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調査の目的
2017 年 8 月 9～13 日までの 5 日間、静岡県富士宮市において UNESCO 世界文化遺産
である富士山の環境保全と活用をテーマとした「インターンシップⅡ」の一環として、世界
遺産の構成要素である白糸の滝で現
地調査を行った。なお同調査は、静岡
県世界遺産センター整備課と富士宮
市富士山世界遺産課の御協力により
実現、実施されたものである。
このような実施体制の下、現地調査
は、地域社会の要請を踏まえた上で、
受講生自らが主体的に目的やテーマ
を設定し行ったものである。具体的に
は、富士山観光の拠点である富士宮市
における観光資源を対象として、現地
で行政機関や民間団体の幅広い取り
組みを学ぶとともに御指導を受けな
がら、その実現に貢献しうるデータ収
集のための観察や聞き取りなどの現
地調査を実施した。こうした取り組み
を通して、参加学生が世界遺産「富士
山」を中核とする景観の保護と活用の
あり方を、現地で学び御協力を仰ぐな
かで大学生の視点から追究すること

表 1：2017 年度調査参加者

氏名

大学

学年

廣出

真苗

同志社女子大学

３回生

稲田

琴美

同志社女子大学

３回生

貝瀬

愛理

同志社女子大学

３回生

蒲原

春香

同志社女子大学

３回生

樫原

千佳

同志社女子大学

３回生

河津

睦美

同志社女子大学

３回生

北岡

桃子

同志社女子大学

３回生

児島

ひかり

同志社女子大学

３回生

河野

きらら

同志社女子大学

３回生

三浦

育美

同志社女子大学

３回生

森本

美沙

同志社女子大学

３回生

中川

瑶子

同志社女子大学

３回生

野村

明花

同志社女子大学

３回生

同志社女子大学

３回生

岡

千夏

押谷

柚布乃

同志社女子大学

３回生

髙田

葉月

同志社女子大学

３回生

山本

佳奈

同志社女子大学

３回生

を主要な目的とした。
調査の概要
今回の調査には、同志社女子大学現
代社会学部社会システム学科の 3 回生
17 名が参加した（表 1、写真 1）。また
引率者として、同志社女子大学現代社
会学部社会システム学科教授・大西秀
之が調査の指導にあたった。なお現地

写真 1：2017 年度調査参加者
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写真 2：静岡県庁・富士宮市役所での事前レクチャー

写真 3：白糸の滝調査
調査では、富士宮市役所富士山世界遺産課の二又川直之氏に事前準備から当日のアレンジ
に至るまで多大な御協力をいただいた。
2017 年度は、調査に先立ち事前学習として、まず 8 月 9 日に県庁世界遺産センター準備
室で、また 10 日午前に富士宮市役所富士山世界遺産課で、それぞれ世界遺産登録までの背
景や現在の課題など貴重なレクチャーを行っていただいた（写真 2）。その上で、8 月 9 日
午後から、富士宮市の御指導と御協力の下、世界遺産の構成要素である白糸の滝でタイムア
ロケーション調査を実施した。現地調査では、17 名が 4 グループに分かれ、それぞれテー
マをはじめ地点や対象などを決め、追跡調査と定点観察を実施した。詳細は、報告文に記載
されてる通りであるが、どのグループの調査でも、主にどんな訪問者（個人／複数）が、何
処で？どんな活動を？どれ位の時間行うか？などのデータを、エスニシティや集団構成な
どに配慮した情報収集と記録を行った（写真 3）。参加学生の積極的な取り組みにより、今
後につながる非常に有意なデータが収集できたことから、初年度としては十二分な活動で
あったと評価している。
その他の活動
なお白糸の滝での調査後も、富士宮市内において次のような活動を行った。まず 8 月 11
日には、富士宮市内各所で地域の魅力を PR するフォトスポットを、各自 20 か所探し出し
写真に撮影する、という活動を行った。ちなみに、同活動では、富士宮市との御相談の上、
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可能な学生には浴衣の着用を依頼した
ところ 11 名の学生に賛同を得ることが
でき、夏らしい浴衣姿で市内のあちらこ
ちらを散策するものとなった（写真 4）。
またこの活動の成果は、SNS で発信する
とともに Photobook を作成することを
計画している。これらを基に、更なる
web での発信などを視野に入れながら、
写真 4：PR フォト撮影活動

富士宮市とも相談し今後さまざまなメ
ディアでの活用を計画している。
最終日となる 8 月 13 日は、富士ビジ
ョンで成果報告会を開催した（写真 5）。
それぞれのグループ毎に調査内容を発
表し、今回の活動で得た知見を提示し
た。こうした報告会は、往々にして一方
的になりがちな聞き取り調査を、意見交
換を通して対象地域に還元する機会と
なる。むろん、参加学生にとっては、自
らの調査の重要性を十分認識できる企
画となる。
また各班の発表後は、御参加いただい
た地域の方々からコメントをいただき
非常に充実した議論となった。そういた
意味で、本企画は自ら体験した聞き取り
調査や地域での交流の意義を深め問い
直す貴重な機会となった。またなにより
も、次年度につながるものとなったこと

写真 5：成果報告会

が今回の最大の成果であった。
本報告の記載
本報告は、同志社女子大学・現代社会

学部・社会システム学科のインターンシップⅡの

授業成果として刊行するものである。したがって、本報告の執筆主体者は、今回の調査に参
加した 17 名の学部学生である。なお本報告書の作成には、今回の参加者の一人である同志
社女子大学 3 回生・岡千夏氏に御協力いただいた。
上記のような理由から、本論集は、17 名の学生が調査後に提出したレポートに基づくも
のである。学生の記述には、未熟な文章や語彙が認められるが、本授業の性格を考慮し、な
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るべく修正・変更を加えることなくそのまま掲載した。
最後に学生主体の調査とはいえ、今回の調査で収集された情報には、社会的にも学術的に
も貴重なものが少なからず含まれている。くわえて、現地の御協力がなければ、こうした調
査を実施し情報を収集することは決して容易なことではない。このような意義を踏まえ、現
地調査の内容については、今後あらためて様々な媒体を通して公開してゆく予定である。
謝辞
今回の現地調査では、下記の方々に多大な御協力をいただいた。御名前を記して謝意を表
させていただきたい。
富士宮市役所富士山世界遺産課係長

