアの集落に車で

質を比較分析している 。

アクセスする道路などは皆無であった。

れ、５日間の聞き取り調査（半構造型）

４

本調査では、それらの提携事業者や農

５

６

当時、同氏の家族はこの地域にかなりの

業生産者からミリアとの連携による自社
事業の変化、地域における交流人口の増
加などについて情報を収集した。また、
経済的恩恵の享受のみにあらず、ミリア

２．ミリアの歴史と再生そして A・GT 拠
点化
2－1

規模で土地や畑を保有しており、例えば
オリーブ畑、栗、また様々な種類の果樹

ミリアに関する調査報告

園を持っていた。果樹園では特に洋ナシ
を多く栽培していたという。

設立・運営者の哲学やポリシー、ビジョ

ミリアは2008年に『ナショナル・ジオ

ンが周辺地域にどのような影響を与えて

グラフィック』誌の公式ウェブサイトに

いるかについても注目した。そして帰国

て、
「世界の“エコロッジ（Eco-Lodge）
”

の「ヴラトス」という村で生活していた

後にこれらの取材データを分析し、考察

ベスト50」にランキングされたのを契機

が、彼が８歳の頃から両親、兄弟と共に

へと導いた。

に、ギリシャの国内外において、にわか

毎週末ミリアへ畑仕事に来ていた。当時

尚、本聞き取り調査はギリシャ語によ

にその知名度が上昇した。事実、ギリシ

は毎回徒歩かあるいは荷物運搬用のため

って行われ、その録音データを日本語に

ャにおいてもアグリツーリズムのパイオ

ロバを利用していた。徒歩で１時間ほど

起こした上で、論文執筆資料とした。よ

ニアと評される施設であり、季節を問わ

の距離であったが、オリーブをはじめ

って、文責は筆者本人にあることを予め

ず常に予約が困難な、欧州でも知る人ぞ

様々な作物の手入れや収穫作業などを行

おことわりしておきたい。
（本稿掲載の写

知るアグリツーリズムの拠点である。

っていた。栗の時期は栗を、オリーブの

その頃、マクラキス氏の家族は既に麓

2014年９月、筆者は３日間滞在して設

時期はオリーブをと数多くの収穫物があ

立者兼オーナーのイオルゴス・マクラキ

り、帰りはロバの背に収穫物を載せるだ

ス氏に聞き取り調査の機会を得、ミリア

けでなく、幼い彼らまでが背負って何度

欧州のA・GT研究については、Gannon

集落の歴史と A・GT 拠点としての再生ま

も畑と自宅を往復したという。当時、そ

（1994）が経済的な恩恵に預かれない貧

での経緯、およびミリアの経営哲学につ

れらの収穫物以外には収入源がなかった

困・後進地域への戦略的振興策としてA・

いて詳しい話を取材した。その時の聞き

のである。

GT 普及を EU が主導してきた点、具体

取り調査データを基に、既に「調査報告」

的には1990年代初めから資金支援制度を

を発表しているが 、2019年９月、５年ぶ

であり、その需要も多かった。当時、近

設け、中山間地域の再生に好機を提供し

りにミリアを再訪し、周辺地域への経済

隣の村々の農家は、殆どが「栗」で生活

ている、との論考は興味深い 。また、ギ

的・社会的波及効果について調査した。

していたと言っても過言ではない。しか

真も、すべて筆者が撮影）
1－3

既往研究について

３

７

とりわけ「栗」は高価格で良い収入源

し、それ以外の収入源というと、野生動

リシャの A・GT 研究に関しては、まず
ギリシャ人研究者の Iakovidou の研究は

2－2

ミリアの歴史と設立者マクラキス

注目すべきである。同研究者は早くから

氏

実にこの地域は
「生産性の低い貧困の地」

ギリシャ国内のみならず、欧州規模で経

マクラキス氏によると、クレタ島で現

であった。さらに、周囲の山々も山火事

物を狩猟し、食肉として売るぐらいで、

済的に恵まれない地域・コミュニティが、

存する中世の歴史資料にミリアのことが

や 野 生 動 物 に よ る 乱 食 が 原 因 となり、

現在同様に直面する問題、すなわち少子

書かれている。そこには「1630年にヴェ

ハーブや野草も育たない、殆ど「禿山」

高齢化や人口減少問題に対する革新的な

ネツィア軍がクレタに派兵して来た当時

状態であった。
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図－1）クレタ島地図

生が増えることは、この地域の生態系に
も良好な働きをもたらし、降雨の際も地
中に水分を留める保水効果にも繋がるの
である。
そして３番目に手掛けたのが、朽ち果
てた「古民家の修復・再生」であった。
これはミリアのプロジェクトにおいて
は、最も重要な作業であった。本工事で
マクラキス氏が使用した資材は、当時各
家屋の周囲に散乱していた元の石材その
ものであった。またクレタ島内でも地域

