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◆国際シンポジウム２００８「自然公園としての富士山」 

 

本郷： ただいまより国際シンポジウム２００８「自然公園としての富士山」を開催させていた

だきたいと思います。 

 私は本日、司会進行を務めさせていただきます、当研究所の研究員の本郷と申します。一日、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 これから開催にあたって、今日お招きしている講師の先生がたを、簡単にご紹介させていただ

きたいと思います。まず最初におことわりですがプログラムの中で、アメリカの国立公園局のサ

ム・ボーンさんにおいでいただくことになっておりましたが、急きょご都合が悪くなり、来日が

不可能となりました。サム・ボーンさんがお話しになる予定であったイエローストーンの話題に

関しては、ハワイからおいでになっているゲイルさんに代わって発表していただきます。 

 ゲイルさんもアメリカの国立公園局のメンバーで、特にハワイの国立公園でインタープリテー

ションの専門家として活躍されています。次にニュージーランドからお２人のかたをお招きして

おります。ニュージーランドの自然保護局の管理監でいらっしゃいます、ポール・グリーンさん

と、環境教育に携わっておられる、リアン・フレーザーさんです。午前中はこの３人のかたから

ご講演いただく予定でいます。 

 午後は日本の国内の状況ということで、まず環境省関東地方環境事務所の統括自然保護企画官

でいらっしゃいます関根さん、それから同じ環境省で長らく国立公園の管理に携わられていて、

現在は共栄大学国際経営学部の教授でいらっしゃいます高橋先生です。 

 以上、ご紹介させていただきましたかたがたから話題を提供していただいて、夕方、最後に総

合討論という形で皆さんのご意見を伺うというスタイルで、進めさせていただきたいと思います。 

 では、まず開会の辞ということで、当研究所の所長の荒牧先生のほうからごあいさつをいただ

きたいと思います。 

荒牧： おはようございます。皆さん、このようにたくさんいらっしゃることを予想していなか

ったので、うれしいのですけれども、ちょっと戸惑っております。ありがとうございます。 

 このシンポジウムは、今ご紹介のように、外国のかたの話を聞くのが主ですが、もちろん富士

山を世界遺産にしようという話に触発されたことは確かでございます。 

 考え方の流れを申しますと、世界遺産についてのいろいろな議論が当地で進んでゆくうちに，

われわれ日本人，特に富士山の周りに住んでいるかたがた、自然保護の活動をされるかたがたは、

世界遺産として比べられるべき外国の国立公園とか、そのようなところについて必ずしも十分な

知識を持っていないということに気づいたことが，主な動機であります．世界遺産と名を付ける

のですから，それが文化遺産であっても，自然の景観の美しさは世界的であるという意味が含ま

れていると理解されます．ここにいらっしゃる皆さんが全員、これからご紹介いただくイエロー

ストーンとか、ハワイとか、トンガリロとかという国立公園のことをよくご存じだとは思わない

ので、そのような仮定のもとにシンポジウムを開かせていただくのです．アメリカとニュージー

ランドでは、どのように取り組んでいるかというような話をまずお聞きして、それに加えて、今

日の午後は、日本の側から専門家をお２人お願いしていますので、全体の視野として、日本はこ

のような特徴があるよというお話をしていただいたうえで、午後の相当部分は自由討論にしたい

と、このような企画でございます． 前説はこのぐらいにいたしまして、午後はそのようなわけ

で、質疑応答の時間をとりたいと思います．どんどん自由な発言をしていただくことをお願いで

きればと思います。どうぞよろしくお願いします． 

本郷： それでは、プログラムに沿って進めさせていただきたいと思います。最初にご講演いた

だきますのは、ジム・ゲイルさん。彼はアメリカの国立公園で働かれておられまして、国立公園

管理の専門家、特にインタープリテーションに関してのプロでおいでになられます。25 年以上に

わたってハワイ火山の国立公園でお仕事をされております。米国内にとどまらず、海外のいろい



 2

ろな国で環境教育、あるいはエコツーリズムの推進に携われ、地域の人たちとの共同作業を進め

ながら、国立公園の管理を進めていらっしゃいます。 

 先ほども申し上げましたように、最初にお話しいただきますのは、ハワイのお話ではなくてイ

エローストーンのお話になります。では、ゲイルさん、よろしくお願いいたします。 
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イエローストーン，利用を通じての保護 

Yellowstone, Preservation Through Use 
（Sam VAUGHN, 米国国立公園局ﾊｰﾊﾟｰｽﾞ･ﾌｪﾘｰ・ｾﾝﾀｰ 副管理監） 

   ＊Vaughn 氏が来日されなかったため、J. Gale 氏が講演された 
 
ゲイル： アロハ。ありがとうございます。今回こちらに伺えて、大変光栄に思っております。

そして、これだけ大勢のかたがたに今日参加いただいたということで、大変うれしく思っており

ます。この富士山に関するシンポジウム、保全、そしてまた自然に対する高い関心をお持ちの皆

さんとご一緒できることを、うれしく思っております。 

 富士山に関しては、この火山に関して勉強を始めた当初、最初に勉強した山でありまして、本

当に美しい火山であり長年日本に来て、この素晴らしい活火山を見たいと思っておりましたので、

荒牧先生にこのようにお招きいただいたことに、心からお礼を申し上げたいと思いますし、大変

光栄に思っている次第でございます。 

 先ほどお話がありましたように、サム・ボーン氏が、今回来日ができませんでした。本人は大

変がっかりしておりました。彼自身もこのアメリカの国立公園局ハーパーズ・フェリー・センタ

ーに勤めていますけれども、日本の国立公園、国定公園の何らかの助けができるのであれば、今

後ぜひ協力をしたいということでございました。サムは本当にがっかりしていたのですけれども、

その点をお伝えしたうえで、私のほうから代わりまして、国立公園というのはどのようにして誕

生したかの話をしたいと思います。 

 さて、1800 年代ないしは 1900 年代初頭においては、さまざまな破壊が起きました。森林が燃

やされ、そして切り倒され、自然科学者ジョン・ミューアという人がいたのですけれども、本当

にこの美しいアメリカの部分が破壊されていることに懸念を表明しました。彼が当時の大統領セ

オドア・ルーズベルトと親交を結びまして、ジョン・ミューアとそしてルーズベルト大統領がキ

ャンプファイヤーを囲んで、そこで国立公園という考え方が浮かんだのであります。ウォレス・

タックナー、彼は歴史学者なのですけれども、彼に言わせれば、これが、アメリカが生み出した

最大の妙案であるということであります、この国立公園というものが。 

 ルーズベルト、そしてジョン・ミューアがそのキャンプファイヤーを囲んでいた当時、彼らが

何を決めたかといいますと、国立公園をつくろうと。そしてそれは、人々が自然を楽しめるよう

に、一般の人たちが楽しめるように、保全をすることを目的とするということでありました。保

全と利用、この二つを両立させ、そして何世代にわたってこの公園を損なうことのないようにす

るということを決めました。これが一つの原動力となりました。そもそも国立公園がつくられて 

いるのは、単にその自然、最も厳正な自然を守るだけではなく、歴史を守るという意味もありま

す。いいにせよ、悪いにせよ、アメリカのこのケイケイの歴史、これを守るという目的がありま

す。 

 では、まず最初に、サムのプレゼンテーションからスタートしたいと思います。このプログラ

ムの中では、いかに公園が効果的なインタープリテーション、自然解説、そしてまた適切な、そ

して持続可能な，人々や市民による利用によって保全できるかということをお話ししたいと思い

ます。 

 イエローストーンにいらしたことのあるかたはどのぐらいいらっしゃいますか。何人か。結構 

 いらっしゃいますね。はい。ここはまさにアメリカを象徴する国立公園であります。日本にお

いて富士山がシンボルのような、そのような位置づけになっているのと同じであります。富士山

は本当に素晴らしいところですけれども、世界各地にそのようなものがあります。そして、どの

国立公園であっても、この保護、利用、この二つの目的があります。そしてこの公園の資源、価

値、これを保護すること、そしてまた、有益かつ持続可能な市民による利用、これが目的となっ 
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ております。 

 もう１回繰り返しますけれども、保護と利用、これがすべての国立公園の基本的な使命であり

ます。そして公園の資源、価値を保護する、そしてまた有益かつ持続可能な市民による利用を実

現することが、使命となっております。世界各地において各国は、保護と利用のバランスを図っ

ております。そしてそれによって、人々が引き続き公園を楽しめるように努力をしております。 

 効果的なインタープリテーション、自然解説、これが公園の保護においては不可欠であります。

そして有益かつ持続可能な利用を奨励すること、これも重要であります。ここで、インタープリ

テーションというのは教育プログラムでありますし、また展示、パンフレット、ビデオ、また屋

外における看板、そしてデジタルプログラムなどを指すものであります。市民がこの知的、また

は心情的なつながりを持てるようにするというものであります。公園の専門家、そして教育者に

はよく分かっていることでありますけれども、このようなインタープリテーションによって人々

の理解が深まります。そして感謝の気持ちが芽生えます。それによって思いやりの気持ちが生ま

れ、管理がなされるようになり、保護されるようになります。 

 例えば屋外の表示、あるいは道路わきの説明ボード、”Wayside Exhibits”とアメリカで呼んで

おりますけれども、このようなものは非常にインタープリテーションの効果的な手法です。しか

し、メッセージは簡潔なものでなければいけませんし、すぐ周囲にあるものと関係がなければい

けない。そして視覚的に妨害するようなものであってはなりません。 

 この道路わきの説明のボードに、パンフレットを組み合わせることもできます。関心のある人

によりよい、深い情報を提供するというものです。つまりこのページをめくっていくことができ

ます。そうなると、そのそれぞれの季節、そしてそのイエローストーンでどのようなことが起き

るのかということについて、より深く知ることができます。 

 このような説明のボードは、複数の感覚に訴えるものであることもできます。例えば触覚であ

ったり、あるいは音を使ったり、画像を使ったりする。それによって見学者の注意を引き、体験

を高めることができます。これはアスペン（ポプラの一種）の森林です。まさに自分の目の前に

あります。そしてその表示では、それぞれの季節の移り変わりが示されています。アスペンの紅

葉のときも見られますし、あるいはアスペンの地下の根というのも体験することができるわけで

す。 

ビジターセンターの展示も、非常に効果的なものになりえます。一番いい展示というのは、さま

ざまな感覚に訴えるものでなければなりません。そして訪問者、見学者がどれだけ時間を過ごす

かを決められるようでなければなりません。ビジターセンターを設計し、そして建設し、また人

を配置して維持するというのは、非常にお金のかかるものですから、計画を綿密にする必要があ

ります。 

 人が介入するプログラム、これは非常に訓練された知識の深いスタッフが行うものであれば、

大変楽しいものであり、それに参加した人にとっては効果的です。しかし、多くの見学者にとっ

ては、そのようなものにアクセスが可能でないこともありえます。 

 また、非常に重要な情報を商業的な事業や民間企業、そして観光団体、その他の組織によって

提供するということも可能です。 

 効果的なインタープリテーションによりまして、公園資源を守ることができます。例えばいろ

いろな評価をすることで分かったことですが、きちんと計画的に作られた表示、あるいは路傍の

説明ボードによりまして、人々がトレイルや登山道から外れることがなく、そして環境が破壊さ

れることを防ぐことができることが分かりました。 

 また屋内の展示のほうが、お金が大変かかります。ですので、きちんとどのような表示をする

かを評価すると、お金の節約にもなります。例えばトレイルから外れないようにというように表

示をしますと、ここから人々はよくトレイルから外れがちだというところにその表示をすること

で、それを避けることができます。またなぜその登山道から外れてほしくないのか、きちんと説 
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明が表示にされていれば、それに従う率が高く

なります。 

最も効果的でベストの組み合わせで、インター

プリテーションと情報をビジターに提供するこ

とは大切ですが、そのためにはやはりきちんと

計画を立ててそれを作ることが不可欠となりま

す。アメリカ各地の国立公園は、インタープリ

テーション計画を立てることが要求されていま

す。この計画の中にはゴールが設定され、また

それを達成するために何が必要かが、きちんと

勧告されていなければなりません。 

こうした計画のためには共同作業が必要です。

その共同作業に当たるのは、関係各グループや

省庁、組織がかかわらなければなりません。イ

エローストーン国立公園の場合は、この計画の

中には大イエローストーン・エコシステムにい

る人たちが、みんなかかわっています。つまり

公園の周りを取り囲む人たち、この緑の部分が

この森林になりますが、そこにいる人たちもか

かわっていきます。というのも、これを大イエ

ローストーン・エコシステムというように考え

られているからです。 

 国立公園だけが独立して、孤立した状況で計

画を立てることはできません。成功するために

は、もちろん公園の中で成功するためには、そ

してさらに周りのエコシステムを含めて成功す

るためには、周りじゅうがかかわらなければな

りません。というのも、そこにすむ動植物には、

どこで国立公園が終わっているのかなど分かり

ません。そのような境界線は関係ないからです。

ですので、より広い地域を巻き込んでいくこと

が必要です。まさにイエローストーン国立公園

では、より大きなエコシステムを守るために、そのような形で周りを巻き込んで計画作りから始

めました。 

 そのような共同作業のためには、さまざまな人たちがかかわってくるということが必要になり

ます。イエローストーン国立公園の場合にはそうして、周りじゅうを巻き込んでやったというお

話をいたしました。 

 そして効果的なインタープリテーションのためには、評価が必要です。どのような人たちがビ

ジターとしてやってくるのか、また展示やサイン、プログラムの効果はどうなのか、計っていか

なければなりません。またその評価をした結果については、お互いに共有し、いろいろな公園、

各国間で、そうした情報を共有していくことが必要です。つまり継続的に学びながらやっていく

わけです。グリーンに成長をしていく。成長して腐ってしまうのではなく、成長することでより

グリーンになって、よりうまくやっていくようにしなければなりません。周りの変化に合わせて

成長していかなければならないのです。 
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 さて、まとめに入りますが、効果的な公園のインタープリテーションのためには、計画を作っ

て、共同作業をし、評価をするということが必要になります。インタープリテーションの中には

いろいろな手法が入ってきますが、そのメッセージを一番的確に伝え、その聞き手、体験、その

場所に見合ったものにしていかなければなりません。効果的なインタープリテーションによりま

して、公園の中の環境は将来の世代にわたって守っていくことができるはずです。 

 皆さんも豊かに受け継がれたその体験など、共有するこの機会をいただきまして、本当にあり

がとうございます。専門家の皆様、そして一般のかたがたとも、こうした知識を共有することが

できる機会をいただいたことを、大変感謝しております。ありがとうございました。 

 