二又川直之氏

静岡県庁世界遺産センター整備課教授

内山純蔵氏

静岡県庁富士山世界遺産課参事

杉山泰裕氏
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樫原千佳

Team-G 調査報告
高田葉月 廣出真苗

山本佳奈

Ⅰ.調査目的・テーマ
本調査は、同志社女子大学が 2018 年度からプロジェクト演習として開始する「世界遺産
の保護と活用方法」に基づくものである。このような企画の下、同グループは、白糸の滝の
経路における外国人の行動調査（追跡調査）、白糸の滝に訪れる人の出身地調査（定点調査）
を実施した。
静岡県と山梨県にまたがる富士山は、平成 25 年 UNESCO 世界文化遺産に登録された。
その結果、これまで以上に外国人観光客が訪れることが予想されている。このような観点か
ら、本調査では、どのように世界遺産富士山を活用していけばいいのか、またその周辺の街
づくりの在り方について検討する。また本調査では、特に大学生かつ女性の視点から、世界
遺産富士山の活用の仕方と、その周辺地域のまちづくりに対する意見及び提案を目的とす
る。なお、現地調査では、静岡県富士宮市の御支援をいただいた。
前述したように、今回の調査では、外国人観光客に焦点を当て前述したように追跡調査と
定点調査を行った。追跡調査では、開始位置と追跡するターゲットである観光客を決定し、
決められた時間のなかでどのような行動をするのかを調査した。また定点調査では、一点の
場所を設定し、時間を設定、その中での観光客の行動を調査した。
今回の調査は 2017 年 8 月 10 日に行った。調査では、当初白糸の滝に訪れる外国人観光
客をターゲットとし、どこの国からどのような手段で訪れたのか、また駐車場から白糸の滝
まで辿り着くのにはどれくらいの時間がかかるのか、その道中にどのような行動をするの
かを調査しようと計画していた。そこから、外国人観光客の中でも地域によって行動に違い
があるかを調査する計画だった。しかし、調査時に想定よりも外国人観光客が少なかったた
め日本人観光客も含めた調査を実施した。
Ⅱ.調査方法・調査状況
2017 年 8 月 10 日木曜日、白糸の滝の経路において、観光客の追跡調査を行った。追跡
時間は 1 回あたり 20 分間とし、14 時 09 分から 16 時 20 分にかけて、4 人で追跡を行っ
た。調査対象はアジア人とヨーロッパ人の家族に限定し、外国人観光客の動向調査を行う予
定だった。しかし、調査時に想定よりも対象者となる人が少なかったため、日本人を対象者
に加え、家族に限らず 2 名以上のグループの調査を行った。
対象者の性別、予測される対象者の年齢、人種、滝に着くまでの時間、カメラの使用有無
とカメラの種類、買い物の有無、は対象者の変更を行う前と同じ調査項目とし、白糸の滝の
駐車場に最も近いお店である千鳥屋から白糸の滝までの間で、追跡をした。調査目的は、日
本人観光客と外国人観光客との観光地での行動の違いを調査することに変更した。なお調
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査当日の天気は曇りで、富士山には雲がかかっていて見ることはできなかった。
定点調査は 2017 年 8 月 10 日の 13 時 45 分から 16 時 45 分に静岡県白糸の滝の駐車場
で行った。人種によって交通手段に違いが見られたら興味深いと考え調査を行った。当初の
予定では、外国人を対象として交通手段（バス・車）、人数（男・女）、人種（アジア系・ヨ
ーロッパ系）を調査しようと考えていた。しかし、予想していたより外国人とバスが少なく、
車で訪れている人はほとんど日本人であったため、調査対象を下記のように変更した。
車はナンバープレートを見て、地域と自家用車かレンタカーかを調査、バスは地域と乗車
している人は日本人か外国人かを調査することにした。まず 13 時 45 分から約 20 分間、4
人ですでに駐車場に停車している車を調査した。その後 2 人交代で駐車場の入り口付近で
入ってくる車を調査した。調査を企画した当初は、アジア人とヨーロッパ人に限定し、車で
来ているのか、バスで来ているのかを調査しようと企画していた。しかし、調査時にバスが
一台も停まっておらず、外からでは車の中に乗っている人が外国人かどうかを判別するの
が難しいと判断したため、調査対象を 13 時 45 分以前に停車していた車、13 時 45 分から
16 時 45 分の間に白糸の滝の駐車場に入ってきた車に変更して、それらのナンバープレー
トをカウントし、どこから来たのかを特定、レンタカーかどうかの判断をした。またツアー
バスのナンバーをカウント、バスの運転手、ガイドさんからの聞き取り調査からバスできた
ツアー客はどこから来たのか、どんな人たちが乗ってきたのかの調査をした。
Ⅲ.追跡調査―調査結果
調査時間の中で、日本人家族を 6 組、日本人の 2 人組を 1 組、中国人の 4 人以上の団体
を 3 組、韓国人の 3 人連れを 1 組、欧州人カップルを 2 組、計 13 組の追跡を行うことがで
きた。今回、調査対象となった観光客の中で、20 分間の中で白糸の滝まで辿り着くことが
出来なかったのは、13 組中 3 組で、3 人組の日本人家族、6 人組の中国人観光客、9 人組の
中国人観光客だった。いずれも中高生以下の子ども連れで、往路で飲食店に立ち寄っていた。
このことから、滝に行くまでの道中で、飲食店に立ち寄ると滝に着くまでに時間がかかると
言うことが出来る。
滝に行くまでの時間が最短だったのは、韓国人の 20 から 30 代の 3 人組で、9 分間で滝
まで到着した。20 分間で滝まで辿り着かなかった対象者を除いて、最も滝に辿り着くまで
に時間がかかったのは 18 分で、小学生以下の子ども連れの 3 人組の日本人家族だった。日
本人家族の中では、6 組中 3 組がビデオカメラを使用しており、いずれも滝への到着時間は
13 分、17 分、18 分で、中高生以下の子ども連れであった。この結果、子ども連れやビデオ
カメラを使用する観光客でも、20 分以内に滝まで辿り着くことが可能だということが分か
る。中国人観光客は大人数の為もあってか、途中で別行動する様子が目立った。一眼レフで
撮影していたのは、13 組中 4 組で日本人観光客が 1 組、中国人観光客が 2 組、欧州人観光
客が 1 組だった。旅行先で様々なカメラで写真を撮るという行為は、今回の対象者を見る

限り、共通した行動なのではないかと考えることが出来る。
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〈表 1〉

Ⅳ定点調査―調査結果
車の調査対象となったのは、自家用車 147 台、

レンタカー17 台の合計 164 台である。

図 1 より、静岡県からが最も多かった。次に静岡県に隣接する神奈川県、東京都、愛知県と
続いた。図 2 からわかるように、静岡県を中心に東海地方、関東地方からの車が多い。また
関西地方からも 23 台と、幅広い地域からの来訪があることがわかった。車での来訪者は静
岡県のレンタカーで訪れたヨーロッパ系の一組を除き、すべて日本人であった。
〈図 1〉〈図 2〉

自家用車
その他
15%

中部地方
18%

静岡県
22%
関東地方
45%
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表 2 より、自家用車を静岡県、関東地方、中部地方、その他の地域別で分けると、関東

地方からが最も多かった。そのなかでも静岡県と隣接する神奈川県からが最も多く、関
東から日帰りで訪れる人が多いと思われ、利便性の高さが窺える。
表 3 よりバスは 6 台。日本人の他に外国人が多く見られた。外国人の中でも特にアジ
ア系が多い特徴が見られた。この調査より、日本人は車、外国人はバスが多いことがわ
かった。またバスガイドからの聞き取り調査によると、白糸の滝はツアーでの最後の目
的地となることが多いという情報を得られた。
〈表 2〉

