
２０１３年度２０１３年度２０１３年度２０１３年度    修士論文修士論文修士論文修士論文    

 

 

アメリカにおけるスタンドアップパドルの 

発展と普及に関する研究 

 

A study on the development and promotion of 

Stand Up Paddle in the United States 

 

 

 

2013201320132013 年度年度年度年度    早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学    大学院スポーツ科学研究科大学院スポーツ科学研究科大学院スポーツ科学研究科大学院スポーツ科学研究科    

トップスポーツマネジメントコーストップスポーツマネジメントコーストップスポーツマネジメントコーストップスポーツマネジメントコース    

5013A3135013A3135013A3135013A313----0000    

河合辰巳 

Tatsumi KawaiTatsumi KawaiTatsumi KawaiTatsumi Kawai    

研究指導教員：研究指導教員：研究指導教員：研究指導教員：    平田平田平田平田    竹男竹男竹男竹男    教授教授教授教授    

 

     



1 
 

目次目次目次目次    

第１章 序論 ...................................................................................................................... 5 

第１節 背景 ................................................................................................................... 5 

第１項 スタンドアップパドルの概要 ....................................................................... 5 

第２項 SUP の始まり ................................................................................................. 9 

第３項 愛好者人口の急増 ........................................................................................ 11 

第２節 問題意識........................................................................................................... 11 

第３節 先行研究.......................................................................................................... 12 

第４節 研究目的.......................................................................................................... 13 

第２章 研究手法 ............................................................................................................. 14 

第１節 アメリカにおける SUP ..................................................................................... 14 

第１項 調査項目 ...................................................................................................... 14 

第２節 日本における SUP .......................................................................................... 16 

第１項 調査項目 ...................................................................................................... 16 

第２項 三重県熊野市における大会開催に関する調査 ........................................... 17 

第３節 言葉の定義 ...................................................................................................... 19 

第３章 結果 .................................................................................................................... 20 

第１節 アメリカにおける SUP .................................................................................. 20 

第１項 世界における SUP の歴史調査の結果 ........................................................ 20 

第２項 世界における SUP 専門誌の歴史調査の結果 ............................................. 23 

第３項 メーカーのモデル数の推移調査の結果 ...................................................... 25 

第４項 世界で開催されたレース数の調査結果 ...................................................... 29 

第５項 世界における代表的な大会の調査結果 ...................................................... 30 

第６項 バトルオブザパドルの調査結果 ................................................................. 32 

第７項 SUP の競技スタイルの調査結果 ................................................................ 33 

第８項 インタビュー調査の結果 ................................................................................ 34 

第２節 日本における SUP ............................................................................................ 37 

第１項 日本における SUP の歴史調査の結果 .......................................................... 37 

第２項 日本のレース数の調査結果 ......................................................................... 38 

第３項 インタビュー調査の結果 ............................................................................ 38 

第４項 三重県熊野市における大会開催に関する調査結果 .................................... 41 

第４章 考察 ........................................................................................................................ 52 

第１節 SUP の発展と普及についての考察 ...................................................................... 52 

第１項 アメリカにおける SUP の発展と普及についての考察 .................................... 52 

第２項 日本における SUP の発展と普及についての考察............................................ 52 



2 
 

第３項 三重県熊野市における大会開催についての考察 ........................................... 53 

第１節 三重県熊野市での国際大会開催からさらなる発展に向けて ......................... 54 

第１項 日本の大会が世界の模範となるために ............................................................ 54 

第２項 レースは欧米の文化から世界の文化へ .......................................................... 54 

第３項 日本における SUP の発展と普及のために求められること ............................. 54 

第２節 研究の限界と課題 ........................................................................................... 55 

謝辞 ....................................................................................................................................... 57 

参考文献 ............................................................................................................................... 58 

 

  



3 
 

図表目次 

図 1：フラットウォーターでクルージングを楽しむスタイル ..................... 5 

図 2：波に乗って楽しむスタイル ............................................. 6 

図 3：SUP で順位を競うレース ............................................... 6 

図 4：SUP で順位を競うレース ............................................... 6 

図 5：ヨガを楽しむスタイル ................................................. 7 

図 6：釣りを楽しむスタイル ................................................. 7 

図 7：どんな所で SUP をしますか？ ........................................... 8 

図 8：他にどんなスポーツをしていますか？ ................................... 9 

図 9：ペルー共和国チャンチャンの漁師 ....................................... 9 

図 10：イタリア共和国ベネチアのゴンドラ ................................... 10 

図 11：東京都大田区大森の海苔漁師 ......................................... 10 

図 12：1960 年代のハワイ州オアフ島ワイキキビーチでの SUP の光景 ............ 11 

図 13：障害者が楽しむ例 ................................................... 21 

図 14：SUP の販売における代表メーカー2社のモデル数の推移 .................. 26 

図 15：レースボードのモデル数の増加 ....................................... 27 

図 16：インフレータブルボードのモデル数の増加 ............................. 28 

図 17：インフレータブルボードの図説 ....................................... 28 

図 18：世界で開催されたレース数と開催国数 ................................. 29 

図 19：Battle of the Paddle カリフォルニア 参加者数の推移 ................ 32 

図 20：日本でのレース開催数の推移 ......................................... 38 

図 21：新鹿海水浴場で良いところは何ですか？ ............................... 49 

図 22：新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？ ....................... 50 

図 23：大人になった時、熊野市の新鹿海水浴場がどんな海水浴場になっていたら良い

と思いますか？........................................................ 51 

 

表 1：世界における SUP の歴史 .............................................. 20 

表 2：大学における普及活動の調査 .......................................... 22 

表 3：大学において SUP のレンタルを行っているアメリカの大学の一例 .......... 22 

表 4：世界における SUP 専門誌の歴史 ........................................ 24 

表 5：世界における代表的な大会 ............................................ 30 

表 6：SUP の競技スタイルの調査 ............................................ 33 

表 7：主なインタビューの内容 .............................................. 34 

表 8：インタビューの対象者 ................................................ 34 

表 9：インタビューの分析と発展への要素の抽出 .............................. 35 

表 10：インタビューの整理によって抽出された発展への要素 ................... 36 



4 
 

表 11：日本における SUP の歴史 ............................................. 37 

表 12：主なインタビューの内容 ............................................. 39 

表 13：インタビューの対象者 ............................................... 39 

表 14：インタビューの分析と発展への要素の抽出 ............................. 40 

表 15：インタビューの整理によって抽出された発展への要素 ................... 41 

表 16：三重県熊野市にて国際大会開催が決定するまでのプロセス ............... 42 

表 17：主なインタビューの内容 ............................................. 43 

表 18：インタビューの対象者 ............................................... 43 

表 19：インタビューの分析と発展への要素の抽出 ............................. 44 

表 20：インタビューの整理によって抽出された発展への要素 ................... 45 

表 21：主なインタビューの内容 ............................................. 46 

表 22：インタビューの対象者 ............................................... 46 

表 23：インタビューの分析と発展への要素の抽出 ............................. 47 

表 24：インタビューの整理によって抽出された発展への要素 ................... 48 

表 25：アンケート調査の概要 ............................................... 48 

 

  



5 
 

第１章 序論 

  

第１節  背景 

第１項 スタンドアップパドルの概要 

 

スタンドアップパドル（以下 SUP とする）とは、アメリカでの発展が主体となり 2004 年

頃から世界規模で急激に愛好者人口を増やしてきたスポーツである。このスポーツは大き

めの専用ボードの上に立ち、パドルを漕いで進むのであるが、全く初めての女性でも簡単

に乗ることが可能である。体幹を強く鍛えることが出来、フィットネス効果も抜群とのこ

とで 2004 年以降世界的に注目を集めている。日本国内においてサーフィンは愛好者数 250

万人(JPSA 日本プロサーフィン連盟 2012 年発表)、ウインドサーフィンは愛好者数 50 万人

(JPWA 日本プロウインドサーファー協会 201２年発表)、SUP は正確な統計はないが急激に

愛好者人口を増やしている。SUP は波や風がなくても楽しむことが可能で、平水面であれば、

始めるのにさほど高度な技術を必要とせず、マリンスポーツの中でも最も簡単に楽しむこ

とが可能である。 

楽しむスタイルを大きく分けると図 1 のようにフラットウォーター（静水）でクルージ

ングを楽しむスタイルと、図 2 のように波がある場所で波に乗って楽しむスタイルと二種

類に分けられる。 

そして近年は図 3、4のように、競技として順位を競うレースがアメリカを中心に普及し

ている。 

 

図図図図    1111：：：：フラットウォーターフラットウォーターフラットウォーターフラットウォーターでクルージングを楽しむスタイルでクルージングを楽しむスタイルでクルージングを楽しむスタイルでクルージングを楽しむスタイル    
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図図図図    2222：波に乗って楽しむスタイル：波に乗って楽しむスタイル：波に乗って楽しむスタイル：波に乗って楽しむスタイル    

 

 

 

図図図図    3333：：：：SUPSUPSUPSUP で順位を競うレースで順位を競うレースで順位を競うレースで順位を競うレース    

    

    

 

図図図図    4444：：：：SUPSUPSUPSUP で順位を競うレースで順位を競うレースで順位を競うレースで順位を競うレース    

 

また、新たな楽しみ方の一つとして、2008 年頃には図 5のように SUP の上で行うヨガが

登場した。SUP は水上でボードの上に立つという環境から、ヨガに適しており、日本でも愛

好家が増えてきている。 
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同じく 2008 年頃から図 6のように SUP をしながら釣りをするスタイルが登場した。SUP

をしながら、釣竿を身体に装着することで、トローリングの効果を生み出す事ができる、

またポイントへの移動も効率がよく適しており、釣りのための道具としての広がりも見せ

ている。ボード上に箱を設置し、釣りの各種道具を収納する。椅子を設置する例も見受け

られる。日本においても湘南では SUP をしながら釣りを行う姿が頻繁に見られる。 

これらのように、SUP はアメリカを中心として多様な楽しみ方が広がっている。 

 

図図図図    5555：ヨガを楽しむスタイル：ヨガを楽しむスタイル：ヨガを楽しむスタイル：ヨガを楽しむスタイル    

 

 

図図図図    6666：釣りを楽しむスタイル：釣りを楽しむスタイル：釣りを楽しむスタイル：釣りを楽しむスタイル    

 

 

また、SUP は海、湖、川などで楽しむことができるが、アメリカの ACA（アメリカンカヌ

ー協会）の 2012 年度の調査（図 7）によると、穏やかなフラットウォーターで楽しむ人が

最も多い。それに伴い、アメリカにおいてフラットウォーター向けの道具の販売が伸びて

おり、フラットウォーターで行う体験会、大会が増加している。 
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図図図図    7777：どんな所で：どんな所で：どんな所で：どんな所で SUPSUPSUPSUP をしますか？をしますか？をしますか？をしますか？    

出典：ACA SUP Survey Report 2012 Lifejackets-Leashes-Legislation  n=565 

http://www.americancanoe.org 

 

さらに、SUP はサーフィンを楽しむ人が同時に楽しんでいる場合が多いが、アメリカの

SUP MAGAZINE 社の 2011 年の調査（図 8）によると、 SUP をしている人は、ジムでのトレー

ニング、ハイキング、ランニングなどを同時に継続している人が多く、健康に関心の高い

人々が SUP を行っている。 
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図図図図    8888：他にどんなスポーツをしていますか？：他にどんなスポーツをしていますか？：他にどんなスポーツをしていますか？：他にどんなスポーツをしていますか？    

出典 SUP MAGAZINE STAND UP PDDLING SURVEY 2011  n=937 

http://www.supthemag.com/ 

 

第２項  SUP の始まり 

 

SUP がいつどこで始まったのか、また起源と推測される行為にはいくつかの説があり解明

されていない。そのうちのいくつかの説を下記に挙げる。 

かつて南米最大の古代都市として栄えたペルー共和国北西部の太平洋岸に位置するチャン

チャンでは、図 9のように漁師が葦という、イネ科ヨシ属の多年草によって作られた釣り船

の上に立ち、パドルで漕ぎ移動し釣りをした。  

 