本郷： どうもありがとうございました．（拍手） 

何かご質問がございますでしょうか。 

新谷： ありがとうございました。国立公園、アメリカの国立公園におけるインタープリテーシ

ョンの定義を教えていただければ、より理解しやすいと思いますので、教えていただけますでし

ょうか。 

ゲイル： インタープリテーションはビジターに対して、知的、そしてまた心に訴えるようなもの

であります．いろいろな刺激を与え、そしてインスピレーションを与え、そして感情をかき立て

るようなものであります。心とそして皆さんの理性、頭を刺激するようなものでありますね。で

すから、皆さんにいろいろ考えていただく。例えば景観、そしてまたその管理をするための意識

を高める、また保護をしなくてはいけないという意識を高めるという、そのような刺激を与える

ものであります。 

 インタープリターの役割というのは、教育をするというよりはむしろ、そのようなインスピレ

ーションを与える。そしてこの人々に対して、休暇中の人たちに対して、休暇を過ごしている人

たちに対して、このような体験、忘れない体験を与えるというのが趣旨であります。 

本郷： 日本でインタープリテーションというと、単に自然解説というような意味合いで伝わっ

ている部分もあるかと思いますけれども、もう少し幅の広い、非常にトータルな定義かなという

ように感じます。 

山地： 先ほど、ジョン・ミューアというお名前が挙がりましたが、その先駆者ともいうべきＤ・

ソロー、L.W.エマーソン等の環境思想は、アメリカ国立公園の中に於いて、どのような理解と浸

透がはかられているのか、お教え戴きたく宜敷お願いします。 

ゲイル： はい。こうした人たちは、土地の倫理観というのでしょうか、保護管理をするという

ことを訴えた人たちです。彼らが元々科学ということをまとめて、物事がどのように相互に依存

し合って、かかわり合っていくかという考えを広めた人たちです。ですので、最初にインタープ

リターに与えられた情報といってもいいと思います。より大きなミッションを共有し、そしてわ

たしたちの周りを守ろうという、その考えを広めた人たちでした。大変いいポイントを突いてい

ただきました。ありがとうございます。 

本郷： ほかにいかがでしょうか。 

私からの質問ですが、インタープリテーションの効果の評価が大事だとおっしゃっていましたけ

れども、その評価のやり方というのは非常に複雑で難しいと思いますが、どのようなことが達成

されれば、インタープリテーションの効果があったと判断されるか、そのポイントだけ簡単にご

説明いただければと思います。 

ゲイル： はい。とてもいいご質問だと思います。まず自分たちは、基準が何であるかを決めな

くてはいけないと思います。おっしゃるとおりだと思います。それに対しての評価ということに

なりますので。私は専門家ではありません。このようなことというのは、わたしたちはインター

プリテーションを長いことやっていますけれども、必ずしも、自分たちがどのぐらい効果を上げ

ているかを考えることはありません。 
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 したがって、インタープリターが何らかのプログラムを実施するにあたって、まずはインフォ

ーマルな形で評価をする、非公式の評価をすると。最初は調査をしたかもしれませんね。ですか

ら、例えば、この公園について人々がどのようなことを知っていたのか、その日、話すテーマに

ついてどのぐらい知っているか、最初来たときにまずアンケートのようなもので聞く。そして終

わった段階でもう１回聞いて、そして彼らの、ビジターの態度に変化がないのかを見る。そして

例えば、ごみを、案内しつつ何回も拾うような場面があった場合、そしてほかの人たちが同じよ

うにだんだんごみを拾うようになれば、ビジターの人たちも、そうすれば人々の行動の変化があ

ったということになると思います。 

 ですから、いろいろな判断の基準はあると思います。わたしたちはいろいろと質問をしてみた

り、またいろいろな人たちに対し、このようなことをしてくださいという、お手本のようなこと

を示すようなこともありますし、そしてまた場合によっては、公園を雑草とか外来種から守ると

いうようなこと、このような話をするというような、そのようなことをやっています。いろいろ

な実験をしています。 

 その終わった段階で、例えば植物を動かしてみる。例えば雑草があまりにもひどくて、動かさ

なくてはいけないということがあります。ですから、９割の人たちが、その結果、このように助

けてくれるようになれば、それは効果があったということになるでしょう。 

 ですから、ケース・バイ・ケースといいましょうか、どのような評価をするか、何をもって効

果的であるということは、ケース・バイ・ケースだと思います。まだ今、学習中です。 

本郷： ありがとうございます。われわれ研究者の立場から、どのようにそれを判断すればいい

かというのは非常に大きな問題だと思っています。また、普段ガイドをされている皆さんも悩ま

れていることだと思います。ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。 

参加者： イエローストーンの国立公園では、かなり子供向けの教育プログラムというのが充実

していたように思いました、わたしが行ったときに。何か戦略的に子供向けの教育プログラムを

充実させようとしているのか、子供向けの教育について国立公園が果たす役割のようなことを、

どのように公園局として考えているのかのあたりを、少し教えていただければと思います。 

ゲイル： 国立公園というのは、やはり屋外の大学であるというように考えています。そう考え

ますと、その場に即した教育というのが、一番効果的な教育方法ではないかと思います。子供た

ちに理解を促すうえでは、一番重要な役割ではないかというように思います。 

 ですので、いろいろな中心的な問題を考えるようにしています。そして子供たちにも考えて、

データを集めて、探検をしてもらおうとしています。そして自分たち自身でいろいろな疑問を持

てるようにしてほしいと思っています。そのような疑問を持つことで、その疑問に対する答えを

子供たちに探してもらいたいと思っています。 

 ですので、これは全体的なプロセスとなります。この風景で心を動かされるだけではなく、自

分たちが興味を持ったことについて学ぶことができるプロセスだと思います。大変学際的なプロ

セスです。数学、芸術、文学、読み書きですとか、そのようなことが全部かかわってきます。そ

れを通して教育を全米に広げていくことができる。そして、その実験場、あるいは大学の役割を

果たすのが、国立公園だと思います。 

 そして、パートナーシッププログラムがたくさん今、国立公園との間でできています。そこで

は若い人たちと、若い子供たちと国立公園を再びつなぎ合わせようとしています。ビデオゲーム

の中にそれを取り込んだり、こうやってコンピュータの前で遊んでいるわけですね。外に出て行

かないで、そして自然とのつながりが失われてしまった子供たちと、再び国立公園を結びつけよ

うとしています。その中には、構造的ではないかもしれない、あるいは構造的な部分もある、そ

のようなつながりを子供たちに持ってもらいたいと思っています。 

 皆さんも思い出していただければ、小さい子供として、皆さん自身も忘れられない体験を自然

の中でされたのではないでしょうか。だからこそ、皆さんはここの部屋に集まってくださってい
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るのではないかと思います。皆さんは自然を愛していらっしゃる。そのような若者をつくってい

かなければならない。それが国立公園が負っている役割ではないかと思います。再び子供たちが

忘れられない体験、忘れられない思い出を自然に中で育んでもらう、そのような役割を国立公園

は持っているのだと思っています。 

本郷： ありがとうございます。 

ここで 10 分ほど休憩を取らせていただきます。 

グリーン： わたしたちのコメントは、あとまで少しお預けにしたいと思います。プレゼンテー

ションの中で言及したいと思いますので、もう少しお待ちいただけますか。 

 

（休憩） 

 

本郷： はい、それでは引き続きまして、ゲイルさんのほうから、今度は彼の専門といいますか、

長年のフィールドでありますハワイ火山国立公園での事例をご紹介いただきます。「ハワイ火山国

立公園における自然解説および自然教育に向けた地域協働モデル」というテーマでご講演いただ

きますが、特に地域協働ということが一つのキーワードになっているかと思います。 

では、ゲイルさん、よろしくお願いいたします。 
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ハワイ火山国立公園における自然解説 

Hawaii Volcanoes National Park Offers a Collaborative Model 
 To build Interpretive and Educational Success 

James GALE, 米国国立公園局 ﾊﾜｲ火山国立公園 ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾃｰｼｮﾝ主任 
            Hawaii Volcanoes National Park USA, Chief of Interpretation 
  

ゲイル： ありがとうございます。ハワイ火山国

立公園にいらしたことがあるかたはいらっしゃ

いますか。かなりいらっしゃいますね。では、行

きたいと思っていらっしゃるかたは、どのぐらい

いらっしゃいます？ はい、もう少し増えました

ね。はい。この話のあとでもっと数が増えれば、

これは効果があったということになるでしょう。 

 では、ハワイの火山国立公園にはスター的な存

在が二つあります。一つがマウナ・ロアでありま

す。この火山です。これはマウナ・ロアの山頂部

分であります。そして、こちらの下のほうにある

この火山、これはキラウエア火山であります。 

 マウナ・ロア、これが地球上で最大の火山であります。そして最も高い活火山であります。５

万 6,000 フィート以上の標高であります。さて、頂上部分を見ていただきますとクレーターがあ

ります。そしてここからは一連の、いわゆる割れ目地帯があります。この割れ目地帯は特にこの

種の火山においてはよく見られるものでありますけれども、ここまで続いています。そして溶岩

はこちらの方向に流れて行きます。そしてまた、こちらの方向へと流れます。ですから、皆さん

の富士山とは随分違っている。こちらは成層火山でありますが、マウナ･ロアは楯状火山です．随

分違っております。 

 さて、このキラウエアの山頂部分、このクレーター、大体 600 メートルの幅となっております。

ですから、こちらの側からこちらまで見ますと、そしてここからこのような形で見ていきますと、

これこそがこのマグマの深さになります。この表面のすぐ下にマグマがあります。キラウエア、

そしてマウナ・ロア、いずれも神聖な山とされています。富士山と同じであります。聖なる山と

考えられております。これは、マグマがこのように下がっていきますと、この割れ目の所を下が

っていきますと、一連のクレーターに沿って下がっていきますと、チャックが下がるような形で、

ずっと割れ目が出てきます。これは 10 キロ以上にわたる割れ目になることもあります。このよう

に 100 メートルぐらいの高さの溶岩の噴泉が起きます。私自身はこのような割れ目の噴火は見た

ことがありませんけれども、しかし、この 1983 年の噴火以降、このような噴火が今日も続いてい

る、その経過がこのようになっています。 

 これは火口部分であります。ですから、この割れ目がどんどん広がっていく。そして溶岩が噴

出するのです。何キロにわたって噴出する。そして局所的にだんだん収まっていくという流れが

あります。この火口から噴水のように。高さとしては 500 メートルぐらい上まで噴き上がります

し、また溶岩湖ができることもあります。それからまたこの湖、冷却をすると、そして自ら倒れ

ていくような、そのような形をとることもあります。ですから、この真っ赤な溶岩、これは本当

に驚くようなものであります。ペレというハワイの神がありますけれども、これが赤の象徴であ

ります。ですから、ペレに一番近い所が、この赤い溶岩の所、ここまでということになるでしょ

う。 

 さて、私が数日前、ハワイを発つ前の状況でありますけれども、今このような姿形をしていま

す。ここに火口があります。ここで噴火しています。そして溶岩がこのように流れてきておりま
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す。非常に熱いです。そしてガスをたくさん含むものであります。そしてこのように池ができて

いきます。どんどん埋まっていきます。そしてそこからあふれて、そして流れていきます。ハワ

イを発つとき、新聞を読んだのですけれども、現在溶岩の流れが公園に住む人々の家の近くまで

迫っているということです。 

 では、このような溶岩の流れ、どんどんどんどん速く進み，枝分かれするような形もあります

し、ないしはこの大きな流れになることもあります。ですから、火山の素晴らしい力に対する敬

意を表するため、多くの人たちが訪れています。 

 そしてなぜ国立公園になったかまずビジターのかたがたがじかにこの活火山を見てそして、そ

の建設的、そして破壊的な力、自然の力を見ていただくというのがねらいであります。これはよ

り安全な溶岩でありますけれども、パホエホエといいますけれども、これが世界でも使われてい

る言葉でありますけれども、この二つの種類の、この、いわゆる砂のような、砂のようで渦を巻

いているような溶岩の名称であります。 

 このような現象を見れば、もう生涯忘れないような経験となるでしょう。皆さんはできるだけ

近くまで行って、噴火も見たいと考えています。ですから、わたしたちはできるだけ安全に、こ

のような所に行っていただけるように配慮をしています。 

 溶岩が流れていく中で、同時にまた森林破壊されていきます。森林がこのように溶岩の流れに

よって奪われてしまっています。煙が非常に立ち込めておりますので、何かバーベキューをやっ

たあとのようなにおいがします。あまりにも火山が活動をしていますので、土地の 90％が溶岩で

覆われてしまっているのです。1,000 年ごとに 90％が覆われてしまうということで、森林は非常

に若いものであります。素晴らしい熱帯雨林でありますけれども、しかしながら、短命に終わっ

てしまう。いつも次から次へと溶岩が襲ってくるということで、非常に短い命となっております。 

 ハワイ火山国立公園にはいろいろな鳥がいます。ここに固有の、ほかにいないような種があり

ます。このように生命が本当に目覚ましい進化を遂げている中で、フィンチという鳥がこのハワ

イまで到達している。そして 54 の種へと進化していったという、これまでの経緯があります。で

すから、ダーウィンがもしガラパゴスではなく、

ハワイに来ていたならば、恐らくショックを受け

たのではないですか。というのは、ガラパゴスで

は 14 種しかいない。そのように進化して、そし

て適応したものは 14 種しかいない。ハワイには

54 以上あるということであります。本当に驚くべ

き話だと思います。植物もこのような溶岩のある

地帯へと、このように順応しています。わたした

ちとしては、花を一つ一つ大切にしていただき、

そして鳥がさえずりを続けられるようにしてほ

しいと思っています。 

 このような溶岩の流れ、例えばこの川のように流れてきます。そしてどんどんどんどん固まっ

ていきます。川が凍るのと同じようなイメージで溶岩も固まっていきます。そして、溶岩トンネ

ルが生じて，その中を歩けるようになっていきます、昨日私も富士山麓で溶岩トンネルを経験し

ましたけれども。そしてまた大きな噴火のあとの森林を見ますと、いかにその破壊がなされるか

ということが分かります。硫黄のにおいがしますので、それも一つ体験になるでしょうし、そし

てまたハワイの人たちがカヌーを造るような、このような大木も見ていただくことができます。 

さて、この公園はまた、いろいろな野生の自然に恵まれております。海からこの１万 4,000 フ

ィートまでの高さまで続いています。ここにビジターのかたがいらっしゃいますと、孤独感を味

わうことができます。人が大勢いるような場所から離れて、１対１で自然を体験することができ

ます。この溶岩が海まで達しますと、このようなアーチができます。この新しい、黒い砂のビー
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チ、これが波の力ですぐになくなってしまい、破

