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本研究では白神山地ビジターセンターを取り上げ、来館者の行動観察調査と意識調査を通して、一つは、ＶＣ

来館者の利用実態を把握し、どのような展示、解説が利用者から求められているかを把握すること、二つ目は、

世界自然遺産における文化伝承の課題や可能性を検討、考察すること、の２点を研究目的とした。行動観察調査

の結果から、文化に関する展示に対する注視行動は少なくなかったものの、意識調査からは、ＶＣの利用を通じ

てブナ林の自然生態系としての価値が理解され、ブナ林と人の関わりの歴史的経緯については十分には理解さ

れていない可能性が考えられた。 
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１．研究の背景と目的

国立公園や世界遺産などの保護地域の多くではビジ

ターセンター（以後ＶＣ）が整備され、地域の自然や

文化について解説する展示機能だけでなく、指導教化、

窓口、環境教育、休憩避難場所提供、調査研究、巡回

などの機能を担っている１）。とくに、ＶＣの利用を通

じた地域の自然、文化に対する理解の促進は、自然体

験の質の向上、滞在時間の増加による地域経済の活性

化、満足度と再訪意向の向上へとつながることが期待

されている。しかし、公開されている 年の最新の

国立公園別の利用者数とＶＣ等利用者数（１）からＶＣ

等施設の利用率を算出すると、尾瀬国立公園が

で最も高く、次いで、三陸復興国立公園の 、知

床国立公園の と続き、国立公園全体としては

にとどまり、ＶＣが十分に役割を果たせていない

可能性がある。わが国のＶＣの利用に関する既往の知

見では、利用率向上のために必要な要素を明らかにし

たもの２）や、利用者が明確な利用目的を持たずにＶＣ

を訪問している実情を指摘したもの３）、ＶＣの利用時

間を明らかにしたもの４）、ＶＣ利用のタイミングを明

らかにしたもの１）があるが、その利用の実態について

は研究の蓄積が少ない。また、白神山地を例にとると、

世界文化遺産ではなく世界自然遺産であるため、マタ

ギや流木山などの文化の価値や自然保護の歴史の相対

的重要度が低下し、矮小化されて来訪者に認識されて

いる可能性がある。そうした問題意識と視点に立ち、

本研究では白神山地ＶＣを事例として取り上げて、一

つは、ＶＣ来館者の利用実態を把握し、どのような展

示、解説が利用者から求められているかを把握するこ

と、二つ目は、世界自然遺産における文化伝承の課題

や可能性を検討、考察すること、の２点を研究目的と

した。

２．研究方法 
（ ）研究対象地
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図―１　調査地位置図
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研究対象地は、すでに触れたとおり白神山地ＶＣと

