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1．はじめに	
 

ジウムやサミットの議事録を調査の対象とした。

（1）背景と目的	
 

また、白神山地に関連する各主体の活動について

	
  世界遺産ではコミュニティが遺産に積極的・主

はホームページを適宜参照した。

体的姿勢であることが理想とされ、世界遺産条約

（3）構成	
 

でもコミュニティが果たす役割に期待が集まって

	
  まず、第 1 章では世界遺産条約とその制度の成

いる１。そんな中、コミュニティが遺産に対し消極

り立ちに依拠し、条約上の世界遺産という概念と

的な遺産地域も存在している。白神山地では、昨

その目指す理想の変遷を辿り、現在の世界遺産が

年、弘前市において白神山地に関する高校生ディ

目指すモデルを示した。また、コミュニティの参

注１

が行われたが、白神山地での学びや体験

加した協働型自然保護体制について解説した。第

が少ないこと、白神山地を身近に感じられないと

2 章では白神山地が世界遺産リストに登録された

いった、世界遺産地域であるにも関わらず、世界

当時の経緯と条約上の到達地点をおさえながら、

遺産とコミュニティとの間に意識や価値観の乖離

白神山地の歴史と現在までの保護と活用の状況を

が見られた。	
 

まとめた。そして第 3 章では、白神山地の価値に

ベート

	
  白神山地は秋田県の北部から青森県の日本海側
２

ついて世界遺産条約、自然科学、文化・歴史の各

にまたがる約 13 万ヘクタールの地域を指し 、そ

方面から検討し、白神山地において、それらの価

のうち 16,971 ヘクタールのブナ林が世界遺産に

値がどのように認識され、保全、伝達が行われて

登録されている。本論文では、白神山地を事例と

いるのかを考察した。最後に第 4 章では、第 3 章

して、世界遺産としての自然的価値と、白神山地

で確認された白神山地の価値の認識と保全、伝達

が有している自然的価値・文化的価値との間に不

における問題点について分析し、白神山地がコミ

一致が生じた原因を考察し、コミュニティにとっ

ュニティ主体の持続可能な世界遺産の運用に近づ

ての白神山地の価値を今後の保護管理体制に取り

くために必要な視点についてまとめた。

込むためにはどうすればよいかを提案する。なお、
コミュニティという言葉には、世界遺産地域の周
辺にすむ地域住民以外に、白神山地の保護に関わ
る自然保護団体なども含まれるが、本論文では、
コミュニティを地域住民と定義し、白神山地の保
護に関わる自然保護団体などはステークホルダー
として区別した。白神山地は本来、約 13 万ヘクタ
ールに及ぶ広大な地域を指しており、現在の世界
遺産地域をコアとした環白神地域の市町村をコミ
ュニティの範囲とした。	
 
（2）方法	
 
	
  本論文ではこれまで発表された文献の主要なも
のを網羅し、さらに、白神山地に関連するシンポ



2．世界遺産と自然的価値を保護する制度	
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（1）世界遺産条約	
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（2）自然保護におけるコミュニティとの協働体制	
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（2）管理体制と調査研究利活用の現状	
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4．白神山地の価値	
 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  図 1	
  MAB 計画のゾーニング

（1）狭められた価値と価値の不一致	
 

（3）国内の自然的価値を保護する制度	
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3．白神山地の歴史と現状	
 
（1）世界遺産登録の経緯と登録後の白神山地
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  図 2	
  白神山地が持つ本来の価値と世界遺産的価値	
 

表 1	
  白神山地年表
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w]ƨơƆƝǃǥǱǌƞƐƋ ÒƌƖƣĽƔƻ

ƛƖƣżü÷ƧıàƊƸƪ!ƪľłƋÏħƖƣƖ

Ɲõþw]ƪǃǥǱǌƋƹ2ƔƻƝƥ©ƤƌƺƁ

ưƆƀõþw]ƪ!ƫCë÷ģâƨæƳƸƻƀǊ
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ǣǨǙǔǂƪğƈƣƆƝõþw]Ƌ Ūƥ-ëƘƺ