壊され、またその後に新たなものが生まれます。 

ハワイの人たちにとって、ここは非常に神聖な

場所であります。ですから、いうなればここは神

聖なルネサンス(再生)をもたらすような場所で

あります。そしてハワイの人たちはここに来て、

新たな命を与えられる、ないしはまた古くからの

新たなチャンスを与えられるというようなこと

があります。ですから、それぞれ一人一人がこの

公園を大切にすることが必要であります。ハワイ

の人たちが、この岩石に線画といったものを描く

ということがあります。そして噴火に関して、こ

の絵を通じて語るという、そのようなものもあり

ます。 

  このように新しい土地がどんどんできていき

ます。噴火が起きると同時に大量の有毒ガスが出

てきます．このような火山ガスからいかにビジタ

ーの人たちを守るのか、そしてメタンガスが爆発

しないようにどうすればいいのかということを

考えなくてはなりません。また，例えば今現在、

考古学的に非常に重要な場所がある。ところが、

明日は、そこは溶岩で覆われてしまうかもしれま

せん。そのような課題、チャレンジがわれわれの

このハワイ火山国立公園にあります。 

  ですから、一つ、今日の重要なメッセージ、協

力は創造性の触媒であるということであります。 

 これは信じられないほどの数のさまざまな課

題があり、そしてまた同じくらいの数の機会も生

まれるわけです。それについてわれわれが必要と

考える解決策を、模索していく必要があります。

こちらが、訪問者、見学者が到着すると 10 ドル

の入場料を払います。これで７日間有効です。そ 

して車の中に入っている人みんな、全員がこの 10

ドルで賄えます。これは比較的新しい規則ですが、

この入場料によって、公園の保護、そして維持に

役立っているといえます。 

科学者が重要なパートナーの一員です。モニタリ

ングを続け、そして公園のサービスをアップデー

トし、どのような危険があるかを見て、どうした

ら来訪者を安全な場所に持っていくことができ

るか、そしていかに安全を確保できるかというこ

とを考えてもらっています。また、展示を開発す

るのにも重要な役割を果たしています。この放射

性の熱があって、この背景の人たちは少し吹き飛  

                       ばされているような感じですけれども、              
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溶岩のすぐそばにいるとこのようになります。と

いうことで、展示を作っています。 

  インタープリターが、どうしたら記憶に残るよ

うな経験ができるかということを考えています。

また火山の噴火を目撃し、どうしたらその溶岩が

見られるのか、どうしたらいいのか、どうしたら

見られるのでしょうかというようなことを質問

してくるわけですから、そのようなことを伝えよ

うとしています。ですから、溶岩に近づいてほし

い。そしてそれには敬意をもって、また慎重さを

もって行っていただきたいということです。また

アメリカ地質調査所のハワイ火山観測所などの

助けを得て、毎日アップデートをしています。ま

さに刻々とリアルタイムでアップデートしてい

ます。 

  毎日アップデートをしていくということは、溶

岩から出て行くことが訪問者にとって簡単なこ

となのか、それとも難しいことなのか、さまざま

な場所について見ていきます。それによってそれ

ぞれの訪問者のグループのプランナーの人が、そ

の日のプランを立てられることができるように

しています。 

  この人たちは本当に上に上がって行って、

2,000 度の、華氏 2,000 度の溶岩に近づいてもい

いという格好をしていますでしょうか。服装を見

てください。とにかくそのようなきちんとした服

装をして、素晴らしい体験をしていただきたいと 

思っています。それによって救助の必要も少くな

ります、適切な服装をしてもらう。そして水もき

ちんと持っていってもらう。それによって無事に

戻ってきていただくようにしたいと思っていま

す。そして、つまずいたりしないようにするとい

うことです。ペレのキスといっていますけれども、

つまりつまずいたときにかすり傷を負うということを、ペレのキスと呼んでおります。そのよう

なこともなるべく避けたいと考えています。 

  アメリカにはたくさん弁護士がいます。つまり政府はかなり資金があるということで、政府を

訴えることができると人々は考えているということで、弁護士はたくさんいて、このような表示

をきちんと立てるようにしています。それによって訴訟を起こされないようにするわけです。も

ちろん政府は、資金はたくさんありますけれども、貪欲な人が政府を訴えてお金を取ろうとする

ことは、なるべく避けなければなりません。 

  これはハイカーに対する注意です。これから３マイル後に噴火活動があります、そして３リッ

トル分の水がありますか、懐中電灯はありますか、バッテリーは十分ありますか、予備もありま

すかというようなことが書いています。このようなメッセージを伝えようとしています。しかし、

時には表示自体も焼けてしまうことがあります。ですから、常に更新をしていって、交換をしな

ければなりません。溶岩に近いからです。
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 時には、建物を動かさなければいけないこともあります。2005 年、このポータブル・ビジター・

コンタクト・ステーションを２回動かさなければなりませんでした。溶岩のために、とにかく撤

退しなければならなかったわけです。抹殺されてしまいかねなかったためです。15 年前はビジタ

ーセンターが丸ごとなくなったことがあります。今はもう 90 フィートの溶岩で、そこは覆われて

います。 

 もう一つの来訪者にとっての危機、危険というのはガスです。溶岩が海に流れ込むときに、全

く新しい黒い砂もできますが、爆発をするわけです。そして非常に階層のような、ガラスのよう

なものになって、それがプルームを作るわけです。溶岩の霧とわたしたちは呼んでいます。これ

が人の肺に入ることがあります。わたしの職員の目にも入ったことがあります。ですから、この

ような所には近づけないように、プルームには近づかないようにしなければなりません。それを

どのように確保するか。やはりインタープリテーションということで、科学者やアーティスト、

そしてイラストレーターなどの力を借りて、掲示を作っています。このプルームをいかに避ける

か、注意と慎重さをもってということです。 

 ハワイの火山観測隊と協力をして、ここでアップデートをしています。15 分ごとにアップデー

トをしています。つまり二酸化硫黄の量、火山から出ている二酸化硫黄の量をアップデートして

います。これはビジターセンターにあるものですけれども、この黄色い線がごらんいただけると

思います。二酸化硫黄が出ているそのラインを示しています。この所から出ていくことが分かり

ます。この黒い線が道路です。ですから、その黄色い雲には近づかないようにするということで

す。 

 どうしてそのようなことをするか。つまりぜんそくがあったり、慢性の心臓病、あるいは肺病

がある場合には、非常に健康にとって有害です。この国立公園で死んでいただきたくはないわけ

です。ですから、まずその危険がどのようなものかということを理解してもらいたい。彼らは知

らないわけです。この活火山に来たことがないかたがたであるからです。これだけガスを噴出し

ているということに気づいていないからです。 

 そして出版物も科学者が出しています。科学者がこのようなものを出版しています。学術論文 

は１回しか出されませんので、科学者がその論文を出し、そして 25 セントの寄附を来訪者に募っ

ています。それによって再版ができるようにして、１回の印刷ではなく、何度も再版をして、そ

のような危険を避けることができるようにしています。 

  これはプウ・オオ、そしてこれはガスです。このガスが噴出をあおるわけです。マグマがこれ

はどんどん大きくなっていきます。そして拡大し、さらにマグマが加速し、表面に向かっていき

ます。これがＳＯ２です。二酸化硫黄が十分たまる。10 年分にもなるわけです。つまりこの野球

場、熱気球、巨大な熱気球で埋めるような、そのようなものが毎日出てくるわけです。 

  この写真は非常に風がよく吹いていて、カルデラを見ることができるときです。しかし、風が

やむと、同じ場所でこのような感じになります。つまりこれは長期的なわたしどもの職員にとっ

ての健康への障害となりますし、来訪者にとっても危険です。ですから、インタープリテーショ

ンが非常に重要な役割を果たします。つまり公衆安全を守るためです。つまり、どのような危険

があるかを人々に知っていただく、そして危険に近寄らないようにしていただくことが必要だか

らです。 

  その他の、実際に来訪者にガスの結果を見てもらうことができる場所があります。この硫黄が

たまっているハイキングコースです。結晶が作られているのが分かります。この頂上が陥没した

ことによって、硫黄がたまった状態になります。つまり、このインタープリテーションの中で、

カルデラ・ウォールというのを作っています。カルデラが陥没します。そしてそれが崩落すると、

こちらにステップができます。そして下のマグマで水が流れ出ていくにつれて、このマグマの岩

石と接触する。そしてそこから硫黄が上昇します。それによって信じられないほどの硫黄の堆積

ができるわけです。この硫黄の堆積の上を子供たちが遊び回ったり、飛び回ったりして、踏み固 
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められるわけです。 

 ということで、板張りの道にしなければなりません。そうなると、非常に美しくたっています

けれども、あまりにも開発されてしまったということで、この道の高さを上げなければなりませ

んでした。それによって、このような地形を人々が楽しむことができるようになっています。 

 ガスによってキラウエアの隠れた変化が分かります。つまり、考古学者、あるいは博物館の職

員などに古い写真を見てもらって、そしてこのような掲示を作ってもらっています。トーマス・

ジャガーという最初の火山学者の１人ですが、このハワイ国立公園を確立した人ですけれども、

実際にここでガスを採取した所になります。つまり、将来と過去への道となるわけです。つまり、

いかにガスをここで採取したかということが、ここに書かれています。ここは国立公園ではあり

ますけれども、当時、国立公園が確立されたときに、この水熱性の非常に重要な所になると考え

たわけですけれども、そこの温度は足りなかったということです。 

 火山の噴煙も非常に危険であり、健康にとっても有害であり、致命傷にもなりかねません。特

にリスクのある人、呼吸障害のある人、あるいは心臓病、妊娠をしている人、あるいは乳児や幼

い子供などは危険です。ですから、これは、この燃やしたマッチのようなにおいがします。そし

てまさにのどから入っていくとせきが出ますので、ここには近寄らないようにしなければなりま

せん。 

 ガスが上昇してきてくると、またそれが下がっていく。それは、つまり酸性雨として降ってく

るわけです。これは表示。かなりこの酸性雨で打撃を受けています。まさにこれはインタープリ

テーションの表示の墓場となっています。この腐食が進んで、もう何も読めない状態になってし

まっています。ですから、この活火山の周囲では、このような腐食に耐えるような、火成の腐食 

性の雰囲気に耐えるような材料を使わなければなりません。 

  では、どこに行きたいのか、何を来訪者は見たいのでしょうか。見学者も長距離、遠い所から

何千ドルも使ってハワイに来ているわけです。ですから、できるだけたくさん時間を活用したい

と考えています。例えば４時間以上時間があるという場合、さまざまな展示があります。社会学

者の研究によって分かったことですけれども、通常それぞれのグループごとに１人プランナーが

いるものだ。ですから、同じ表示であっても、それぞれ場所を変えています。例えばトイレに行

く所、あるいはシアターから出てくる所、あるいは車へ戻る所、「あ、そうだ。これやろう」とい

うようなことを、目につくような所を幾つかの場所に持っていくわけです。それによってプラン

ナーが、その日の予定を立てることができるようにしています。 

  これはマウナ・ロアとキラウエアです。ハワイの文化はこのハワイの火山国立公園の一部とな

っていますので、そしてペレがあるということで、できるだけハワイ語を使うようにしています。

ここに書かれているのは、観察することによって学ぶということです。この二つのスター的存在

があります。これがマウナ・ロア、そしてキラウエア、これがずっとこちらにわたっているもの

です。マウナ・ロアは長いということです。本当に信じられないほど長いわけです。島の半分を

占めています。キラウエアはハワイ語では広がっていくという意味です。いかに広がっていくか

がお分かりいただけると思います。 

  これも先ほどわたしがお話ししたものですが、この火山の女神の家です。この割れ目の地帯が

あって、下にマグマがあります。そしてこの 25 年間、１月３日にちょうど 25 周年を迎えたとこ

ろですけれども、ここが噴火している所です。どれだけの景観が失われたか。11 マイルの道路が、

ここからこのあたりの集落、カラパナというところまで奪われました。ですから、非常に劇的な

インパクトを地元にも与えているわけです。また、公園への訪問に対しても大きなインパクトを

与えております。 

短期間の訪問ということであれば、インタープリテーションとしてはとにかくその聞き手の声

に耳を傾けるという、それぞれの行程に合ったプランを立てるわけです。つまり時間をまず考え

て、それから予定を立てるということが、一番よい経験ができるわけです。限られた時間の中で、 
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 どれだけの経験をするか。どれだけの経験をするかです。例えば、チェーン・オブ・クレータ