（ミシュラン・グリーンガイド『ギリシア』1993年日本語版231頁より引用、筆者加工）

によって家屋の建築形態は異なるが、マ
クラキス氏は「ミリア特有の建築形態」

そのため、この地域の野山を豊かな植

目し、それらの知識を吸収した上で、彼

を学ぶために、残っていた家屋の壁に強

生に戻すために、麓の村からたくさんの

が生まれ育ったミリアの地で、同様なこ

いて穴をこじ開け、どのような石組にし

野草やハーブの苗や種を持参して植える

とができないかと模索していたという。

ているかを詳細に調べることも怠らなか

その後、ツルナキスとマクラキスの両

った。その結果、
「必ず大きな石と小さな

ミリアでアグリツーリズム、エコツーリ

氏は、ミリアの地にアグリ・グリーンツー

石が上下左右、さらには壁の内側と外側

ズムを始めようというアイデアが生まれ

リズム拠点設置を実現しようと意気投合

で交互に組み合わされている」という規

た。しかし、当時は「アグリツーリズム、

し、1982年よりこの地で壮大な事業を開

則性も確認できた。

エコツーリズムとは何なのか」など他の

始した。しかし、残念ながらツルナキス

そもそもそれらの石材はミリアの周辺

誰も知る者はなかった。

氏はハニアにて教員として働いていたた

地域から切り出されたものであったが、

め、実際のところ当時まだ17歳になった

鉄分を多く含むために「鉄石」とも呼ば

ばかりのマクラキス氏が、困難極まるプ

れ、重くてとても固い石であった。よっ

の創設期

ロジェクト工事をほぼ一人で担うことと

て、
めったなことでは割れることはなく、

さて、マクラキス氏の父親の世代で、

なった。一方、ツルナキス氏は資金面か

建築資材としては最高のものであった

ミリア集落の地主の一人にヤコボス・ツ

ら本事業をサポートする役割に尽力し

が、他方で作業上困難を極めたのは間違

ルナキスという男性がいた。彼はドイツ

た。

いない。これらを再利用しながら、土、

ことも度々であった。その後1982年から、

2－3

ミリア・マウンテン・リトリート

それでも、本プロジェクトを始めた

砂、石灰を混ぜ合せて漆喰を作り、地道

豊かな教養を身に付けていた。そして留

1982年当時、彼ら２人の資金力を考慮す

に石材を組み上げていき、古民家の再生

学後、クレタ島西部の中心都市ハニアに

れば、それはあまりに大きすぎる「夢の

を徐々に進めていった。

戻ってきたツルナキス氏は、教師となり

事業」であった。すなわち、現実にはそ

その後、工事上ある区切りがついたの

ドイツ語を教えていた。その一方で、彼

れを成し遂げるのに十分な資金は用意で

が1991年であったが、既に本作業に取り

はドイツでは既に産声を挙げていたグ

きていなかったのである。それゆえ彼ら

掛かって丸９年が経過していた。

リーンツーリズム、エコツーリズムに注

は手ずから一つひとつ、しかし着実に施

に留学し、ドイツ語やドイツ文学を修め、

設を築いていかざるを得なかった。
図－2）ミリア・マウンテン・リトリート
のコテッジ群

さて、最初にマクラキス氏が着手した

2－4

EUによる「地域開発支援プログラ

ム」

のが、ミリア周辺山中の野草やハーブを

ちょうどその年、幸運なことに EU の

食い荒らす野生動物をミリア一帯から遠

「地域開発支援プログラム」
への申請が承

ざけることであった。つまり、山の尾根

認され、1991～94年の３年間は同プログ

伝いに一連の有刺鉄線柵を張り巡らし、

ラムの資金でミリアのプロジェクトを進

野生動物が決して侵入できないようにし

めることができた。ロッジ（ゲストハウ

た。

ス）も91年までは現在のような良好な状

２番目に取り組んだのが、
先述の通り、

態ではなかった。91年以降 EU の支援が

従来この地にあった「植生」を取り戻す

あったからこそ、今日のロッジや施設の

ため、播種や植樹を行い続けた。山に植

充実がある。すなわち、16軒のロッジを
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図－3）ミリアのコテッジのひとつ

