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国⽴公園の管理計画に資する 
利害関係者の認識把握に関する研究 

 

要約 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北海道⼤学 ⼤学院農学院 
環境資源学専攻 博⼠後期課程 

 
三ツ井 聡美 



第 1 章 背景と課題 
 ここでは、研究対象である⽇本の国⽴公園、特にその管理の中核を担う管理運営
計画について説明し、計画を⽴てる上で⽋かせない社会科学的データの必要性と、
それが⽋けていることの問題点を指摘する。その上で、本章の最後に本研究の課題
を設定したい。 
 我が国の国⽴公園は、⽇本を代表するに⾜りる傑出した⾃然⾵景地であり、景観
の保護、レクリエーション利⽤の増進、⽣物多様性の確保を⽬的としている。この
⽬的を維持するためには、⾃然環境や社会環境の変化に対応した適切な管理が⽋か
せない。特に近年では、気候変動、異常気象、動植物の増減などの⾃然の変化や、
⼈⼝減少、公園の利⽤形態、利⽤者層の変化、管理への予算など、急速におこる
様々な変化に対応することが求められている。 
 現在、全国に 34 ある国⽴公園にはそれぞれ各公園の実情に即し、課題に向き合う
ための管理計画書（または管理運営計画書）の作成が定められている。その内容は
⼤きく⼆つに⼤別できる。⼀つ⽬は、「ビジョン・⽅針」であり、これは、国⽴公
園または地域のビジョンや、ビジョンの実現に向けた管理の⽅向性を指す。⼆つ⽬
は「具体的な⾏動計画」である。これは、特定地域の管理に関する具体的な⾏動計
画について、関係者が分担して実施すべき取り組み内容や、5 年間に⾏う短中期計
画、10 年後を⾒越した⻑期計画が⽰される。 

 管理計画書を作成するにあたっては、⽣態学的なデータのみならず社会科学的な
データを活⽤することは⽋かせない（大澤，2017）。現状では国や市町村の⾏政担
当者、ガイド組合などの地域の関係者、学識者などによる協議会を⽴ち上げたり、
地域住⺠との意⾒交換会を実施したりすることで、公園全体の管理運営について認
識の共有を図り、公園のビジョン・⽅針や、具体的な⾏動計画を作成している。し
かし、それら協議の進⾏及び決定の根拠となり得る社会科学的なデータとして、特
に関係者の認識に関するデータについては、どのようなデータが必要になるのか、
その収集⽅法、活⽤⽅法に関する知⾒の蓄積が不⼗分である。 
 これまで国⽴公園の管理に資する関係者の認識を扱っている研究は、ある具体的
な管理策を導⼊後に問題が発⽣し、その解決のために⾏われた事後型の研究が多い
（図 1-1. 点線で囲まれた a の部分）。しかし近年、計画の早い段階から関係者らが
協働することや、問題を未然に防ぐために、施策の検討段階において関係者の認識
を調査する研究の必要性が指摘されている（図 1-1. 点線で囲まれた b の部分）。 
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図 1-1. 本研究の着眼点の整理 

利害関係者の認識に関する先⾏研究は、図中の点線で囲まれた a の
部分に⽰すような、具体的な⾏動計画が導⼊された後に⾏われる場
合が多いが、本研究はビジョン・⽅針、具体的な⾏動計画それぞれ
が現場で実装される前の検討段階（図中の b）において、利害関係
者の認識の把握を試みる。 

 
 これまでの背景を踏まえ、本研究の⽬的は、⽇本の国⽴公園において管理の軸と
なる公園のビジョン・⽅針、具体的な⾏動計画に対して、それらを協議している段
階で、利害関係者がどのような認識を持っているのかを把握するとともに、それら
認識に関するデータの収集及び活⽤⽅法の可能性と課題について考察することであ
る。 