ーを行くことができます。11 マイル、ここをずっと行って、ビジターセンターまで戻ることがで

きます。 

 いずれにしましても、１、２時間のＣＤをまず見ることができる。そのシティー・イベントと

か、そのようなものを見ることができます。 

 そして２時間から４時間かけて見ることができます。あるいは、２時間から４時間ということ

であれば、このような経験も加えることができます。例えば溶岩湖を歩いて、こちらに行くこと

もできます。このコースガイドをこのように配っております。 

 そのほかにも短期間、すでにこれまで訪問したことがある。１回目にここに来たことはあるけ

れども、今回は複数滞在できるというような人たちもいます。たくさんのコースがあり、たくさ

んのインタープリテーションの経験ができるということで、何日間もここで過ごそう、そしてハ

ワイの火山国立公園で過ごそうということで、こちらに来たという人もいます。まさにこの公園

と恋に落ちてしまったかたです。このようにクレーターを下がって、道路に行く。そしてずっと

下がってきて、こちらまで来て、そして溶岩のほうへ歩いていくことができます。ですから、も

っとたくさんの体験をすることができるわけです。３万のこの岩石の彫刻などを見ることもでき 

ます。ですから、それぞれの滞在期間によって、それぞれできることも違ってくるということで、

そのプランを立てることができます。 

  このまさにレンジャーという現場のスタッフがいます。このほほえんでいるレンジャーたちは、

本当に訪問者たちに愛されています。見学者というのは特に字を読みたいとは思っていないわけ

です、必ずしも。ですから、実際にこのような人たちから話を聞きたいと思っています。ですか

ら、かなりの教育訓練をスタッフに対して行っております。そして、まさに目を見張るような素

晴らしいカスタマーサービスを提供しています。つまり公園へのゲストということで、その見学

者に対しては最大限の注意を向けるということをしています。 

  皆様がたに、この短期間の訪問の計画というパンフレット、日本語で書かれたものを配ってい

ますけれども、日本語でもできれば展示や掲示を行いたいと思っています。それによって表示が、

皆様がたの母国語で書かれるということもしたいと思っています。実際には 13 か国語でインター

プリテーションの翻訳を出しています。そのような通訳もいるわけです。 

  ということで、われわれの目標は、公園の中にあるすべての表示については、それをウェブサ

イトで見ることができて、そしてそれを、それぞれの母国語で印刷できるようにしたいと思って

います。つまり、来る前に事前に計画をして、公園全体をそれぞれの母国語で理解をしておき、

そしてウェブで理解したあと、こちらに来ることができるようにということを目標にしておりま

す。 

  溶岩湖を実際に歩くことができるときに、このような景色が見られます。これはクレーターで、

この噴火がここから起こって、このような非常に大きなものを作りました。400 メートルの高さ

まで行きました。ハワイでも、記録された中でも、最大のものの一つです。ですから、クレータ

ー全体が 400 フィートの溶岩で覆われたわけです。その溶岩湖を歩くことができます。 

  もう一つ情報の出し方として、コースガイドを出しています。つまりコースに沿って、地質学

者、アーティスト、イラストレーターなどの協力を得て、こうしたフィールドガイドを使ってい

ます。つまり、実際にそこに行った人の目撃者、あるいは 1959 年の火山の噴火を目撃した人の言

葉で語っています。歩く時間がない人の場合には、基本的な情報をこの道路わきの説明のボード

で見ることができます。 

  書店があります。これは国立公園のサービスの一つです。協力団体とわたしたちが呼んでいま

すけれども、50 年前くらい、この国立公園局はもっと国立公園はお金が必要だということに気づ

きました。ということで、協力団体、このような書店などを国立公園の中に設けています。そし

てそれぞれ登録された役割を議会から与えられています。そして、この書店からの売り上げの収 
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益を、直接国立公園に還元することになっています。ですから、国立公園の中でグッズを買った

り、あるいは本を買ったりする人たち、それが公園に使われるわけです。ですから、サポートで

きるということです。 

 このハワイ・ナチュラル・ヒストリー・アソシエーションが、この教材なども提供しています。

ですから、これは非常に貴重な資金であります。わたしの職員の 10 人分の給与にもなります。で

すから、非常に重要です。連邦政府からすべて助成金を得ている、助成金はすべて連邦政府から

ということではなくて、このような協力団体の収益も使っています。 

 330万人ほどのビジターが来ます。そしてたくさんの人たちがハワイにやってきていますので、

毎年のようにビジターの数は増えています。ですので、十分な数のインタープリターを備えるこ

と、ビジターセンターの人もきちんと育てておくことというのが必要になってきます。 

 では、ちょっとグラフで説明をしたいと思いますが、大体どのような人たちが働いているかお

見せします。これが国立公園の内訳ですが、832 人の従業員がいると書かれています。この 832

人のうち、わたしはここにいます。ナショナル・パーク・サービス。140 人が雇われています。

そして国立公園で直接に雇われているのがこれだけです。この円グラフの中で大きな部分を占め

ているのが、ここ、ボランティアの人たちです。 

 とにかくここにいるのがボランティアのかたがたです。ボランティア、アメリカでボランティ

アといった場合、時間を毎日８時間割いてくださる、しかも無給でやってくださるかたがたです。

われわれのほうからは 10 ドル、一人一人に払っているだけなのです。ですので、彼らは大変な労

働力になります。アメリカではボランティア主義というのは大変重要になってきます。社会に対

するサービスをお返しするという、そのような精神のもとでやっているわけです。 

 ボランティアのかたがたは若い学生さんから、大学の学生さんからシニア世代の人たちまで、

いろいろいます。すでに引退した人たちですが。ビジターのかたがたはいろいろな年齢層の人た

ちがいます。ですので、シニアのかたがたがいますと、その人たちが高齢者のレンジャーがいる

といって、喜んでその人たちにいくのです。若い学生さんではなく、自分と同年代の人たちと話

をしたいということで、そのようなシニアのレンジャーの人のところに話をしに行ってくれるわ

けです。ですので、さまざまな年齢の人たちが働いているというのは大変重要です。 

 それから 186 人ほどの科学者たちなどもいます。地質学者、火山学者などの科学者たちです。

それから植物学者もいます。それから昆虫学者などもいます。考古学者もいます。いろいろな研

究に携わってくれる人たちです。また、公園管理への専門家もいます。それから契約請負業者の

人たち、この人たちはわれわれに直接雇われている人たちもいれば、パートナーに雇われている

人たちもいます。 

 そしてもう一つ、時折契約をする人たち、エコツアーのバスドライバーですとか、それからネ

イチャースクールの主催者とか、それからビジター向けのインタープリテーションをやってくれ

る人たちも、この中に入る場合があります。それから本屋さんがここです。ブックストアがここ

に当たります。そして一つだけ公園内にあるホテルがここに入ります。55 人でしょうか。52 人で

しょうか。 

 ということで、この公園管理のためには大勢の人たちが必要ですし、いろいろなスキルがかか

わってきます。小さなコミュニティーのようなものだと思います。スーパーインテンダントと呼

ばれる人が、まるで市長さんのような形で機能するわけです。そして、リソースを管理し、イン

タープリテーションを行い、技術面で支援をしたり、あるいは資金面、それから地図を作ったり

ということで、一つの都市を運営するのと同じような規模で、皆かかわっています。 

 なぜハワイ火山国立公園が世界遺産になったのか。それからバイオスフィアサイトになったの

かというのは、やはり生物の多様性が保たれているからです。昨日、このバイオダイバーシティ

センターに行ったのですが、大変素晴らしいものでした。日本のバイオ、生物多様性が素晴らし

いのと同じように、ハワイもそうです。いろいろな動植物がいますが、ハワイでしか見られない
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ものも数々あります。ここがエントランスになります。ですので、ここに入っていくにあたって、

人の役割は何であるかを認識してもらおうとします。ガラパゴス諸島だとか、セレンゲティ、そ

れから中国のパンダなどになじんでいる人もいるでしょう。それからイエローストーンのおおか

みのことを知っている人たちもいるでしょう。ですので、そこと同じように生物の多様性を、こ

のハワイの中でも保ちたいのだということをいっています。わたしたちの動物とか昆虫とか、こ 

こにしかないものを守りたいということを、まず最初に示します。 

  小鳥たちがいろいろなものを飲んだり食べたりしていますよということを表している掲示板で

す。多様であるということをやはりここで示しています。そして生物の進化のように、このよう

に広がっているのだということを表しています。２種類のフィンチが 50 種類以上の動物へと、鳥

へと変化したのです。ほとんど絶滅してしまったわけですが、今残っているのはこれらですよと

いうことも示しています。 

  それからわたしたちのチームの中で、掲示物、展示物を作ってくれる人たちの中には、アーテ

ィストがいます。こちらは１年以上かけて六つの壁画をかいてくれた、その例です。海から山の

山頂まで、どのような生物がすんでいるか、その多様な姿を描いてくれました。このアーティス

トはまずスケッチから始めまして、そして壁画へと作業を進めてくれました。ハワイの人々は、

芸術を大変尊いものとして受け止めています。ですので、こうしたものもビジターセンターでは 

展示しています。 

  それから植物学者、考古学者もいます。アーティストがかいたものが正確であることを確認す

るわけです。動物種にしても、文化的な側面にしても、国立公園の正しい姿が描かれるように確

認をしています。そして、ここが世界遺産であるということが分かってもらえるように、このよ

うな掲示板もしています。ここには、秀でた普遍的な価値があるのだということを描いています。 

  ウルルでしょうか。オーストラリアのウルルとかキリマンジャロ、アフリカのキリマンジャロ、

ペルーのマチュピチュ、それからエベレスト山、ネパールのエベレスト山と並ぶ場所であるとい

うことを掲示しています。自分がいる所は、これと同じような場所なのだと分かってもらおうと

しています。ネパールとか、このような所に自分は行ってみたかったけれども、それと同じ、並

び称される世界遺産のサイトに来ているのだということを分かってもらおうとしています。とな

ると、自分たちもここを守る責任がある、ちゃんとコースから外れることなく、きちんと見学を

するのだという気持ちを持ってもらうために、このような掲示をしています。生物の多様性があ

るだけではなく、神聖な場所にいるということも分かってもらおうとしています。 

  さて、課題の一つは、どうも人々は石をこのように積み重ねたがるというところです。今まで

は石がたくさん積まれていました。しかし、ここには写っていないのは、大変素晴らしい成功し

たキャンペーンがあったからです。このように、岩を積み重ねないようにというサグを出しまし

た。ホテルとかバスツアーのオペレーターと、なぜ岩を積み上げてはいけないのかということを

説明しました。一部の文化では、岩を、あるいは石を積み重なるのはよいこととされますが、し

かし、ハワイでは、これは正しいことではなかったのです。ですので、このような表示をして、

石を積み重ねないようにということを人々に求めました。 

  大勢の人たちから理解を得て、そして協力をしてもらうことで、これが成功しました。この場

所が神聖な場所だからというだけではなく、ドン・スウォンという、失礼、ドン・スワンソンさ

んという科学者もかかわりまして、このランドスケープ、風景を元に戻すという作業をしました。

1972 年の、例えば溶岩流を崩すような形で岩を重ねてしまった、それを元に戻したわけです。そ

れによって本来の姿はどうであったのか、何千という石がどこにあったのかというのを考えなが

ら戻していきました。これはハワイのカプーナといわれる長老たちです。彼らとも協力をしなが

らやっています。彼らの長年にわたる知恵、ハワイに住む知恵を借りています。そして彼らと協

力をし、いろいろなアイデアもいただいています。 

  マウナ・ロア、そしてキラウエアはワイカプであることを分かってくれないと言いました。 
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ワイカプ、つまりこれは神聖な山々であるということを分かってもらいたいと言いました。と

いうことで、神聖な山プログラムですとか、マウンテン・インスティチュートとか協力をしまし

て、アーティストの人たちにワイカプを作ってもらいました。神聖な山であることを理解しても

らう。その彫刻を作ってもらいました。ここの下には木を、木片画に彫刻を加えたものがあり、

上にあるのがペレを表しています。まずビジョンから始まりました。カプーナのビジョンから始

まりまして、そしてアーティストの人たちがこの芸術作品を作って、神聖な山であるということ

を表してもらうことになりました。 

  もう一つ問題点は、いろいろなものをビジターのかたがたが置いていくということです。ジン

を置いていったり、パイナップルを置いていったり、お米を置いていったり、ペレに対するささ

げものとして置いていきます。ですので、今一番よい贈り物は、何も自分がここを訪れた跡を残

さないことだというキャンペーンを始めました。22 キロほどのごみが毎週このクレーターの縁に

出ていたわけです。絶滅危惧種でありますハワイガンが、残されたものを食べてしまったりする

ので、これは非常に危険でした。ですので、ごみが国立公園内に残されることは、許されてはな

らないわけです。野生生物はちゃんと自分たちでえさを取って食べなければならない。人が残し

たものを食べるのは危険だからです。 

  さて、これはペレのオリジナルの絵画です。どちらかといえば、白人文化の絵画であることが

分かると思います。ここが顔になっていますが、この顔はどちらかといえば西洋人の顔になって

います。ということで、長老のカプーナはこう言いました。「ペレの顔がまるで白人のようだ。ハ

ワイアンの顔をしていない」と言いました。ということで、再びマウンテン・インスティチュー

トと、神聖な山の組織とかかわりまして、ペレの本来ある姿をかいてもらうことにしました。と

いうことで、いろいろなプロセスを経て、141 枚の絵が寄せられました。ハワイの人々にとって

も、これは大興奮なものでありました。というのも、大勢の人たちがペレの姿を描こうとしたか

らです。これがペレの絵です。ヒイアカという娘を手に持っています。この人が森林の守り神と

なっています。そしてこの棒ですが、こちらで溶岩をかき混ぜるといわれています。 

  そして路傍の掲示板には、いろいろな目撃情報も入れています。ここに住んだ人たち、公園の

周辺に住んでいたことがある人たちからの、いろいろな物語を寄せてもらっています。ハワイの

先住民の人たちの記憶に残る物語、「プウロア」を掲示しています。ここにはその話を寄せてくれ

た人の名前が書かれています。 

  ということで、このコースをたどりながら、そしてこの遊歩道にたどり着くまでに、いろいろ

なペトログリフも見てもらうことになります。長老であるカプーナたちとも協力をし、正確にこ

こに住んでいた人たちから物語をすくい上げています。そしてペトログリフとして残されている、

石に刻まれた絵の説明も入れています。ということで、この風景が、そのものが果たすべき役割

についても理解してもらうようにしています。ハワイの人々はこの火山の土地で、厳しい土地で

生存をずっと続けていったわけです。この岩場のような所でじゃがいもも育ててきました。 

  ということで、インタープリテーションを通して、さまざまなこの土地にかかわる物語を伝え

ようとしています。ここは二つの火山が合わさる所です。となりますと、ここではひび割れが起

こったり、地震が起こったりという物語が残されています。二つの火山が折り重なるようになっ

ています。そして火山は常に成長し続けていますので、割れ目ができたり、動いたりします。と

いうことで、ここでの物語はマウナ・ロア、より大きなマウナ・ロアとキラウエアが、その横で

成長をしていく中で、ここに断層ができているということを説明しています。そして実際の風景 

に目を転じてみますと、このような大きながけが見えるわけです。マウナ・ロアが隆起し、そし

てキラウエアが少しずつ下がっていくために、このようながけができているわけです。それが土

地にも特徴として現れています。 

  そして目の前のこの山腹では、大きな戦いがあったという掲示板です。これも失われかけた物

語です。カプーナたちも、この 150 年前の物語を知りませんでした。この戦いが違った形で終
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っていたら、今現在、この国立公園に皆、だれもいなかったことでしょう。ですので、伝統的な

