
 

 

企画書 2019/11/13 
The Hokkaido Wilds（ザ・北海道・ワイルズ） 

北海道札幌市厚別区青葉町 11-16-1 

 

北海道の自転車ツーリングルート、山スキールート、登山ルート、カヌーツーリング

ルートを英語で紹介するウェブサイト https://HokkaidoWilds.org に関して 

 

The Hokkaido Wilds は、北海道のアウトドア情報（これまで自転車ツアールート、山スキールー

ト、ハイキングルート）を英語で発信し、英語話者に、情報を十分揃った上で北海道の素晴らし

いアウトドアを楽しもうという狙いで立ち上げた非営利ウェブサイトです。2018 年 11 月 1 日に

北海道在住のニュージーランド人が創立し、これまで道内の山スキールート（55 本）、自転車ツ

ーリングルート（42 本）、登山ルート（42 本）、カヌールート（17 本）、道内の山小屋（28 件）

を英語で紹介してきました。すべてのルートガイドは計画から執筆まで（写真などを含む）、

HokkaidoWilds.org がプロデュースしています。ルート案内などの投稿はおおよそ一週間に一本

といったペースで公開しています。 

 

本ウェブサイト企画の目標 

2025 年までに北海道の隅々まで、山スキールート 100 本、登山ルート 75 本、カヌーツーリング

ルート 50 本、自転車ツーリングルート 50 本の掲載を目標としています。その半数以上を、一泊

以上の本格的なアドベンチャーに値するルートにすることを目標にしています。 

 

北海道というロケーションの魅力 

日本のアドベンチャーツーリズムを代表する北海道は、ワイルドな旅を求む欧米豪新のインバウ

ンド・アドベンチャー・ツーリストにかなりの魅力があり、そういった冒険旅行者の数が爆発的

に増えてきているため、北海道ならではの冒険に関する充実した情報を発信していきます。 

 

HokkaidoWilds が提供する情報 

HokkaidoWilds.org では、Instagram（https://instagram.com/hokkaidowilds）などで写真を利

用して国内外の読者にアドベンチャーの刺激を与えることは一つの目的ですが、それに留まら

ず、天気予報へのリンク、川水位のライブ情報やウェブカメラ映像、GPS ファイル、印刷できて

自分の現在位置がわかる GeoPDF 地形図、公共交通機関に関する情報など、アウトドアのエキス

パートでも求む情報を掲載し、細かく情報提供しています。北海道で活動するプロのガイドも参

考にするウェブサイトです。 

 

HokkaidoWild.org のオーディエンス 

HokkaidoWilds.org の月間ユニーク訪問者数は 10 万人程度であり（20%~40%は日本国内）、徐々

に伸びています。本ウェブサイトのオーディエンスは北海道のアウトドア情報を求めており、本
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ウェブサイトは、「Hokkaido backcountry skiing」、「Hokkaido bikepacking」、「Hokkaido cycle 

touring」、「Hokkaido hiking」、「canoeing in Hokkaido」などといったキーワードで Google 検索

の上位（上位１～２）に表示されます。 

 

Hokkaido Wilds の実績 

2019 年 9 月現在、HokkaidoWilds.org では、すでに道内で 100 本以上のアウトドアルートガイド

を公開してきました。札幌近辺のみならず、利尻島、知床半島、大雪山などといった北海道の

隅々までルートを取材し投稿してきました。これまで創立者のトムソン氏は多くの講演やシンポ

ジウムに呼ばれており、その中でも「FOSS4G 北海道」（地理情報システム関係）や株式会社モン

ベル主催の「Sea To Summit 環境シンポジウム」の基調講演者として呼ばれ、2019 年度は 10

月に「北海道アウトドアフォーラム」、11 月に国土交通省国土地理院主催の「GEO コンテスト」

でも公演する予定です。 

 

HokkaidoWilds.org は非営利ウェブサイト 

HokkaidoWilds.org は、非営利のプロジェクトです。ウェブサイトから得られるすべての収益

は、道内の山岳自然保全を目的とした団体へ寄付する方針です（現在は非営利型一般社団法人へ

向けて準備中です：https://hokkaidowilds.org/foundation）。 

 

HokkaidoWilds.org の安全宣言 

本サイトでは、英語話者が安全に北海道の大自然を満喫できるように、以下の対策や情報提供に

心がけています。 

 山スキー（バックカントリースキー）、登山、カヌーのルート案内投稿には必ず PDF 地

形図を用意している。利用者が自由にダウンロードし印刷でき、山や川に携帯できるよ

うに作っている。元の地図データは国土交通省国土地理院提供の公共地図データです。

2019 年 10 月からは、利用者が PDF 地図上で自分の現在位置がわかるように、GeoPDF

機能も提供している。 

 スマホ用の地図アプリなどで利用できる GPS ファイルを提供。 

 北海道の気象、山岳安全情報（登山届の提出方法など）、登山のマナーなどに関する「教

育」投稿を定期的に公開（https://hokkaidowilds.org/education）。 

 川のルートに関しては、国土交通省の一般公開水位データやライブウェブカム画像

（http://www.river.go.jp）を各ルートガイドのページに表示し、随時更新するようにシ

ステム構築。 

 北海道警察が公開する道内の山岳遭難情報を英訳し、サイトに公開

（https://hokkaidowilds.org/sar-incidents）。 

 各ルートページに、特に注意が必要なところに関する言及。 

 