5．結論〜世界遺産白神山地 20 年目の課題

ģâƥƆƇ!ľłƥ ųƖƀƒƒƤ!ƪĤƋ

Ž õþw]Ƌ!ƪĤƾŋƒƖƣƆƺéîƾŎ

ŋƌƝƁƔƸƨƀæƳƸƻƝ!ƊƸƫñƪǞǘ

ưƈƀƒƻƊƸƪõþw]ƪĊé8ƨĭƧıà

Ƶ´¾ƪǞǘÃƧƦƪĿĴƋƋƠƝƁ

ƨơƆƣŃŁƖƀģâŢìƪģâ÷!ƪDÅƧ

（2）価値が狭められた理由と価値伝達の欠落	
 

ńƞƐƤƫƧƎƀƅƸƶƺ!ƾÐƨƌĕƏ

Ž ŲƖƀæƳƸƻƝ!ľłƪéîƥƖƣƀưƙƀ

ƝƳƨĭƧńĊéƨơƆƣ¦ÆƘƺƁ

ŵĀÃŞSŷƪǁǇǐǱƥƀñŢìôŧƥƛƪô

（1）文化的価値の再統合および持続可能な利活用

ŧƪǁǇǐǱƋòƧƠƣƆƝƒƥƋƑƸƻƺƁ

の強化	
 

1980 ~ƪŵĀÃŞSŷƪűƨƫģâńV

	
  第一に、白神山地の価値は、元々原生自然と歴

ƋǊǣǨǙǔǂƾzƌœƱƀĪ«ƪÃŞũóƾÑƨ

史的文化的価値を合わせて考えられてきた。した

ŖƆœƿƞƁ²ƤƀñŢìôŧ¶ƨƫ]_ř

がって、現在の狭められている価値にブナ帯文化

ĒŃƋYƥûƞƐƤÌƔƻƀģâńVƪū

や歴史的な人々のブナ林への関わりという文化的

ƽƹƴţƪVƨŬƸƻƣƆƝƒƥƋƅƹƀƒƪƥƌ

な価値を再び取り入れることが考えられる。ブナ

ƨƫǊǣǨǙǔǂƤƅƺÕƴ{ï¿ƴūƽƺƒƥƋƧ

帯文化の見直しはもちろんのこと、自然的価値に

ƊƠƝƁƛƻƨƷƠƣõþw]ƫǊǣǨǙǔǂƾzƌ

おいても生態系だけではなく、世界遺産の推薦の

œƿƞ

際に挙げられた自然的美しさや生物多様性などを

÷ƧA$8ƾÌČƤƌƧƊƠƝƁưƝƀ

ñŢìÀĎƪ8ƪéîƥƖƣƀ¶ƪñŢ

白神山地の価値として認めること、すなわち文化

ìÀĎƋƀ¯?÷¸Ĳƾ¯?Ţìƪţƨ3ŹƖ

的価値の再統合が必要になる。第二に、白神山地

ƝƒƥƤƀģâŢìƨƉƆƣCë

の特徴である厳格な保護をベースとした管理だけ
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Ūƥƪ-ëƾXƹƧƋƸ6íƾƉƒƧƇǖǫǯǌǒǋ

ƥlĞ6í³ĹƋųƻƣĆ]ƖƣƉƹƀń]_ƥ

ǪǯǅǬǁƨǏǱǙǯǈƘƺǲX 3Ž ė ƐƪǏǱǙǯ

6Ùí]_ƪǏǱǙǯǈ3Ɛƫ®ƠƣƆƺƥĵƠƣ

ǈƋǖǫǯǌǒǋǪǯǅǬǁǳƁƛƻƨƷƠƣƀõþw]

ƷƆƁƒƒƤƫêõþǩǚǍǊǅǊǜǱǇƥƖƣ¦ý

ƫǊǣǨǙǔǂƥƆƇ¯?÷!ƾ0ƭēKƘƺƒƥ

ƖƝƋƀõþw]ƋưƤǛǫǛǫƨĆƖƣƆƺ

ƋƤƌƺƁ

ń]_ƀ³ĹƀǅǬǁƾąŪ÷ƨơƪgƌƧưƥư

Ž

ƹƨǏǱǙǯǈƖúƘƒƥƋƀõþw]ƪ ơƪŀŷ

ơùƪ6Ùíƪ?ƨơƆƣƴƀơùƥLƗǖ

ǫǯǌǒǋǪǯǅǬǁƪŖ=ƤĴÖƤƌƺƁõþw]