した。白神山地ＶＣは世界遺産地域の一部である暗門

の滝へ到達するためのアクセス道路上に位置し、青森

県側の世界遺産地域の拠点である。散策、トレッキン

グの起点ともなっているアクアグリーンビレッジＡＮ

ＭＯＮからは の距離に位置しているため、必ず

しも、保護地域来訪者にとって利用しやすい立地にあ

るとはいえない。しかし、 年度の年間来館者数は

人であり５）、これは他のＶＣとの比較の上では

多い来館者数である。

（ ）調査方法

白神山地ＶＣの利用実態を把握するため、来館者を

対象とする行動観察調査と面接式アンケート調査を実

施した。行動観察調査は暗門の滝の冬期通行止めが解

除され、来館者が増加し始めた 年７月１日 ２日

（土日）と７月 日 日（土日）に実施し、 分

ごとに順路とは逆方向に展示ホール内を一周し、利用

者の行動、利用者が注視する方向にある展示を観察し

記録した。アンケート調査は夏休み期間で来館者が多

いと予想された 年７月 日 日（土日）と８

月 日 日（土日）に、展示ホール見学後の 歳

以上のＶＣ来館者を無作為に抽出し、協力依頼に対し

て同意を得た者に実施した。調査票はまず、性別、年

齢、住所の基本属性を把握するための質問項目とグル

ープ人数などＶＣの利用に関する質問項目を設けた

（表 ２参照）。その上で、既往の知見 を参考にして

ＶＣに期待する機能を、①窓口、②指導、③展示、④

環境学習、⑤休憩、避難、⑥調査研究、⑦巡回の７つ

に整理し、５段階で評価を求めた。また、印象に残っ

た展示、世界遺産地域の訪問経験と訪問意向、暗門の

滝へのガイド付きツアーへの参加意向、白神山地への

意識、ＶＣの管理、運営に関する満足度（５段階評

価）を尋ねた。

３．結果と考察

（ ）観察された来館者の行動

行動観察調査（表 １）では 人の行動サンプル

を得た。このうち、展示を注視していたのは

人（ ％）、展示以外を注視していたのは 人（ ％）

であった。注視対象のうち最も多かった展示は「白神

山地の生態系」であり、 人（ ％）が注視してい

た。次いで、「フロッタージュ（絵のこすり出し）コー

ナー」（ 人、 ％）、「ブナの一生」（ 人、８％）

が多く、自然に関する展示が上位に位置した。一方、

白神山地ＶＣ内の文化に関する展示としては「ブナの

森と産業」「四季の恵みと森と共に生きる人々」の２つ

の展示があり、それら２つの展示の注視行動は 人

で観察され、全体の７％と多くはなかった。この理由

としては、文化に関する展示が来館者の利用動線から

外れた、分かりにくい位置にあるため、展示に気づい

ていない、あるいは展示に到達できていない可能性が

考えられた。しかし、自然と文化の展示空間量によっ

て除し、単位空間量あたりの注視行動生起量を比較す

ると自然が 人 ｍ２、文化が 人 ｍ２となり、

自然が多いものの、文化が著しく少ないわけではなか

った。つまり、文化の展示を見たいというニーズは少

なからずあり、来館者を文化に関する展示へと誘導す

るなどの工夫、ＶＣの再設計により、世界遺産地域の

自然生態系だけでなく、文化への理解を深めてもらう

機会を確保できる可能性が示唆された。

（ ）来館者の属性と利用特性

アンケート調査では 人から有効回答を得た。利

用者属性（表 ２）は女性がやや多く、 代を中心

に利用されていた。また、住所は青森県内が最も多く

％を占めた。職業は会社員が ％であり、無職、パ

合計
人数

面積
（㎡）

単位空
間量当
たり注
視行動
生起量
(人/㎡)

白神山地の生態系

バードウォッチングをしてみよう

ブナ林の階層構造

ブナ林の地下構造と生き物

世界の自然保護

ブナの起源，分化と移動

白神の自然保護

世界遺産，白神山地

森の食物連鎖

世界の保護活動事例

ブナが選んだ地，白神

白神山地の地形と植生

林床の四季

ツキノワグマのすむ白神のブナの森

白神山地のフェノロジー

ブナの一生

世界の自然遺産地域

ブナの生態を知ろう

　自然に関する展示（小計）

四季の恵みと森と共に生きる人々

ブナの森と産業

　文化に関する展示（小計）

フロッタージュコーナー

展示，解説以外を注視

　その他（小計）

表―１　来館者が注視対象とした展示

　合計

展示名

自
然

文
化

そ
の
他
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ートが ％でそれに続いた。交通手段はマイカーが最