 本研究では、奄美群島国⽴公園が新設される機会を捉え、第⼀に、国⽴公園のビ
ジョン・⽅針の作成に資するべく、地域住⺠を対象としたアンケート調査を実施
し、地域の⾃然環境や産業の今後のあり⽅についてどのような認識を持っているの
かを、⾃由回答欄に記載された情報にテキスト分析を適⽤することで把握した（第
3 章）。第⼆に、観光客の増加に伴い、⾃然環境の保護と利⽤のバランスを調整す
るための具体的な⾏動計画が求められている奄美⼤島⾦作原原⽣林において、利⽤
者を対象に利⽤規制の導⼊に関するアンケート調査を実施し、ベスト・ワースト・
スケーリング法によって、複数の利⽤規制案に対する選好を定量的に把握した（第
4 章）。さらにこれら⼆つの事例研究から、把握された利害関係者の認識に関する
データの活⽤の可能性と課題について考察を⾏った（第 5 章）。 
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第 2 章 研究地概要 
 本研究の調査対象地は⿅児島県の奄美群島である。奄美群島は⽇本の南⻄部に位
置しており、奄美⼤島、徳之島、喜界島、与論島、沖永良部島などの島々で構成さ
れている。 
 2017 年 3 ⽉には国内 34 カ所⽬の国⽴公園として奄美群島国⽴公園が誕⽣した。
国⽴公園の管理⽅針を実質的に記すことになる管理運営計画は、現時点（2019 年）
ではまだ策定中である。また、奄美⼤島と徳之島では、世界⾃然遺産への登録を⽬
指す動きが進⾏中である。 

第 3 章 国⽴公園のビジョン・⽅針に関する地域住⺠の認識 
 本章では、奄美群島国⽴公園及びその周辺を含む地域におけるビジョン・⽅針の
作成に資するべく、利害関係者の中でも地域住⺠を対象としたアンケート調査を実
施し、地域の⾃然環境や産業の今後のあり⽅についてどのような認識を持っている
のかを、⾃由回答欄に記載された情報にテキスト分析を適⽤することで把握した。 
 
研究の背景・⽬的 

 奄美群島では 2017 年に奄美群島国⽴公園が指定されたことにより、⾃然環境の保
護と利⽤を両⽴していくための管理運営計画についての検討が⾏われている。地域
のビジョン・⽅針を検討するために、利害関係者の中でも特に地域住⺠が地域の⾃
然やそれらの産業利⽤のあり⽅についてどのような認識を抱いているのかを把握す
るための質的なデータの取得が望まれている。本研究の⽬的は、国⽴公園指定前
に、地域の⾃然環境の保全と産業利⽤のあり⽅に関する住⺠の認識を明らかにする
ことで公園管理のビジョン・⽅針の作成に関する提⾔を⾏うとともに、本研究で得
たデータの活⽤の可能性と課題について考察することである。 
 
⽅法 
 本研究は国⽴公園の指定が翌年に迫るタイミングで実施されたものであり、実務
に合わせたスピードで研究を実施する必要があった。関係者の認識の把握には、多
くの場合聞き取り調査やディスカッションなどの質的研究が⾏われるが、これらは
概して時間がかかる。そこで、本研究ではアンケート票を⽤いた調査を⾏い、その
中で⾃由回答の設問を⽤いて探索的に意⾒を収集することとした。 
 調査は 2016 年 2 ⽉に奄美群島の住⺠を対象に実施した。アンケート調査の⾃由回
答の設問では、「奄美群島の⾃然や地域産業に関する意⾒など、ご⾃由にお書きく
ださい」と記し、空欄を⽤意した。アンケート調査は地⽅⾃治体と協⼒し、2010 年
の国勢調査を元に⾃治体あたり⼈⼝の 8％の⼈数に対して郵送配布を⾏った。全体
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では 7,430 ⼈の住⺠にアンケートの配布を⾏った。対象者は無作為に抽出された 20
歳以上の地域住⺠である。アンケートを記⼊した対象者には、同封した返信⽤封筒
を使⽤して郵便で返送することを要請した。回答は、2016 年 2 ⽉から 7 ⽉までの 6
か⽉にわたって収集した。 