 

https://hokkaidowilds.org/foundation
https://hokkaidowilds.org/foundation
https://hokkaidowilds.org/education
https://hokkaidowilds.org/education
http://www.river.go.jp/
http://www.river.go.jp/
https://hokkaidowilds.org/sar-incidents
https://hokkaidowilds.org/sar-incidents


 

 

HokkaidoWilds.org の協力者／スポンサー 

 ガイドハウスかのあ – 支笏湖のカナディアンカヌーツアーや指導を提供するかのあさん

から、カヌーの物品提供をいただいています。 

 MRS Packrafts – 人気のあるパックラフトのメーカーMRS パックラフトから、二人乗

り Barracuda R2 Pro のパックラフトの物品提供をいただいています。 

 Day Two NZ – ニュージーランドロトルア市のカヤックギア専門会社からギアの割引を

いただいています。 

 

その他の費用（ウェブ運営費、取材のかかる費用など）は 2019 年 10 月現在、基本的にはすべて

HokkaidoWilds.org のメンバーが担っています。2019 年はひがしかわ観光協会に委託されルート

ガイドを執筆したほか、北海道各地の自治体や団体などの支援もいただいています（随時募集

中）。 

 

HokkaidoWilds.org のチームについて 

本サイトは国際的なチームで取材やウェブ管理をしています。 

 ROB
ロ ブ

 THOMSON
ト ム ソ ン

 (男、39 歳) – HokkaidoWilds.org の創立者 

トムソン・ロバート氏は 12 年間に日本に滞在しており（北海道は 8 年間）、札幌市にあ

る北星学園大学文学部の専任教員として勤めている（専門分野はメディア・コミュニケ

ーション論）。HokkaidoWilds.org のウェブ開発の担当に、ルート取材（撮影、執筆な

ど）の担当もしている。以前自転車でユーラシア大陸を単独で横断するほか、ギネス世

界記録の保持者（スケートボードによる最長の旅―12,159km）でもある。日本語は支障

なく機能できる（日本語能力試験 1 級、修士論文は日本語で執筆した）。北海道大学文学

研究科修了（修士課程、博士課程）。国籍はニュージーランド。 

 HAIDEE
ヘ イ デ ィ

 THOMSON
ト ム ソ ン

 (女、39 歳) 

トムソン・ヘイディ氏は 12 年間に日本に滞在しており（北海道は 9.5 年間）、札幌市にあ

る北星学園大学文学部の専任教員として勤めている（専門分野は応用言語学）。

HokkaidoWilds.org の企画や写真撮影に携わっている。日本語はほぼ支障なく機能できる

（日本語能力試験 2 級）。国籍はニュージーランド。 

 RICHARD
リ チ ャ ー ド

 SIDDLE
シ ド ル

 (男、63 歳) 

北海道大学の元教授（リタイア中）。主に登山ルートガイドの取材を担当している。日本

語は支障なく機能できる。北海道は 10 年間住んでいて、現在はイギリス在住。国籍はイ

ギリス。 

 CHRIS
ク リ ス

 AULD
オ ー ル ド

 (男、40 歳) 

主にニセコ周辺のマウンテンバイクやホワイトウォーター（川下り）の取材を担当。元ニ

ュージーランド・ホワイトウォーター・カヤック代表。マクロソフト社のアジア地域マネ

ージャーでシンガポール在住だが、年に 10 回程度北海道を尋ねている。蘭越町に別荘を

所有。国籍はニュージーランドとイギリス。 



 

 

 DOMINIKA
ド モ ニ カ

 GAN
ガ ン

 (女、25 歳) 

HokkaidoWilds.org のグラフィックデザイン（ウェブ、ロゴなど）を担当。国籍はポーラ

ンド。 

 GREG
グ レ グ

 BRUYERE
ブ ル エ ー

 (男、47 歳) 

北海道に 17 年在住で、HokkaidoWilds.org のカナディアンカヌーのアドバイザー。道内

各地で川や湖のカヌー有識者。国籍はカナダ。 

 

連絡先 

トムソン・ロバート（Hokkaido Wilds 創立者） 

TEL: 080-4228-6132 

メール：rob@hokkaidowilds.org 

インスタグラム： @rob_tomo、@hokkaidowilds 
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