ナーのマクラキス氏自身が「ミリア・マウ

現在は麓のヴラトス村周辺の有機農法

ンテン・リトリートの哲学」と語る心得お

生産者から調達している。ヴラトスの

よびビジョンである。
これらは決して単な

方には、十分な水があり、広い畑も確

る「標榜」ではなく「事実」である。

保可能である。マクラキス氏の兄弟が

①「食材」にも「周囲の畑」にも化学薬

生産者として働き、国から認定される

品、化学肥料などを一切使用しない。

「有機基準」をしっかりと遵守しなが

②畑の雑草除去にも化学薬品などは一切

ら、食材を生産、提供してくれている。
⑦現在、水については、ゲスト用の水、そ

使用しない。
③集落内および周囲の整備には、決して

して厨房用の水、鶏や牛、馬など家畜

再生し、レストラン棟を新設し、先述の

ブルドーザーを用いない。トラクター

用の水などを優先している。近年は、
気

野生動物除け「有刺鉄線柵」に代えて、

など必要最小限の機械のみで作業を行

象の変化からか、降水量は年々減少し

より頑丈な防御柵を周囲に設置した。加

う。

てきており、それが山中の泉の湧水量

えて、麓の村から自動車でアクセスでき

④ロッジおよびレストラン、厨房などす

減少に影響しているとも考えられる。
⑧ゲストによる「食べ残し」の生ゴミな

るように車道（未だ舗装道路ではない）

べての建物の石材はミリア現地のも

も整備することができた。この資金援助

の。また使用木材も現地のもので、製

どは、敷地内で飼育している鶏、牛、

は建設費用全体のほぼ半額までに至った

材作業さえも麓の製材所へ依頼するわ

馬など家畜の餌としており、無駄のな

が、
これは文字通り大きな恩恵となった。

けではなく、ミリアで手ずからノコギ

マクラキス氏はその当時を振り返り、

リを使い製材した。そしてその木材の

⑨現在のロッジは15軒。しかし、ミリア

次のように述べる。1982年にこの事業を

腐食防止剤としては石油も使用するも

は将来的にも、ロッジの規模をこれ以

始めた時点では、確かにヤコボス・ツル

のの、他の化学塗料および照りを出す

上拡大することは、現時点では考えて

ナキス氏が「アグリツーリズム・エコツー

ニスなどは使用しない。また、上塗り

いない。規模的な拡大を求めれば、周

リズムをこの地で実現しよう」という理

剤としてはクレタ産のオリーブオイル

辺の自然環境に影響は避けられず、さ

想を描いていたものの、実際のところ、

を塗りこんでいる。

らにゲストへのサービスも劣化しかね

いエコサイクルを保っている。

ない。

それは決して緻密なプランの基に練られ

⑤水道、電気のいわゆる「ライフライン」

たプロジェクトではなかったという。残

も麓からは一切引かない。電気はミリ

⑩「環境を尊重し、且つゲストへのサー

念ながら「素人」の枠を越えてはいなか

ア保有の太陽光発電システムを使用す

ビスレベルを決して落とさない」その

ったのである。しかし、91年 EU の助成

るのみ。水は周辺山中の沢からパイプ

バランスが最も重要である。元来、ク

プログラムへ正式申請するに至って、ツ

を引き、使用している。

レタには巨大ホテルは必要ない。グ

ルナキス氏とマクラキス氏は現地の詳細

⑥ゲストの食事への食材も、極力ミリア

レードの高い中小規模のホテルが適切

な「環境調査」を行い、且つ「具体的な

敷地内の畑で収穫された有機農産物を

な数あればよいと思う。例えば、ハニ

目的、完成図、そして収益を上げるビジ

利用。2010年頃までは、すべて自前の

アから西の地域の美しい海岸沿いに、

ネスモデル」を作成せざるを得なかった。

食材のみで賄っていたが、近年はゲス

巨大なリゾートホテルが林立している

その時点で初めて、本当の意味でのミリ

トが大幅に増加したため、水不足の問

のは（マクラキス氏によれば）
「大きな

アの青写真が完成したのだという。

題が顕著になってきた。そのため、敷

間違い」である。

申請後には直ぐにEUの調査団がこの地
を訪れ、マクラキス氏などが過去９年間地

地内の畑に送る灌漑水を少なくしたこ

⑪しかし、
残念ながらどの国もそうだが、

とから、食材の供給量が減少し、結果、

そういう大規模事業に対しては、国も
後押しを拒まない。他方、環境への多

道に取り組んできた修復・復元の成果など
を視察した。その時、
調査団は彼らの仕事

図－4）ミリア独自の太陽光発電システム

大な負荷を考えると、必ずやどこかで
「制限」を要し、然るべき規制が求めら

に大変感銘を受けた様子で、その後、短

れる。

期間で承認に至った。そのような経緯を経

⑫ミリアは「規模の拡大」以上に「質の

て、ミリアは1994年に完成し、同年晴れて

向上」を考えている。例えば、現在、

営業を開始することとなった。

中世からこの地域で使われている「石
の器具」のオープンミュージアムを整

３．ミリア・マウンテン・リトリートの

備している途中である。そういった学

「哲学」

びの場や、さらには近くに小さな石造

以下に述べる項目は、設立者兼オー
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りの野外音楽堂などを充実させたいと