図図図図    9999：ペルー共和国チャンチャンの漁師：ペルー共和国チャンチャンの漁師：ペルー共和国チャンチャンの漁師：ペルー共和国チャンチャンの漁師を再現した写真を再現した写真を再現した写真を再現した写真    
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イタリア共和国北東部に位置する都市ベネチアは、運河が縦横に走る水の都である。地

上では、道は自動車が入れないほど狭く曲がりくねっており、橋も歩行者専用が多い。そ

のため 17世紀から何世紀もの間市内の輸送の中心となったのは、ゴンドラ (gondola) と

呼ばれる伝統的な手漕ぎボートであった。図 10のようにボートの上に立ち、長いパ

ドルで漕いで進む。現在では水上バスが輸送の中心を担っているがゴンドラも観光に利

用されている。 

 

 

図図図図    10101010：イタリア共和国ベネチアのゴンドラ：イタリア共和国ベネチアのゴンドラ：イタリア共和国ベネチアのゴンドラ：イタリア共和国ベネチアのゴンドラ    

 

東京都大田区大森では海苔の養殖が江戸時代初期から始まり、図 11 のように海苔漁師が

船の上に立って船を漕ぎ海苔を収穫した。一時期は、海苔の生産地として栄えたが現在で

は海苔の養殖は行っておらず、漁師が船の上に立つ姿は見られない。 

 

図図図図    11111111：東京都大田区大森の海苔漁師：東京都大田区大森の海苔漁師：東京都大田区大森の海苔漁師：東京都大田区大森の海苔漁師    

 

上記の例の他にも世界各地で似たような事例が見られる。しかし現在における SUP に最

も近い例は以下に挙げるハワイ州の例であろう。 

1960 年代ハワイ州オアフ島ワイキキビーチにて、一部のビーチボーイと呼ばれた地元市

民が大きめのサーフボードの上に立ちパドルで漕ぎながら観光客のサーフィンする姿を撮
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影し観光客に販売した。それが現在のスタイルに最も近いスタンドアップアップパドルの

始まりと言われている。ごく少数であるが、それを参考にして一部のサーフィン愛好者が

図 12 のように、SUP を楽しんだ。それからしばらくはスポーツや競技として普及する傾向

は全く見られず、自然消滅していった。しかし 1960 年代の SUP をよく知るハワイの地元市

民が、2003 年にハワイ州オアフ島にて、バッファロークラッシックというサーフィンの大

会に SUP の部門を設置した。SUP によるウェイブパフォーマンスのクラスであるが、名称を

1960 年代の SUP のルーツにちなんでビーチボーイクラスと名付け、大会が初めて開催され

た。 

 

図図図図    12121212：：：：1960196019601960 年代のハワイ州オアフ島ワイキキビーチでの年代のハワイ州オアフ島ワイキキビーチでの年代のハワイ州オアフ島ワイキキビーチでの年代のハワイ州オアフ島ワイキキビーチでの SUPSUPSUPSUP の光景の光景の光景の光景    

 

第３項 愛好者人口の急増 

 

アメリカにおける SUP の愛好者の人口は、アメリカの SUP 専門誌である STANDUP JOURNAL

誌の調査によると、2013 年８月の時点で 136 万人に達した。2004 年頃から急激に愛好者人

口が増え、10 年ほどで 136 万人を超えるという愛好者の人口推移は、非常に順調であり、

将来の更なる発展と普及が期待される。 

 

第２節 問題意識 

 

 筆者は 20 年以上マリンスポーツ(SUP・サーフィン・ウインドサーフィンなどのスポーツ

をここではマリンスポーツと称する。)に選手として関わってきた。またマリンスポーツビ

ジネスの経営者としても深く関わっている。マリンスポーツ全体では非常に多くの愛好者

がいるにもかかわらず、プロツアーの賞金が低い、選手育成という概念が弱い、日本にお
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いて国際的な大会が少なくテレビ中継がほとんどされないという問題がある。これらの問

題に、筆者は非常に強い危機感を抱いてきた。そこで筆者はマリンスポーツの中でも最も

簡単に楽しむことができる SUP をマリンスポーツの入口として体験してもらい、その後に

他の各種マリンスポーツを同時に楽しんでいってほしいと考える。この方法が最も簡単に

マリンスポーツに触れることができ、多くの人々に海を通じて幸せになってもらう最善の

方法と考えるからである。 

筆者は SUP のレースが盛んなアメリカ・とオーストラリアとハワイに 2010 年より頻繁に

遠征をし、競技に参戦しつつ、発展と普及の状況も観察してきた。また現地の大会主催者、

選手、スポンサー企業との良好な関係作りに努めてきた。この地域の現在における SUP の

レースの発展と普及には目を見張るものがある。日本においても大会の参加者は増え続け

ているが、現在日本では世界トップクラスの選手が集まる国際大会はない。国際大会の開

催は競技の発展と普及には欠かせないと考えている。 

以上の考えを持ちながら、世界における SUP の歴史を見てきた筆者は、なぜアメリカに

おけるスタンドアプパドルは急激に普及を遂げたのか、どうしたら日本において SUP を普

及させることができるのかという問題意識を抱えてきた。 

 

第３節 先行研究 

 

このような背景を踏まえた上で、日本における SUP のさらなる発展と普及を促進させて

いくためには、世界における SUP の発展と普及の中心であるアメリカついての学術的な研

究の必要性が痛感された。歴史が浅いため SUP 関連で論文として発表されている先行研究

は見当たらないが、日本においては宮村、星川（2010）らが「健康増進」「地域貢献」など

を目的として SUP における運動強度の定量化の試みなどの研究 1)を続けている。 

アメリカにおいては、Rutgers, The State University of New Jersey（ニュージャージ

ー州立大学ラトガーズ校で Shannon MacDowell 氏による SUP を継続した場合に起きる身体

の生理学的変化を理解しようとする研究プロジェクトが BTS バイオ（株）、マンハッタン

カヤック社のサポートを受けて 2013 年初頭から行われている。 

オーストラリアにおいては、Bond University の理学博士課程 主任研究員の Ben Schram

氏が SUP の世界チャンピオン 2 名と協力し、同じく SUP を継続した場合に起きる身体の生

理学的変化と、エリートレベルの競技にて成功するために必要な生理学的要素を研究して

いる。 

 SUP ではない他のマイナースポーツの発展と普及に関する研究は多く行われてきた。そ

の一例を挙げると、石井（2008）2)は、ビーチスポーツの定着に関して優良なサーフィンプ

ログラムを導入することが重要であると主張している。 

 さらに、鷲見（2008）3)は、日本においてはマイナースポーツであるオープンウォーター

スイミング(OWS)をトライアスロンとの比較により問題点を見つけ出し、振興策を提言して
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いる。また、佐藤（2011）4)は、パラリンピック選手の視点から諸外国の取り組み事例を深

く検証し、発展策を導いている。以上のように他のマイナースポーツの発展と普及につい

て述べた研究は多く存在し、SUP においては新興のマイナースポーツであるため完成された

論文は見受けられないものの、身体の生理学的変化を研究するなどの先行研究は国内外と

もに存在する。さらに、宮村、星川（2010）らは生理学的変化の研究以外にも 2011 年から

静岡県の浜名湖にて SUP のレースを開催している。本研究の独創性は、SUP という新興のマ

リンスポーツのアメリカにおける発展と普及に着目し、国内では三重県の熊野市にて SUP

のレース開催決定までのケーススタディを研究している点にあると考える。 

 

第４節 研究目的 

 

アメリカにおいて、SUP 愛好者が急激に増加している要因を解明し、日本における SUP

の発展と普及に向けた施策を明らかにする。 

本研究では、SUP の発祥の地であり最も普及しているアメリカと、これから更なる発展と

普及を目指す日本を研究対象とする。そして 2014 年 10 月に SUP の国際大会開催が決定し

た三重県熊野市を調査対象として選定する。これは、三重県熊野市にて町興しと同時に SUP

の普及活動を行い、地域から始まる小さな大会が歴史ある大規模な国際大会へと成長して

いく際の課題と成功要因を明らかにするためである。  

そして筆者は三重県熊野市市役所と協力し、2014 年に三重県熊野市において SUP の国際

大会を開催することが決定しており、大会を成功させ継続することを重要な目標としてい

る。熊野市には世界遺産である熊野古道があり世界の観光客を誘致しやすい、そしてツー

ルド熊野という自転車レースの世界大会を開催しておりスポーツの大会を開催することに

よる町興しに注力している。本研究はその大会の成功と継続のために、また日本における

SUP の発展と普及に何が必要であるかを検証し、問題集点を科学的分析に基づいてあきらか

にし、施策を明らかにすることを目的とするものである。 
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第２章  研究手法 

第１節 アメリカにおける SUP 

第１項 調査項目 

１）１）１）１）世界における世界における世界における世界における SUPSUPSUPSUP の歴史調査の歴史調査の歴史調査の歴史調査    

（１）対象 

アメリカを中心とした世界における SUP が現在のレベルまで発展する際に直面した壁と、

乗り越えるために行った動き。。 

 

（２）方法  

文献調査により行う、文献は STANDUP JOURNAL 誌、STANDUPPADDLE MAGAZINE 誌、インター

ネットを使用した。 

 

（３）分析方法  

対象を整理し、検証した。そして、それぞれの壁について、SUP に関わる人々がどのような

動きを行い、壁を乗り越えたのか整理し、時系列で表した。   

 

２２２２））））世界における世界における世界における世界における SUPSUPSUPSUP 専門誌の歴史調査専門誌の歴史調査専門誌の歴史調査専門誌の歴史調査    

（１）対象  

世界で発行されている SUP 専門誌の数。 

 

（２）方法 

文献調査はインターネットを使用した。 

 

（３）分析方法 

何という専門誌がいつどこで創刊したかを時系列で表した。 

 

３３３３））））メーカーのモデル数の推移調査メーカーのモデル数の推移調査メーカーのモデル数の推移調査メーカーのモデル数の推移調査    

（１）対象 

SUP の大手メーカー２社が発売したモデルの数。 

 

（２）方法 

大手メーカー２社のウェブサイトから集計して調査した。 

 

（３）分析方法 

年度毎に発売モデル数を調査してグラフにした。 



15 
 

４）４）４）４）世界で開催されたレース数の調査世界で開催されたレース数の調査世界で開催されたレース数の調査世界で開催されたレース数の調査    

（１）対象 

世界中で開催された SUP のレース数。 

 

（２）方法 

インターネットによる調査で集計し、主に SUPracer のホームページより集計した。ただし、

あまりに規模の小さい大会は含まなかった。 

 

（３）分析方法 

年度毎に世界で開催されたレース数を調査してグラフにした。 

    

５）５）５）５）世界における代表的な大会の調査世界における代表的な大会の調査世界における代表的な大会の調査世界における代表的な大会の調査    

（１）対象  

世界で開催された代表的な大会の種類と数。 

 

（２）方法  

文献調査により行う、文献は STANDUP JOURNAL 誌、STANDUPPADDLE MAGAZINE 誌、インター

ネットを使用した。 

 

（３）分析方法  

いつどこで開催されたかを時系列で表した。 

 

６）６）６）６）バトルオブザパドルの調査バトルオブザパドルの調査バトルオブザパドルの調査バトルオブザパドルの調査    

（１）対象  

バトルオブザパドルの年度毎の各クラス参加者数。 

 

（２）方法  

バトルオブザパドルの公式ウェブサイトから集計する。 

 

（３）分析方法  

年度毎の各クラスの参加者数を調査してグラフにした。 

 

７７７７））））SUPSUPSUPSUP の競技スタイルの調査の競技スタイルの調査の競技スタイルの調査の競技スタイルの調査    

（１）対象 

SUP の競技スタイル。 
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（２）方法 

文献調査により行う、文献は STANDUP JOURNAL 誌、STANDUPPADDLE MAGAZINE 誌、インター

ネットを使用した。 

 

（３）各競技ごとに、競技の方法、開催場所を調査しまとめた。 

 