ハワイの戦闘について分かっている人たち、その人たちにどのような戦いが繰り広げられたかと

いうことを教えてもらいました。考古学者もかかわりまして、検証しました。時代考証もしてい

きました。どのようなヘルメットをかぶり、どのような羽根飾りをつけていたか、それぞれの部

族の装いなどについても再現してみました。これまではハワイ語でしか書かれていませんでした

ので、それを読み解いて、どのような戦いが目の前で展開されたのかを復元していったわけです。

特にハワイ先住民の人たちにとっては誇りとなりました。昔の文化が尊ばれている、そしてこの

土地がどのようにして造られたかということも、物語として残されているからです。 

  マウナ・ロア、キラウエアは海から生まれた。そしてさまざまな社会、さまざまな植物や動物

がこの土地で生まれていったわけです。このようなメッセージをビジターセンターでも伝えよう

としています。 

  このビジターセンターをつくるにあたりまして、20 以上のチームが協力をしました。そしてこ

うした展示物を作り上げたわけです。一つ一つの展示物が、それぞれ違ったチームによって作ら

れています。 

 ということで、インタープリテーションを通して、さまざまなこの土地にかかわる物語を伝え

ようとしています。ここは二つの火山が合わさる所です。ここではひび割れが起こったり、地震

が起こったりという物語が残されています。二つの火山が折り重なるようになっています。そし

て火山は常に成長し続けていますので、割れ目ができたり、動いたりします。ということで、こ

こでの物語はマウナ・ロア、より大きなマウナ・ロアとキラウエアが、その横で成長をしていく

中で、ここに断層ができているということを説明しています。そして実際の風景に目を転じてみ

ますと、このような大きながけが見えるわけです。マウナ・ロアが隆起し、そしてキラウエアが

少しずつ下がっていくために、このようながけができているわけです。それが土地にも特徴とし

て現れています。 

  そして目の前のこの山腹では、大きな戦いがあったという掲示板です。これも失われかけた物

語です。カプーナたちも、この 150 年前の物語を知りませんでした。この戦いが違った形で終わ

っていたら、今現在、この国立公園に皆、だれもいなかったことでしょう。ですので、伝統的な

ハワイの戦闘について分かっている人たち、その人たちにどのような戦いが繰り広げられたかと

いうことを教えてもらいました。考古学者もかかわりまして、検証しました。時代考証もしてい

きました。どのようなヘルメットをかぶり、どのような羽根飾りをつけていたか、それぞれの部

族の装いなどについても再現してみました。これまではハワイ語でしか書かれていませんでした

ので、それを読み解いて、どのような戦いが目の前で展開されたのかを復元していったわけです。

特にハワイ先住民の人たちにとっては誇りとなりました。昔の文化が尊ばれている、そしてこの

土地がどのようにして造られたかということも、物語として残されているからです。 

  マウナ・ロア、キラウエアは海から生まれた。そしてさまざまな社会、さまざまな植物や動物

がこの土地で生まれていったわけです。このようなメッセージをビジターセンターでも伝えよう 

としています。 

  このビジターセンターをつくるにあたりまして、20 以上のチームが協力をしました。そしてこ

うした展示物を作り上げたわけです。一つ一つの展示物が、それぞれ違ったチームによって作ら

れています。 

時には漫画も使います。漫画もやはりメッセージを伝える有効な手段だからです。 

この漫画は、なぜ鳥が公園で死んでいるのか、本来なら死ぬはずがない鳥がなぜ死んでいるかと

いうことを表しています。植物学者たちも、いつハワイに蚊がやってきたのかを調べました。そ

うした蚊がハワイにやってくることで、マラリアが広まりました。そしてさまざまな鳥も連れて

こられました。 

またブタも連れてこられたわけですが、そのようなマラリアが広がることによりまして、
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在来種の鳥も死んでいったということを表しています。

ですので、蚊の発生を防ぐために、水たまりが作られな

いようにしてくださいということを言っています。 

 ということで、ビジターの人たちにも絶滅危惧種であ

るネネといわれるハワイガンも守ってくださいというこ

とをお願いしています。いろいろなサインが出されてい

ます。例えばベリー（漿果）がここで育っていますが、

このベリーはどうぞ取らないでくださいと．ネネと呼ば

れるハワイガンのえさとして残しておいてくださいとい

うことを書いています。このベリーは人がジャム作りに

使うのではなく、ネネのえさとして残しておいてほしい

からです。 

 それからハワイの独特の文化、いろいろなデモンスト

レーションを通して、生きた文化を伝えてもらっていま

す。ビジターのかたがたにも、これは大変楽しいものと

して見ていただいています。ポリネシアの文化に触れて

いただいています。これはビジターの人たちに楽しんで

もらうだけではなく、フラの伝統を受け継ぐ人たちにと

ってもよい場となっています。そしてペレに対する敬意

を表してもらっています。 

 ハワイ火山国立公園は素晴らしい場所となっています

が、そしてインタープリテーション・プログラムを大勢

のビジターに楽しんでいただいています。１日 14 以上の

プログラムがあり、そして 5,000 人ほどの子供たちに、

毎年環境教育の場として訪れていただいています。少し

でも、ハワイで何をやっているのか、アイデアを分かっ

ていただければと思います。公園の管理、それからほか

のチームが、効果的なインタープリテーションを提供し

ているということを分かっていただけたでしょうか。そ

うしたチームの人たちによって、わたしたちのミッショ

ンでありますハワイの火山国立公園を守っているわけで

す。 

ありがとうございました。 

 

本郷：一つ、二つ、質問をお受けしたいと思いますが、

いかがでしょうか。だいぶ日本の国立公園と状況が違う

ことがお分かりいただけたかと思います。 

参加者： 講演、ありがとうございました。 

 ハワイではマグマの流れで、流れていく時間がかかる

と思いますが、その方向を変えるとか、止めるというよ

うな――植物が焼かれるわけですから――そのような考

えはありますか。また、住民が住んでいる住宅へのおそ

れがあった場合の補償制度がありますかを、お尋ねした

いと思います。 

ゲイル： この溶岩の流れというのは止めることはでき
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ません。それを止めようとはしていません。というのは、溶岩の流れは非常に熱いわけです。そ

して外は凍るように寒いわけです。ですので、溶岩がもう外に出るとすぐに冷却するわけです。

冷却すると、この表面は硬くなるわけですね。そして膨れ上がって、そしてき裂ができるわけで

す。そしてそれがどんどん流れ出てきて膨張するわけです。ですから、もう溶岩はどんどんどん

どん積み重なっていくわけです。何かバリヤーを作ったとしても、それを越えてしまうわけです。 

 また、民家に対する補償ということですけれども、火災保険に人々は入っています。あまりに

も熱いわけですので、家屋は溶岩が到達する前にもう焼けてしまうということですから、火災保

険が使えます。しかし、いろいろと物議を醸しています、本当にそのような所に住宅を建てるべ

きなのかと。ゾーン１とかゾーン２といわれているような所、つまり火山の噴火の確率が非常に

高い、いつでも起こりえるというような所に建てるべきかという問題があります。ですから、都

市計画についてはいろいろと論議があります。でも、補償のしかたとしては、火災保険に加入す

ることしかありません。 

 これでご質問の答えになっているでしょうか。 

参加者： はい、ありがとうございました。ただ、日本では水と同じく、マグマも低いほうへし

か流れないという考えがあります。日本ではその前に、人工的な構造物で防ぐというような、方

向は変えるとかというような考えもあろうかと思いますが、植物、自然を大切にしているアメリ

カにしては、ちょっと疑問点も生まれたわけです。以上です。 

ゲイル： そうですね、確かに、もちろん日本と同じように、溶岩は高い所から低いほうへ行きま

す。 

T．Jones： プレゼンテーション、ありがとうございます。危険を示すサインについて、それか

らコースの管理についてですが、日本では国立公園で、十和田のほうだったと思いますが、訴訟

が起こりました。というのも、観光客が負傷したということで訴訟になりました。法的な責任と

いうことで質問をしたいと思いますが、アメリカの場合、公園局は、もし事故が起こった場合の

責任はどうなるのでしょうか。訴訟が起こされたという場合はあるのでしょうか。 

ゲイル： 国立公園に対する訴訟が起こったかといいますと、「はい」という答えになります。わ

たしたちはまずビジターに対して情報を提供する責任を負っています。よい決断をしてもらうた

めの情報です。コースを歩いて、ここにも、あそこにもサインがある。それから皆さんにもお配

りしたパンフレットにも、いろいろな注意事項が書かれています。となりますと、わたしたちは

ちゃんと責任を果たしたということになります。しかし、サインが壊れたままになっていて、わ

たしたちが修理していなかった、そのために事故が起こったとなりますと、責任を問われる可能

性があります。ですので、わたしたちは大変注意深く、どこにサインがあって、ちゃんと立って

いるかどうか調べています。 

 ですので、もし訴訟が起こった場合には、わたしたちの責任が果たされているのかどうかを調

べることができます。弁護士の人と相談をしていますが、もちろん火山というのは非常に危険な

場所である。だから、注意深く、やってくる人たちも注意をしなければならないというように、

みんな考えているところです。 

本郷： それでは、ゲイルさん、長時間にわたり、きれいなスライドを含め、プレゼンテーショ

ンをどうもありがとうございました。 

 それでは引き続きまして、今度はニュージーランドからおいでいただきましたお２人に、お話

を伺いたいと思います。ポール・グリーンさんとリアンヌ・フレーザーさんのお２人です。彼ら

はいずれもニュージーランドの自然環境保護局でお仕事をされている、国立公園管理のプロフェ

ッショナルのかたがたです。今回お話しいただくのはトンガリロ、富士山が世界遺産になるとい

うことで、引き合いによく出される名前かと思いますけれども、そこでいろいろ活動をされてい

る。事例をご紹介いただきます。 
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世界遺産，トンガリロ国立公園の管理 

Managing a World Heritage Site：Tongariro National Park 
Paul GREEN, ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾝｶﾞﾘﾛ国立公園保護管理監 
Lianne FRASER, ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾝｶﾞﾘﾛ国立公園地域関連ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

  Tonganriro / Taupo National Park, Department of Conservation, New Zealand 
 

フレーザー: 荒牧先生、テナ・コエ。ジム、

テナ・コエ。タツロウさん、テナ・コエ。ツツ

ミさん、テナ・コエ。ご参加の皆様がた、テナ・

コウトウ・カトア。今申し上げたのはマオリ語

でのごあいさつであります。キオラ、こんにち

は。 

 ポールと私は月曜日に日本に到着いたしまし

た。そして、それ以降、２日間富士山周辺を回

っております。大変興味深い、そして多様性を

持った皆様がたとご一緒させていただいており

ます。毎日富士山の山頂を拝んでおります。大

変光栄に思っています。いつも今までは雲がかかっていて、今回初めて晴れわたっている姿を見

ました。そして観光名所も訪れることができました。皆さんとのお話、そしていろいろなご意見

を伺っていて、富士山が直面しているさまざまな課題について、理解を深めることができました

し、管理に当たっている皆様がたの苦労についても聞かせていただきました。 

 ポールと私共同でプレゼンテーションをいたします。わたしたちトンガリロ国立公園の世界遺

産の管理を例としてご紹介したいと思います。ニュージーランドにおけますわれわれのこの体験

を皆さんと共有することによって、富士山周辺を管理している皆様がた、そしてまた、環境、教

育、エコツーリズム、また土地管理に携わっている皆様がたに、ご参考になればと期待している

次第でございます。 

 では、ポール、お願いしたいと思います。 

グリーン: キオラ、こんにちは。今日皆さんとご一緒できるのを、大変光栄かつうれしく思って

おります。荒牧先生、そして環境省に対し、お招きいただいたことに謝意を表したいと思います。

そしてまた、山梨県、山梨県環境科学研究所の皆さんにお礼を申し上げたいと思います。富士山

クラブの皆様がたにもごあいさつ申し上げたいと思います。 

 私どもの保護局、そしてトンガリロ自然史学会と非常に近い関係にあります。知識を共有する

こと、これがこのグローバルな社会において仕事をするうえで、最も貴重な成果の一つではない

かと思います。皆さんに今日発表させていただくこの内容が、皆様がた、そして国内のみならず、

国際的に大変重要性を持つ富士山の保護に、何らかの形で貢献できればと思います。 

 さて、わたしたちのトンガリロ国立公園におけますナルホエ山と富士山は共通項が多いと思い

ます。特に成層火山であるという点は共通しています。 

 さて、ニュージーランドがどのような国であるか、どの位置にあるか。小さな国であります。

わたしたちは小さな島国、太平洋に位置している国であります。そして、わたしたちのこのトン 

ガリロ国立公園はどこにあるのか。北島のちょうど中央部に位置しております。これを見ていた

だければと思います。そしてトンガリロ国立公園のすぐ北に、タウポ湖というまた特別な場所が

あります。 

 トンガリロ国立公園は、そしてここにあります山々は神聖な山と見なされております。マオリ

の人たちにとっては神聖なる山であります。マオリの人たちはこれらの山々を神と、ないしは先

祖と見なしております。この男性ですけれども、トンガリロ国立公園をニュージーランドに、1887 
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年に進呈した人物であります。 