都道府県

〈表 3〉
自家用車

レンタカー

（台）

（台）
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時間

地域

人種

14 時～

横浜

東南アジア系外国人多数

15 時～

品川

外国人含む

16 時～

品川

40 人中 10 人中国人

静岡

33

神奈川

28

東京

21

3

愛知

14

1

兵庫

9

埼玉

8

大阪

7

2

今回の調査の結果、白糸の滝を訪れる観光客は

千葉

6

1

静岡県とその周辺地域が多いということが判明し

山梨

4

1

た。また当初の想像よりも海外からの観光客が少

岐阜

5

なかった。この結果から白糸の滝という観光地が

滋賀

2

まだ全国的に知られていないのではないかという

奈良

2

ことが伺える。

茨城

1

富士山が平成 25 年に世界遺産に登録されて以

群馬

1

来たくさんの外国人観光客が富士山に訪れている。

長野

1

しかし、白糸の滝という観光地はバスツアーのポ

富山

1

イントになっていることは多いが、個人で訪れる

福井

1

外国人観光客は少ない。この観点から、富士山周

三重

1

辺の観光地の周知が少し遅れているのではないか

足立

Ⅴまとめ

1

京都

アジア系外国人多数

と考えられる。そのため、富士山のみならずその

広島

1

周辺の観光地に観光客を呼び込む方法を考えなけ

福岡

1

ればならない、との感想をえた。

合計

147

17

その方法の一つとして SNS の利用を提案した
い。近年、twitter や Instagram といった SNS の

発達が人と人とのつながりを支えている。そして、SNS を利用した観光客の集客を実施し
ている観光地も少なくない。インスタ映えという言葉が流行したように SNS は私たちの生
活に深く関わってきているのである。そのためこれらのツールを上手く使うことが観光地
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の知名度の上昇につながるのではないだろうか。一枚の写真でみんなが訪れてみたくなる
ような観光地に変化していくことを期待できる。
また追跡調査の結果、外国人観光客は、日本人観光客よりも滝に到着する平均時間が早か
った。そのため、外国人観光客は、駐車場到着後白糸の滝までにある店舗や観光スポットに
立ち寄らず、まっすぐに白糸の滝に向かっているのではないかと推測される。この原因とし
て、白糸の滝までの道中に英語表記が少ないからではないかと考える。白糸の滝までの道中
に「音止の滝」というスポットがある。しかし、この音止の滝に訪れた外国人観光客は日本
人観光客よりも少なかった。この音止の滝には、英語表記がなく日本語の看板があるのみで
ある。そのため、外国人観光客は気づくことなく通り過ぎてしまうのではないだろうか。
一方で、私たちが調査した日本人観光客は、全組音止の滝に足を止め写真を撮っていた。
また白糸の滝に到着するまでにも、お店に立ち寄る姿や、随所で写真を撮っている姿も見ら
れた。調査の結果、外国人観光客は日本人観光客よりも到着にかかった時間は短かったこと
から、各スポットに英語表記の看板を立てることが必要なのではないだろうか。駐車場近く
にあった看板には、英語表記があったものの白糸の滝に到着する道中にも設置することで
外国人観光客にも道中の観光スポットに目を向けてもらえるのではないだろうか。
今回の調査では、白糸の滝に訪れる観光客を対象に実施した。実施日時が富士山の山開き
の時期であり、時間も 3 時間と限られていたため、当初の調査計画にあったように外国人
観光客に限定して地域別に行動の違い等を比較するという調査は実施できなかった。しか
し、日本人観光客と外国人観光客の行動の違いについては、一定の比較をすることができた。
日本人観光客と外国人観光客の行動を比較することによって、私たち日本人の視点だけで
は見ることのできなかった、外国人観光客の視点を考えることができたと考える。
白糸の滝に実際に訪れてみて、この観光地をたくさんの人に見てほしい、訪れてほしいと
の想いを抱いた。白糸の滝には、いたるところに誰もが使いやすいユニバーサルデザインの
工夫が施されていた。観光客が過ごしやすい観光地づくりがされていると感じた。これから
の課題は、白糸の滝をどのようにアピールしていくのか、静岡県及び周辺地域の観光客だけ
でなく、全国各地から観光客を呼び込むのかを考えていくことであると考える。そのために
も、本調査の成果が少しでも、白糸の滝が富士宮市域の観光拠点として発展する切っ掛けに
なればと願っている。
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河津睦美

Team-P 調査報告
河野きらら 三浦育美 中川瑶子

押谷柚布乃

Ⅰ．調査目的・テーマ
本調査では、静岡県富士宮市にある白糸ノ滝で観光客の動向調査を行った。この調査に参
加してメンバーは、街づくりに関心があったことから、世界遺産のある地域ではどのように
世界遺産を活用して地域の発展に結びつけているのかについて学びたい、という動機に基
づいていた。このような目的の下、UNESCO 世界文化遺産である富士山を有する富士宮市
で調査を実施した。
富士宮市は、これまでに富士山を 2013 年に世界文化遺産登録へ導き、それに伴って保護
や活用に尽力し、長い歴史の中でつくられてきた富士山を支えてきた町のひとつである。こ
の町で、富士山を活用した地域の活性化について具体的にどのような取り組みをしている
のかを知り、そこからより地域が発展していくためには、どのようにしていくべきかを具体
的に検討を試みた。その結果、地域の活性化をしていくためのひとつの手段となる観光に着
目し、その地域に訪れた観光客がどのような動きがあるのかを調べ、富士宮市の観光の現状
を探ることを選択した。
なかでも、富士宮市の有数の観光スポットであり、天然記念物にも指定されている白糸ノ
滝で調査を行い、調査で得た結果をもとに地域の活性化を対象とした。具体的な調査対象と
しては、白糸の滝で観光客が写真を撮るか否か、またどのように撮影するのか、さらに同地
付近での滞在時間といった観光客の動向を調査することにした。
また、関西に住んでいると調査者にとっては、富士山を保護していくのはその周辺地域で
ある地元の人々だと考えてしまいがちだが、外国人観光客からみると富士山は日本国民全
体が地元民であると捉えられる。そのため、本調査では、自分たちにとって関係のないもの
ではなく、日本に住んでいる以上は富士山を保護し、活用していくことを考えていく必要が
ある、との認識を持ち取り組んだ。このような前提を踏まえ、本グループでは、外国人観光
客の視点で物事を見ていくことを念頭に置いて調査を行った。
Ⅱ．調査方法・調査状況
調査の実施に先立ち、調査内容と方法をグループで相談し決定した。調査内容は、定点調
査と追跡調査の二つを行うことにした。どちらも日本人又は外国人の 2 人組を対象とし、
エスニシティの違いを比較しようと考えた。調査では、エスニシティによって行動に違いが
見られるのではないかと予想し、同世代のカップルと定めた。
定点調査は、駐車場から下った先にある滝壺付近と滝見橋の手前にある展望スペースの 2
か所で行った。調査をするにあたり、
「時間帯」、
「観測地での滞在時間」、
「カメラの種類」、
「セルカ棒の有無」、
「撮影方法・撮影角度」をチェック項目とした。撮影をすることに注目
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したのは、カメラ機能の発達や SNS の流行により観光地で写真を撮る機会が多くなってい
るとの予想から、白糸ノ滝ではどのような行動がとられるのか関心を持ったためである。項
目にあるカメラの種類については、近年写真を撮る際にスマートフォンや携帯電話だけで
はなく、一眼レフやミラーレスカメラなどのカメラで撮る人が増えてきていることから種
類が分かれるのではないかと予想したためである。撮影方法では、「風景のみを撮影するの
か」、「自撮りをするか」
、「他人に撮ってもらうか」、そして撮影角度は「立ちながら撮るの
か」、
「膝を曲げて撮るのか」、
「しゃがんで撮るのか」に分けて見ることで、白糸ノ滝ではど
のような写真を撮る傾向にあるのかを検討することにした。
一方、追跡調査では、階段下の滝見橋の始まりから滝壺付近までの範囲を調査した。チェ
ック項目は、定点調査と同様に「時間帯」、
「範囲内の滞在時間」、
「カメラの種類」、
「セルカ
棒の有無」、
「撮影方法」
、「撮影角度」に加えて「滝見橋の滞在時間」について調査した。
調査方法としては、班員が 5 人いたので定点調査・追跡調査を各 2 人で担当し、一人が
休憩をとるという形をとり、30 分ごとに交代し全員がすべての場所を調査できるようにし
た。定点調査の担当については滝壺と展望スペースに 1 人ずつ配置し、追跡調査では 1 人
1 組を追跡して調査を行った。
調査は 2017 年 8 月 10 日木曜日に行った。調査時間は、14 時から 16 時 30 分の 2 時間
30 分であった。天候は、くもりで気温は滝の近くということもあり、それ程暑くなく過ご
しやすい温度であった。調査方法は予定通り行うことができた。日本人と外国人をどちらも
調査をしてエスニシティの違いを比較することを計画していたが、現地に着いて調査地の
様子を実際に見たところ、その日は外国人観光客が少なかったため十分な調査ができない
と判断し、日本人のみに対象を絞ることにした。対象を日本人に絞るにあたり、エスニシテ
ィの違いから世代別の比較をすることに変更した。また、カップルを調査することを計画し
ていたが、世代別比較をする際にその対象を見つけることが出来ない年代があったため男
女の組み合わせは問わないことにした。この結果、調査項目に年代・性別も加えることにな
った。したがって、どちらの調査にも共通する項目は、
「時間帯」、
「観測地での滞在時間」、
「カメラの種類」、
「セルカ棒の有無」、
「撮影方法」、
「撮影角度」、
「年代」、
「性別」というこ
とになる。これらの条件の下、現地調査を行った。
Ⅲ．追跡調査―調査結果
追跡調査は、14 時から 16 時 30 分の間に滝見橋から滝つぼの手前まで日本人 2 人組を対
象として行った。その時間の中で、10～20 代は 8 組、30～40 代は 5 組、50～60 代は 7 組
で計 20 組の調査をすることができた。その結果は、以下の表 2 の通りである。調査した 20
組中 17 組はスマートフォン・カメラで写真を撮影しており、残りの 3 組は写真撮影を行わ
ずに白糸ノ滝を眺めるなどをして楽しんでいた。
写真を撮る枚数が多かったのは 10～20 代で写真撮影はどの組もスマートフォンだけで
あった。立ち止まる回数が多く、その度に写真撮影をしていた、との所感を持った。自撮り
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も同じく、この世代が多かった。表 1 からも分かるように、10～20 代の半分以上は自撮り
をしていた。そして、セルカ棒を使用していたのは 10～20 代の 3 組のみであって、他の世
代では見られなかった。30～40 代と 50～60 代では、女性がスマートフォンで男性が本格
的なカメラという組もいくつか見受けられた。この 2 つの世代で自撮りをする組は、3 組ほ
ど見かけたが、その他はお互いに撮り合いか風景のみの撮影が多かった。
橋の滞在時間に関して少し驚いたことは、滝見橋の滞在時間が少なかったことである。滝
見橋から白糸ノ滝が見えるため、初め写真スポットとして長く立ち止まるではないかと予
想していた。しかし、橋の滞在時間は、全体の組の平均が 1.8 分という結果だった。写真を
橋の途中で立ち止まり写真を撮っている人もいたが、一度も止まらずに通り抜けていく人
が多かった。特に 50～60 代は、ほとんどの組が橋の滞在時間が短かった。
全体の滞在時間をみても、滝見橋から滝壺前までの平均滞在時間は、10～20 代は 6.5 分、
30～40 代は 7.7 分、50～60 代は 6.8 分であった。写真の撮影回数に、世代間で差があった
が、世代毎の平均滞在時間には、そこまで差が出ていないことが分かった。
なお追跡調査を行っている際、パノラマまたは動画を撮っている姿も世代を問わず、多く
見かけた。また今流行りの Instagram のストーリーではないかと思われるものも、若い世
代中心に撮影されていた。
〈表 1〉