８８８８））））インタビュー調査対象インタビュー調査対象インタビュー調査対象インタビュー調査対象    

（１）対象 

カリフォルニアで 50年以上の歴史を持つサーフボードメーカーであるインフィニティサー

フボードのオーナーである Steve Boehne 氏、大手サーフブランドの元マーケティング・デ

ィレクターであり、2010 年より国際サーフィン連盟(ISA)のコンサルタントを務めており、

更に 2008 年以来バドルオブザパドルのイベントディレクターを務めてきたカリフォルニア

の Barett Tester 氏、サーフィンのワールドツアー参戦を経て、2010 年にスタンドアップ

ワールドツアーが始まった年から 2013 年まで参戦しており、上位入賞の常連選手であるハ

ワイの Robin Johnston 氏等、外国人８名を取り上げた。     

 

（２）方法 

対象者のほとんどが筆者の経営する会社の取引先であり、長期にわたって親交を深めてき

た。したがって 2010 年から 2013 年まで何度も現地で会い、メールでのやりとりも複数回

に及んだ。 

 

（３）分析方法 

3つのインタビュー項目による対象者と研究者1対1の半構造的インタビューを行った。

回答から、インタビューの会話のうち発展に関する内容が含まれている部分をコードとし

て抜き出して、そのコードから発展に関する要素を抽出した。 

 

第２節 日本における SUP 

第１項 調査項目 

１）１）１）１）日本における日本における日本における日本における SUPSUPSUPSUP の歴史の歴史の歴史の歴史    

（１）対象 

日本における SUP が現在のレベルまで発展する際に直面した壁と、乗り越えるために行っ

た動き。  

 

（２）方法 

文献調査により行う、文献は STANDUP JOURNAL 誌、STANDUPPADDLE MAGAZINE 

誌、インターネットを使用した。 
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（３）分析方法  

対象を整理し、検証した。そして、それぞれの壁について、SUP に関わる人々がどのような

動きを行い、壁を乗り越えたのか整理し、時系列で表した。   

    

２）２）２）２）日本のレース数の調査日本のレース数の調査日本のレース数の調査日本のレース数の調査    

（１）対象 

日本で開催された SUP のレースの数。 

 

（２）方法 

インターネットを使用した。 

 

（３）分析方法 

年度毎に日本で開催されたレース数を調査してグラフにした。 

 

３３３３））））インタビュー調査インタビュー調査インタビュー調査インタビュー調査    

（１）対象 

インタビューの対象としては、ボード卸売業者オーナーとトッププロ選手等、５名に対し

て行った。 インタビューに応じた５名は、様々な理由から氏名を公表しないという同意の

下でインタビュー調査を行ったため、本論文では仮称のイニシャルとした。 

 

 

（２）方法 

対象者のほとんどが筆者の経営する会社の取引先であり、長期にわたって親交を深めてき

た。したがって何度も会い、電話やメールでのやりとりも複数回に及んだ。 

 

（３）分析方法 

3つのインタビュー項目による対象者と研究者1対1の半構造的インタビューを行った。

回答から、インタビューの会話のうち発展に関する内容が含まれている部分をコードとし

て抜き出して、そのコードから発展に関する要素を抽出した。 

 

第２項 三重県熊野市における大会開催に関する調査 

１）ケーススタディ１）ケーススタディ１）ケーススタディ１）ケーススタディ 

ここでは三重県熊野市において 2014 年度の SUP 国際大会開催が決定するまでのプロセス

と、それぞれの出来事について、関係者がいつどのような動きを行ったのかを整理し示し

た。   
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（１）対象    

三重県熊野市役所市長であり SUP を活用した町興しを実行されている河上敢二氏、三重県

熊野市観光スポーツ交流課スポーツ交流係であり、SUP を活用した町興しの最前線で現場を

動かす北裏和樹氏を取り上げた。 

 

（２）方法    

三重県熊野市の関係者とは共同で SUP の体験会を開催したため、確認事項が多くメールと

電話でのやりとりも複数回に及んだ。 

 

（３）分析    

実際に起きたアクションを時系列で表にして分析した。 

 

２）インタビュー２）インタビュー２）インタビュー２）インタビュー    

（１）対象 

インタビューの対象としては、三重県熊野市役所市長であり SUP を活用した町興しを実行

されている河上敢二氏、三重県熊野市観光スポーツ交流課スポーツ交流係であり、SUP を活

用した町興しの最前線で現場を動かす北裏和樹氏、筆者が 2013 年 6月 22 日に開催した SUP

の体験会の参加者等、７名を取り上げた。 

 

（２）方法 

三重県熊野市の関係者とは共同で SUP の体験会を開催したため、確認事項が多くメールと

電話でのやりとりも複数回に及んだ。 

 

（３）分析 

3つのインタビュー項目による対象者と研究者1対1の半構造的インタビューを行った。

回答から、インタビューの会話のうち発展に関する内容が含まれている部分をコードとし

て抜き出して、そのコードから発展に関する要素を抽出した。  

 

３）アンケート調査３）アンケート調査３）アンケート調査３）アンケート調査    

（１）対象 新鹿小学校の 4 年生から 6 年生の生徒 20 名 

 

（２）方法 集合調査法 

    

（３）分析 調査結果をグラフにしてマリンスポーツに対する関心度と開催地である新鹿

海水浴場についての意識を明らかにした。    
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第３節  言葉の定義 

言葉の定義について、スタンドアップパドルの事を「 SUP 」と表現する。本稿では言葉

の違いによる解釈の違いが生じない様に「SUP」で統一した。ただし、インタビューや参考

文献において使用された表記は、インタビュー対象者の言葉、引用元の表記をそのまま記

載した。 
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第３章 結果 

第１節 アメリカにおける SUP 

第１項 世界における SUP の歴史調査の結果 

 

表 1では、世界における SUP の歴史をまとめた。多くのアクションが起きているが、その

ほとんどはアメリカ発のアクションとなっており、アメリカが主体となって発展したことが確認

できた。 

 

表表表表    1111：世界における：世界における：世界における：世界における SUPSUPSUPSUP の歴史の歴史の歴史の歴史    

1960 年代 

 

・ハワイ州オアフ島ワイキキビーチにて、SUP が始まった。 

2003 年 ・ハワイ州オアフ島にてバッファロークラッシックでビーチボーイクラ

スという SUP によるウェイブパフォーマンスの大会が初めて開催され

た。 

 

2004 年 

～ 

2006 年 

・ハワイでのバッファロークラッシックでビーチボーイクラスが継続し

て開催され、年を重ねるごとに世界のトップクラスのサーフィン選手、

カヌー選手、ウインドサーフィン選手、カイトボーディング選手の参加

が見られるようになった。彼らは全員自身の得意分野のスポーツを継続

しながら競技に参戦した。 

2007 年 ・オーストラリアヌーササーフフェスティバルにて第一回 SUP クラス開

催した。ウェイブパフォーマンス競技であった。 

2008 年 ・レースで使用するボードの全長を 12’6’’以下とした規定を用いて、

第一回バトルオブザパドルがカリフォルニアにて開催された。 

・SUP のレースが急激に増えていった 

・3月 21 日に世界で初めての SUP の専門誌である STANDUP JOURNAL が

アメリカにて創刊した。 

2009 年 ・SUP 専門誌である STANDUPPADDLE MAGAZINE がアメリカにて創刊した。 

2010 年 ・SUP で初のウェイブパフォーマンス競技の世界選手権である SUP 

WORLDTOUR が始まった。世界のトップクラスのサーフィン選手、ウイン

ドサーフィン選手、カイトボーディング選手の参加が世界各地から参加

した。彼らは全員自身の得意分野のスポーツを継続しながら競技に参戦

した。 

・WPA(WORLD PADDLE ASSOCIATION)が発足し、SUP の競技における世界標

準を事実上提供し始めた。この協会は SUP の競技のルールやガイドライ

ンを定める必要性から、創業者 Byron Kurt によって設立された。 
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2011 年 ・ハワイ州オアフ島にて第一回バトルオブザパドルが開催された。 

・カリフォルニア大学群全 10 校においてレクレーショナルスポーツとし

て SUP の貸出が続々と始まった。（表 2） 

・全米の大学においてレクレーショナルスポーツとして SUP の貸出が続々

と始まった。（表 3） 

2012 年 

 

・SUP WORLDSERIES が始まった。 

・ISA 世界選手権が始まった。 

・BIC ワンデザイン世界選手権が始まった。 

・サンクレメンテオーシャンフェスティバルでは SUP のウェイブパフォ

ーマンス競技がなくなり、代わりに SUP のレースが開催されるなど SUP

のレースが急激に増えていった。 

2013 年 ・ブラジルにてバトルオブザパドルが始まった。 

・8月にアメリカにて SUP の愛好者の人口が 136 万人に達した。（STANDUP 

JOURNAL 誌の調査） 

・バトルオブザパドルを主催するレインボーサンダル社がUnited States 

Ant - Doping Agency ( USADA )と契約を締結し、大会においてドーピ

ング検査の実施を開始した。 

・2013 年のバトルオブザパドルに足に障害を持つ選手が初めて参加し

た。カリフォルニアのオーシャンサイド在住で 47才のチャールズウェ

ッブ選手である。彼は 1986 年にオートバイ事故の後遺症で足の自由を

失った。車椅子を固定できる特注のボードで参加した。（図 13） 

 

 

 

図図図図    13131313：障害者が楽しむ例：障害者が楽しむ例：障害者が楽しむ例：障害者が楽しむ例    
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表表表表    2222：大学における普及活動の調査：大学における普及活動の調査：大学における普及活動の調査：大学における普及活動の調査    

貸し出し状況   〇 行っている   × 行っていない 

University of California, Berkeley ○ 

University of California, Los Angeles ○ 

University of California, Santa Barbara ○ 

University of California, San Diego ○ 

University of California, San Francisco ○ 

University of California, Irvine  ○ 

University of California, Riverside × 

University of California, Davis × 

University of California, Merced × 

University of California, Santa Cruz × 

調査結果は 2013 年 12 月 20 日時点のインターネット調査結果である。 

 

表表表表    3333：大学において：大学において：大学において：大学において SUPSUPSUPSUP のレンタルを行っているアメリカの大学の一例のレンタルを行っているアメリカの大学の一例のレンタルを行っているアメリカの大学の一例のレンタルを行っているアメリカの大学の一例    

レークレーションの一環として、レークレーションの一環として、レークレーションの一環として、レークレーションの一環として、SUPSUPSUPSUP のレンタルを行っているアのレンタルを行っているアのレンタルを行っているアのレンタルを行っているア

メリカの大学の一例メリカの大学の一例メリカの大学の一例メリカの大学の一例    

California State University 

Humboldt State University 

Florida State University, FSU 

NorthWestern University 

Louisiana State University 

Wright State University 

Weber State University 

University of Hawaiʻi at Mānoa 

University of Richmond 

Bemidji State University 

University of Wisconsin  

University of Utah 

University of Oregon 

Michigan State University 

Virginia Commonwealth University 

LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO 

Texas State University-San Marcos 
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Ohio State University 

University of Minnesota Duluth 

University of Minnesota Gorge 

Brigham Young University–Idaho 

University of Maryland 

Binghamton University, State University of New York 

University of Massachusetts Boston 

University of Otago 

University of Denver 

Central Washington University 

St. Cloud State University 

Colgate University 

University of Houston 

University of Akron 

University of South Carolina  

 

調査結果は 2013 年 12 月 20 日時点のものであり、2011 年時点でアメリカには、4,599 校の

大学があり（認定制度による認定を受けていない大学も含む）全ての大学を調査するには

至らず、グーグル検索による 10 ページ終了分までとした。 

 

第２項 世界における SUP 専門誌の歴史調査の結果 

 

 表 4 では、世界における SUP の専門誌の歴史をまとめた。全世界で１０種類以上の SUP 専

門誌が発行されているが、そのうちの４種類がアメリカにて発行されており、発展はアメリカが

主体であることが確認できた。 
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表表表表    4444：世界における：世界における：世界における：世界における SUPSUPSUPSUP 専門誌の歴史専門誌の歴史専門誌の歴史専門誌の歴史    