 ⾃由回答の設問は、概して無回答が多くなる傾向や、回答内容が多様で、予測不
可能な内容が含まれたデータの分析が困難であることが課題になっている。ただ
し、回答者⾃⾝の⾔葉で記された回答内容は、対⾯式の聞き取り調査よりも匿名性
が⾼いため、率直な意⾒が出やすいことや、強い思い・感情が⽰されやすい傾向が
指摘されている。そのため、⾃由回答より、施策導⼊の前に、住⺠が抱く施策への
期待や、管理への不信感や不満などの要素について明らかにすることは、地域住⺠
と管理者との間に⽣じている、または⽣じる可能性の⾼い認識のギャップを把握す
るのに適していると期待できる。 

 ⾃由回答の分析には、テキスト分析（トピックモデル）を適⽤することで機械的
に且つスピーディに、関連性のある意⾒をまとめ、次に、それらの内容（トピッ
ク）を質的に解釈する⼿順をとった。さらに、主要 5 島の各島における回答とトピ
ックへの関⼼の傾向を明らかにするため、対応分析を使⽤してトピックと島の相対
的な関係を⽰した。 
 
結果 
 回収したアンケートは 1825 ⼈分であった。その中で、⾃由回答の設問にて意⾒を
表明した 326 ⼈の回答を分析対象とした。 
 ⾃由回答の内容を分析した結果、地域住⺠の関⼼は⼤きく 6 つのトピックに分け
られることが明らかになった（トピック 1：島の⾃然の変化、トピック 2：⾃然環境
の保全と⼈の⽣活、トピック 3；ゴミの多さとモラルの低さ、トピック 4：希少種
保全と外来種対策、トピック 5：世界⾃然遺産登録と観光産業の促進、トピック
6：農業や⽂化の振興）。 
 また、主要 5 島の各島における回答と 6 つのトピックの対応分析を⾏った結果、
奄美⼤島と徳之島の住⺠の回答は、トピック 3、4、5 により関⼼を持つ傾向が⾒ら
れた。沖永良部島の住⺠は、トピック 1、2、5 について⾔及する傾向が、与論島の
住⺠は、トピック 1、2 について、喜界島の住⺠は、トピック 1 と 6 への関⼼が⾼い
傾向があった。 
 
考察 

 今回の事例研究で明らかになった地域住⺠の認識は、国⽴公園のビジョン・⽅針
を作り上げる上で有益な情報として公園管理者に提供することが可能となった。住
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⺠から表明された意⾒には、⾃然環境の保全対策の必要性や⾃然との共⽣の重要性
を指摘する内容が多く⾒られ、国⽴公園の⽬指す⽅向性に対⽴するような意⾒はほ
とんどなかった。ただし、住⺠から表明された意⾒の⼀部には、⾏政関係者や公園
管理者らとの認識のギャップの存在が⽰唆されるものもあった。例えば、国⽴公園
の指定や世界⾃然遺産登録においては森林⽣態系の価値を評価し、その保全を重視
しているが、住⺠からは、沿岸域の⾃然や環境に関⼼を⽰し、それらに関する施策
の必要性を望む声が多くよせられ、森林⽣態系に関する意⾒や要望はあまり出てこ
なかった。そのため、世界⾃然遺産の登録を⽬指すことに対しても、何が遺産の価
値と評価されているのか理解されていない様⼦も⾒られた。また世界⾃然遺産登録
に向けて、住⺠らは島⺠のモラルの低さを問題と捉え、モラル向上のための対策を
望んでいたり、奄美⼤島や徳之島での観光産業だけでなく、その他の島での農業や
伝統⼯芸品産業などへの経済的な波及効果が⾒込まれる施策を望んでいたりする意
⾒があった。それらの施策は誰がどのように⾏なっていくのか、現状の世界⾃然遺
産の管理計画案では具体的に⽰されていない。つまり⾏政側が提案するビジョン・
⽅針に対しては、住⺠から⼤きな異論はないことが推測されるものの、具体的な⾏
動計画を考える段階において、それら施策の優先順位には⾏政と住⺠、または地域
ごとの住⺠によって認識に差があることが⽰唆された。 