を経てきた。この間、ミリアへの訪問客

道を自治体が積極的に整備しており、ミ

も考えている。

数は年々増加している。マクラキス氏に

リアが属するキサモス市ヴラトス地区で

⑬同様なアグリツーリズム拠点を他地域

よると、現在15のコテッジを運営してい

もその整備を推進している。これはアグ

に展開したいとの希望から、ミリアへ

るが、４～10月のシーズン中はその殆ど

リツーリズムの観点からも、望ましいこ

視察に訪れる人々も多い。ミリアはそ

が満室状況で、予約を断らざるを得ない

とである。この種の事業は民間ではでき

れらに対しても積極的に公開し、協力

状況も多々発生している。
そして近年は、

ず、必ず公共事業となるが、ミリアの敷

している。ただ、その時に強調するの

宿泊者の半数程度がリピーターである。

地内については、独自に整備を行ってい

は「利益を追求してはいけない」、「そ

それも毎年足を運んでくれるようなビジ

る。

の地の環境への配慮は最優先である」

ターが決して珍しくない。リピーター率

また、ミリアの予約担当のスタッフに

という２点である。

が多いということは、実に顧客満足度が

よれば、ここ４～５年の間、宿泊を伴わ

高いという証明で、経営者にとっては、

ないレストラン利用客が大幅に増加して

すると、アグリツーリズム施設の営業

大変喜ばしいことである。外国人観光客

いるとのことである。壮大な自然環境の

さえ控えた方が良い、とも言われる。

の中でも「クレタ島を訪問したい」とい

中にあり、地域の伝統的意匠に富んだ石

そのようなロジックではなく、地域住

うよりも「再度ミリアを訪れたいので、

造建築コテッジとともにミリアのレスト

民が生活していくための「一定の収入・

今年もクレタ島に行く」という人々が少

ランはその存在感を放っている。使用す

利益」を確保しながら、しかし「環境

なくないとのことである。毎年、ミリア

る野菜・果物はすべて有機素材であり、

への配慮を怠らない」。そのバランスを

に１週間、その前後にクレタ島内の別の

且つお洒落感が際立つ美食の数々が用意

考慮し、突き詰めた結果が「持続可能

観光地を巡る、というような国内外から

されている。今やミリアの評判はクレタ

な発展」に他ならない。加えて、その

のツーリストが増えているという。

中に聞こえていると言って過言ではな

⑭一方で、
「環境への配慮」ばかりを強調

ような中で地域住民が育っていけば、

ミリアを訪れるビジターは A・GT 施

い。

必ずや彼ら自身も将来地域の為に働く

設内での滞在だけではなく、
以前より
「地

そのような中、10年前は７名であった

人材となってくれるはずである。

中海一美しい」とも称されるクレタ島西

ミリアの従業員は、レストランスタッフ