名称 創刊年度 発行地域 

STANDUP JOURNAL 2008 年 3月 21 日 アメリカ 

STANDUPPADDLE MAGAZINE 2009 年  アメリカ 

STANDUPPADDLE WORLD MAGAZINE 2010 年 フランス 

SUP WORLD  2010 年 オーストラリア 

Get up 2010 年 フランス 

STAND UP PADDLE MAG 2011 年 オーストラリア 

SUP  TIME  2011 年 イタリア 

SUP MAGAZINE  2012 年 4月 アメリカ 

RACE GUIDE(STANDUPPADDLE MAGAZINE

誌のレース専門誌) 

2012 年 10 月 アメリカ 

Stand Up Paddle magazine 2013 年 4月 フランス 
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第３項 メーカーのモデル数の推移調査の結果 

 

SUP は使用するコンディションと用途によって多くのモデルが販売されている。レース用

ボードは全長により競技のクラスが分かれているため、それに応じて多種多様なサイズと

デザインのボードが販売されている。ウェイブパフォーマンス用のボードも使用者の技術

レベルや使用するコンディションに応じて多種多様なサイズとデザインのボードが販売さ

れている。一般的に上級者ほど波の上での小さく鋭いターンを好むためウェイブパフォー

マンス用のボードのサイズは小さいものを好む。反対に初級者ほどボード上での安定感と

波に押された時の走り出しを重視するためサイズは大きいものに乗ったほうが上達が早く

乗りやすい。 

ボードの材質は強度の高いエポキシ樹脂が主体で、中国やタイなどで大量生産したボー

ドが販売の主力となっているが、一部の愛好家向けに著名な職人が一本ずつ丁寧に手作業

にて制作するハンドシェイプボードの需要がある。 

近年では SUP で釣りを行う愛好者の増加に伴い、フィッシング用ボードが登場し、それ

に伴う周辺道具も登場した。 

SUP のボードは９フィートを超えるものが多く大きいため、保管場所の確保の問題が発生

しており、飛行機のオーバーチャージも高額になりやすい。これらの問題を解決するため

に、普段は丸めてコンパクトに収納されているが、使用する際に空気をいれて膨らますイ

ンフレータブルボードも各メーカーから多くのモデル販売が始まった。 

パドルに関しては SUP の黎明期においては木製のパドルから始まり、アルミ製、グラス

ファイバー製、カーボン製が登場した。現在でも木目の雰囲気を好む一部の愛好家は木製

のパドルを所有しているが、主力は軽量で強度の強いカーボンパドルとなっている。 

 図 14 のグラフは SUP の販売における代表メーカー2 社のモデル数の推移を表している。

このグラフによると、2009 年には N社は 21モデル、S社は 16 モデルで２社の合計が 37 モ

デルであったものが、2014 年には N 社が 54、S 社が 100 となり、２社の合計が 154 モデル

となった。SUP の愛好者の人口の増加とともにモデル数も増加していることが確認できた。 
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図図図図    14141414：：：：SUPSUPSUPSUP の販売における代表メーカーの販売における代表メーカーの販売における代表メーカーの販売における代表メーカー2222 社のモデル数の推移社のモデル数の推移社のモデル数の推移社のモデル数の推移    

 

続いて、図 15 のグラフは SUP の販売における代表メーカー 2 社のレースボードのモデ

ル数の推移を表している。世界標準である全長が 12’6’’以上のレースボードのモデル数

を調査すると、2009 年には N 社、S 社ともに 5 モデルであったものが、 2014 年には N 社

が 10、S 社が 32 となり、SUP の愛好者の人口の増加とともにレースボードのモデル数も

増加していることが確認できた。 

 その中でも S社は同じ全長の 12’6’’のレースボードであっても、フラットフォーター

用や波があるコンディション用や風が強い時のコンディション用などを多様なデザインを

販売した。それらのモデルの中でも更にボードの最大幅を細めのタイプから広めのタイプ

まで何種類か用意し、あらゆる体格、運動能力を持った乗り手のニーズに答えられるよう

販売したことがわかった。 
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図図図図    15151515：レースボードのモデル数の増加：レースボードのモデル数の増加：レースボードのモデル数の増加：レースボードのモデル数の増加    

    

さらに、図 16 のグラフは SUP の販売における代表メーカー 2 社のインフレータブルボ

ードのモデル数の推移を表している。インフレータブルボードとは、普段は丸めてコンパ

クトに収納されているが、使用する際に空気を入れて膨らますタイプのボードである（図

17）。2012 年に登場した際は空気が抜けたり、強度が足りないなどあらゆる品質上の問題が

発生していたが、S 社が参入した 2013 年頃から品質も上昇し、充分に一般ユーザーのニー

ズに答えられる商品となった。日本では 2013 年から急激に販売を伸ばしており、日本の大

手アウトドアメーカーの C社と M社もインフレータブルモデルを開発し参入した。 

このグラフによると、 2012 年には N 社が 2 モデルのみ、S 社に至っては販売していな

かったが、 2014 年には N 社が 7 、S社が 15 となり、SUP の愛好者の人口の増加とともに

インフレータブルボードのモデル数も増加していることが確認できた。 

5 5
7 7

12
10

5 6

11

18

29 32

0

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2011 2012 2013 2014

N社

S社



28 
 

 
図図図図    16161616：インフレータブルボードのモデル数の増加：インフレータブルボードのモデル数の増加：インフレータブルボードのモデル数の増加：インフレータブルボードのモデル数の増加    

    

 

図図図図    17171717：インフレータブルボードの図説：インフレータブルボードの図説：インフレータブルボードの図説：インフレータブルボードの図説    
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第４項 世界で開催されたレース数の調査結果 

 

図 18 のグラフは世界で開催された SUP のレース数を表している。このグラフによると、 

2008 年に 1回しか開催されなかったレースが 2013 年には 136 回となり、SUP の愛好者の人

口の増加とともに SUP のレース数も増加していることが確認できた。また、すべての年度

においてアメリカでの開催が最も多くアメリカが主体となって発展していることが確認で

きた。 

 

図図図図    18181818：世界で開催されたレース数と開催国数：世界で開催されたレース数と開催国数：世界で開催されたレース数と開催国数：世界で開催されたレース数と開催国数    
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第５項 世界における代表的な大会の調査結果 

 

表 5 では、世界における代表的な大会をまとめた。内陸の海に面してないエリアでも湖

や川で大会が開催され、多くの参加者を集めていることが確認できた。また、カリフォル

ニア州のダナポイントで開催される Battle of the Paddle は独特のゆったりとした波があ

るエリアで行われる大会で、しかも世界で最も権威のある大会であることが確認できた。

また、オランダ北部で開催される SUP 11 City Tour は５日間で約 220km を漕ぐ自転車ロー

ドバイクのツールドフランスを参考にしたレースであることがわかった。このレースは世

界で唯一の５日間かける長距離ステージレースであり、オランダの大自然を活かしたコー

ス設定がされていることがわかった。更に Stand up World Tour は最高クラスの波がある

世界各地を転戦する世界最高峰のウェイブパフォーマンスの大会であることがわかった。 

この調査により世界で各地域独特の自然を生かしたあらゆる形式の大会が開催されてい

ることがわかった。 

  

表表表表    5555：世界における代表的な大会：世界における代表的な大会：世界における代表的な大会：世界における代表的な大会    

代用的な大会の名称代用的な大会の名称代用的な大会の名称代用的な大会の名称    概要概要概要概要    

Battle of the Paddle 

 

カリフォルニア州のダナポイントで９月下旬に開催され

る。延参加人数は 2012 年が 1054 名、2013 年が 1190 名

であり、一度の大会で 1000 名以上の選手が世界中から集

まる世界でも最大規模の大会である。ゆったりとしたレ

ースに最適の波があるエリアで行われるサーフレースと

その沖の波がないエリアで行われる 10 マイルの長距離

レースとの二種類を二日間かけて行う。2008 年から始ま

り、2013 年において世界で最も権威ある大会としての地

位を築いている。 

 

SUP 11 City Tour 

 

オランダ北部の内陸の河川にて９月に開催されるレース

競技である。１日あたり最大 45ｋｍを漕ぎ、５日間で約

220km を漕ぐ。トップクラスの選手は総合タイムで 24 時

間をきる。自転車ロードバイクのツールドフランスを参

考にしたステージレースでありオランダの大自然を活か

したコース設定がされている。Leeuwarden（ルーワルデ

ン） にてスタートし 11の市を巡りゴールを目指す。2009

年から開催されている。 
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Molokai 2 Oahu Paddleboard 

World Championships 

 

ハワイ州のモロカイ島からオアフ島までの約 53km の海

峡横断レースである。ボードの上に座って手のひらで漕

ぐスタイルのプローンボードとカヌーの大会として

1997年に始まった。SUPのクラスは2006年から追加され、

SUP のレースでは最も歴史が古い。７月下旬ごろ開催さ

れる。 

 

Stand up World Series 

 

世界を転戦するレースの大会である。2012 年から始ま

り、2013 年はアメリカのハワイとカリフォルニアとシカ

ゴ、フランス、スペイン、ブラジル、チリで９戦が開催

された。 

 

SUP World Cup 

 

ドイツのハンブルグの河川にて８月に開催される。短距

離のスプリントクラスと長距離のディスタンスクラスが

ある。 

 

Gorge Paddle Challenge 

 

アメリカの内陸で 8 月に開催される。オレゴンとワシン

トンの州境をなすコロンビア・ゴージの大河コロンビ

ア・リバーにて開催される。2011 年から開催されており、

コースレースとダウンウインドと二種類が開催される。 

 

Hennessey's SUP and 

Paddleboard Race Series 

アメリカ国内を転戦するレースの大会である。2013 年は

カリフォルニア州のヘルモサビーチ、ダナポイント、ト

ランスビーチとネバダ州のラスベガス湖で全４戦が開催

された。2009 年から開催されている。 

 

Paddle Royal San Juan SUP CUP 

 

プエルトリコのサン・フアンで 12 月に開催されるレース

でアメリカ本土から多くの参加者を集める。 

 

Stand up World Tour 

 

最高クラスの波がある世界各地を転戦する世界最高峰の

ウェイブパフォーマンスの大会である。2010 年から始ま

り、2013 年はアメリカのハワイとカリフォルニア、ブラ

ジル、フランス、UAE で５戦が開催された。この大会の

年間チャンピオンは SUP のウェイブパフォーマンス競技

における世界チャンピオンとして人々から認められる。 
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第６項 バトルオブザパドルの調査結果 

 

図 19 のグラフはアメリカのカリフォルニアで開催される世界で最も権威のあるレース

である Battle of the Paddle（バトルオブザパドル）の参加者数の推移を表しており、Battle 

of the Paddle の公式ホームページのリザルトより集計した。参加者数については複数のク

ラスにエントリーしている選手もいるため、延べ人数となる。 

バトルオブザパドルは順調に参加者数が増加しており、第一回開催の 2008 年は延参加者

数 269 名であったが、2013 年には延参加者数 1190 名となり、愛好者の人口の増加とともに

参加者数も増加していることが確認できた。 

 

 

図図図図    19191919：：：：BattleBattleBattleBattle    of the of the of the of the PaddlePaddlePaddlePaddle    カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア    参加者数の推移参加者数の推移参加者数の推移参加者数の推移    

 

ELITEELITEELITEELITE：世界トップクラスの選手により競うレース。 

OPEN AGE GROUP RACEOPEN AGE GROUP RACEOPEN AGE GROUP RACEOPEN AGE GROUP RACE：以下の年齢別に順位を決定する一般参加者向けのレース。 

15 歳以上 18 歳以下、19 歳以上 29 歳以下、30 歳以上 39 歳以下、40 歳以上 49 歳以下、50

歳以上 59歳以下、60 歳以上 69 歳以下に分けて行う。 

DISTANCE RACEDISTANCE RACEDISTANCE RACEDISTANCE RACE：長距離のレース、ELITE と OPEN AGE GROUP と同時スタート 

 10 マイル（ 1 マイルは 1,852m のため 18km と 520m ）のレースである。 

KIDSKIDSKIDSKIDS：14 歳以下の選手を年齢別に分け順位を決定するキッズ向けのレース。8歳以下、9歳

と 10歳、11 歳と 12 歳、13 歳と 14歳に分けて行う。 
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第７項 SUP の競技スタイルの調査結果 