 それらを踏まえ、今後、⾏政や住⺠らの認識を把握しようとする研究者には、単
に施策への賛成・反対を問うだけでなく、賛成・反対に⾄る理由として、施策への
期待や懸念、条件など、住⺠らが考える判断基準を把握することが求められるだろ
う。そして⾏政と住⺠間の認識のギャップを把握することは、⾏政担当者らにとっ
ては、ギャップを埋めるための管理計画の改善や、普及啓発活動、コミュニケーシ
ョン⽅法の改善といった戦略をたてることにつながる第⼀歩となるだろう。現状の
国⽴公園の管理運営計画において、普及啓発やコミュニケーションに関する短期・
⻑期的な⽬標や⾏動計画の記載の必要性は、⼿引書等を確認しても特筆されてはい
ない。今後、研究者と⾏政間の連携のもと、どのような情報提供やコミュニケーシ
ョン活動を⾏なっていくのか、それらの短・⻑期的戦略を管理計画に組み込むこと
が望ましいと考える。 
 

第 4 章 国⽴公園の具体的な⾏動計画に関する利⽤者の認識 
 本章では、観光客の増加に伴い、⾃然環境の保護と利⽤のバランスを調整するた
めの具体的な⾏動計画が求められている奄美⼤島の⾦作原原⽣林（以下、⾦作原）
において、利害関係者として特に利⽤者を対象とした、利⽤規制の導⼊に関するア
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ンケート調査を実施し、ベスト・ワースト・スケーリング法（BWS）によって、複
数の利⽤規制案に対する選好を定量的に把握した。 
 
背景・⽬的 
 ここでは、奄美群島国⽴公園における具体的な⾏動計画の 1 つとして、奄美⼤島
の⾦作原における利⽤規制の導⼊に関して、利⽤者の利⽤規制案に対する選好を明
らかにすること、得られたデータを活⽤して今後の施策の導⼊⽅法についての提⾔
を⾏うこと、そしてデータ活⽤における課題を明らかにすることを⽬的として実施
した。⾦作原は、奄美群島国⽴公園内に位置し、亜熱帯照葉樹林内を散策できる場
所として観光利⽤が促進されている⼀⽅で、過剰な利⽤を規制するための施策案が
検討されている。本研究では、利⽤者の選好の把握のためにアンケート調査を実施
し、BWS によって複数の利⽤規制案に対する選好を定量的に把握することとした。
それら結果から、国⽴公園の管理に関する具体的な⾏動計画の中でも、多くの国⽴
公園で課題となっている保護と利⽤の両⽴に向けたルールに関する施策の導⼊を検
討する際のデータの収集及び活⽤に関する知⾒を導きたい。 
 
⽅法 
 利⽤規制に対する利⽤者の評価には、複数の利⽤規制案に関する評価を相対的に
⽰すことができる BWS を⽤いた。具体的には、利⽤ルールの候補として５つの施
策「協⼒⾦を募る」、「⼈数制限」、「ガイド同伴の義務化」、「シャトルバ
ス」、「⾃由に利⽤」に対し、評価を⾏った。アンケート票では、１⼈の回答者に
対し、５つの施策のうち４つの施策が選択肢として組み合わされた選択セットを５
種類提⽰して回答を得た。回答者は４つの施策の中からベストとワーストの施策を
選ぶ作業を５回繰り返す。 
 BWS の分析には、最も実務的かつシンプルなモデルの１つであるカウンティン
グ・アナリシスを適⽤した（Louviere et al., 2013）。各選択肢において「最も望まし
い選択肢（Best）」に選ばれた回数から「最も望ましくない選択肢（Worst）」に選
ばれた回数を差し引いた値（BW スコア）を求めた。BW スコアは、全体の集計値
の他に回答者ごとの個⼈の値も算出した。個⼈の BW スコアに対しては、Ward 法に
基づく階層クラスター分析を適⽤し、３つのクラスターに分けて選好の把握を試み
た。なお、クラスターごとの BW スコアは⽐較を容易にするために、回答者数で割
った平均値を⽰した。 
 アンケート調査は 2017 年 8 ⽉ 11 ⽇から 16 ⽇の６⽇間で実施した。⾦作原の探索
を実際に経験した利⽤者を対象にアンケート票を配布し、郵送により回収した。ア
ンケート票は 281 部配布した。 
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結果 
 アンケート票は 101 部を郵送により回収し、有効な回答が得られた 88 部のサンプ
ルを解析した。回答者の個⼈属性は、男性 36 ⼈、⼥性 51 ⼈、未回答１⼈、年齢層
は 40 代が 32 ⼈と最も多く、次いで 50 代が 24 ⼈であった。 