⑮このような文化、思想、哲学が次の世

端のラフォニシ・ビーチで海水浴を楽し

を中心に増えており、今や15名と当時の

代の子供たち、若者たちにも教育され

んでいたが、近年は、周辺の山中や渓谷

倍以上になっている。今回現地調査のた

るべきである。

でのトレッキングおよびハーブ観察ツ

めミリアに滞在した５日間、ランチ、デ

⑯当然、このような A・TG 拠点がクレ

アーを行うなど、様々なオルターナティ

ィナーを問わず絶えずレストランを訪れ

タやギリシャ全土にも展開することが

ブ・ツアーが人気を呼んでいる。近年は

ている外部からの利用客が多数確認でき

望ましい。しかしながら、マクラキス

欧州各地から団体でのトレッキングツ

た。ちょうど５年前の2014年９月に初め

氏自身が長い間忍耐をもって積み上げ

アーが増加しており、毎年４月上旬から

て訪ねた時と比べて、その数の違いは歴

てきたような努力を好む人々は少な

５月にかけて、また９月から10月にかけ

然としていた。

い。この現実は残念なことであるが、

て、すなわち春と秋の２か月ずつ、計４

今後、気高い志を抱く若きパイオニア

か月間に相当数のグループが訪れるよう

が、次々に現れてくることが切に期待

になっている。
この種のツアーの客層は、

される。

若い世代というよりも比較的年配の層に

どのような社会的・経済的な恩恵および

さて、第１章第２節に述べたとおり、

なる。ミリアを中心に８km 程度の登山

影響を与えているのであろうか。この点

道を歩いている。近年はこのような登山

について、第１章第２節にも挙げたミリ

以上が2014年９月の現地聞き取り調査に

９月にあらためて現地聞き取り調査を実

周辺地域への社会的・経済的影響

では、そのミリアの存在が周辺地域に

アの事業連携者や取引先および地域住民

よるデータをまとめたものである。そし
てこれ以降の第４・５章は、今回2019年

4－2

図－5）ミリア敷地内に設置されたトレッ
キングコース案内

への聞き取りデータより、以下のような
分析・考察を行った。
まず、ミリアはキサモス市ヴラトス地

施し、得られたデータを分析・考察した

区に位置するが、マクラキス氏が小学生

ものである。

の頃、すなわち45年ほど前には、同地区
内に小学校が存在した。当時の生徒数は

４．ミリアの開業・運営と周辺地域への

35人程度であり、
地区には150家族ほどが

経済的影響
4－1

居住していた。換言すれば、
人口は450～

ミリアの訪問者動向

500人程度であったと見られる。現在、ヴ

ミリアは1994年の開業以来25年の年月
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ラトス地区内の居住家族は50ほどに減少