自撮りをするか・しないか
100%
80%
60%
40%
20%
0%

10・20代
自撮りをする

30・40代

50・60代

自撮りをしない

〈表 2〉
撮影方法
風景・自撮り
風景・自撮り・撮り合い
風景
風景・自撮り
風景・自撮り
なし
風景
風景・自撮り

撮影角度
立ちながら
しゃがむ・立ちながら
立ちながら
立ちながら
立ちながら
なし
立ちながら
立ちながら
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備考
3回撮る
7回撮る
スタスタ歩く、10回撮る
滝壺までいかず、3回撮る
1回撮る
看板見る、2回撮る
8回撮る

追跡調査 <30～40代>
時間帯
年代
性別
14:00～14:30
30代 男女
14:30～15:３0
30代 男女
40代 男女
30代 男女
16:00～16:30
30代 男女

撮影方法
風景
風景
自撮り・取り合い
風景
風景・自撮り

滞在時間 橋の滞在時間 カメラの種類
5分
3分 スマホ
？
30秒 スマホ
6分
1分 スマホ
16分
2分 スマホ・カメラ
4分
2分 スマホ

撮影角度
立ちながら
立ちながら
立ちながら
しゃがむ・立ちながら
立ちながら

セルカ棒の有無
なし
なし
なし
なし
なし

備考
看板をじっくり見る、橋は素通り
看板をじっくり見る、橋は1分
写真より見て楽しむ、柵越えて写真なし
パノラマ写真、女が写真

追跡調査 <50～60代>
時間帯
年代
14:00～14:30
60代
60代
14:30～15:00
60代
15:00～15:30
60代
50代
16:00～16:30

性別
男女
男女
男女
男女
男女

滞在時間 橋の滞在時間 カメラの種類
7分
40秒 なし
5分
1分弱 カメラ
6分
1分弱 スマホ
2分
30秒 なし
4分
1分30秒 スマホ

50代 男女

5分

50代 男女

19分

撮影方法
なし
お互いを撮る
風景
なし
風景

撮影角度
なし
立ちながら
立ちながら
なし
立ちながら

風景

立ちながら

風景・自撮り・お互いを撮る

立ちながら

セルカ棒の有無
なし
なし
なし
なし
なし

1分 カメラ・スマホ なし
5分 カメラ

なし

備考
看板見る、手前階段で数分立ち止まる
男性のみ柵を越えて滝壺へ、看板見る
眺めながら歩く、止まっても5秒
じっくり看板見る、女性が滝壺前で撮影
男性カメラ女性スマホ・橋と滝壺前で撮影・
滝壺前ではパノラマ撮影・看板見る
全体で6回立ち止まりその度に撮影、看板
男性のみ見る、主に女性が写真を撮ってい
た

Ⅳ．定点調査―調査結果
定点調査は、14 時から 16 時 30 分の間に白糸ノ滝の滝壺付近と滝見橋手前の展望スペー
スで、日本人 2 人組を対象に行った。その時間の中で、2 か所合わせて計 24 組の調査をす
ることができた。その結果は、以下の通りである。
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〈滝壺付近〉

〈展望スペース〉

・10～20 代

6組

・10～20 代

1組

・30～40 代

3組

・30～40 代

6組

・50～60 代

4組

・50～60 代

4組

合計 13 組

合計 11 組

滝壺付近では、13 組中 6 組が 20 代であり、若い世代が全体の約半分を占めている。一方
展望スペースでは、11 組中 6 組が 30～40 代であり、中間の世代が全体の半分強を占めて
いる。
滞在時間では、滝壺付近での平均滞在時間は約 6 分 37 秒、展望スペースでの平均滞在時
間は約 2 分 18 秒と、滝壺付近の方が圧倒的に滞在時間の長いことが指摘できる。一部例外
もあるが、滞在時間は、若い世代ほど長い傾向にある。
カメラの種類・セルカ棒の有無に関しては、どちらの調査場所についても指摘できること
だが、写真及び動画を撮る手段としては圧倒的にスマートフォンが多い。しかし、タブレッ
トや本格的なカメラで撮影を楽しむ人も見られた。またセルカ棒を使用したのは、たった 2
組であり、どちらも滝壺付近で見られた。
撮影方法は、
「風景」、「自撮り」、「撮り合い」、
「相手を撮る」、「他人に撮ってもらう」の
5 項目を立てて調査した。どちらの調査場所でも、一番多かったのは風景写真であり、滝壺
付近では 8 組、展望スペースでは 10 組が撮影していた。次に多かったのは、同率で自撮り、
撮り合いであった。自撮りに関して、滝壺付近では 8 組、展望スペースでは 2 組であり、撮
り合いに関して、滝壺付近では 6 組、展望スペースでは 4 組である。ここで興味深いのは、
自撮りを行った組が、滝壺付近の方が多く見られたことである。これは、20 代の若い世代
が、展望スペースより滝壺付近に多くいたことに関係している可能性が高い。というのは、
自撮り及び撮影回数が他の世代より多いため、若い世代の滞在時間が長くなる傾向になっ
たのではないか、という想定が成り立つからである。もっとも、どの世代でも写真は撮り、
枚数こそ少ないが、シニア世代も自撮りを楽しんでいることがわかった。
撮影角度は、
「しゃがむ」、
「膝を曲げる」、
「立ちながら」の 3 項目を立てて調査した。ど
ちらの調査場所でも、立ちながら撮影する人が圧倒的に多かった。滝壺付近にのみしゃがん
で撮影する組が見られたが、これは滝の近くまで行った組が、岩の上でしゃがんでいたため
である。若い世代ほど滝の近くで、シニア世代はそこまで近くに行かずに立ちながら、白糸
ノ滝を楽しんだことがわかる。
その他に展望スペースで調査を行って気づいたことは、注意書きが書かれた看板を見る
人がいなかったことである。恐らく、位置的に視界に入りにくい所に設置されているからで
はないかと推察される。訪れた人に白糸ノ滝を楽しんでもらいつつ、ルールは必ず守ってほ
しいのであれば、設置場所をもっと視界の入りやすい場所に移設することが望まれるだろ
う。
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〈表 3〉

定点調査 【滝つぼ付近】
〈10～20代〉
年代
時間帯
14:00～14:30
20代
20代
20代
15:30～16:00
20代
20代
16:00～16:30
20代

性別
男女
女
女
女
男女
男女

滞在時間
5分
6分
7分
5分
5分
15分

カメラの種類
スマホ
スマホ
スマホ
スマホ
スマホ
スマホ

セルカ棒の有無
あり
なし
なし
なし
あり
なし

追跡調査 <10～20代>
時間帯
年代
14:00～15:00
20代
20代
20代
15:30～16:00
20代
20代
20代
20代
16:00～16:30
20代
撮影方法
自撮り
風景・自撮り
風景・自撮り・撮り合い
自撮り・相手を撮る
風景・自撮り
風景・自撮り・撮り合い

性別
男女
男女
男
女
男女
男女
男女
女

撮影角度
しゃがむ
立ちながら
立ちながら
しゃがむ・立ちながら
しゃがむ・立ちながら
しゃがむ・立ちながら

滞在時間 橋の滞在時間 カメラの種類
6分
2分 スマホ
10分
3分 スマホ
6分
1分 スマホ
7分
2分30秒 スマホ
4分
2分 スマホ
1分
50秒 なし
9分
1分 スマホ
9分
5分 スマホ