 

表 6 では、SUP の競技スタイルをまとめた。海、湖、川、などで、長距離や短距離のレー

スが行われ、波を利用したレースや波に乗る競技、風を背中から受け風波に乗るレース、

激流の川を下る競技など、多種多様な競技スタイルが広がっていることが確認できた。 

 

表表表表    6666：：：：SUPSUPSUPSUP の競技スタイルの調査の競技スタイルの調査の競技スタイルの調査の競技スタイルの調査    

競技スタイル競技スタイル競技スタイル競技スタイル    概要概要概要概要    

フラットウォーターレース 

 

波がない海や湖や川で行う。スタートからゴール地点を

決め、ゴール時点での順位を競う。波がない場所でも競

技が開催可能であるため、アメリカ内陸部の湖（Lake 

Tahoe など）での大会開催が増えた。 

 

サーフレース 

 

波がある場所で行う。スタートからゴール地点を決め、

ゴール時点での順位を競う。波が崩れてくるエリアにブ

イが設置してあり、そこでの方向転換を強いられる。ど

のタイミングで波に乗り波から降りるかが非常に重要で

高い技術を要求される。コースレースと呼ぶ場合もある。 

 

海峡横断レース 

 

海峡を横断するレース。スタートからゴール地点を決め、

ゴール時点での順位を競う。 

 

ダウンウインドレース 

 

スタートからゴール地点を決め、ゴール時点での順位を

競う。風を背中から受けて進むコースが設定される。背

中からの風向きであるため、風によって発生した波を背

後から受けることになり、風波に乗りながら進むことが

できる。したがってスピードが速くなり、風波に乗った

際の独特な感覚が参加者を惹きつけるレース。 

 

スプリントレース 

 

スタートからゴール地点を決め、ゴール時点での順位を

競う。200m から 1000m ぐらいの距離で設定される短距離

レース。 

 

ステージレース 

 

スタートからゴール地点を決め、ゴール時点での順位を

競う数日間かけて行われるレース。 
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リバーレース 

 

激流を下る。スタートからゴール地点を決め、ゴール時

点での順位を競う。岩に衝突しても破損しにくいインフ

レータブルボードを使用する場合が多い。 

 

ウェイブパフォーマンス競技 波に乗り、波間での技の完成度を競うジャッジによる採

点競技である。ヒート制で一つのヒートが８分から２０

分、２名から６名を同時に採点を行う。得点上位１位か

ら３位ぐらいまでの選手が次のヒートに進むことができ

る。 

 

 

第８項 インタビュー調査の結果 

 

インタビュー調査の対象者はほとんどが筆者の経営する会社の取引先であり、長期にわ

たって親交を深めてきた。したがって 2010 年から 2013 年まで何度も現地で会い、メール

でのやりとりも複数回に及んだ。3 つのインタビュー項目による対象者と研究者 1 対 1

の半構造的インタビューを行った。回答から、インタビューの会話のうち発展に関する

内容が含まれている部分をコードとして抜き出して、そのコードから発展に関する要素を

抽出した。 

主なインタビューの内容は表 7に示す通りである。 

表表表表    7777：主なインタビューの内容：主なインタビューの内容：主なインタビューの内容：主なインタビューの内容    

インタビューの項目インタビューの項目インタビューの項目インタビューの項目    

なぜ SUP はあなたの居住国において、急激な発展と普及を遂げたと思いますか。 

 

SUP はいつからあなたの居住国において、愛好者が急増したと思いますか。 

 

日本で SUP が普及するには何が大切だと思いますか。 

 

 

主なインタビューの対象者は表 8に示す通りである。 

 

表表表表    8888：インタビューの対象者：インタビューの対象者：インタビューの対象者：インタビューの対象者    

インタビュー対象者名インタビュー対象者名インタビュー対象者名インタビュー対象者名    職業職業職業職業    居住地域居住地域居住地域居住地域    

Steve Boehne ボードメーカー創業者 アメリカ 

David Boehne トッププロ選手 アメリカ 

Barett Tester イベントディレクター アメリカ 
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Robin Johnston トッププロ選手 ハワイ 

Kevin Said トップアマチュア選手 アメリカ 

Dale Chapman ボードメーカー創業者 オーストラリア 

Tully ST John ボードメーカーオーナー オーストラリア 

Peter White  ボードメーカー創業者 オーストラリア 

 

表 9 では、インタビューの会話のうち発展に関する内容が含まれている部分をコードと

して抜き出して、そのコードから発展に関する要素を抽出した。 

表表表表    9999：インタビューの分析と発展への要素の抽出：インタビューの分析と発展への要素の抽出：インタビューの分析と発展への要素の抽出：インタビューの分析と発展への要素の抽出    

コードコードコードコード    発展への要素発展への要素発展への要素発展への要素    

レース競技に注力したからだと思う。ウェイブパフォーマンスの

競技だと波に乗る高い技術も持っていないと参加することが難し

く、採点競技であるため観戦者にとってどこでどのような理由で

勝敗が分かれたのかわかりにくい。しかもレースのように数百人

が参加することが難しい。競技としてのサーフィンはそれらが普

及に対しての制約となっている。 

競技参加への難易度が

低い 

 

競技結果がわかりやす

い 

 

一つの大会に同時に参

加可能な人数の多い 

波がない場所でも楽しめるため危険が少ない、比較的安全だか

らこそ普及した思う。 

比較的安全である 

バトルオブザパドルが始まった時からレース参加者が増えた。以

前は SUP はサーフィンの延長線上として楽しまれるケースがほと

んであった。 

レース競技の増加 

レース競技は波の有無によって開催が左右されることがなく、ほ

ぼ確実に成立するためスポンサーもつきやすいから。ウェイブパ

フォーマンス競技は波がなければ成立しない。 

大会開催成立の確立が

高い 

湖や川など。波がないフラットウォーターでも楽しめるから。サ

ーフィンは波がなければ楽しめない。 

あらゆる環境で楽しめ

る 

フラットウォーターで始めるなら簡単に楽しめるから。サーフィ

ンは波に乗れるようになるまで高等な技術を必要とする。 

簡単である 

日本でレースを普及させるなら全長が短いレース用ボードが必要

だ、10’6’’ぐらいを標準にすべきだと思う。 

道具保管場所の環境 

日本でレースを普及させるなら収納が簡単なインフレータブルの

レース用ボードを普及させるべきだ。カリフォルニアの人々はほ

とんどの SUP 愛好者はガレージを所有しており、道具の保管場所

に困ることはない。 

道具保管場所の環境 
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日本でレースを普及させならビーチ際にボード保管用の艇庫が必

要だと思う・ 

道具保管場所の環境 

サーフィンやカヌーやウインドサーフィンの愛好者がそれらのス

ポーツを続けながら SUP との共通性を見出し、興味を持ち、SUP

始めた。そのため愛好者が急増したと思う。 

愛好者となる候補者が

多い 

高いダイエット効果が確認されていてフィットネス効果が高いと

思う。 

健康志向である 

サーフィンよりもレースのような持久系スポーツを好む健康志向

の高い客層は、高額なレースボードを購入する層が多い。そのた

めメーカーの売り上げが大きく伸び、大会開催を支援することが

可能になった。 

物販の拡大 

  

コードから抽出した発展に関する要素は「競技参加への難易度」、「比較的安全である」、

「簡単である」、「競技のわかりやすさ」、「一つの大会に同時に参加可能な人数の多さ」、「レ

ース競技の増加」、「レース競技の増加」、「大会開催成立の確立」、「楽しむための環境の自

由度」、「道具保管の環境」、「愛好者となる候補者が多い」、「健康志向である」、「物販の拡

大」12 要素が抽出された。（表 10） 

表表表表    10101010：インタビューの整理によって抽出された発展への要素：インタビューの整理によって抽出された発展への要素：インタビューの整理によって抽出された発展への要素：インタビューの整理によって抽出された発展への要素    

発展への要素発展への要素発展への要素発展への要素    

競技参加への難易度が低い 

競技結果がわかりやすい 

一つの大会に同時に参加可能な人数が多い 

比較的安全である 

レース競技の増加 

大会開催成立の確立が高い 

あらゆる環境で楽しめる 

簡単である 

道具保管場所の環境 

愛好者となる候補者が多い 

健康志向である 

物販の拡大 
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第２節 日本における SUP 

第１項 日本における SUP の歴史調査の結果 

 

表 11 では、日本における SUP の歴史をまとめた。いくつかのアクションが起きているが、

そのほとんどはアメリカの影響を受けて発生したものであり、アメリカが主体となって発展し

たことが確認できた。 

 

表表表表    11111111：日本における：日本における：日本における：日本における SUPSUPSUPSUP の歴史の歴史の歴史の歴史 

2006 年 国内で初めての SUP によるレースが神奈川県鎌倉市にて開催された。 

2007 年 

から 

2010 年 

・日本の各地域にてボードメーカーやサーフショップ経営者による小さ

な規模の草レースがいくつか開催された。 

・カリフォルニアに習ってレースボードの標準が 12’6’’になってい

った。 

・カリフォルニアやハワイなどの SUP の道具が続々と日本に輸入されは

じめた。 

2011 年 ・第 1回浜名湖 SUP クラシックが開催された。 

・愛知県で開催される日本最大のロングボードの大会である伊良湖ロン

グボードクラッシックにて初めて SUP クラスが開催された。 

・浜松大学の宮村司教授、星川秀利准教授、健康プロデュース学部心身マ

ネジメント学科の学生などが中心となり、浜名湖 SUP（ＳＵＰ）プロジェク

トが 2011 年 9 月に始動した。「健康増進」「地域貢献」などを目的とし

て SUP における運動強度の定量化の試みなどの研究を続けている。 

また、「浜名湖ＳＵＰマラソン」を 2011 年より開催している。日本の

大学においてアメリカの大学のようにレクレーショナルの一環として道具

を学生に貸出す、または体験会を開催する例は 2013 年 12 月まで見られ

ない。 

 

2012 年 

 

・空気を入れて膨らますタイプで普段はコンパクトにたためるインフレ

ータブルボードが狭い日本の住宅事情にマッチし、日本の市場において

ヒット商品となった。 

2013 年 ・日本国内で開催された SUP のレースが 20を超えた 
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第２項 日本のレース数の調査結果 

 

図 20 のグラフは日本で開催された SUP のレース数を表している。このグラフによると、 

2008 年に 1回しか開催されなかったレースが 2013 年には 20回となり、アメリカと同様に

日本においても SUP の愛好者の人口の増加と共に SUP のレース数も増加していることが確

認できた。 

 

 

図図図図    20202020：日本でのレース開催数の推移：日本でのレース開催数の推移：日本でのレース開催数の推移：日本でのレース開催数の推移    

 

第３項 インタビュー調査の結果 

 

インタビュー調査の対象者はほとんどが筆者の経営する会社の取引先であり、長期にわ

たって親交を深めてきた。したがってメールでのやりとりも複数回に及んだ。3 つのイン

タビュー項目による対象者と研究者1対1の半構造的インタビューを行った。回答から、

インタビューの会話のうち発展に関する内容が含まれている部分をコードとして抜き出し

て、そのコードから発展に関する要素を抽出した。主なインタビューの内容は表 12に示す

通りである。 

  

1 2

6

9

13

20

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013

日本でのレース開催数の推移日本でのレース開催数の推移日本でのレース開催数の推移日本でのレース開催数の推移
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表表表表    12121212：主なインタビューの内容：主なインタビューの内容：主なインタビューの内容：主なインタビューの内容    

インタビューの項目インタビューの項目インタビューの項目インタビューの項目    

なぜ日本において SUP は普及していると思いますか。 

 

SUP はいつから何をきっかけに愛好者が増えてきたと思いますか。 

 

SUP が日本において更に普及するには何が大切だと思いますか。 

 

主なインタビューの対象者は表 13に示す通りである。 

 