 ⾦作原における利⽤ルールへの選好について、施策への望ましさを⽰す回答者全
体の BW スコアの集計値は「ガイド同伴の義務化」が 242 と最も⾼く、次いで「シ
ャトルバス」が 30、「⼈数制限」が 27、「協⼒⾦を募る」が 2 であった。「⾃由に
利⽤」することは最も望ましくないとの回答が多く、BW スコアは-301 であった。 
 また、個⼈の BW スコアの回答結果については、各施策に対する BW スコアの類
似度から、Ward 法に基づく階層クラスター分析により３つのクラスターに分けた。
各クラスターを構成する⼈数の割合については、クラスター１は全回答者数のうち
21.4％の回答者が含まれ、クラスター２は 71.4％、クラスター３は 7.1％の回答者が
含まれている。図 4-3 に⽰すように、クラスター１に属する回答者の各施策への
BW スコアの平均値は、「シャトルバス」が最も⾼く、クラスター２では「ガイド
同伴の義務化」、クラスター３では、「⼈数制限」が⾼い評価であった。 
 上述の得られた結果は、現場で実際に⾏われている協議の場において活⽤するた
め、2017 年 12 ⽉に開催された奄美⼤島利⽤適正化連絡会議にて筆者⾃⾝が研究内
容を発表した。 

 
図 4-3. クラスターごとの施策への選好 

* アルファベット a,b は Tukey の HSD 検定により 2 群間の平均値が
p<0.05 で差異がないことを意味する 
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考察 
 ⾦作原の利⽤に関する５つの施策案について、表 4-3 の BW スコアより、アンケ
ート回答者には「ガイド同伴の義務化」が最も望ましく、次いで「シャトルバス」
の導⼊、「⼈数制限」、「協⼒⾦を募る」の順に選好されることが明らかになっ
た。規制はせずに「⾃由に利⽤」することは最も望ましくないとの評価であった。
ただし、回答者個⼈の BW スコアを元にクラスター分けをして、その選好を考慮し
た場合は、回答者の多様なニーズのあり⽅についての解釈が可能となる。図 4-3 に
⽰すように、回答者個⼈の BW スコアを元にした３つのクラスターには、それぞれ
施策への選好の違いが現れている。 

 利⽤規制の具体的な施策について、「ガイド同伴の義務化」が最も望ましいとの
選好を⽰す回答者は主にクラスター２に属している。クラスター１、３の回答者も
ガイド同伴の義務化は他の施策と⽐較して相対的に低い評価にはなっていない。今
後、施策としてガイド同伴の義務化を実施した場合、利⽤者には他の施策に⽐べて
概ね肯定的に受け⼊れられる可能性がある。ただし、主にクラスター１、３に属す
る回答者の中には、ガイド同伴の義務化をベストな施策だと認識していない⼈が多
数含まれる点は特筆すべきである。今後、ガイド同伴の義務化への評価が低い利⽤
者の選好の理由を探り、ツアー内容の多様化を検討したり、ツアーの満⾜度やリピ
ート率の低下を防ぐ対策、義務化の制約を時期によって緩めるなどの対策を検討し
たりする必要があると考えられる。2019 年 2 ⽉以降、⾦作原の利⽤規制について
は、法令に基づかない⾃主ルールとして、ガイド同⾏の要請や⾞両台数・⼈数の調
整が試⾏的に導⼊されているが、引き続き地元関係者や利⽤者の意⾒をもとに改善
を図っていくことになる。そこには施策導⼊後における関係者の認識把握に関わる
研究者も関与することが望ましいだろう。状況に合わせた柔軟な施策や、利⽤者に
選択の余地を与えるなど、多様なニーズに対応した施策の導⼊と体制づくりが引き
続き求められる。 
 