セルカ棒の有無
なし
あり
なし
なし
なし
なし
あり
あり

備考
滝の近くに座り、眺めながら撮る
合わせて10枚ほど撮る
合わせて25枚ほど撮る
女性は犬などたくさん撮影、男性は風景のみ撮影（動画・パノラマ）
女性は動画撮影も、座り込む（約8分）

〈30～40代〉
時間帯
年代
14:30～15:00
30代
40代
15:00～15:30
30代

撮影方法
風景
風景・撮り合い
自撮り

性別
男女
男女
男女

撮影角度
しゃがむ・立ちながら
立ちながら
立ちながら

滞在時間
11分
4分
5分

カメラの種類
スマホ
スマホ・カメラ
スマホ

セルカ棒の有無
なし
なし
なし

備考
滝の近くに座って眺めながら話す
男性カメラ、女性スマホ
遠近法・見つめ合う写真撮影

〈50～60代〉
時間帯
年代
性別
14:30～15:00
50代 男女
14:30～15:00
60代 男女
15:00～15:30
60代 女
16:00～16:30
50代 男女

滞在時間
3分
1分
15分
4分
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カメラの種類
スマホ・カメラ
スマホ
スマホ
スマホ

セルカ棒の有無
なし
なし
なし
なし

撮影方法
撮り合い
風景
風景・自撮り・撮り合い
風景・自撮り・撮り合い

撮影角度
立ちながら
立ちながら
立ちながら
立ちながら

備考
立ちながら近くで眺める
男性だけ撮る、女性は手前で待機
1人はたくさん、もう1人は1枚撮る
滝を眺める

〈表 4〉

定点調査 【展望スペース】
〈10～20代〉
時間帯
年代
性別
14:30～15:30
10代 女

撮影方法
風景

滞在時間 カメラの種類 セルカ棒の有無
1分 カメラ
なし

撮影角度
立ちながら

備考
2枚ほど撮影しすぐ移動

〈30～40代〉
時間帯
年代
14:00～14:30
40代
14:30～15:30
30代
40代
15:30～16:30
30代
30代
40代
撮影方法
風景
風景・他人に撮ってもらう
風景・自撮り
風景・撮り合い
風景・自撮り・撮り合い
風景・撮り合い

性別
女
男女
男女
男女
男女
男女

滞在時間
2分
1分30秒
1分
1分
4分
6分

カメラの種類
スマホ
スマホ
スマホ
スマホ
スマホ
スマホ・カメラ

撮影角度
膝を曲げる・立ちながら
立ちながら
立ちながら
立ちながら
立ちながら
立ちながら

セルカ棒の有無
なし
なし
なし
なし
なし
なし

備考
調査係が撮影
滝見橋に男性1人(家族3人)、小学生(男)
女性が赤ちゃんを抱っこ、滝見橋を背景に撮影
動画も撮影

〈50～60代〉
時間帯
年代
14:00～14:30
50代
14:30～15:30
50代
60代
15:30～16:30
60代

撮影方法
撮り合い
風景・相手を撮る
風景
風景

性別
男女
男女
男女
男女

滞在時間
2分15秒
1分30秒
4分
1分

カメラの種類
スマホ
カメラ
スマホ・カメラ
スマホ

セルカ棒の有無
なし
なし
なし
なし

撮影角度
備考
しゃがむ・膝を曲げる・立ちながら
立ちながら
立ちながら
男性一眼レフカメラ、女性スマホ
立ちながら
タブレット、スマホを使用
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Ⅴ．まとめ
追跡調査からは、前述したように滝見橋は素通りが多く、橋をメインとしてではなく、滝
をメインとなうような演出が上手くできている。この結果は、橋を設置した当初の目的が実
現できているといえる。
定点調査からは、展望スペースより滝つぼの方が滞在時間は多い、という結果が得られた。
これは滝つぼがメインであり、展望スペースはあくまでも補助的なスペースであるためと
推察される。
全体としては、若い世代が風景を見ることより写真撮影に時間を使い、反対にシニア世代
は写真撮影より風景を見ることに時間を割くように感じられた。やはり、若い世代の方が
SNS のためなど、スマートフォンに慣れているため、こうした傾向になったと想定される。
今回の調査の反省点として、調査時のメモを細かく決めていなかったため、何枚撮るのか、
どの位置、どの場所で撮るかなどが曖昧になってしまい、正確なデータを集めることができ
なかった。追跡調査についても、滞在時間の記録を柵までか、柵を越えて滝つぼから離れる
までか、などを個人の見解でデータを記録していたため一意させることが難しかった。また、
観光客があまりおらず、16 時を過ぎてから団体客が多かったため、ツアーでは最後に白糸
ノ滝に訪れることがあることがわかった。このことから時間帯をずらして調査をすれば、最
初の目的であった外国人観光客を対象に動向調査をすることができる可能性が高い。
調査後に市長にお話を伺った際、「白糸ノ滝は人が少なかったでしょう、あれくらいがい
い」とおっしゃっていた。有名すぎて人が溢れかえるようでは、白糸ノ滝の風景や風情が損
なわれてしまう。このため、現在のように混雑しない程度が、一番白糸ノ滝の魅力を伝える
ことができる、という意見も否定できない。この見解は、今日の京都を比較して考えるとよ
り理解しやすい考えだと感じた。また今回訪れて感じた、白糸ノ滝のマイナスイオン、風景、
癒しなど、この全ての魅力をこれからも続けて伝えていく必要があるだろう。しかし、宣伝
しすぎるとかえって観光客が増え過ぎてしまうため、そこの調整が必要であり非常に難し
いと考えられる。
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貝瀬愛理