域の畜産農家、精肉店、有機養蜂農家、

し、小学校も統廃合が進み、子供たちは

チーズ、ヨーグルト、オリーブオイル、

隣接地区の小学校へ通学している。しか

手作りジャムなどの事業者も同様の成長

しながら、キサモス市のある市議会議員

を遂げている。ミリアが求める
「天然性」

はこう語る。クレタ島全体を見渡しても、

と「高品質性」に沿うように生産を行っ

島内中山間地域における過疎化には殆ど

た結果、広く域外にも認知され、事業の

歯止めがかかっていない。30～40年前に

拡大へと繋がっている。

図－7）ヴラトス・ジャズ・フェスティバル
の会場（オールド・チャーチ内）

は150家族ほど居住していた村が、今や４

加えて、ミリアのレストランでは、ア

～５家族が残るのみ、あるいは完全に消

テネの調理師専門学校に学んだ後、有名

滅している、といった事例が近年とりわ

店で修業したマクラキス氏の長男ヴァシ

け増加している。その点から言うと、ミ

リス氏がこの地に戻り、現在シェフを任

提案し、２年前に開館に至り、今は博物

リアを含むヴラトス地区は、実に良好な

されている。そして彼は、今やレストラ

館運営委員の一人として広報活動にも尽

状況でコミュニティが存続しているとい

ンの他にもワインづくりに奮闘してい

力している。そのマーティン氏はマクラ

う。むしろ、隣国のアルバニアからの移

る。未だ国からの酒類販売免許を取得し

キス氏と協力し合い、博物館に隣接する

民も数家族が居住するようになり、この

ていないため、他店では販売できないも

オールド・チャーチ（1886年建造）を会

地を愛するオランダ人やドイツ人がヴラ

のの、ミリアの自主店舗のみでは販売可

場 に、2018 年 ６ 月 初 め て“Vlatos Jazz

トスに移住してくるケースも見られる。

能である。小規模の工房ではあるが、ク

Festival”を開催した。2019年は同イベ

また、そのアルバニア人移民の中には、

レタの上質なブドウを原料にして自家製

ントの２年目にあたり、現地調査を実施

ミリアの従業員としても雇用されている

ワインを製造しており、将来的には免許

した９月も毎週日曜日の夕べに開催予定

者もあり、オランダ人とドイツ人の移住

も取得し大々的にワイナリーとして拡張

であった。

者は、ミリアの A・GT 事業の連携者で

したいという夢を描いている。このよう

マーティン氏によれば、毎回40～70名

もある。

に新たな地場産業が地域に発生してくる

の参加者があり、クレタ島西部の都市部

一方、先述の通りミリアのレストラン

ことは、次代を担う若い世代の都市流失

からも訪れる客があるという。本イベン

においては、宿泊客のみならず外部から

にも歯止めをかける切っ掛けともなる。

トは夏季観光シーズンだけではなく、一

の利用客も増加の一途であるため、現在

他にも、ミリアと取引の長い養蜂農家

年を通して定期的に開催され、その名は

は、食材の大半をヴラトスの有機農業生

や精肉店の経営者、また近隣の各種商店

徐々に広く認知されるようになり、交流

産者から調達している。彼らは、以前は

経営者も、ミリアが当該地域経済に果た

人口の増加にも寄与している８。

小規模な有機農法を営み、ミリアにのみ

す役割は極めて重要であると確信を以て

一方、
この文化イベントはクレタの「ジ

農産品を提供していたが、徐々に多方面

語る。彼らは A・GT 拠点としてのミリ

ャズ・ファン」の目を惹くだけに終わっ

からその品質が認められ、今やクレタ島

アの存在が広く知られるようになるにつ

てはいない。というのも、今回ヴラトス

の各地やギリシャ本土にまで出荷を拡大

れ、ツーリストの流れが確実に変わって

の近隣自治体であるプロカミアナ地区の

している。すなわち、耕作規模も拡張し、

いると言う。夏のシーズンはもとより、

議会関係者に聞き取りを行う機会を得

地域住民をも雇用して事業を成長させて

先述のとおり春と秋の４か月間は欧州各

た。彼らはヴラトスのジャズフェスティ

いる。他方、長年ミリアと取引を行う地

地からトレッキング客が団体で訪れる。

バルの賑わいに注目し、何とか類似した

以前は閑古鳥が鳴いていたような地域の

イベントをプロカミアナ地区でも開催で

ローカルレストランやカフェ、各種商店

きないかとマーティン氏およびマクラキ

右から２番目がマクラキス氏

にも、そのような団体客が立ち寄るよう

ス氏に打診しているという。すなわち、

右 端が連携者のオランダ人 マー

になり、地域は活性化へと息づいている。

ヴラトス地区に起こっている魅力的な

図－6）マクラキス氏の家族と共に

ティン氏

ムーブメントに、多分に触発されている
4－3

文化的・思想的影響

のである。

先節でも触れた移住オランダ人男性の

加えて、第４章第１節にてミリア・ヴ

マーティン氏は、本国においては IT 技

ラトス周辺の山中におけるトレッキング

術者として活躍した逸材であり、現在ミ

道の整備について述べたが、彼らの自治

リアのウェブサイト運用などにも関わっ

体でもそれに倣い、既にトレッキング道

ている。また、彼はヴラトスの旧小学校

の整備に着手しているという。振り返れ

校舎を村の博物館として運営することを

ば、1980年代から2000年頃にかけてクレ
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タ島北側のエーゲ海岸では、東・中・西