 トンガリロ、これはニュージーランドの初の国立公園、世界で４番目の国立公園となっており

ます。そして、この公園がこのような先住民によって国に対し贈与されたということ、これが特

徴となっております。７万 9,000 ヘクタールの面積があります。そして 100 万人を超えるビジタ

ーがいます。そして私どもの環境保護局が管理をしているという公園であります。 

 トンガリロは、自然、そしてまた文化的価値ゆえに、世界遺産に指定されています。世界遺産

に指定されるためには、際立った、傑出した普遍的価値を持っていることが必要であります。そ

れは何を意味するかといいますと、世界でも最高中の最高でなくてはならないということになり

ますので、ここに幾つかの例があります。皆さんがよくご存じの世界的な例であります。トンガ

リロ、タージ・マハル、そしてハロン、ベトナムの世界遺産であります。いずれも世界の多くの

かたがたがご存じのところだと思います。 

 トンガリロは最初自然遺産と指定されました。このような火山があり、そして地質学的な価値

が認められ、これは環太平洋火山帯に位置している火山の一つであります。皆さんよくご存じだ

と思いますが、その点が認められ、まず自然遺産に指定されました。1990 年にトンガリロが世界

遺産として指定されております。これは自然の価値が認められたものであります。そしてこれが

ニュージーランドの法律のもと、きちんと保護されております。世界で最も活発な火山帯となっ

ておりますし、地質学的な動きを示しているものであります。そして、その中の一つがこのクレ

ーター・レイクであります。あとでお見せします。そして富士山同様、景観という価値もありま

す。 

 ニュージーランドは世界遺産に対するコミットメントがあります。わたしたちトンガリロが指

定された際、世界遺産センターがわたしたちに対し、幾つかのコミットメント、約束を求めまし

た。 

 そしてその一つとして、わたしたちがパイナス・コントータという外来種、これを排除すると

いうことを約束しました。この外来種はトンガリロの山頂近くに多く生息しておりました。そし

て、それが生態系に大きな影響をもたらしているという状況にありました。 

 そしてまた、わたしたちは、特にこの地域において、将来的な開発から守らなくてはいけない

ということになりました。例えば、ゲレンデを国立公園に設けるということは非常に珍しいこと

だと思いますし、わたしたちの歴史の一部でありますけれども、しかしながら、わたしたちには

このようなスキーのゲレンデはある。しかし、このスキー・ゲレンデが今後、例えば特にもっと

高い位置まで拡大されるということがないように、約束しなくてはなりませんでした。 

 それからもう一つわたしたちが約束をした内容は、商業的な宿泊施設を、これ以上公園内に設

けることはないということを約束しました。このような商業的な開発、これはあくまでも公園の

外で行うという約束をしております。 また、わたしたちは文化遺産としての申請も行いました。

しかし、当初は、これは却下されました。なぜこれが却下されたかといいますと、文化遺産の申 

請、これはいわゆる、これまでは記念碑等々が対象になる。文化といいますと、どうしても記念

碑、教会等がありましたけれども、しかし、マオリの人たちにとっては、この山こそが文化的な

側面を持っている神聖な場所でありました。山は、言うなれば神のような存在でありまして、そ

してここにはいろいろな歌、物語があります。マオリの人たちのこのような歴史があります。 

 そのような結果、世界遺産委員会が基準を見直すことになりました。文化遺産の見直しを行い

ました。そこで新しい基準が設けられました。このような文化的景観に基づく基準ができました。

そして、トンガリロはそのもとで最初にこのステータスが認められた、複合遺産となっておりま

す。今現在世界には 23 カ所の複合遺産があります。そのうちの一つになります。中には、記念碑

等のような建造物もあります。わたしたちが、1993 年以前、文化遺産として認められたのは初で

あります。これまでは教会ですとか、そのような建物が多かった。特にヨーロッパがそうであり

ましたけれども、しかし、アジアにおいてもそのようなケースが非常に多かったということで、 



 34



 35

わたしたちは時間とともに進化を見ることができました。そしてヤツシマですとか、ウルル、こ

れは右側にありますけれども、ジムが先ほど見せた、そのような例が、これはオーストラリアの

例でありますけれども、このようなものがあります。 

 ですので、富士山と、そしてトンガリロ国立公園のこれらの山々の類似性というのは、本当に

驚くべきものがあります。ルアペフ、ナルホエ山など、非常に共通項があると思います。 

 では、そこで、トンガリロにおける管理について少し言及したいと思います。これは非常に堅

ろうな、強力な管理体制ができているといえると思います。まず法律があります。議会で可決さ

れた国立公園法、そして保護法があります。わたしたちには、同時にまた世界遺産として、世界

遺産条約のもと、義務があります。そして、わたしたちには全体の保護区域のための保護管理戦

略があります。そしてまた、もっと具体的な公園管理計画があります。毎年ビジネスプラン、事

業計画を作り、そしてその年を通じて何を達成するのかをうたっております。 

 ニュージーランドにおいては、わたしたちの保護局は非常に大きな位置を占めております。わ

たしたちは 35％の国土を守っております。管理しております。そして海上の保護区域も管理して

おります。実際には 13 の保護区域があります。そして北島には５カ所、そして南島には８カ所あ

るということであります。 

 トンガリロにおける管理の課題は四つ、主な分野にわたっています。まず最初は、来訪者、見

学者の管理。そして見学者によるインパクトの管理です。二つめは、望ましくない外来種の動植

物の影響を管理することです。ニュージーランドは、ほ乳類は存在せずに進化してきたわけです。

そして鳥類は陸上で生息していたわけです。しかしながら、ブタなどが移入されたために、生態

系に大きな影響を与えています。三つめの課題はマオリ族との協力です。ニュージーランドでは

マオリ族との協定があります。トンガリロはマオリ族との協同管理にも努めています。四つめの

課題としては、より大きな地域社会との協力です。そしてパートナー、地域社会との協力という

ことになります。 

 まず第１に、人の管理、そして人による影響の管理ですが、もちろん人々には国立公園を利用

してほしいと思っています。しかし、管理計画が必要です。それによって、どこで、何を、どの

ようにして、人々がこの公園を利用できるのかということについて、規定する必要があります。

トンガリロにはたくさんのハイキングコースがあります。それは山を越えるようなものだったり、

山の周囲を回るようなものがあります。そして非常にぜいじゃくな火山性土があり、それによっ

て浸食が起こりやすいといえます。きちんとしたハイキングコースの管理をしていなければ、 

浸食が起こりかねません。 

 また、トイレの排せつ物、下水、これはマオリの人々にとっての聖なる山にはそぐわないもの

です。ですから、わたしどもが採択した下水対策としては、二つの村が国立公園の中にあります。

そしてきちんと明確にした処理施設を山頂に近い所で設けて、そしてそれを山ろくへと持ってき

て、そしてすべての下水は陸上で処分されるわけです。つまり、水路に入らないようにしていま

す。いわゆる小屋、ハットと呼ばれる人々の宿泊施設があります。つまり、そこから出ていき、

国立公園を歩き回りたいという人のためのものです。それぞれの小屋のあるサイトでは、密封さ

れたトイレという方針をとっています。すべての排せつ物はヘリコプターで運んでいます。これ

は非常にお金のかかることではありますけれども、しかし、トンガリロでは必要不可欠です。つ

まり、文化および環境上の懸念に対応するため、特にマオリ族の懸念に対応するためには必要で 

す。 

 そしてハイキングコースも、われわれの仕事の中でも大きな部分を占めています。その維持と

いうことです。ですから、かなりのリソースを投入して、このハイキングコースの路面に板張り

のものを張って、植生を保護しています。また、かなりユニークなハイキングコースのボーディ

ングシステム、板張りのシステムを開発しています。この写真の中では、ナイロンのメッシュを 

使っています。そこに金属を埋めて、そして金属をきちんとつなぎ留めることによって浸食を防 
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いでいます。この目的は、ほとんどは山の浸食を防止するということです。つまり、人々がハイ

キングコースから外れないということが非常に重要です。ジムもそのスライドの中で見せてくれ

たと思います。 

 公衆の安全ということが、来訪者の管理の中では非常に大きな部分を占めています。トンガリ

ロ国立公園は非常に積極的にこれを行っています。 

 見学者の安全ということは非常に重要です。最大のわれわれの火山における危険というのはル

アペフ山です。このあたり、ごらんいただけると思いますけれども、非常に火山活動が活発とな

っておりまして、それから溶岩が山から流れてくるわけです。特にスキー場のゲレンデの人に大

きな危険となります。一連の噴火が 1995 年、そして 96 年にありました。これはかなり大きなル

アペフ山の噴火でした。こちらでごらんいただけるとおり、爆発の一部が写っています。また溶

岩もあります。そして建築物に対する影響がありました。噴火の警告が出ています。科学者がこ

ちらでは警告システムで作業をしています。こちらはルアペフ山ですが、0.5 キロメートル以上

の直径がありますクレーターで、非常に深いも

ので、マグマはこの湖の下にあります。 

 95 年、96 年の噴火のあと、テフラや灰のバリ

ヤー（障壁）がこちらに構築されました。そし

て、いつかの時点でこれが崩落するだろうとい

うことは分かっていました。それで、それはこ

こで起こっています。ということで、さらに７

メートルの水がここにたまってきました。湖の

中にです。ですから、非常に大きな溶岩、この

テフラのバリヤーが溶岩で壊れるだろうと思っ

ていました。 

 ということで、96 年に計画を始めました。ど

のようにしてこれに対応するかということです。

警告システムということで、アーローズ（ＥＲ

ＬＡＷＳ）、イースタン・ルアペフ・ラハール・

アラーム・ウオーニング・システム（Eastern 

Ruapehu Lahar Alarm and Warning System）の

略ですが、そのようなシステムを作りました。

セントへレンズの、アメリカのかたがたのアド

バイスを得ました。幾つかその経験があったか

らです。そして、その他の多くのパートナーと

も協力をしました。自然保護大臣が意思決定者

となりました。 

 そしてこの問題に関してどうするかというこ

とですけれども、もう一番マスコミで話題にな

ったものだと思います。非常に大きなプレッシ

ャーが、自然保護局、そして大臣にかかってい

ました。問題を解決しなければいけない。ブル

ドーザーをクレーター・レイクにまで飛ばして、

そしてテフラのバリヤーを爆発物で取り除くと

いうことをしたわけです。トップの人が関与し

た。これはアドバイザリー・グループ、あるい

は自然保護委員会、あるいは科学者のグループ、
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あるいは民事防衛省、そして地区評議会、あるいは地域の評議会などもかかわりました。実際の

自分たちの資産が危険にさらされているような人たちもかかわったわけです。また軍もかかわり

ました。また運輸の当局、隣接の公園の人たち、そしてＮＧＯ、またマオリ族、また、もちろん

一般公衆、マスコミもかかわったわけです。 それから、この警報システムを作りまして、その

ほかにもいろいろな措置を執りました。ほかのグループとかかわりながらです。パークの周辺に

は岩で壁を築きました。これを作った理由は、ラハールが流れていった場合に、ほかの集水地に

入ることがないようにするためです。そしてリスクがほかの社会に広がるのを止めるためでした。

そのような緩和措置が一つ執られました。それからここに橋があったのですが、このラハール、

火山泥流の流れで 1953 年に壊されてしまったので、この部分、この分だけ橋の高さを上げ、そし

て橋脚も強化しました。それから警報システム、これは音で警報を知らせるものでした。三つの

サイトで新たに追加で作られました。 

 こちらでごらんいただけますとおり、ラハールの流れの影響が見られます。昨年の３月に流れ

出しました。警報システムは計画どおりきちんと機能しました。道路も封鎖され、そして防災関

係者も展開されました。鉄道ももちろんサービスを止めました。ラハールはこの川に沿って流れ

ました。この橋ですが、科学者や土木関係者たちは恐らく破壊されるだろうと言っていました。

しかし、ちゃんと残りました。何とかラハールに耐えました。ただ、このラハールの流れの影響

の大きさが見て取れると思います。何百万リットルもの灰が降りました。そしてワンガエフ川に

流れ込みました。高さを上げたこの橋、これが計画どおりきちんと橋を守ったことが分かると思

います。 

 では、今度は動物種の保護という話に移りたいと思います。 

フレーザー: それをわたしのほうからお話を

したいと思いますが、少し背景説明をします。

公共の安全とか、わたしたちが公園で何をやっ

ているかということも、少し話をしたいと思い

ます。ジムの話にちょっと付け加える形でお話

しいたします。 

 何世代にわたってニュージーランドは世界か

ら孤立した形で存在していましたので、動植物

もそこで発展し、わたしたちは多様性に富む自

然を受け継ぎました。82％の樹木や低木、植物

は在来種です。つまり世界各地ほかの所では見

られません。そして人が移住してくる前に、コ

ウモリだけが在来のほ乳類でした。これは２種

類いるのですが、それだけでした。ポールが言

ったとおり、鳥たちも天敵からは守られていた

ので、森の中、地面を歩き回っていました。マ

オリの人たちがやってきたときに、キオレとい

うナンヨウネズミを連れてきました。またブタ

やイヌも連れてきました。それからヨーロッパ

から移民がやってきたときには、たくさんの植

物や動物を持ってきました。故郷の思い出に、

そしてもちろん食料として持ってきました。そ

してこうした外来種はニュージーランドで大変繁殖をし、そしてエコロジー、また元々の生物多

様性を危機に陥れました。 

 環境保護省では絶滅危惧種プロジェクトをいろいろ立ち上げました。トンガリロではキウイ、
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それからフィオと呼ばれるアオヤマガモの普及

プログラムがありまして、そこではいろいろな

テクニックが使われていますが、捕食動物の管

理というのが一番長期的に効果のある方法です。

これについては綿密に計画をし、モニタリング

をしています。上のスライドですが、わなをこ

のように仕掛けまして、これはオコジョなので

すが、オコジョを捕らえるためのわなです。そ

れからラット。鳥の巣を襲うラットですので、

こちらもわなで捕らえています。それからポッ

サムも外来種としてやってきましたが、テンエ

イティーといわれる毒を使って駆除をしていま

す。 

 このような形でモニタリングをし、管理をし

ていますが、これは環境保護省だけではなく、

たくさんの資金や科学的な研究を行っているだ

けではなく、何百人というボランティアのかた

がたにも協力をしていただいています。 

 雑草も大きな問題となっています。ここにも

たくさんの資金を投じています。手で雑草を抜

くだけではなく、どうすれば一番よく管理がで

きるか、科学的な研究もしています。ポールも

先ほど言ったとおり、世界遺産にわたしたちの場所が指定されたのは、やはり文化的な価値があ

るからということです。そしてロッジポールパインというのがあちらこちらに広がっていたので

すが、これを駆除するためにはたくさんの時間とお金が投じられました。ボランティアのかたが

たの協力なくしてはできませんでした。そのほかヘザー、それからハリエニシダやエニシダには、

いまだにわたしたちは悩まされています。 

 ワイタンギ条約がニュージーランドの建国文書となっています。環境保護省は自然保護法セク

ション４のもとで大きな責任を負っておりまして、ワイタンギ条約を施行しなければならないと

なっています。これによりまして、わたしたちはタンガタ・フェヌワといわれる土地の人々、つ

まりマオリの人々と協力をしながらやらなければならないとなっています。コ・マネージメント

ということで、協同管理というようにやっています。 

 保全管理、また、わたしたちがやっている作業には、やはり多くの一般の人たちのインプット

が必要です。やはり環境保全のためには社会の支援が必要です。それを一番よくやる方法につい

て、わたしたちがコピーライトを持っているわ

けではありません。やはり保護地区というのは、

すべてのニュージーランド人の共通の遺産であ

るという概念を固く信じております。そして個

人所有の土地であっても、保全をするためにい

ろいろな手法を使っています。 

 こちらのスライドですが、ナ・フェヌア・ラ

フイという基金を使っております。こちらは土

地を所有している人たちと協力をして、保護を

しようというものです。それからプライベー

ト・ベンチャーの協力も得ています。 
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 いろいろなウエブサイトも紹介しております。