Team-R 調査報告
蒲原春香 北岡桃子

森本美沙

Ⅰ．調査目的・テーマ
本グループは、8 月 10 日に静岡県富士宮市にある白糸の滝で観光客の動向調査を行った。
調査に際しては、白糸の滝が富士山の登山道がある富士宮市の観光地の一つであること、国
の天然記念物および 2013 年に UNESCO 世界遺産の構成資産の一部として登録されたこと
から、日本人はもちろん外国人も含め多くの観光客が訪れていると考え調査地に決定した。
この調査を行った目的の 1 つ目は、どうして白糸の滝に観光客の方たちが訪れるのかを明
らかにすることである。実際に訪れたことのない地である白糸の滝は、調査前までわからな
い点ばかりだった。どういった人が訪れるのか？海外からも訪れるのか？といった多くの
疑問が出ていた。このため、まず白糸の滝の魅了を発見することが、次のステップへとつな
がるのではないかと考えた。2 つ目の目的は、調査を通して感じた問題点から学生目線で改
善策やアイディアを発信することだった。観光客が白糸の滝でどのような行動をするのか
追跡調査と定点調査を行い、この調査結果に基づいてこれから白糸の滝が観光地としてさ
らに発展していくための提案をしたい。
2 つの調査を行うにあたって「写真を撮る」という点を主なテーマとして調査をすること
に決めた。写真は記録として残すことや思い出として記憶を留めるために行う、と一般的に
想定できる。白糸の滝は、とても壮大で実際に滝の近くまで行くことができ、迫力を感じら
れることから、その記憶を残すために撮るのではないかと考えた。また SNS の利用率の高
さや「インスタ映え」という言葉が流行していることから、SNS にあげるための写真を多
くとるのではないかとも考えた。さらに、観光客の国籍や構成人数、年齢によって写真の撮
り方や枚数に変化があるのではないかと考えた。
以上を踏まえ、本グループは、白糸の滝に注目して 2 つの調査を行った。追跡調査では、
調査範囲を白糸の滝が見え始める橋から白糸の滝前の柵までに決めた。対象・年齢層・人数
に加え、スタート地点から到達地点までかかった時間、足を止めた回数を調査項目にした。
また定点調査では、調査地を白糸の滝前の柵に決めた。調査項目は対象人物・年齢層・人数・
止まっていた時間に加えて、どれくらいの枚数を撮るのか、滝だけの風景写真なのか人物を
いれた写真なのかという点に決めた。こうした目的とテーマに加え、当日現地でスムーズに
調査をするために全員で当日の行動を議論した。現地での調査の方向性を定めることによ
り、白糸の滝への理解度も深まり、落ち着いて当日行動することが出来た。
Ⅱ．調査方法・調査状況
現地調査では、家族層がどういう風に白糸の滝を眺めるのかについて調べた。調査方法は、
追跡調査と定点調査の 2 つである。
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追跡調査の追跡範囲は、白糸の滝に行く道中の橋の手前から白糸の滝前の柵までとした。
4 人いるメンバーを 2 つに分け、30 分おきにそのメンバーが入れ替わり調査した。同じ調
査を 2 回ずつ行った。なお調査では、30 分以上白糸の滝に滞在していた場合、引き続き追
跡を続けた。
調査対象は、アジア系とヨーロッパ系の子供 2 人までのグループである。追跡調査では、
橋の手前から白糸の滝に行くまでの道のりで、どこで足を止めたのか、また何枚の写真を撮
ったのか、足を止めた場所での滞在時間を調べ、最後に追跡したグループが移動後、足を止
めた場所での風景を写真に収めた。また足を止めた場所を、あらかじめ印刷しておいた白糸
の滝のマップに明記している。
定点調査を行った場所は、白糸の滝前の道である。調査対象は、追跡調査と同じく子供 2
人までのグループに焦点を絞り、アジア系とヨーロッパ系のグループ、年齢層、人種によっ
て滞在時間、撮る写真の枚数について違いが出てくるのかついて調べた。また撮る写真につ
いても、風景だけを撮った写真なのか、人物も入れた写真なのか、という 2 つポイントを調
べた。
実際に調査を始めた当初、ヨーロッパ系の家族層が見受けられなかったことから、調査対
象を追跡調査、定点調査共に日本人とアジア系の子供 2 人までのグループに変更した。し
かし、夕方になるとツアーの団体客が多く訪れ、ヨーロッパ系のグループも見受けられた。
調査を行うにあたり、日本人とヨーロッパ系は容易に判断できるが、日本人グループなのか
日本人グループではないアジア系のグループなのかを顔だけで判断することが難しかった
ため、そうしたグループの喋る言語に注目して、日本人グループとアジア系グループを見極
めた。事前に予想をしていた以上に、日本人が圧倒的に多く、子供連れもいたが、ペットを
連れて白糸の滝に来ているグループをあちらこちらで見かけた。
追跡調査で感じたことは、白糸の滝までの道のりで足を止めて写真撮影をしていた人は
少なく、意外にも足を止める時間も短かった。また写真を数枚とって移動する、というグル
ープが多かった。実際に調査データを見ても、撮影回数は最大 5 回で、最も少なかったグル
ープでは 2 回だったことからもこのことが指摘できる。調査項目になかったが、写真撮影
をするのではなく、ビデオテープを回して撮影をしている人もいた。
定点調査では、白糸の滝に訪れるグループは若い年齢層が多いと予想していたが、実際調
査を行ったグループ 14 組の内 9 組は推定 50 歳以上のグループだった。そして、写真を撮
る枚数と年齢層は関係なく、全体的に写真を撮るというよりも白糸の滝を眺めることをメ
インにしているグループがほとんどだった。
Ⅲ．追跡調査―調査結果
追跡調査では、外国人と日本人の 50 代以上の男女を対象に、足を止めた回数は外国人と
日本人とで差があるのか調査を行い、7 組のデータをとった。その結果、全 7 組のうち外国
人は 2 組と 1 人、日本人が 4 組で外国人よりも日本人の方が多かった。年齢別で見てみる
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と 50 代が 5 組、40 代、30 代ともに 1 組ずつだった。また、3 組は子どもを含む家族連れ
だった（表 1）。
まずは外国人が足を止めた回数について述べる。1 組は 4 回足を止め、それぞれ 1 分、1
分、2 分間足を止めた。もう 1 組は 2 回足を止め、2 回とも 7 分間だった。次に、日本人が
足を止めた回数について述べる。1 組は 3 回足を止め、3 分、1 分、2 分間だった。2 組目も
3 回足を止め、3 分、8 分、1 分未満だった。3 組目も 3 回足を止め、1 分、5 分、1 分未満
だった。4 組目は 5 回足を止め、1 分、1 分未満、4 分、1 分、1 分間だった。
なお外国人と日本人が共に行動していたグループでは、3 回足を止め、それぞれ 1 分、1
分、2 分間だった。またこのグループに関しては、外国人と日本人両方が所属しているため、
調査結果には記録しなかった。
以上から、外国人が足を止めた回数は、2 組の平均で 3 回。日本人が足を止めた回数は、
4 組の平均で 3．5 回だという結果になった。調査から、外国人と日本人とでは足を止める
回数に大きな差はないということが分かった。また、足を止めていた時間も、各グループで
大きく差があり共通点はなかった。
〈表 1〉
◎定点調査
対象
性別
アジア（日）女
アジア（日）女
アジア（日）男女
アジア（日）男女
アジア（日）男女
アジア（日）男女
アジア
男女
アジア（日）男女
アジア（日）男女
アジア（日）男女
アジア（日）男
アジア
男女
アジア
男女
アジア（日）女

年齢
人数
滞在時間
写真（人） 写真（風景）
60代
2 11分（1420～1431）
3
0
50代
2+子供 3分（1432～1435）
2
3
40代
2 3分（1557～1600）
1
0
40代
2+子供 2分（1610～1612）
0
0
40代
2 4分（1614～1618）
0
3
50代
2 12分（1418～1430）
1
2
50代女・60代男
2 4分（1431～1435）
5
3
60代
2 20分（1440～1500）
0
0
50代
2 11分（1359～1410）
2
0
60代
2+4（ファミリー） 9分（1412～1421）
0
0
60代
1 2分（1550～1552）
0
0
50代
2 14分（1608～1622）
16
2
40代
2 2分（1613～1615）
0
0
30代・60代
2 4分（1615～1619）
8
4

Ⅳ．定点調査―調査結果
定点調査では、14 組のデータをとった。14 組中 11 組は日本人のグループで、残り 3 組
は日本人以外のアジア人である。年齢は 60 代が 8 人、50 代が 8 人、40 代が 8 人、30 代が
1 人であった。滝壺周辺に滞在していた時間は、最大 20 分から最短 2 分と個人差が見られ
た。このため、滞在時間が長いものから順番に説明する。
今回の調査で最も長い、20 分間滞在していたのは 60 代の日本人の男女である。この男女
は滞在中、風景や人物の写真を 1 枚も撮らなかった。14 分間滞在した 50 代のアジア系の
男女は、人物を 16 枚、風景を 2 枚撮影した。12 分間滞在した 50 代の日本人の男女は、人
物を 1 枚、風景を 2 枚撮影した。11 分滞在した 50 代の日本人の男女は、人物を 2 枚、風
景は撮影しなかった。同じく 11 分間滞在した 60 代の日本人女性 2 人組は人物を 3 枚、こ
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ちらも風景は撮影しなかった。9 分間滞在した日本人の 60 代男女を含む合計 6 人の家族連
れは、人物、風景共に撮影しなかった。4 分間滞在したグループは 3 つあり、1 つ目の 40
代の日本人の男女は人物を撮影せず、風景は 3 枚撮影していた。2 つ目のアジア系の 50 代
女性と 60 代女性は人物を 5 枚、風景は 3 枚。そして 3 つ目の日本人の 30 代と 60 代の女
性は人物を 8 枚、風景を 4 枚撮影していた。3 分間滞在したグループは 2 つあった。1 つ目
は人物 2 枚、風景は 3 枚で、2 つ目の日本人の 40 代男女は人物 2 枚、風景は 0 枚だった。
2 分間滞在したグループは 3 つあり、1 つ目の日本人の 40 代の男女は人物・風景共に撮影
していなかった。2 つ目の日本人の 60 代男性も人物・風景共に撮影していなかった（表 2）。
以上のデータから、人物を撮影しなかった場合は風景も撮影しない、またはどちらか一方
を 1 枚から 3 枚という少ない枚数撮影する傾向があることが明かとなった。また本調査で
は、30 代から 60 代という年齢層でデータをとることができたが、写真を撮る枚数に年齢は
比例しないことが明らかになった。
〈表 2〉
◎追跡調査
対象
性別
アジア
男女
アジア（日）男女
アジア（日）男女
アジア（日）男女
ヨーロッパ 男
アジア（日）女
アジア＋日 男