創業以来15のコテッジを擁し、今日まで

を学ぼうとするビジターをより歓迎し、

部を問わず大規模なリゾートホテル開発

その数で運営を続けている。しかし現在

その種のサービスやアクティビティーを

が進み、彼らの地元もその例外ではなか

は10年前の２倍の従業員を雇用してい

より充実させたいと思考している。そこ

った。クレタ島の歴史や伝統的文脈とは

る。幸い客室はシーズン中ほとんど満室

では、いい加減な知識や体験ではなく、

何の関わりもない、ただ大規模な施設の

で、断らねばならないお客様も大勢ある。

オーセンティックなものを、誠意をもっ

威容に固唾を飲み、その方向性に追随し

加えて、近年は“ミリア”を知る人々が

て提供していきたい」とマクラキス氏は

た人々も多かったという。一方、マクラ

増えてきて、宿泊ではなくともレストラ

語ってくれた。

キス氏が同じく1980年代初めよりミリア

ンを目的に訪れるビジターが年々増加し

を手ずから再生し始めた頃、周囲の人々

ている。これらに対応し、より良いサー

の中には、彼の行動を嘲笑った者もあっ

ビスを提供するには、従業員の数も増や

今回は、2014年にミリアを初めて訪れ

たという。
「そんな山中に宿泊施設を作っ

さなければならない。よって、最近は客

て以来、５年ぶりのリサーチとなった。

ても、誰が来るものか」と。

室を新たに５部屋増室すべきかとも考え

そして本研究は、特にミリアの設立者が

しかし、この25年間同氏が自身のアグ

ている。しかし、それがもう２部屋、さ

サスティナブルツーリズムにかける情

リツーリズムに対する「哲学」を明確に

らにもう２部屋と増えていくことは、
“ミ

熱、哲学とその具現化、さらには周囲の

示しながら、真正性に徹してミリアを運

リアの崩壊”を意味する。数が多ければ

貧しい地域コミュニティと連携による地

営してきた結果、内外から頗る高い評価

観光は成功するのか、それは大きな間違

域への「社会的」
、
「経済的」
、
「思想的」

を得て事業を成功へと導いている。その

いである。私は、ミリアの客室数の限度

波及効果を明らかにすることを目的とし

姿を見つめつつ、周辺地域の人々の見方

は20室だと考えている。

た。

６．結論

や思考が全く変化したのであった。
「長き

また、今後は“アクティビティー”の

本調査を経て得られた結論として、筆

歴史と伝統に育まれたクレタ島にあるべ

充実にも注力したい。既に、トレッキン

者は以下ふたつの「蘇生」について強調

きツーリズムの姿」を改めて発見し、痛

グガイドツアーやクレタ料理クッキング

したい。まずひとつには、1980年代前半

感したというのである。これらの聞き取

レッスンなど、一定のアクティビティー

からツルナキス氏とマクラキス氏の創設

り調査からも、ヴラトスの近隣地域にお

は揃えてはいるものの、より幅広いもの

者２人は、崩壊していたミリアという集

いて住民に「心の変化」が生じていたこ

にしていく方向である。例えば、同じト

落を新たに A・GT 施設として蘇生させ

とが明らかとなった。

レッキングであっても、特に木や草花の

た偉業である。個人の限られた資金の中

観察をテーマとしたもの、野山の薬草や

で、
９年間をほぼ独力で再生に取り組み、

ハーブの観察・採取ツアー、農作物を育

晴れて1991年に EU の支援プログラムに

最後に、ミリアの設立者兼現オーナー

てる畑仕事体験などである。この地域の

採択された。工事の初期には、周囲の嘲

のマクラキス氏に、ミリアにかける将来

ジャム、ワイン、オリーブオイル、はち

りも聞こえるような中、黙々と「夢」の

的なビジョンについて尋ねてみた。以下

みつは、どのような材料を使い、どのよ

実現に歩んだマクラキス氏の姿は、まさ

は、同氏のコメントである。

うに作られるのか。それら一連の工程を

に「ノアの箱舟」伝説をも連想させるよ

「ミリアはあくまでもアグリツーリズ

もしっかり学べるような“質の高いプロ

うであった。

ム施設なので、自然との調和が重要と考

グラム”を再編成したいと考えている。

そしてもうひとつの「蘇生」とは、ミ

える。よって、ミリアの事業にも適切な

私たち農家の人間は、そのようなこと

リアの貢献により地元のヴラトス地区を

規模、限度がある。将来的にもその域を

はよくよく心得ている。しかし、都会に

はじめ、周辺自治体のコミュニティと経

超えた事業は決して行わない。ミリアは

暮らす人々はほとんどその知識を持って

済が息を吹き返し、活性化に転じている

いない。ぜひ、このようなテーマにも興

事実である。且つ、ミリアが開業以来指

味を持ってもらえればと考えている。そ

し示してきた「地域観光のあるべき姿」、

れゆえ、将来的にもミリアは“数”では

すなわちクレタ島西部地域の歴史・環境・

なく、あくまで“質”にこだわっていき

伝統文化を踏まえた観光哲学が、周辺地

たい。アグリツーリズム施設ならではの

域の人々にも広く浸透し、今や共感に至

多彩な体験メニューを用意する方向であ

っている点も忘れてはならない。

５．ミリアの将来像

図－8）マクラキス氏（右）と有機養蜂農
家の連携者

る。ミリアの静寂やエノ・ガストロノミー