表表表表    13131313：インタビューの対象者：インタビューの対象者：インタビューの対象者：インタビューの対象者    

インタビュー対象者名インタビュー対象者名インタビュー対象者名インタビュー対象者名    職業職業職業職業    居住地域居住地域居住地域居住地域    

H.M 氏 ボード卸売業者オーナー 神奈川県鎌倉市 

Y.T 氏 トッププロ選手 千葉県長生郡 

H.I 氏 トッププロ選手 静岡県御前崎市 

Y.K 氏 大田観光協会 東京都大田区 

Y.T 氏 大田区カヌー協会 東京都大田区 
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 表 14 では、インタビューの会話のうち発展に関する内容が含まれている部分をコードと

して抜き出して、そのコードから発展に関する要素を抽出した。 

 

表表表表    14141414：インタビューの分析と発展への要素の抽出：インタビューの分析と発展への要素の抽出：インタビューの分析と発展への要素の抽出：インタビューの分析と発展への要素の抽出    

コードコードコードコード    発展への要素発展への要素発展への要素発展への要素    

レースの大会が開催できるからだと思う。サーフィンの大会と違

って大勢が参加できるし、特別なスキルも必要ないので気軽に簡

単に参加できる。 

簡単である 

競技参加への難易度が

低い 

一つの大会に同時に参

加可能な人数が多い 

波がない場所でも楽しめるから比較的安全である、だからこそ

普及したと思う。 

比較的安全である 

普及に関してなにかきっかけがあったというより、レースの大会

の数が少しずつ増えて自然に普及してきたように思う。 

レース競技の増加 

レース競技は波の有無によって開催が左右されることがなく、ほ

ぼ確実に成立するためスポンサーもつきやすい。ウェイブパフォ

ーマンス競技は波がなければ成立しない。特に湘南は普段波がな

いため SUP の大会は開催しやすい。 

大会開催成立の確率が

高い 

湖や川など。波がないフラットウォーターでも楽しめるから。サ

ーフィンは波がなければ楽しめない。 

あらゆる環境で楽しめ

る 

フラットウォーターで始めるなら簡単に楽しめるから。サーフィ

ンは波に乗れるようになるまで高等な技術を必要とする。 

簡単である 

日本でレースを普及させるなら収納が簡単なインフレータブルの

レース用ボードを普及させるべきだ。狭い日本の住宅事情のニー

ズに合致しているため2013年度はインフレータブルのSUPがとて

も多く売れた。 

道具保管場所の環境 

日本でレースを普及させならビーチ際にボード保管用の艇庫が必

要だと思う・ 

道具保管場所の環境 

サーフィンの愛好者は波がない時の楽しみとして、ウインドサー

フィンの愛好者は風がない時の楽しみとして、それらのスポーツ

を続けながら SUP を始めたケースが多い。そのために愛好者が増

えたと思う。 

愛好者となる候補者が

多い 

高いダイエット効果が確認されていてフィットネス効果が高いと

思う。 

健康志向である 
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 コードから抽出した発展に関する要素は、「簡単である」、「競技参加への難易度が低い」、

「一つの大会に同時に参加可能な人数の多さ」、「比較的安全である」、「レース競技の増加」、

「大会開催成立の確率が高い」、「あらゆる環境で楽しめる」、「簡単である」、「道具保管場

所の環境」、「愛好者となる候補者が多い」、「健康志向である」、の 11要素が抽出された。（表

15） 

 

表表表表    15151515：インタビューの整理によって抽出された発展への要素：インタビューの整理によって抽出された発展への要素：インタビューの整理によって抽出された発展への要素：インタビューの整理によって抽出された発展への要素    

発展への要素発展への要素発展への要素発展への要素    

簡単である 

競技参加への難易度が低い 

一つの大会に同時に参加可能な人数が多い 

比較的安全である 

レース競技の増加 

大会開催成立の確率が高い 

あらゆる環境で楽しめる 

簡単である 

道具保管場所の環境 

愛好者となる候補者が多い 

健康志向である 

 

第４項 三重県熊野市における大会開催に関する調査結果 

・三重県熊野市における大会開催に関する調査結果 

１）ケーススタディ 

表 16は三重県熊野市にて SUP のインストラクター向け体験会が開催され、2014 年の国際

大会開催が決定するまでの過程分析を実施しまとめたものである。それぞれの出来事につ

いて、関係者がいつどのような動きを行ったのかを整理し示した。 

 新たな大会の開催が決定するには、まず主催者側に積極的な担当者がおり、トップが開

催に前向きなことが重要である。そして主催者側の担当者と何度も面談し、かつコミュニ

ケーションを円滑に継続することが重要であることが確認できた。 
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表表表表    16161616：三重県熊野市にて国際大会開催が決定するまでのプロセス：三重県熊野市にて国際大会開催が決定するまでのプロセス：三重県熊野市にて国際大会開催が決定するまでのプロセス：三重県熊野市にて国際大会開催が決定するまでのプロセス    

2012 年 12 月 11 日 

初めてのコンタクト 

電話にて筆者宛てに、三重県熊野市役所 観光スポーツ交流課 

スポーツ交流係 北裏和樹氏より SUP 体験会を開催するにあた

っての問い合わせがきた。    

2013 年 5月 15 日 

三重県熊野市にて SUP

の体験会を開催する日

程を決定    

北裏和樹氏と何度かの電話とメールのやり取りを交わしたのち

に SUP の体験会を開催する日程を決定した。その際に市長にイン

タビューを実施することも決定した。    

2013 年 6月 21 日 

市長にインタビューを

実施 

三重県熊野市 市長である河上敢二氏を表敬訪問し、インタビュ

ーを実施した。    

2013 年 6月 22 日 

インストラクター向け

に体験会を開催 

    

三重県熊野市の新鹿海水浴場にて SUP スクール開催した。 新鹿

海水浴場は日本の海水浴場８８選に選ばれている美しい砂浜、素

晴らしい透明度の海であった。天気良くコンディション良好、台

風の余波で内海である新鹿海水浴場においてもわずかなうねりが

入っていた。 

2013 年 6月 22 日に三重県熊野市の新鹿海水浴場にて、筆者

が講師を務める SUP の体験会を開催した。当日の受講者は、今

後新鹿海水浴場におけるSUPのインストラクターとなる方々で

ある熊野マリンスポーツ推進委員会委員 7名と熊野市役所職員 3

名の合計 10 名であった。筆者はボードに乗り漕ぐための基本的な

技術、安全上注意しなければならない点や、危険回避の技術、

そして楽しむための考え方などを指導した。受講者全員にとて

も好評であった。   

2013 年 10 月 20 日 

一般市民向けの SUP 体

験会を開催    

三重県熊野市の新鹿海水浴場にてシーカヤックの大会と同時開

催で一般市民向けの SUP 体験会を開催した。しかし、当日の 新鹿

海水浴場はひどい悪天候のために体験会を実施することが困難で

あり中止となった。    

 2013 年 12 月 

国際大会の開催が決定    

熊野市長へ国際大会開催のための予算案を提出し、翌年の国際

大会の開催が決定した。    
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２）インタビュー 

三重県熊野市市役所の関係者へのインタビュー 

    

2013 年 6 月 21 日に三重県熊野市市長の河上敢二氏に表敬訪問を実施した際、市長と

関係者に対してインタビューを行った。その翌日、2013 年 6 月 22 日に三重県熊野市の

新鹿海水浴場にて、筆者が講師を務める SUP の体験会を開催した。体験会開催後にもイ

ンタビューを実施した。そして以下は体験会受講前と受講後のインタビュー内容の要約

である。 

三重県熊野市の関係者とは共同で SUP の体験会を開催したため、確認事項が多くメー

ルと電話でのやりとりも複数回に及んだ。3 つのインタビュー項目による対象者と研究者

1対 1の半構造的インタビューを行い、回答からインタビューの会話のうち発展に関する

内容が含まれている部分をコードとして抜き出して、そのコードから発展に関する要素を

抽出した。 

 

2013201320132013 年年年年 6666 月月月月 21212121 日日日日    SUPSUPSUPSUP の体験会受講前のインタビューの体験会受講前のインタビューの体験会受講前のインタビューの体験会受講前のインタビュー    

主なインタビューの内容は表 17 に示す通りである。 

    

表表表表    17171717：主なインタビューの内容：主なインタビューの内容：主なインタビューの内容：主なインタビューの内容    

インタビューの項目インタビューの項目インタビューの項目インタビューの項目    

なぜ SUP を町興しに活用しようと考えましたか。 

 

新鹿海水浴場において、すでに開催しているシーカヤックの大会ついてお聞かせください。 

 

SUP が熊野市において更に普及するには何が大切だと思いますか。 

 

主なインタビューの対象者は表 18 に示す通りである。 

 

表表表表    18181818：インタビューの対象者：インタビューの対象者：インタビューの対象者：インタビューの対象者    

インタビュー対象者名インタビュー対象者名インタビュー対象者名インタビュー対象者名    職業職業職業職業    居住地域居住地域居住地域居住地域    

河上敢二氏 三重県熊野市役所 市長 三重県熊野市 

濱口幸治 三重県熊野市役所 観光スポー

ツ交流課 課長 

三重県熊野市 

北畑亨氏 三重県熊野市役所 観光スポー

ツ交流課 スポーツ交流係長 

三重県熊野市 

北裏和樹氏 三重県熊野市役所 観光スポー

ツ交流課 スポーツ交流係 

三重県熊野市 
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下岡竜也氏 三重県熊野市役所 観光スポー

ツ交流課 スポーツ交流係 

三重県熊野市 

前川隆史氏 熊野市教育委員会熊野市紀和

B&G 海洋センター アドバンス

ド・インストラクター 

三重県熊野市 

池田宣政氏 熊野マリンスポーツ推進委員会

会長 

三重県熊野市 

    

表 19 では、インタビューの会話のうち発展に関する内容が含まれている部分をコードとして

抜き出して、そのコードから発展に関する要素を抽出した。 

表表表表    19191919：インタビューの分析と発展への要素の抽出：インタビューの分析と発展への要素の抽出：インタビューの分析と発展への要素の抽出：インタビューの分析と発展への要素の抽出    

コードコードコードコード    発展への要素発展への要素発展への要素発展への要素    

SUP の記事を新聞で見て、このスポーツは可能性があると

判断し、市長がスポーツ交流課の職員に SUP を新鹿海水浴

場で普及させるよう指示をした。 

町興しの戦略 

熊野市は平成１６年７月に世界遺産に登録された「熊野古

道」をはじめ、三百有余年の歴史を持つ「熊野大花火大会」、

日本の棚田百選にも選ばれた丸山千枚田など、歴史に育まれ

た文化的資源や吉野熊野国立公園を背景とした海、山、川の

豊かな自然に恵まれたまちである。観光名所として人々から

愛されているが、それら以外にも楯ヶ崎や鬼ヶ城などのリ

アス式海岸と日本の水浴場８８選に選ばれた新鹿海水浴場、

美しい砂利浜が続く七里御浜海岸などの多様な熊野の「海」

があり、もっと観光客の皆様に知っていただきたいと考え

ていた。 

町興しの戦略 

波がない場所でも楽しめるため危険が少なく比較的安全

で、しかも簡単だと思った。 

比較的安全である 

簡単である 

三重県熊野市においSUPの大会を開催することは町おこし

として非常に重要なポイントである。2013 年末には尾鷲熊

野インターが開通し、名古屋から車で 3時間以内で来れる

ようになる。 

 

交通の便の向上 

新鹿海水浴場において、開催を継続しているシーカヤックの

大会はシーカヤックマラソンという。ご好評をいただいてお

り 2013 年で三回目を迎えた。この大会と一緒に SUP の大会を

開催したらどうだろうか。 

大会（レース）の開催 
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熊野市で普及させるために熊野市民に対して SUP の体験会を