年齢
50代
50代
40代
50代
30代
50代
50代

人数
2
2
2+子供
2+子供
1
1+子供
1+2

足を止めた回数
4
3
3
3
2
5
3

①1409～1410
①1515～1518
①1545～1548
①1527～1528
①1503～1510
①1531～1532
①1509～1509

②1411～1412
②1520～1521
②1550～1558
②1530～1535
②1512～1519
②1532～1532
②1510～1510

止めた時間
③1414～1416
③1523～1525
③
③
③1533～1537
③1511～1513

④

④1537～1538

⑤1538～1539

Ⅴ．まとめ
本調査では、それぞれの調査内容に目的を持って事細かく決めることを大切にした。そう
することで当日に、集中して調査を行うことが出来た。そのために事前にメンバー4 人で綿
密に話し合いを重ねた。その結果、定点は対象・年齢層・人数・滞在時間・写真、追跡は対
象・年齢層・人数・足を止めた時間や回数を主とすることを決めた。このように設定した理
由として、今回の調査対象場所であった白糸の滝において、数ある滝の中からわざわざこの
滝を選び、足を運ぶことにしたのかを重要視した。また私たち日本人だけではなくアジアや
ヨーロッパの方々達はどれだけの人数が来ていて、またその行動に国民性が垣間見えるよ
うなものはあったりするのだろうかという点も重視した。そして先ほど書いたことから分
かるように、対象年齢の項目を共通して置いた。これは人種を細かく明記することで更に明
確に理解を深めることが出来るからだ。このようなことを踏まえて、私達は当日を迎えた。
結果には、事前準備をして臨んだものの、実際に行ってみるともっとこうしていれば良か
ったのではないかという反省点や改善点が見受けられた。その中の 1 つとして、予想して
いたより、ヨーロッパやアジアの人が少なかったことがあげられる。ヨーロッパ人が来た時
には、すぐに見た目で判断することが出来たが、日本人以外のアジア人と日本人との判断が
難しい。またこれは年齢の面でも同じでる。今回の調査では、40 代や 50 代が比較的多かっ
たのだが、その境目も同じように難しかった。こうした問題が発生した時の対処法を考えて
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いなかった。しかし、同時に気付いたことも多く日本人観光客が主に来ていて、国民に愛さ
れている場所なのだなと実感した。予想していなかった、新たな気付きを数多く得ることが
できた調査であった。
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Team-W 調査報告
岡千夏 児島ひかり

野村明花

Ⅰ．調査目的・テーマ
本グループは、白糸の滝の商店街で観光客の動向調査を行った。白糸の滝には駐車場から
公園付近、音止めの滝の展望スペース付近、白糸の滝の展望スペース付近に飲食店や土産物
などの店舗が道沿いに並んでいる。
白糸の滝周辺では現在風致景観向上や価値の共有、継承、安全性や快適性の向上のための
整備が進められており、これまでに橋や展望場の整備、滝壺周辺の店の移転、案内所や公園、
トイレ整備が行われていた。白糸の滝展望スペースにはアーケードがあり、果物屋の「する
がや」、パワーストーンを売っている「ハッピーベル白糸」
、富士山の絵画を売っている「白
糸荘」、お土産物屋の「だんの屋」、
「ふじの屋」の 5 店舗が営業しているが、この 5 店舗も
今後滝周辺の整備のため公園付近に移転される予定である。こうした状況を受け、移転され
るこれらの 5 店舗周辺で観光客がどのくらい滞在して、何に注目しているのか、店内への
出入り口や品物の購入の有無を調査し、店を移転させることの妥当性や観光客がそこで何
を必要としているのか、移転後の展望スペースの活用について考察した。
Ⅱ．調査方法・調査状況
調査方法は、対象とする観光客が調査範囲を通るまでの間調べる追跡調査と一定の調査
範囲にいる人の行動を調べる定点調査を行った。具体的には、追跡調査と定点調査ともに白
糸の滝付近の果物屋の「するがや」
、パワーストーン店の「ハッピーベル白糸」、絵画を売っ
ている「白糸荘」、キーホルダーやお菓子などのお土産を売っている「だんの家」
、「ふじ野
屋」がある商店街で調査した。
追跡調査では、商店街のある通りをどのように観光客が通るかを調べた。調査対象となる
観光客がどのような人物であるか、という項目として「国籍」、
「関係性」、
「年齢層」を調べ
た。国籍は、見た目や話している言語だけで国を把握することは難しいと考えたため、見た
目から判断できるヨーロッパ人かアジア人どちらであるかという項目を設けた。年齢も見
た目では判断しにくいため、項目を 20 歳以上の人々はおおまかに分けて 20 歳～40 歳、40
歳～60 歳に分けた。それ以上の年齢の人は 60 歳以上とした。関係性では、家族、友達 2 人、
カップル、1 人という項目に分けていたが、異性 2 名がカップルであるか、また同性 2 人の
関係性が友達であるかの判断を見ただけではできないため家族、異性 2 名、同性 2 名、1 人
の項目に変更した。またこのように分けたそれぞれの関係性の調査数が同じになるように
調査することにした。そして、調査対象とする観光客が商店街の通りを訪れた時刻、通りを
どれぐらいの時間をかけて通るかを調べ、その中で何に注目しどこで立ち止まるかを細か
く調査した。また店舗に立ち寄った場合、どこの店に立ち寄り何を購入したかを調べた。
25

定点調査でも、追跡調査と同じように調査する観光客の国籍、関係性、年齢層を調べた。
そして、対象とする観光客が店を訪れた時間、訪れた店の名前と店での滞在時間といったよ
うに、定点調査では追跡調査より店に立ち寄った観光客に注目して調査した。
調査を行うにあたって 2 人 1 組になり、追跡調査と定点調査に分かれて調査した。夏の
外での調査で集中力を切らさないようにするために、1 時間調査を行った後に 30 分の休憩
を取った。そして休憩後に追跡調査と定点調査を交代し残り 1 時間ほど調査を行った。追
跡調査と定点調査を同じ場所で行うことによって、それぞれの調査から調べることのでき
なかったことを補い合った。
調査は 2017 年の 8 月 10 日の 14 時から 16 時 30 分ごろまで行った。天気はくもりで商
店街は全体的に木陰だったが湿気が多くジメジメとした蒸し暑さが感じられた。調査を行
っていて気付いたことは、事前に予想していたよりも白糸の滝の商店街の道を通る外国人
が少ないということがあった。その中でもヨーロッパ人はほとんど見かけなかった。また調
査開始直後は、日本人がほとんどだったが、休憩後にフォロー調査と定点調査を交代し、夕
方になった頃にアジア人観光客が訪れるようになった。なお関係性の項目で 1 人という項
目を設定したが、商店街の通りを 1 人で訪れる人は少なく、家族で来ている観光客が多く
いた。その結果、関係性の各項目の調査数を同じにしようと予定していたが、1 人の調査数
が少なくなり家族の調査数が多くなってしまった。
Ⅲ．追跡調査―調査結果
追跡調査から集計したデータを表 1 にまとめた。店名は、
「するがや」を A、
「ハッピーベ
ル白糸」を B、
「白糸荘」を C、
「だんの家」を D、
「ふじ野屋」を E と表記している。購入
したものは、飲食物を a、その他を b と表記している。注目したものは、店の商品を 1、店
の外装・看板（広告）を 2、景色を 3、その他を 4 と表記している。
国籍については、23 組中、22 組がアジア、そして、アジアとヨーロッパの両方の国籍が
1 組だった。よって、ほとんどの人がアジア国籍だった。関係性については、23 組中、家族
が 9 組、異性の 2 人組が 6 組、異性の 3 人組が 1 組、2 人組が 5 組、1 人で来ていた人が 2
組だった。よって、家族が約 39％、異性 2 名が約 26％、異性 2 名が約 26％、1 人が 9％で
ある。性別については、65 人中、男性が 29 人、女性が 36 人。よって、全体の約 45％が男
性、約 55％が女性だった。同性 2 人組の 5 組のうち、男性同士が 1 組、女性同士が 4 組で
あった。1 人できていた人は 2 人とも男性だった。年齢層については、0 歳～5 歳未満が 4
人、5 歳～10 歳未満が 6 人、10 歳～20 歳未満が 8 人、20 歳～40 歳未満が 30 人、40 歳～
60 歳未満が 10 人、60 歳以上が 7 人だった。よって、0 歳から 5 歳未満が約 6％、5 歳から
10 歳未満が約 9％、10 歳から 20 歳未満が約 12％、20 歳から 40 歳未満が約 46％、40 歳
から 60 歳未満が約 16％、60 歳以上が約 11％である。所要時間については、23 組中、5 分
未満が 21 組、5 分以上が 2 組だった。よって、5 分未満が 91％、5 分以上が 9％である。
立ち寄ったお店については、Ａに 1 組、Ｂに 2 組、Ｃに 3 組、Ｄに 6 組、Ｅに 2 組、お店
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に立ち寄らなかった組が 12 組だった。よって、約 52％がお店に立ち寄らなかった。購入し
たものについては、a が 1 組、b が 2 組、何も購入しなかった組が 20 組だった。よって、
約 87％が何も購入していない。注目したものについては、1 に注目したのは 12 組、2 に注
目したのは 4 組、3 に注目したのは 2 組、注目したものがなかった組が 9 組である。よっ
て、1 が 52％、2 が 17％、3 が 9％、注目したものがなかった組が 39％だった。
〈表 1〉