ƪĴÖƥƧƺƞƼƇƁƛƪƝƳƨêõþ]_ƫǅǊǓ

ƨƫǞǘCëÃƾÙíƖƝģâÃĉŞƀǖǮǒǆ

ǱǬǎǤƞƐƤƫƧƎƴƠƥ}ƆĲàƊƸƪA;ƀ

ǯǈŞƀêc¬ġƪlĞa³ĹƧƦfƎƋñŢ

A$ūƾÌČƖƣƆƊƧƐƻƬƧƸƧƆƁ2012 ~

ìôŧ]_ƪeƨà\ƖƣƆƺƁñŢìôŧ]_

2 ºƀõþǊǣǨǙǔǂǰǝǀǯǗAŃƾ&ƨõþw

ƪOŒƪƒƻƸƪĹ#ƾNƿƞ]_ƾǖǫǯǌǒǋǪ

]ŇVƋóōƖƝǷƁƖƊƖƀ{ï¿ƾŌƈƝř¨ƫ

ǯǅǬǁƥƖƀǊǣǨǙǔǂƪ ƂƋƒƪ]_ƾ·ÔƊ

qµƤƫƧƆƁõþw]ŇVƫêõþ]_ƪǊǱ

Ƹ6íƖƀ¢ƘƺƒƥƤƀǊǣǨǙǔǂƋõþw]ƾ

ǕǂǚǱǐǱƾùƖƣƆƺƥƫƆƈƀƛƪŞƪƹƫ

÷ƨƈƺƒƥƨơƧƋƺƁƛƪƝƳƨõþw]

ŠƆƁõþw]ƋģâŢìƪfÍƧ!ƾƟƧ

ƪĎ 13 ǟǇǐǱǭƾřĖƖƝ ƤǏǱǙǯǈƖƣƀ

ƋƸÐƮƥƌĕƍƀĖHĢƧ-ë]_ƥƧ

êõþǅǬǁ*ƾtņƥƖƝĊéķðƋĭƞƥ

ƺƝƳƨƫƀôŧ 20 ~ƾĐƣ±ƝƧŀŷƥMƌKƽ

ğƈƸƻƺƁñģâŢìƥǩǚǍǊǅǊǜǱǇƋť

ƩƬƧƸƧƆƁ

ĬƖƣnƔƻƣƆƺbƫuƧƎƧƆƁñŢì
ôŧ]_ƪĊéķðƫDÅƨ*ƋğƈƸƻƣƆ
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注	
 

×Ƕ

Ɲ ƁǍǔǱǇǡǭǑǱƪǊǣǨǙǉǱǋǪǯ8ƪ
ÌČƥƛƪǊǱǕǂǚǱǐǱƪ»áƫƛƪƪŢì
ĊéƪŨƥƧƠƣƆƺƁ
ǲiiiǳǲĂǳêõþǩǚǍǊǅǊǜǱǇƪ¦Æ
Ž ƪƷƇƨǞǘ|¯?ƪ0ēKƥĖ÷Ƨ6í

注 1) 弘前青年会議所主催
「環世界自然遺産サミット 2014	
  白神
から世界自然遺産を、世界自然遺産から白神を考える〜そして
未来へ〜」2014 年 9 月 28 日、弘前市、筆者聴講
注 2) IUCN の World Heritage Outlook によると白神山地は 4
段階評価のうち、最も良い良好（good）の評価である。

ƪ?ƪ ơƪĲàƊƸƀõþw]ƋƒƻƊƸù

注 3) ブナ帯文化は全国に分布するブナ林の地域で育まれた文化

ƘƯƌńĊé8ƥƖƣƀõþw]ƋǊǣǨǙǔǂ

を指し、市川・斎藤（1984）は近代のブナ帯文化について、

ƾNƳƝêõþǅǬǁ*ƾǏǱǙǯǈƖƀƃǲĂǳ

採集を基礎とした文化に本土からの和人文化、欧米からの文化

êõþǩǚǍǊǅǊǜǱǇƄǲX 3ǳƪƷƇƧ MAB ķ

が融合し新しい文化複合として酪農や穀作経営、高原野菜や花

ðƪǋǍǔǤƨ0ĚƘƺƒƥƾ¦ÆƘƺƁõþw]

きの栽培、スキー・避暑などのリゾートといった文化が成立し

ƫ)wİ8Ł ƧƦƪįƪŰƝƹƵǊǣǨǙǔǂƊ

ているという（市川健夫・山本正三・斎藤功：
「日本のブナ帯

ƸƪľłƪĤƋƅƠƝƴƪƪƀƛƪDÅƧģâ

文化」
、朝倉書店、p.30、1984）
。

ńƫŻƆĻƾGƐƣƆƺƁưƝƀñŢì]_
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4) 青木満：白神山地の登録とその後、農業と経済 71(6):54-64、
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注 4) 入山規制論争を指す。