開催したい。レンタルも開催し、海水浴場に来られた誰もが

気軽に楽しめるようにしたい。そのためのインストラクター

の教育にも注力していきたい。 

体験会の開催 

インストラクターの養成 

熊野市の新鹿海水浴場の 2012 年度来場者は 2 万 1000 人であ

り 2000 年の 5 万 2000 人と比較して大幅に減ってしまった。

SUP を体験会などを通じて普及させ誘客の起爆剤にしたい。 

町興しの戦略 

熊野マリンスポーツ推進委員会はマリンスポーツを通じて熊

野の海を PR しようと愛好者で立ち上げた。これまでにシーカ

ヤックや一人乗り小型ヨットの普及に取り組んできたが SUP

が最も道具が小さく普及しそうだ。 

シーカヤックや一人乗り小

型ヨットより道具が小さ

い 

 

コードから抽出した発展に関する要素は、「町興しの戦略」、「比較的安全である」、「簡単

である」、「交通の便の向上」、「大会（レース）の開催」、「体験会の開催」、「インストラク

ターの養成」、「シーカヤックや一人乗り小型ヨットより道具が小さい」、の 8要素が抽出さ

れた。（表 20） 

 

表表表表    20202020：インタビューの整理によって抽出された発展への要素：インタビューの整理によって抽出された発展への要素：インタビューの整理によって抽出された発展への要素：インタビューの整理によって抽出された発展への要素    

発展への要素発展への要素発展への要素発展への要素    

町興しの戦略    

比較的安全である 

簡単である 

交通の便の向上 

大会（レース）の開催 

体験会の開催 

インストラクターの養成 

シーカヤックや一人乗り小型ヨットより道具が小

さい 
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2013201320132013 年年年年 6666 月月月月 22222222 日日日日    SUPSUPSUPSUP の体験会受講後のインタビューの体験会受講後のインタビューの体験会受講後のインタビューの体験会受講後のインタビュー    

主なインタビューの内容は表 21 に示す通りである。 

    

表表表表    21212121：主なインタビューの内容：主なインタビューの内容：主なインタビューの内容：主なインタビューの内容    

インタビューの項目インタビューの項目インタビューの項目インタビューの項目    

SUP を体験した感想をお聞かせください。 

 

 

新鹿海水浴場において、すでに開催しているシーカヤックの大会との同時開催は可能だと

思いますか？ 

SUP が熊野市において更に普及するには何が大切だと思いますか。 

 

主なインタビューの対象者は表 22に示す通りである。 

 

表表表表    22222222：インタビューの対象者：インタビューの対象者：インタビューの対象者：インタビューの対象者    

インタビュー対象者名インタビュー対象者名インタビュー対象者名インタビュー対象者名    職業職業職業職業    居住地域居住地域居住地域居住地域    

河上敢二氏 三重県熊野市役所 市長 三重県熊野市 

濱口幸治 三重県熊野市役所 観光スポー

ツ交流課 課長 

三重県熊野市 

北畑亨氏 三重県熊野市役所 観光スポー

ツ交流課 スポーツ交流係長 

三重県熊野市 

北裏和樹氏 三重県熊野市役所 観光スポー

ツ交流課 スポーツ交流係 

三重県熊野市 

下岡竜也氏 三重県熊野市役所 観光スポー

ツ交流課 スポーツ交流係 

三重県熊野市 

前川隆史氏 熊野市教育委員会熊野市紀和

B&G 海洋センター アドバンス

ド・インストラクター 

三重県熊野市 

池田宣政氏 熊野マリンスポーツ推進委員会

会長 

三重県熊野市 

 

表 23 では、インタビューの会話のうち発展に関する内容が含まれている部分をコー

ドとして抜き出して、そのコードから発展に関する要素を抽出した。 
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表 23：インタビューの分析と発展への要素の抽出    

コードコードコードコード    発展への要素発展への要素発展への要素発展への要素    

パドルさばきが難しかったが、慣れれば簡単。誰で

も乗れる魅力がある。熊野マリンスポーツ推進委員

のスタッフがもう少し練習して皆に広めていきたい。 

簡単である 

インストラクターの養成 

シーカヤックや一人乗り小型ヨットに比べたらSUPが

最も道具が小さく普及させやすいだろう。 

シーカヤックや一人乗り小型ヨッ

トより道具が小さい 

ボードに安定性があるので初めてでも楽しめる。 簡単である 

波がない場所でも楽しめるため危険が少ない、比較

的安全だからこそ普及した思う。 

比較的安全である 

簡単だから家族で楽しめそうだ。 簡単である 

今後熊野市で更に普及させるために新鹿海水浴場の

地元の小学生に対して SUP の体験会を開催したい。

2013 年から SUP のレンタルと体験会を開催し、海水浴

場に来られた誰もが気軽に楽しめるようにしたい。そ

のためのインストラクターの教育にも注力していき

たい。 

体験会の開催 

インストラクターの養成 

普及のために新鹿海水浴場で既に開催しているシー

カヤックの大会と同時にSUPの大会を開催することが

できると思う。 

大会（レース）の開催 

このスポーツは熊野の豊かな自然を活かせる。 町興しの戦略 

吉野熊野国立公園の瀞峡をクルージングするツアー

を企画しても面白いと思う。 

名所でのクルージングツアー開

催 

 

コードから抽出した発展に関する要素は、「簡単である」、「インストラクターの養成」、「シ

ーカヤックや一人乗り小型ヨットより道具が小さい」、「比較的安全である」、「体験会の開

催」、「大会（レース）の開催」、「町興しの戦略」、「名所でのクルージングツアー開催」、の

8要素が抽出された。（表 24） 
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表表表表    24242424：インタビューの整理によって抽出された発展への要素：インタビューの整理によって抽出された発展への要素：インタビューの整理によって抽出された発展への要素：インタビューの整理によって抽出された発展への要素    

発展への要素発展への要素発展への要素発展への要素    

簡単である 

インストラクターの養成 

シーカヤックや一人乗り小型ヨットより道具が小さ

い 

比較的安全である 

体験会の開催 

大会（レース）の開催 

町興しの戦略 

名所でのクルージングツアー開催 

 

３）アンケート調査 

2014 年 10 月に SUP の国際大会を熊野市の新鹿海水浴場で開催するにあたり、地域の小学

生に対して、新鹿海水浴場とマリンスポーツに対する意識をアンケートにより調査した。

表 25はそのアンケート調査の概要を示す。 

 

表表表表    25252525：アンケート調査の概要：アンケート調査の概要：アンケート調査の概要：アンケート調査の概要    

調査目的 1.マリンスポーツに対する関心度について 

2.開催地である新鹿海水浴場について 

調査対象 新鹿小学校の 4年生から 6年生の生徒 

標本数 有効回収標本数 n=20 回収率 100％ 

調査時期 2013 年 12 月 3日 

調査方法 集合調査法 

 

回答者の学年は４年生が 7 名で 5 年生が 5 名で 6 年生が 8 名であった。回答者の男女比

は男の子 13 名、女の子 7 名という結果であった。サーフィンを知っていますかという質

問に対して、知っていると答えた回答者は 19名で知らないと答えた回答者は 1名であった。           

SUP を知っていますかという質問に対して、知っていると答えた回答者は 5名で知らないと

答えた回答者は 15名であった。海が好きですかという質問に対して好きと答えた海が好き

と答えた回答者は 14 名で、嫌いと答えた回答者はおらず、どちらでもないと答えた回答者

は 6 名であった。海でスポーツをやってみたいですかという質問に対して、やってみたい

と答えた回答者は 9 名でやりたくないと答えた回答者は 6 名で、どちらでもないと答えた

回答者は 5 名であった。回答者が住んでいる地域や熊野市全体で、お祭りや運動会など、

いろいろな行事がありますが、それらに参加していますかという質問に対しては、ほとん

ど参加していると答えた回答者は 7 名で、参加していないと答えた回答者は 1 名で、時々
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参加していると答えた回答者は 12名であった。大人になった時も熊野市の新鹿海水浴場で

遊びたいと思いますかという質問に対して、遊びたいと答えた回答者は 19名で、遊びたく

ないと答えた回答者はおらず、1名が無回答であった。 

小学生は自分たちが大人になる未来において、新鹿海水浴場がきれいで海水浴が可能で、

大勢の観光客が来て賑わう場所であることを望んでいることが確認できた。 

 

図 21 は新鹿海水浴場で良いところは何ですか？という質問に対しての回答である。 

 

図図図図    21212121：新鹿海水浴場で良いところは何ですか？：新鹿海水浴場で良いところは何ですか？：新鹿海水浴場で良いところは何ですか？：新鹿海水浴場で良いところは何ですか？    
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新鹿海水浴場で良いところは何ですか？新鹿海水浴場で良いところは何ですか？新鹿海水浴場で良いところは何ですか？新鹿海水浴場で良いところは何ですか？

（（（（※※※※いくつでもかまいません）いくつでもかまいません）いくつでもかまいません）いくつでもかまいません）
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図図図図 22222222 はははは新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？という質問に対する回答新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？という質問に対する回答新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？という質問に対する回答新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？という質問に対する回答であるであるであるである。。。。    

 

図図図図    22222222：新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？：新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？：新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？：新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？        
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新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？

（（（（※※※※いくつでもかまいません）いくつでもかまいません）いくつでもかまいません）いくつでもかまいません）
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図 23は大人になった時、熊野市の新鹿海水浴場がどんな海水浴場になっていたら良いと

思いますか？という質問に対しての回答である。 

 

 

 

図図図図    23232323：大人になった時、熊野市の新鹿海水浴場がどんな海水浴場になっていたら良いと思：大人になった時、熊野市の新鹿海水浴場がどんな海水浴場になっていたら良いと思：大人になった時、熊野市の新鹿海水浴場がどんな海水浴場になっていたら良いと思：大人になった時、熊野市の新鹿海水浴場がどんな海水浴場になっていたら良いと思

いますか？いますか？いますか？いますか？        
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大人になった時、熊野市の新鹿海水浴場がどんな海水浴場になってい大人になった時、熊野市の新鹿海水浴場がどんな海水浴場になってい大人になった時、熊野市の新鹿海水浴場がどんな海水浴場になってい大人になった時、熊野市の新鹿海水浴場がどんな海水浴場になってい

たら良いと思いますか？（たら良いと思いますか？（たら良いと思いますか？（たら良いと思いますか？（※※※※いくつでもかまいません）いくつでもかまいません）いくつでもかまいません）いくつでもかまいません）
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第４章 考察 

第１節 SUP の発展と普及についての考察 

 

第１項 アメリカにおける SUP の発展と普及についての考察 

 

アメリカにおける SUP はレース競技に注力し、簡単で比較的安全なスポーツであったか

らこそ急激な発展を遂げたと考えられる。普及と同時に市場も拡大し、SUP の代表的なメー

カーが多種多様のデザインのボードを販売するに至った。アメリカにおいては今後も世界

における普及をリードしていくと思われる。代表的なメーカーはほとんどがアメリカのメ

ーカーであり、市場もアメリカが最も大きい。日本における SUP の発展と普及を考えると、

やはりアメリカと同じくレース競技に注力すべきであろう。 

レース競技はフラットウォーターであれば特別な技術や経験が必要なく、誰でも簡単に

参加可能であるし、カヌーやマラソンやロードバイクの大会のように数百人が同時に参加

することが可能だからである。一方、SUP の競技の一つであるウェイブパフォーマンスを例

に挙げると、波に乗るという高い技術も持っていないと参加することが難しく、採点競技

であるため観戦者にとってどこでどのような理由で勝敗が分かれたのかわかりにくい。SUP

はカヌーのように、波がなくても漕いで進むことができるため、レースという競技が成り

立ち、波の有無によって開催決定が左右されることはない。そのため、ほぼ確実に大会が

成立するというメリットがあり、企業側にとっては大会へのスポンサードへのリスクが低

いと言える。このような理由から、アメリカでは、多くの大会主催者はウェイブパフォー

マンス競技ではなく、フラットウォーターを中心としたレース競技に注力するようになっ

ていったと推察される。特に 2008 年にカリフォルニアで第一回のバトルオブザパドルが開

催されてからはアメリカの SUP シーンは急速にレース競技に傾倒していった。その結果、

現在 SUP はアメリカ全土において、マラソンやロードバイクのような健康に良い持久系の

スポーツとして定着している。 

また、フラットウォーターで SUP を行えば、波がある場所で行うサーフィンよりも、遥

かに簡単かつ比較的安全であるため愛好者が増えたと考えられる。 

さらに、同時に多くの人が参加できること、結果と順位がわかりやすいレースの開催回

数が増えることは、競技の発展と普及に効果的であることが示唆された。 

 