第 5 章 総括 
 本章では、これまでの第 3 章、第 4 章で⽰した⼆つの事例研究より、把握された
利害関係者の認識の活⽤の可能性と課題について考察を⾏う。 

 ⼆つの事例研究から、把握された利害関係者の認識の活⽤の可能性と活⽤におけ
る課題については以下の内容が指摘できる。第⼀の事例より、⾃由回答欄に記載さ
れた情報にトピックモデルを適⽤する⽅法は、⼀般的には時間と費⽤、⼈的資源が
必要とされる定性的データの取得と分析過程において、それらが⽐較的低いコスト
で実施できる点で有効な⽅法であった。また今回明らかになった地域住⺠の認識か
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らは、⾏政側が提案するビジョン・⽅針に対しては、住⺠から⼤きな異論はないこ
とが推測されるものの、具体的な⾏動計画を考える段階において、それら施策への
優先順位に⾏政と住⺠、または地域ごとの住⺠によって認識に差があることが⽰唆
され、国⽴公園の管理計画を作り上げる上で有益な情報として公園管理者に提供す
ることが可能となった。⼀⽅、住⺠から寄せられた意⾒の中には、公園の管理運営
計画では対応できない事柄も含まれていた。これらの意⾒は切り捨てるのではな
く、⾏政的枠組みの存在を乗り越えて対応していく必要があるだろう。国⽴公園の
管理には、公園外において地⽅⾃治体が策定する総合計画などの管理計画とすり合
わせて、地域をつくる仕組みの⼀つに位置付ける広い視点が求められる。 

 第⼆の事例より、BWS による定量的な評価は、具体的な⾏動計画に関する協議の
場において、施策の導⼊前に課題や対策を検討し、どの規制案を採⽤するのかとい
う議論の進展に寄与する情報として活⽤できることが⽰された。実際、本研究の成
果は、現地の関係者らが集まる協議会にて提⽰し、利⽤規制の試験的導⼊を決定、
実⾏するための⼀つの判断材料となった。このようなデータの取得および活⽤⽅法
は施策の導⼊後においても状況の改善に向けて建設的な議論に発展する可能性をう
み、協働型管理の促進につながると考えられる。⼀⽅で、国⽴公園における具体的
な⾏動計画に関する議論は公園内の様々なエリアで多岐に渡って存在し議論が進展
していくため、現場と物理的に離れている研究機関がそれらの議論に介⼊し続ける
ことは困難である。そのため、各地域において現場の管理を担いつつ、継続的なデ
ータ収集などを引き受けるような機関の存在が、科学的な知⾒の蓄積に重要な役割
を担うであろうことが強調できる。 
 最後に本研究は、国⽴公園の管理の計画段階において、社会科学的なデータ、そ
の中でも特に利害関係者の認識を把握することが管理の質の向上に寄与する可能性
を提⽰した。上述の⼆つの事例研究で使⽤した関係者の認識把握に関するアプロー
チは本研究分野において今までに活⽤されておらず、得られた結果は学術的に新規
性の⾼いものである。また、本研究は、国⽴公園の管理の定量的な評価や管理の質
の向上に向け、⻑期または短期スパンでの継続した社会科学的な研究を⾏い、知⾒
を蓄積していくための⾜がかりでもある。本研究のような社会科学的なデータの取
得及び活⽤⽅法については、他の国⽴公園の取り組みなども含めて今後も蓄積して
いくとともに、情報を取り出せる地盤を作るなど、将来に向けて知⾒を蓄積する体
制を整えることが望まれる。 