地域経済活性化の一例としては、次の

を楽しんでくれるビジターを歓迎するの

点にも注目すべきであろう。ミリアは近

は当然のことながら、それ以上にこの場

隣の農業生産者や各種事業者と連携、取

で自然と農業との触れ合いの中で、何か

引を行いながら、産品には高度の「天然
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性」と「品質」を求めてきた。他方、幸

９月30日アクセス）
、算出したところ、両

いにもそれらの産品は広く域外からも高
評価を得ることとなった。その結果、各々

はモニュメント的な性質のものでなけ

団体ともほぼ３倍に増加していた。

ればならない。
（Article 1：3）



2018年７月末には、観光大臣の決定（政

以上は、ギリシャ国立公文書局（Εθνική

が販売ルートを拡大するなど、さらなる

府官報 ΦΕΚ 3089/B/30-7-2018, Απόφαση

Τυπογραφία）の公式Website内、官報検

地域経済の成長も現実のものとなってき

4）により、
「アグリ（農業地域）観光

索ページ
（http://www.et.gr/index.php/

ているのである。

ビジネスサービス」に関して、ギリシ

anazitiseis）から、当該法令文を閲覧し、

２



クレタ島西端の山中にて、地域の「歴

ャで初となる包括的な法制度が整備さ

史と伝統」そして「自然と農業」に真剣

れた。この決定は、観光省と農業開発

に向き合い続け、その文脈から逸れるこ

食品省の複数年にわたる審議と協力に

in rural Community Development for

となく、アグリツーリズムというツール

より成立したものであり、両省が国や

Economies in transition, Journal of

を用いて余すところなく自身を表現して

地域の観光政策として、この種の観光

Sustainable Tourism, Volume 2, Issue

いるミリア。それはまさにクレタの「奇

の枠組みに高い付加価値を与えようと

跡」と言って過言ではない。マクラキス

する意図も垣間見られる。その目指す

氏の次の世代にも、変わらず輝き続けて

ところを具体的に挙げると、以下のと

Samathrakis,

くれることを祈念している。

おりである。

Intiatives for rural development, Medit

①壮大な自然景観の観光資源化と、農
謝辞

村地域における観光施設としての開
発
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めすべてのスタッフ、そして多くの連携
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事業者、取引事業者の皆様に、心から厚

このような行政努力は、特に農村部や

に息づくサスティナブルツーリズムの

い謝意を申し述べたい。

貧困地域における持続可能性の観点か

精神 ― エコ＆アグリツーリズム施設

ら、ギリシャの農村観光発展を、地域

『ミリア・マウンテン・リトリート』を

経済の重要な牽引力と位置付けている

事例として ― 」
、
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からに他ならない。その他、本規定の
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ギリシャ国内の有力紙 Kathimerini のギ

特徴として以下のような点が挙げられ

リシャ語 公 式 Website（https://www.

る。

kathimerini.gr/）2014年５月17日版には、

アグリツーリズム施設としては、必ず

経済危機発生後のHellenic Agrotourism

その設立者の農業生産地域内で、
「宿泊

Ορίζοντες – Βλάτος Κίσσαμος Χανιά”

Federation（http://agroxenia.net/en）と

設備」
・
「料飲設備」
・
「農業体験」
（農業

（https://www.vlatos.gr/jazz/）を参照。

Guest Inn（https://guestinn.com/el）の

生産地の自然・人間社会的環境の保全

成 長 に つ い て“The breakthrough of

の重要性を学べる体験）を完備する必

Greek green tourism”の記事が掲載さ

要がある。
（Article 1：2）

れていた。そこに記された2010年時点の

同施設内には、レセプションやベッド

登録施設数と、2019年夏期シーズンにお

数最大で40床までの客室が必要とな

ける上記２団体の公式ホームページへの

り、建物としては、
（地域の）伝統的

登録施設数を各々カウントの上（2019年

な、あるいは保存文化財的な、あるい

29-39。
Vlatos Jazz Festival に つ い て は、

８
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