   

 

第２項 日本における SUP の発展と普及についての考察 

 

SUP は海、湖、川などで楽しむことができ、アメリカにおいては穏やかなフラットウォー

ターで楽しむ人が最も多かった。そのため、フラットウォーターで楽しむことを目的とし
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た道具の販売に注力していき、フラットウォーターで行う体験会、大会を多く開催してい

くことで、日本においても SUP の愛好者を増やせる可能性があると思われる。 

さらに、アメリカにおいて SUP をしている人はサーフィンをしている場合が多いが、ジ

ムでのトレーニング、ハイキング、ランニングなども同時に継続している人が多い。した

がって、日本においても、ジムでのトレーニング、ハイキング、ランニングなどに高い関

心を持つ層へのマーケティング活動を重視していくことが SUP の普及策の一つであると考

察できる。 

一方で、国土の広いアメリカでは多くの戸建てにガレージがあり、ボードの保管を容易

に行うことが可能であるが、土地の面積が狭い日本国内の住宅事情においては「ボードの

保管」という問題が浮かび上がる。日本国内にて SUP を普及させていくためにはゲレンデ

の近くに十分な保管場所を確保することが必要であり、コンパクトに収納できるインフレ

ータブルボードの販売に注力していくことが重要であると考えられる。しかし、現在のイ

ンフレータブルボート品質状況を鑑みると、登場した当初と比べ飛躍的な品質向上が見ら

れるものの、やはりゴムボードの延長線上からは脱却できず、空気が入っているボード特

有の乗った際の剛性の弱さを感じる。このインフレータブルボードの剛性が更に上がり、

品質を向上させることができれば、日本における「ボードの保管」に関する問題の解決に

繋げることができると言える。 

筆者はこれまで様々な場所で SUP の体験会を通じて、このスポーツの素晴らしさ楽しさ

を広め普及活動に従事してきた。SUP というスポーツはフラットウォーターにて始めれば、

誰でも楽しめる簡単なスポーツであり、日本におけるメジャースポーツである野球やサッ

カーなどに勝るとも劣らない魅力があると考えられる。特に家族で一緒に簡単に楽しめる

面は素晴らしく親子の絆を育むにも良い役割を果たすと言えるであろう。 

この素晴らしい魅力を伝えるためにも一貫した理念を掲げ、町興しと絡めた普及活動を

実施し継続していくことによって地域の方々に愛されるスポーツになることが必要である。 

 

 

第３項 三重県熊野市における大会開催についての考察 

三重県熊野市での体験会開催や国際大会の開催など、地方自治体と一緒になって大会と

体験会を開催し、継続することが重要である。こうした地域に根ざした活動を実施してい

くことが市場を育て普及を促すことに繋がっていくと考える。 

三重県熊野市にて、2014 年の国際大会の開催が決定したように、新たな大会の開催が決

定するには、主催者側に積極的な担当者がおり、トップが開催に前向きなことが重要でる

ため、そういった方々にアピールを続け、コミュニケーションを円滑に継続していかなけ

ればならない。 

また、国際大会開催に絡めて選手と関係者以外の観光客を世界から誘致する戦略が必要

だ。地域で指導するインストラクターの養成も必須であり、ボードの保管場所も必要であ
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る。 

 

第１節 三重県熊野市での国際大会開催からさらなる発展に向けて 

第１項 日本の大会が世界の模範となるために 

 

三重県熊野市の新鹿小学校の生徒に対してのアンケートを通じて明らかになったことで

あるが、生徒は自分たちが大人になる未来において、新鹿海水浴場がきれいで海水浴が可

能で、大勢の観光客が来て賑わう活気のある場所であることを強く望んでいる。 

2014 年にレースの大会を開催する際には、集客と大会の成功に万全を期すのはもちろん

のこと、ビーチクリーンにも一層の配慮をし、海を綺麗にし続ける文化を育んでいかなけ

ればならないと思う。 

一方で、国際大会開催には選手と関係者以外の観光客を世界から誘致する戦略も必要で

あろう。そして熊野古道を代表とする観光名所、地域特有の伝統工芸や料理をアピールし

ていかなければならない。そして日本人特有の心遣いの行き渡った大会にしたい。これら

を継続し続けることで世界各地からの参加者は増え続け、日本の大会が世界の模範になっ

ていくであろうと考える。 

新たな国際大会の開催は異国間の相互理解を促進し、国際平和に大きく貢献するもの

と思われる。そして、スポーツビジネスに関する学術研究分野においても、地域におけ

る国際大会継続の成果がいかに町興しに繋がるかの研究領域の発展につながればと考え

ている。 

 

第２項 レースは欧米の文化から世界の文化へ 

  

 国際大会を日本で開催し継続することで、SUP のレースが欧米のものから世界的な文化に

なることが期待される。現在では世界１７ヶ国以上で SUP の大会が開催されている。アメ

リカ、オーストラリア、フランス、ブラジル、南アフリカが多くの大会を開催しており代

表格である。そして日本でも大会が増えてきており、三重県の熊野市でも開催される。開

催国が増えていき、日本でも開催が増えていけば、SUP のレースはその競技参加への壁が低

い優位性から、マリンスポーツの代表格として、欧米の文化から世界の文化へと昇華して

いくであろうと考える。 

 

第３項 日本における SUP の発展と普及のために求められること 

 

SUP はアメリカのカリフォルニアを中心として発展し、全米各地に普及していった。日本

においても町興しをしたいと強い願望を持つ地方自治体と共同でレースを開催することが

普及への足掛かりになるのではないかと考える。地方自治体と一緒になって大会と体験会
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を開催し継続することが重要である。継続には地域で指導するインストラクターの養成も

必須であり、ボードの保管場所も必要である。一方で、国際大会開催には選手と関係者以

外の観光客を世界から誘致する戦略も必要であろう。 

また、日本において世界に通用する選手を育成することが求められる。筆者は 2010 年か

ら頻繁に世界の競技に参戦してきた。世界でトップクラスの選手を多く輩出しているオー

ストラリアでは SUP というマイナーな競技でさえも選手の育成とトレーニング理論が確立

されており、素晴らしい実績を残している。日本の選手も世界で戦うという意思を持ち、

そのための明確な目標設定と練習環境の整備をし、それを実現できる環境を作らなければ、

勝利を得ることは難しい。そのため日本の大会であっても世界選手権に向けて大会の開催

を行うことが重要であると考えられる。2014 年の熊野市の大会では筆者が長年友好を深め

てきた世界選手権に出場している選手たちを招待し、日本の選手たちに世界のレベルを感

じてもらおうと考えている。そしていつか日本から世界選手権で勝利する選手を誕生させ

たい。 

 

第２節 研究の限界と課題 

 

 本研究には ２つの限界がある。  

 まず、本研究はアメリカにおける SUP の発展と普及にほぼ特化した内容である。したが

って、他の国での発展と普及については更なる検討が必要である。   

 ２つめは国際大会開催までの過程分析は三重県熊野市という限定された地域での実施で

あることが挙げられる。そのため日本国内の他の地域では更なる検討が必要である。 
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第５章 結論  

 

アメリカにおける SUP はレース競技に注力したからこそ急激な発展を遂げたということ

が明らかとなった。 

日本においても普及のためにレースに注力し、簡単で比較的安全なスポーツであることを

アピールすることが発展につながると思われる。また、このスポーツの素晴らしい魅力を

伝えるためにも、地方自治体と協力し、大会や体験会の開催などの普及活動を継続し、町

興しと絡めた普及活動を実施し継続していくことによって、地域の方々に愛されるスポー

ツになることが必要である。こうした活動の継続が、日本における SUP の発展と普及を促

していくと考える。 

本研究を通じて、SUP の発展を考えた時に、地方自治体が果たす役割は大きいと感じた。

まず地方自治体の関係者に町興しを成功させるという強い情熱がなければならない。次に

地方自治体とインストラクターと企業と地域住民といった様々な関係者と理念の共有が大

切であると感じた。そして全員にメリットがなければならない。地方自治体は、SUP を通じ

て町興しを実現し、地域の経済発展を促すという大きな使命がある。インストラクターは

SUP 体験者に安心して楽しんでもらうという役割がある。企業は自治体とインストラクター

をサポートし SUP の普及を促すという使命がある。地域住民は SUP を通じて余暇を楽しみ

健康増進を図る。これら４者に対して全員にメリットがあることを常に探究し続け、互い

にどのような方策で４者の利益を最大化できるかを考え続けることで SUP の文化は更なる

発展を遂げていくと思う。 

 今後 SUP を日本で普及させていくためには、地方自治体との協力体制を強化することが

非常に重要である。そして SUP 特有の比較的安全に楽しめるメリットと、簡単に楽しめる

メリットを更に検証し、科学的根拠を元にアピールし、複数の大企業からスポンサードを

得られるようにしたい。そのためには、筆者のような SUP の業界にいる者が、是が非でも

国際大会開催を継続し、その地域での大会開催と普及活動が地域活性化に結びつくかを結

果でもって証明していかなければならない。 

最後に、今後の日本における SUP の発展と普及へ向けた施策を導き、論を閉じた。本研

究が微力ながらも SUP の発展と普及に貢献できれば幸いである。  
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新鹿小学校４年～６年生の皆さま 

2014 年の新鹿海水浴場での SUP サーフィン体験会の開催にあたり、参考とさせ

ていただきたいので、アンケート調査にご協力をお願いいたします。問１から

問１５の質問のあてはまるところに〇印をつけてください。また、(  )の中

は自由な意見を書いてください。  

問１：あなたは、何年生ですか？  

・４年生  ・５年生  ・６年生 

問２：あなたは、男の子ですか？女の子ですか？ 

・男の子  ・女の子 

問３：サーフィンをしっていますか？  

・知っている ・知らない 

問４：SUP サーフィンを知っていますか？ 

・知っている ・知らない 

問５：海が好きですか？ 

・好き    ・嫌い    ・どちらでもない 

問６：海でスポーツをやってみたいですか？ 

・やってみたい ・やりたくない  ・どちらでもない 

問７：問６で答えた理由を書いてください。 

   （                             ） 

問８：みなさんが住んでいる地域や熊野市全体で、お祭りや運動会など、いろ

いろな行事がありますが、それらに参加していますか？  

・ほとんど参加している ・ときどき参加している ・参加していない 
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問９：熊野市の新鹿海水浴場を良いところにするために、あなたが協力すると

すれば、どんなことをしたいと思いますか？    

（                              ） 

問１０：新鹿海水浴場で良いところは何ですか？（※いくつでもかまいません）  

・水がきれい ・魚などの生き物がたくさんいる ・やさしい人がたく

さんいる ・泳げる ・ありません ・その他（       ） 

問１１：新鹿海水浴場で嫌だなと思うところは何ですか？（※いくつでもかま

いません） 

・お店が近くにない ・ゴミがあちこちに捨ててある ・ありません 

・その他（                  ） 

問１２：大人になった時、熊野市の新鹿海水浴場がどんな海水浴場になってい

たら良いと思いますか？（※いくつでもかまいません）  

・水がきれい ・海で行うスポーツが楽しめる ・たくさんの人が来てに

ぎわう ・海で行うスポーツの大きな大会が開催される 

問１３：大人になった時も、熊野市の新鹿海水浴場で遊びたいと思いますか？  

・遊びたい ・遊びたくない 

問１４：問１３で答えた理由を書いてください。  

（                            ） 

問１５：将来の熊野市の新鹿海水浴場について何でも良いから自由に書いてく

ださい。（                                 ） 

 

これで終わりです。ご協力ありがとうございました。 

 

■早稲田大学大学院スポーツ科学研究科 トップスポーツマネジメントコース 

河合辰巳（プロ SUP サーファー） 

■熊野市観光スポーツ交流課 スポーツ交流係    