特にわたしたちの省のウエブサイトですが、こ

うした基金などについて情報を取りたいかたは、

どうぞそちらを見てください。 ナ・フェヌア・

ラフイという基金についてですが、これは省が

打ち立てた基金です。在来のエコシステムを守

るために作られた基金となっています。つまり

はマオリの土地を守るためのものです。土地を

開発して、例えば酪農業をする、その代わりに、

一世代にわたって契約で守ることにします。一

世代というのは大体 30 年ぐらいと考えていま

す。土地の所有者はその土地から所得を得るこ

とになります。そして必要に応じて、例えばフ

ェンスを作ったり、あるいはその保全価値を高

めるために必要な資金を得ることができます。

この地元の雇用も生み出す助けにもなっており

ます。そして、もちろん土地所有者はこの土地

の所有権、また管理権はこの契約期間中も維持

しています。 

 環境保護省は地域社会と協力をし、そしてさ

まざまな意識向上プログラムを提供しておりま

す。やはり保全をしようとしても、わたしたち

だけではやっていけないことはよく分かってい

ます。資金を必要とするだけではなく、人手と

いうのも必要となっています。ですので、人々

の意識を高めることで、保護することの価値を

分かってもらおうとしています。政治的なレベ

ルでもそれにかかわってもらいたいと考えてお

ります。また、保全によって経済的な利益がニ

ュージーランドにもたらされるということも、

人々に分かってもらいたいと考えております。 

 観光資源として使うというだけではなく、資

源の保護、例えば水の質を保つためにも必要だ

ということを分かってもらうようにしています。 

先ほどのトンガリロ・ナチュラル・ヒストリー・

ソサエティー、それから富士山クラブと大変協

力をしながらやっているわけですが、そのトン

ガリロ・ナチュラル・ヒストリー・ソサエティ

ーとも協力をしながら、わたしたちはやってお

ります。このグループの大きな役割ですが、外

からの資金を得てくれています。わたしたち政

府の人間としては、資金をくださいとなかなか

言いに行けないところですが、この組織がスポ

ンサーを得るその手助けとなっています。そし

て大きなスポンサーをたくさん得てくれました。最近、ランドローバーもスポンサーになってく
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れました。後ほどディスカッションのとき、あ

るいはお昼休みに、もし興味があれば、その話

もさせていただきたいと思います。 

 また、ボランティア・プロジェクトもこちら

が管理をしています。女性がこの山小屋にペン

キを塗っていますが、それから植林などの活動

もボランティアが携わっています。 そのほか

のグループも、例えば害虫、害獣、あるいは雑

草管理などにかかわってくれているグループも

います。 

非常に若い子供たちからシニア世代の人たち、

時間に余裕のある人たちでボランティア活動に

携われる人たちまで、いろいろいます。また、

ボランティアのかたがたには山小屋の管理にも

かかわってもらっています。それからオン・サ

イトでのインタープリテーション活動にもかか

わっていただいています。それからハイキング

コースの管理、山小屋の管理も手伝ってくださ

っています。トンガリロ・ナチュラル・ヒスト

リー・ソサエティーの活動にもかかわってもら

っていますし、いろいろな研修にも入ってもら

っています。 ポールに今言われたのですけれ

ども、ちょっと数枚スライドを戻したいと思い

ます。わたしたちの省の組織を一つにまとめる

ものとなっていますので、コーポレート・アイ

デンティティーをお見せしたいと思います。 

 ニュージーランド全土で、10 年ぐらい前なの

ですが、国立公園システム、それからトンガリ

ロ国立公園でも、いろいろなサインを作ってい

ました。いろいろな色、いろいろなしるしがつ

いていました。ですので、国立公園のシステム

を一つにまとめるものがありませんでした。と

いうことで、このような色、この緑と黄色をわ

たしたちは選びまして、それからユニホームに実はサインがあるのですが、この真ん中の人も着

ているものにサインがついています。文房具に至るまで、企業イメージとしてこのサインを使う

ことにしました。ですので、全国どこに行っても、自然保護局が管轄している地域なのだなと分

かるサインが作られることになりました。 教育プロジェクトについては、前にもお話ししまし

た。いろいろな形で教育にもかかわっています。 

 ガイドツアーを行っているのは年間６週間程度です。これはアメリカとちょっと違う点です。

トンガリロ国立公園で通常は行けない所にも入っていただく、ボランティアのかたとともに行っ

ていただく、そのような機会を設けています。ポールも時にはガイド役もしますし、わたしもや

ります。 

 またニュージーランドにはエンバイロ・スクール・プログラム、環境学校プログラムというの

があります。これについてもウエブサイトが皆さんの参考資料の中に入っています。ニュージー

ランドの学校カリキュラムと結びついたプログラムとなっています。環境教育ガイドラインとい 
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うのがありまして、これがどのように学校のカ

リキュラムに結びついているか、お昼のときに

でもお話しできればと思います。 

 ＩＴ技術を使ったものもあります。子供たち

をもちろん公園に連れてきたいとは思いますが、

ＩＴを使って、バーチャルツアーをしてもらう

ことができるようにもなっております。トンガ

リロのプログラムも２度ありました。１度はキ

ウイのプロジェクトを学んでもらうもの、そし

て二つめは火山学にかかわるものでした。これ

についても資料に少し書かれています。 

 それから、雑草についても皆さんに知っていただくようにしています。そして研修プログラム

などもあります。また、技術大学のようなところで、レンジャーになるための教育を施している 

ところもあります。 

 そして、人々がやってくださっている作業を認めるためには、環境保全賞というのを毎年行っ

ております。大変人気のある賞です。毎年１回授賞式が開かれております。 

 トンガリロでやっているもう一つ大切なことは、やはり国際社会とのかかわりです。日本のか

たがた、それからほかの国のかたがたにもおいでいただいて、情報交換プログラムをいろいろや

っております。ＮＧＯとかレンジャーの交換プログラムもあります。ボランティアとしてもやっ

てきていただいている場合があります。特に富士山クラブとわたしたちは、それからフレンズ・

オブ・フクシマとも密接にかかわりを持っております。それから、さまざまな大学からも大勢の

人に来ていただいています。 

最後に幾つかコメントをさせていただきたいと思います。 

まずは国際的なビジターについてですが、や

はり世界遺産ということでは太平洋地域と強い

つながりを持っています。2004 年には、太平洋

2009 年に向けた世界遺産ワークショップとい

うのを行いました。ここで国際的なネットワー

ク作りをし、それから知識の共有の場となりま

した。2007 年にはフォローアップのワークショ

ップが行われまして、太平洋ポジションペーパ

ーがまとめられました。そして去年の６月、そ

れが世界遺産委員会で披露されました。 

では、まとめのコメントに入ります。 

トンガリロ国立公園、あるいはそのほかの地域で、何をやったとしても、やはりその場の文化

や自然の価値を反映させた活動としなければなりません。そうした価値が今も、これから先も守

られ、貴ばれるようにしなければなりません。また、共に知識をまとめ、そして共有していかな

ければなりません。知識や技術やニーズは常に増えていきます。ですので、継続的に評価をし、

モニタリングをし、知っていること、やっていることに加えていかなければなりません。そして

改善が必要であれば改善をする、その用意、心構えも持っていかなければなりません。今は、わ

たしたちはグローバルな社会に生きています。ということは、経験や知識を共有することがより

よくできるようになります。荒牧先生もそのようなことを最初におっしゃいました。 

ニュージーランドはワイタンギ条約を法的な基盤としています。自然保護法、そしてこの条約

によりますと、やはりトンガリロ国立公園を守るためには、マオリの人々との協同管理が必要だ

ということを強く訴えています。これから先は文化の保護、それからレクリエーションや観光の 
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ニーズとのバランスを保っていくというのが、大きな課題になるでしょう。 最後に申し上げた

ことですが、これらについて、今日の午後、皆さんとお話し合いをすることができればと思って

おります。本当にありがとうございました。キオラ、ありがとうございました。 

本郷: どうもありがとうございました。最後のスライドにあった、情報共有、地域協働、あるい

はモニタリングシステムの構築といった、われわれが抱えている国立公園管理の問題に対して、

非常に示唆に富んだご講演だったかと思います。ありがとうございました。 

 幾つかご質問を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。 

渡辺通人: モニタリングというのが非常に重要なポイントだと思うのですけれども、具体的にど

のようにモニタリングをされているか、教えていただければと思います。 

フレーザー: モニタリングというのは、いわゆる公共の安全、火山の安全性、ないしは生物多

様性のモニタリング、どちらをおっしゃっているのでしょうか。 

渡辺通人: 生物学的なモニタリングの具体的な方法を、ちょっと教えていただきたいのです。 

フレーザー: では、ポールに任せたいと思います。 

グリーン: さまざまなやり方があります。 

 そして数々の、この国立公園の周りで外来種を排除するような、そのような区画があります。

そしてわたしたちはモニタリングを行って、その囲われている所の外と中とを比較します。例え

ば、ポッサムですとかシカを隔離しているような地域もありますし、そしてまた、その他の所に

おいては、別の種、例えば違うコードで、違った生態系のある場所で、いろいろとそのような試

みをしております。そして時々定期的にそこに行くようにしています。例えば７年に１度行って、

そして彼らが置かれている状況を比較します。その間どうような変化があったかを見ます。 

 それからもう一つは、ビジターの影響のモニタリングもしております。例えばトンガリロ山な

どの場合、多くのかたがたが訪れます。ですから、時系列的にどのような影響があるのかという

ことを見ています。 

 それからまた害虫の場合、ないしはそのような害となるような動物に関してはわながあります。

そして、例えば価値の高い所には、何百という、そのようなわなを仕掛けているような、システ

ムがあります。例えば毒を使って駆除をするといった場合、果たしてわながどこまで成功を収め

ているかのか、ポッサムがどのぐらい捕まっているか等々を見ます。 

 そのやり方はいろいろありますけれども、このような答えでよろしいでしょうか。 

 もう一つだけ補足したいと思います。わたしたちの事業の結果をモニタリングするという話を

しましたけれども、そのような結果、成果のモニタリングというのが一つあります。これは比較

的単純なことなのですけれども、むしろ、それでは本当に果たして効果があったのかと、ポッサ

ムを管理したこと、その作戦が成功したのか。つまり、その結果、種の数が増えたのか、そして

その動植物の数が増えたのか、これを見るのにもっと時間がかかります。ですから、結果だけを

見るのと、それから効果を見る、成果を見るのとは、また違っております。 

本郷: われわれの研究所でも青木ヶ原樹海を対象にして、今おっしゃられたような自然資源の質、

それから利用者体系の質という両面から、モニタリングシステムを構築していこうという試みを

しているわけですけれども、どのような項目を、どのような形で、どのような場所でモニターし

ていくかというのは、非常に大きな問題だと思っております。  

中野: 地域の住民のかたとか、研究者とか、いろいろな人たちが、それぞれの立場でいろいろな

ことを言うと思うのですけれども、だれが、どのようにして、トンガリロでは合意形成ができ上

がったのかというのが知りたいのです。いろいろな人たち、原住民のかたもいますでしょうし、

それから研究者、そこで商売している人、いろいろな人たちが、それぞれの思わくがあるところ

を調整して、ナショナル・ヘリテージになったと思うのですけれども、それはだれが主になって、

どのようなやり方でやれば、それができるのかというのをお聞かせいただければ……。 

フレーザー: ご質問、ありがとうございます。もう少し明確にしていただけますか。どのよう
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にして合意形成が成されたのかと、あるいはマオリのかたがた、あるいは地元の人たちとどのよ

うに協議をしたのか。世界遺産のことに関してなのか、それとも国立公園の通常の日々の管理の

ことでしょうか。 

中野: 国立公園の管理でお願いします。 

フレーザー: では、もう一度スライドをここで出したいと思います。もし時間があれば、よろ

しいでしょうか。それを基にお話ししたほうが分かりやすいと思います。 

グリーン: マオリ族のかたがたということに関しては、法律の中で一つ項目があって、マオリ族

と協議をするということが義務となっています。ですから、月例のミーティングをマオリの指導

者のかたがたと行って、商業的な開発、あるいは生物多様性のプログラム、あるいは新たな利用

者の施設などをつくる場合には、そのようなものは何であれ、その提案をまずマオリのかたがた

と協議をするということになっています。保護管理官として、わたしはその意思決定の責任を負

っていますけれども、その意思決定をするにあたって、その前にマオリの人たちと協議をしたと

いうことを実証することができなければなりません。あるいは、もっと広く地域社会と協議をし

たということを示さなければなりません。 

フレーザー: このスライドでごらんいただけると思いますが、まず議会の法律があります。ま

た、公園管理計画、こちらですが、これが日々の公園の管理を扱っています。これは 10 年計画で

す。その計画を固める前に、非常に厳しい、厳格な協議を地域社会と行います。それが２、３年

かかることもあります。さらに人々に、地元の人に対して、管理計画の更新をするということを

知らせ、さまざまな協議を地元で行います。 

 トンガリロというのはそれほど周囲には大きな地域社会はないわけですけれども、たくさんの

利用者が大都市から公園にやってきます。ですから、この管理計画の協議という意味では、大都

市に行って、オークランド、ウェリントンなどでも会議を行います。利用者とされている団体と

も話をします。その中には地元のマオリ族の人も入っています。 

 それで、先ほど申しましたように、２、３年かかることはあります。草案を作りまして、それ

についてコメントをいただき、そしてその提案を見て、また公聴会を行って、人々の意見をまた

聞く。その要望を聞く。そして、それをまた持ち帰って、もう一度草案に盛り込む。最終的には

自然保護委員会に行き、ニュージーランドの自然保護当局の承認をもらいます。それで計画が固

まるわけです。 これは非常にきちんとした規定されたもので、この管理計画では、例えば、こ

こに書かれている以外の商業的な施設やハイキングコースなどについても管理計画を作らないと

いうことになっています。例えばヘリコプターは使えるかとか、どのように使えるかなどが書か

れています。あるいはスキーのゲレンデの開発、そしてどのような植物を保護するか、どのよう

にして行うかなどがきちんと規定されています。皆様がたのお手元の資料の中に、この公園管理

計画のウエブサイトのリンクが書かれています。非常に細かく規定されています。それを完成さ

せるのは非常に時間がかかるものです。最初に計画を立ててから、またやり直すということもあ

ります。 

 これでお答えになりますでしょうか。 

中野: ＤＯＣ（自然保護局）が主になって、いろいろな調整をやっていると思っていいのでしょ

うか。 

フレーザー: それは自然保護局、わたしたちの省です。政府の機関で、そこが中心となってや

っています。 

本郷: 今のお話は、日本の現状では、土地の所有者、管理者、あるいはどのようなところが、例

えば会議を開催するにしても、それを通知するとか、コーディネートするかというようなことが、

問題になってくるのに対して、ニュージーランドの場合は、今の質問の最後にありましたように、

自然保護局が主体になって、すべてのプロセスを管理しているという理解でいいということかと

思います。 
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長谷: ありがとうございます。観光面は、自然保護局ではなく別の政府機関が行っているのでし