Ⅳ定点調査―調査結果
定点調査から集計したデータを表 2 にまとめた。店名は、
「するがや」を A、
「ハッピーベ
ル白糸」を B、「白糸荘」を C、「だんの家」を D、「ふじ野屋」を E、と表記している。
国籍については、50 組中、48 組がアジア、2 組がヨーロッパだった。よって、全体の 96％
がアジア国籍である。関係性については、50 組中、家族が 28 組、異性の 2 人組が 8 組、同
性の 2 人組が 9 組、同性の 7 人組が 1 組、1 人で来ていた人が 4 組だった。よって、家族
が 56％、異性 2 名が 16％、同性 2 名が 20％、1 人が 8％である。性別については、143 人
中、男性が 62 人、女性が 81 人だった。よって、全体の約 43％が男性、約 57％が女性であ
る。同性 10 組のうち、男性同士が 2 組、女性同士が 8 組だった。1 人で来ていた 4 人のう
ち、男性が 3 人、女性が 1 人である。年齢層については、0 歳～5 歳未満が 6 人、5 歳～10
歳未満が 23 人、10 歳～20 歳未満が 20 人、20 歳～40 歳未満が 47 人、40 歳～60 歳未満
が 38 人、60 歳以上が 8 人だった。よって、0 歳から 5 歳未満が約 4％、5 歳から 10 歳未
満が約 16％、10 歳から 20 歳未満が約 14％、20 歳から 40 歳未満が約 33％、40 歳から 60
歳未満が約 27％、60 歳以上が約 6％だった。滞在時間については、1 分未満が 15 組、1 分
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から 5 分未満が 26 組、5 分以上が 9 組である。よって、1 分未満が 30％、1 分から 5 分未
満が 52％、5 分以上が 18％である。入店したお店については、50 組中、Ａに 5 組、Ｂに 5
組、Ｃに 9 組、Ｄに 27 組、Ｅに 4 組である。よって、入店率は、Ａが 10％、Ｂが 10％、
Ｃが 18％、Ｄが 54％、Ｅが 8％である。
〈表 2〉
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Ⅴ．まとめ
本調査では、
「するがや」
、「ハッピーベル白糸」、
「白糸荘」、
「だんの家」
、「ふじ野屋」の
計 5 店舗を対象として観光客の年齢層や関係性、滞在時間、注目したもの、店内への出入り
や購入の有無などを調査した結果から、下記のような考察を行った。
まず「するがや」から「ふじ野屋」の区間を、どのくらいの時間をかけて通過するのかを
追跡調査したところ、5 分未満でこの区間を通過する観光客が 91％、特に 3 分未満で通過
する観光客が 23 組中 15 組であり、5 分以上かけて通過する観光客が 9％という結果であっ
た。この結果から、ほとんどの観光客が 5 店舗を重視しておらず、行きの観光客は白糸の滝
へ、帰りの観光客は駐車場や広場へと足早に向かってしまう、という傾向が指摘できる。
また店に立ち寄った観光客が 48％、立ち寄らなかった観光客が 52％という結果から、半
数以上の観光客が足を止めることなく 5 店舗の前を素通りし、また店に立ち寄った観光客
11 組のうちわずか 3 組しか商品を購入していなかった。この結果、
「するがや」から「ふじ
野屋」の間で店に入ったとしても、ほとんどの客が商品を見て回っただけで何も購入せずに
出てしまう、という傾向が指摘できる。
区間を通過する際に観光客が目をとめたものが、店の外装・看板（広告）52％、木々の隙
間から見える白糸の滝などの景色 17％、その他 9％、何も注目しなかった 39％という結果
から、店自体やその店のメニューや看板に興味を示している観光客が半数以上いることが
わかり、店自体に興味がないわけではないことが推察される。しかし、何も注目せずに足早
に 5 店舗の前を通過してしまう観光客が 39％いることも事実であり、ここからも店を素通
りする観光客が多いことがうかがえる。
一方定点調査では、入店した観光客の関係性が家族 56％、異性二人組 16％、同性二人組
20％、一人 8％という結果から、入店する観光客の中で家族連れの観光客の入店率が比較的
高いことがわかる。入店した年齢層が 0～5 歳未満 4％、5～10 歳未満 16％、10～20 歳未
満 14％、20～40 歳未満 33％、40～60 歳未満 27％、60 歳以上が 6％という結果から、10
代から 60 歳までの観光客の入店率が高いものの、年齢層にほぼ偏りがないことが明らかと
なった。
店内での滞在時間が 1 分未満 30％、1 分～5 分未満が 52％、5 分以上が 18％という結果
と、調査をしている際に購入の有無を確認できた範囲の中で、何かを購入するという観光客
が少なかったことから、店には立ち寄ってみるものの商品を眺める程度で店を出てしまう
客がほとんどであるということが指摘できる。入店率では、
「するがや」10％、
「ハッピーベ
ル白糸」10％、「白糸荘」18％、「だんの家」54％、「ふじ野屋」8％という結果から、観光
客は土産物屋に入店することが多く、また白糸の滝へとつながる階段付近に位置する「ふじ
野屋」よりも、階段から少し離れ両隣に店が隣接している「だんの屋」のほうが観光客は多
く入店している傾向が指摘できる。
本調査では、当初調査結果をもとに集客率アップに貢献するという目的から、白糸の滝の
商店街で観光客の動向調査を行う予定でいた。しかし調査当日に、調査対象の 5 店舗が白
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糸の滝周辺の整備のために駐車場付近の公園辺りに移転されるということを知ったため、5
店舗の集客率の向上ではなく、店を移転することの妥当性や観光客が必要としているもの、
移転後の展望スペースの活用方法を中心に考察した。
まず調査結果を基に考えられることは、5 店舗を駐車場付近の広場に移転するのは妥当だ
ということである。追跡調査からも定点調査からもわかるように、店の前を時間をかけるこ
となく通過する観光客が多く、入店したとしても滞在時間が短く、商品を買う人が少ないと
いうのが現状であった。白糸の滝へと向かう観光客は、滝がすぐ近くに見えるため店よりも
滝へと足を運び、白糸の滝を見終えた観光客は長い階段を上ってきた疲れをとるため立ち
止まる人々が多くいても、何かを購入しようと考え店に入る観光客は少ない。これは、駐車
場付近の開けたスペースにもいくつか店があり、観光客はそれを覚えていて、滝付近の店よ
りも駐車場付近の店で何か買うことを考えている可能性があることも、滝付近の店舗に人
が集まらない原因の一つではないか、と推察される。
一方調査対象区間であった店の前で、遠目に見る滝を写真に収める人々がいたり、階段を
上ってきた疲れをとる人々が多くいたことから、5 店舗を移転する代わりに、開けた休憩ス
ペースのような場所をつくるべきではないか、という所感を抱いた。また休憩スペースに配
置するベンチの角度などの細かい点に気を配ることも重要だと感じる。というのは、階段付
近の「ふじ野屋」の前にベンチが設置されていたが、座ると滝とは反対方向に向いてしまい、
座りながら白糸の滝を眺めるということはできない。滝を眺めながら座ることのできるベ
ンチがあれば、より好まれる休憩スペースとなるのではないだろうか。以上のように、白糸
の滝での調査を通して、5 店舗を移転し新たな休憩スペースをつくる、またその際にベンチ
の向きなどの細かい配置にも気を配るなど、観光客の動向やニーズに合わせた整備を行え
ば、白糸の滝への観光客数の増加、各店舗での購買率の向上につながるのではないか、とい
う提案を最後に提示したい。
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