も多く ％であり、レンタカーが ％でそれに続く

ことから、大半の来館者が自動車を利用していること

が分かった。グループ人数は３ ５人のグループが

％で最も多く、グループ構成は家族が ％を占めた。

ＶＣを以前から知っている人が ％いたが、今回初め

て知った人も ％いた。また、ＶＣを毎回必ず利用す

る人は ％と少なかった。白神山地ＶＣの利用回数は、

１回（初めて）が ％、２回以上が ％であり、リピ

ーターが多かった。ＶＣ滞在時間は 分が ％で

最も多く、 分以下が ％と少なかった。白神山地Ｖ

Ｃの特徴でもある巨大シアターでの有料映像（大人

円，子ども 円）の鑑賞は、今回見た、以前見

たので今回は見ない、の合計が ％となり、多くの来

館者が有料映像での鑑賞経験があった。ＶＣ訪問の目

的は、学ぶためが ％で最も多く、その内訳は世界自

然遺産が ％、白神山地の生態系が ％で多かった。

（ ）ＶＣに期待する機能

ＶＣに期待する機能を５点満点（５：期待する〜１：

期待しない）で得点化し、平均値を算出した結果（図

２）、最も期待されていた機能は展示機能で 点、

次いで自然体験活動機能が 点、巡回機能が

点となり、最も期待されていない機能は指導教化機能

で 点であった。

（ ）世界遺産地域への訪問経験と今後の意向

世界遺産地域への訪問経験は、 ％の回答者で暗門

の滝への訪問経験があった（表 ３）。また、世界遺産

地域への訪問意向では、世界遺産の径ブナ林散策道が

％、暗門の滝が ％となり、これらの２つのエリア

に対して約半数の来館者が訪問意向を持っていた。し

かし、 年の落石事故の影響から、暗門の滝に通じ

るパイプ管製の仮設歩道が撤去されたため、現在は上

級者むけコースとなり、訪問時はガイドの同行が強く

推奨されている。一般的な訪問方法と考えられる所要

時間３時間、保険料と地下足袋、ヘルメット、杖のレ

ンタル込みで１万円のツアーへの参加意向を尋ねたと

ころ、ぜひ参加してみたい、やや参加してみたいの合

計が ％、あまり参加したくない、絶対に参加したく

ないの合計が ％となり、わずかながら参加に消極的

な来館者が多かった。

（ ）白神山地に対する意識

白神山地に対する意識を５点満点（５：そう思う〜

１：そう思わない）で得点化し、平均値を算出した結

果（図 ４）、「白神山地の一番の価値は原生的なブナ林

である」は 点であり、来館者の多くは原生的なブ

項目 カテゴリー 人 割合 項目 カテゴリー 人 割合 項目 カテゴリー 人 割合 項目 カテゴリー 人 割合

性別 男性 交通手段 マイカー VC認知 以前から知っている 学ぶため

女性 ※ レンタカー 名前だけ知っている 　世界自然遺産

無回答 鉄道 今回初めて知った ※ 　白神山地の生態系

年代 20代以下 その他 毎回必ず利用する 　ブナの生態

30代 １人 ときどき利用する 　自然保護

40代 ２人 ほとんど利用しない 　歴史・文化

50代 ３～５人 今回が初めて 　その他

60代以上 ６人以上 １回 情報を得るため

無回答 無回答 ２～３回 　季節の花・植物

住所 青森県 家族 ４回以上 　交通情報

東京都 夫婦 無回答 　天候・気象

神奈川県 ※ 友人 ２０分以下 　その他

宮城県 一人 ２１～３０分 イベントがあるため

その他 カップル ３１～６０分 休憩

職業 会社員 同僚 １時間～２時間

無職 その他 ２時間以上

パート なし 無回答 トイレ

公務員 乳幼児 今回見た 食事

その他 ※ 小学生 以前見たので今回は見ない とくになし

注）N=301。※：複数選択可。 中学生 １度も見たことがない その他

高校生 無回答 無回答

表―２　来館者属性

有料映像

観賞

VC訪問

目的

グループ

人数

グループ

構成

18歳未満

同伴者

地図，パンフレット

をもらうため

白神山地

利用回数

白神山地

滞在時間

利用割合
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ナ林に価値を見出していた。また、「価値を守るために

来訪者数を抑制する必要がある」は 点となり、利

用促進よりは利用抑制が意識されていた。さらに、「白

神山地には全く人の手が入っていない」は 点で

中央値３点よりも高かった。しかし、実際には流木山

を中心に森林資源の歴史的活用が行われており６）、白

神山地の歴史、文化に関する展示理解されていない可

能性が考えられた。

４．総合考察

行動観察調査から、文化の展示に対する注視行動は

少なくなかったものの、アンケートによる意識調査か

らは、ＶＣの利用を通じてブナ林の自然生態系として

の価値が理解され、ブナ林と人の関わりの歴史的経緯

については十分には理解されていなかった。世界自然

遺産では、おのずと自然生態系が持つ価値の証明、解

説に重点が置かれることはやむをえないが、白神山地

にはマタギの文化など自然と人との関わりの痕跡があ

るのも事実である。マタギ文化には持続可能な地域の

資源利用など、環境保全の仕組みを持ち、こうした価

値ある自然保護の取り組み、歴史的経緯は来訪者に伝

える価値のある情報である。文化的価値を継承、保全

するためには、ＶＣの展示とガイドを伴うエコツアー

の組み合わせに関する方法論、白神山地世界遺産地域

管理計画への文化資源の記載など、具体的な検討が必

要と考えられた。 
 
謝辞：本研究は 科研費 （代表者：山本清龍）

の助成を受け、岩手大学観光復興調査の一環として実施した。

また、白神山地ＶＣ相馬館長、アクアグリーンビレッジＡＮ

ＭＯＮ木村施設長、環境省西目屋自然保護官事務所安生自然

保護官、青森県自然保護課秋元氏、野呂氏にご協力とご助言

をいただいた。ここに記し感謝の意を表する。 
 
【補注】 

 環境省 更新 ：国立公園内ビジターセンタ

ー等利用者数：

と環境省（ 更新）：国

立公園の利用者数（公園、年次別）：

をもとに、Ｖ

Ｃ等施設の利用率を算出した。 
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項目 カテゴリー 人 割合

暗門の滝

白神岳
その他
なし
無回答

※ 暗門の滝
上記以外
無回答

ぜひ参加してみたい
やや参加してみたい
あまり参加したくない
絶対に参加したくない
無回答

自然の解説
安全管理
文化の解説
その他
無回答

費用が高い
自由に歩けない
時間がない
その他

※ 無回答

注）N=301。※：複数選択可。

表―３　世界遺産地域への訪問経験
と訪問，ツアーへの意向

暗門の滝

ツアーへの
参加意向

暗門の滝

ツアー
参加意向
阻害要因

暗門の滝

ツアーで
期待すること
※

世界遺産の径

ブナ林散策道

世界遺産地域

への訪問意向
世界遺産の径

ブナ林散策道

世界遺産地域

への訪問経験
※
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