ょうか。エコツアーや環境教育は、観光分野に含まれていますか。 

フレーザー: とてもいいご質問だと思います。別の観光省というものがあります、わたしたち

の政府の中で。そして彼らの役割というのは、ニュージーランドをプロモーションすることにあ

ります。国内、そしてまた海外に向けて、プロモーションすることが仕事であります。 

 しかし、わたしたちは観光省と連携を図っておりまして、そしてこのような保全を図る、国立

公園等によって保護をすることによって、観光の価値を高めることができる。ないしは、それを

しなければ、そのような価値を失ってしまうということが分かってきております。 

 例えば一つ、このスライドにはないのですけれども、トンガリロ・アルパイン・クロッシング

という遊歩道のような所があります。皆さん行かれたかたもいらっしゃるかもしれません。わた

したちの観光省が言っていたことは、国際的なイメージを気にしたのです。このようなことをや

っていいのかと。そのようなことで、観光省、そして保全局、その他自治体、いろいろな団体、

警察などが一緒になりまして、そしてテーブルに着いて、そして一生懸命、もっと公共の安全を

確保するような方法、そしてまた、これをいい経験として、ニュージーランドでのいい体験とし

て、どのようにプロモーションするかを考えました。したがって、観光省とわれわれは今もっと

緊密に作業するようになっております。 それでよろしいですか。 

長谷: ありがとうございます。 

本郷： この辺で午前中のセッションを終わらせていただきたいと思います。グリーンさん、フ

レーザーさん、どうも非常に示唆に富むご講演をありがとうございました。改めて拍手をしてい

ただければと思います。 

 

（休憩） 

 

本郷： それでは、定刻になりましたので、午後のセッションを始めさせていただきたいと思い

ます。午後のお一人目の講演は、環境省関東地方環境事務所の統括自然保護企画官でいらっしゃ

います、関根さんのほうから「日本の自然公園体系」ということで、まずお話を伺います。 

では、関根さん、よろしくお願いいたします。 
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日本の国立公園体系 

Japan’s System of Natural Parks. 
関根達郎，環境省 関東地方環境事務所 統括自然保護企画官 

   Tatsuro SEKINE, Kanto Regional Environment Office, Ministry of Environment 
 

関根： それでは、どうぞよろしくお願いします。

わたしのほうからは、日本の自然公園の仕組みに

ついてご説明させていただきます。 

 まず本題に入る前に、日本の自然環境がどのよ

うなものかというのを、簡単に見てみたいと思い

ます。ご承知のように、日本の面積は約 37 万平

方キロメートルで、人口が１億 2,000 万ぐらい住

んでいる。狭い国土に多くの人が住んでいる。古

くからさまざまな人間活動が行なわれてきたと

いう国であるといえるかと思います。 

 次に、そのようなことで、狭い国ではあります

けれども、日本列島といわれますように、北から

南まで非常に長い距離にわたって、約 3,000 キロ

にわたって列島が続いているということと、それ

から全体として平野が少なくて、富士山が最高峰

ですけれども、山岳地帯が非常に多いということ、

それから季節風の影響で四季がはっきりしてい

るというようなことで、狭い国土ではありますけ

れども、いろいろな、多様性に富んだ自然が残っ

ているということがいえるのではないかと思い

ます。 

 次に日本の植生でありますけれども、先ほど申

しましたように、古くから人がいろいろな活動を

行ってきたという国でありますので、一番上に書

いてあります、ナチュラル・フォレスト、人手の

入っていない原生林というのは 19％ぐらいであ

ります。それ以外のところは何らかの、人間の活

動が行なわれてきた二次林でありますとか、植林

地ですとか、草地とか農地などが、かなりの割合

を占めている国であるといえる。ですから、原生

的な自然よりも、人とのかかわりの中で育まれて

きた自然というのが、かなり広い面積にわたって

あるということがいえるかと思います。これが日

本の自然公園の仕組みにも関係がありますので、後ほどまた説明させていただきます。 

 ただ、逆の見方をしますと、一番下のアーバンエリアのように、非常に開発が高度に行われて

いる地域というのは、人口が多い割には割りと少なくて、そのような意味で、人が多く住んでい 

る割には、それなりの自然が残されている国だということがいえるのではないかと思います。植

生とか動物相とかを見ますと、狭いけれども、豊かな自然が残っています。それから島国という

こともありまして、固有種もかなりの数のものが生息生育しているという国であります。 

 このような日本の自然環境を守るための、制度の大きなものが自然公園でありますけれども、 
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その自然公園を守る制度の歴史を簡単に説明させていただきます。 

 まず 1931 年に、国立公園法というのができまして、これはほかの国の国立公園と同じでありま

して、自然を保護しながら利用をしていこうというようなことを目的とした法律であります。そ

の法律ができたということを受けて、その３年後に国立公園が初めて指定をされます。この初め

ての国立公園が指定されたあと、富士山は箱根とともに、1936 年に指定されておりますので、日

本の中でも古い国立公園の一つだといえると思います。 

 その後、第２次世界大戦なども経まして、戦後の 1957 年に新しい法律として自然公園法という

のができました。これは当時、高度成長時代ということで、さまざまな開発が日本のあちらこち

らで行われてきた。それから自然を保護するということが、背景の一つであります。それからナ

ショナルパーク、国立公園だけではなくて国定公園、それから都道府県が指定する自然公園とい

う、３種類の自然公園というものが指定できるということになりまして、おおむね現在の自然公

園の仕組みが、これをもってでき上がったということになります。 

それで、その自然公園の仕組みでございますけれども、目的としましては、これは従来と同じ

でありまして、自然景観を保護するとともに、レクリエーションを促進していくということであ

ります。 

 それから３種類の自然公園でありますが、ナショナルパーク、国立公園につきましては、日本

を代表する、優れた景観を有しているところを指定するものであります。それから国定公園につ

いてはそれに準ずるものといえます。国立公園が第１級としますと、国定公園が、ちょっと語弊

があるかもしれませんが、第２級といいますか、そのようなところであります。それから、それ

ぞれの都道府県で重要なところというものについては、都道府県立自然公園ということで、指定

できるということになっています。 

 それぞれの公園の面積でありますが、箇所数と面積ですが、国立公園は 29 カ所、国土の 5.5％、

国定公園が 56 カ所で 3.6％、都道府県立自然公園は 309 カ所で 5.2％ということで、全部合わせ

ますと大体国土の 14％、国土の１割以上が自然公園の区域に入っているということになります。 

 それで、この三つの自然公園をだれが指定をするかということでありますけれども、国立公園

につきましては環境大臣が指定をするということになっています。それから下に見ていきますと、

その公園の計画を作るのもこの環境大臣、管理をするのも環境大臣ということで、国立公園につ

いてはすべて基本的にはその国の責務として、保護をしていくということになっております。 

 それから国定公園については、一番下の管理だけが都道府県知事が行うということになってい

ます。それから都道府県自然公園についてはすべて都道府県が行うという、このような責任の分

担の仕組みになっています。 

 それから日本の国立公園の特徴として、土地の所有に関係なく指定ができるということがいえ

るかと思います。そこにグラフがありますけれども、国立公園の中で国が持っている、これはほ

とんどが林野庁が管理をしている国有林でありますけれども、それが大体６割ぐらいで、それか

ら地方自治体などが有している土地が 12％ぐらい、それから民有地というのが、約４分の１にあ

たる 25％ということで、国立公園の中にも民間の人が持っている土地というのがかなりの割合あ

るということが、一つの大きな特徴です。 

 これは冒頭に、日本というのは古くからいろいろ、人が影響を与えてきた自然が多いといいま

したけれども、日本の国立公園はそのような地域も含めて、一体として指定をされている。です

から、必ずしも国有地だけに優れた景観があるのではなくて、民有地の中にもそのようなものが

一部含まれて、それらも一体的に指定するのが、日本の自然公園であるということがいえるかと

思います。 

 主な国立公園でありますけれども、ざっとご紹介しますと、知床国立公園、これは流氷です。

十和田の、渓谷の美しいところです。それから富士山であります。海岸を保護している熊野であ

ります。それから、これも火山でありますけれども、九州の阿蘇。いろいろなタイプの国立公園 
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があります。最後に、海の珊瑚礁を保護している西表国立公園というのもあります。 

 それで、その公園について、パークプラン、公園計画を策定します。これも法律の目的と同じ

でありますけれども、自然を保護して適性に利用してもらうということを目的として作る計画で

す。 

 その中身ですけれども、大きく二つからなっておりまして、規制計画というのがあります。こ

れも保護のための規制計画、それから利用に関する規制計画、二つがございます。それからもう

一つの大きな柱が施設計画であります。これも保護、利用と、それぞれの二つの計画があります。 

 その中身を見ていきたいと思いますが、規制計

画でありますが、一つはゾーニングシステム。そ

の土地について、ゾーニングでいろいろな段階を

設けて、規制の強いところから比較的緩いところ

までということで、段階的にその規制の強弱によ

って保護をしていくという仕組みであります。そ

れからもう一つが利用のための規制ということ

で、例えば自家用車で利用することが制限される

地域ですとか、それから自動車でもなくても、人

そのものが立ち入ることが規制されるという地

域を指定できるとか、そのような中身のものであ

ります。 

 それから、今申し上げたゾーニングシステムで

すけれども、一番規制の強いのが特別保護地区で

あります。その次に特別地域というのがありまし

て、これが第１種から第３種まで、それから一番

下にありますのが普通地域ということで、大きく

５種類のゾーニングの種類があるということで

あります。 

 ちょっと富士山を例にして、そのゾーニングの

システムをちょっと簡単に見てみたいと思いま

す。まずこれの区域というのが、富士山を取り囲

むようにあります。それで、その中で特に保護す

る必要があるというところが特別地域。ですから、

特別地域に含まれないところは普通地域という

ように、非常に規制の弱い地域になります。それ

から、その特別地域の中で一番保護する必要性が

高い地域、当然その富士山頂、５合目から上あた

りというようになりますけれども、そのようなと

ころは厳正に保護するということで、特別地域に

指定されています。その少し下になりますと、第

１種特別地域。それから山麓部になりますと第２

種、それから第３種というようなことで、規制の

強弱が設けられているということであります。 

特別地域とか第１種特別地域は非常に規制が強くて、基本的にはいろいろな、例えば建築物を造

るということも認められないという地域でありますけれども、２種、３種とかになってきますと、

一定規模以下であれば認められるということになりまして、そのような強弱をつけたゾーニング

で国立公園の保護を図っています。 
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それから特に、富士山に限らず、日本の国立公

園はどこでも、農林漁業というのが国立公園の中

でも行われている地域というのが広くあります。

ですから、２種、３種の中では、そのような農林

漁業も基本的には許容していくということで、自

然保護と地域のそのような経済活動を共存させ

るというような仕組みで、このようなゾーニング

がなっているという側面もございます。 

  今申し上げましたように、このようなゾーニン

グによって、活動を規制しているということであ

ります。さまざま、強弱によって当然認められる

ものもありますけれども、それであっても、その

国立公園であれば環境大臣の許可が必要ですし、

国定公園ですとか都道府県立自然公園であれば、

都道府県知事の許可が必要ということで、そのよ

うなことで保護するということを担保している

ということであります。 

次に施設の計画でございますが、これについて

も、公園の中でできるだけ計画的に施設を造って、

いろいろな施設が乱立しないといいますか、必要

なところに必要な施設を最小限つくるというよ

うな趣旨の計画であります。これも２種類ありま

すけれども、保護のための施設計画というのもご

ざいまして、これは植生が破壊されたところをも

う一度復元する、植生復元施設といっていますけ

れども、そのようなものがございます。 

 それから主体となるのが次の利用のための施

設計画であります。ビジターセンターとか、休憩

所とか、キャンプサイトとか、歩道とか、サイク

リングのための道でありますとか、自動車が通る

道、そのようなものを計画するというものであり

ます。一番下のファシリテック・コンプレックス

というのが、これは集団施設地区といっています

が、施設を集団的にまとめて整備をするというと

ころでありまして、よく登山のための基地とか、

多くの人が景色を眺めるような観光地などがあ

りますけれども、そのようなところが指定されて

いると思っていただければいいかと思います。 

 これも富士山をちょっと例にあげますと、どの

ようなところにどのようなものを造るか。例えば

トイレをこのような箇所に造ろうとか、それから

広場をこのような箇所に造るというようなこと

を計画したものであります。点的なものでだけで

はなくて、利用するために必要な車道のルートを 

                    定める。それから歩道のルートであります。 
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次に施設の例ですけれども、歩道とか休憩所とか

トイレとか、計画を立てて、その計画に基づいて

整備をしていくということであります。 

 それで、ここでもう一つ、日本の自然公園の特

徴といいますのが、このように施設を整備するの

は、国立公園だとすべて国が整備するのかという

とそうではありません。この施設というのは、例

えば都道府県が整備している場合もありますし、

市町村が整備している場合もあります。それ 

から国立公園の中にある、富士山でいえば山小屋

などが典型的でありますけれども、あれは民間 

の方々が経営をしているわけであります。ですか

ら、国立公園の施設というのは、いろいろな人が

協力しあって整備をしているということになっ

ておりまして、それが、日本の国立公園の大きな

特徴でありますし、また一方では、それらのいろ

いろな人たちの間でうまく調整が図れないと、な

かなかうまく公園というものが、機能しないとい

うようなこともありうるということで、いずれに

しましても日本の特徴ある制度ではないかと思

います。 

  それから最後に、近年の課題というものも幾つ

か紹介をさせていただきたいと思います。 

一つは、オーバーユースの問題。利用者が非常

に多くて、上の写真ですと、歩道の周りが、非常

に植生が荒廃してしまったとか、非常に混み合っ

て、非常に利用の快適性が損なわれると、そのよ

うな問題も起きています。 

この問題に対しましては、最近法律の改正が行

われておりまして、2003 年にできた制度でありま

すが、利用調整地区というのを指定できるという

ことになっています。これは、その地域に立ち入

れる１日当たりの人数を定めるといった制度で

す。吉野熊野国立公園の大台ケ原というところで

指定されており、必要性が検討されているところ

が幾つかございます。 

それから次に、山岳地におけるトイレの問題で

あります。これは先ほど午前中のお話の中でも出

てまいりました。日本でもやはり同様の問題があ

ります。 

これは富士山の、しばらく、何年か前の写真で、

左側の写真は、山小屋のトイレからトイレットペ

ーパーが流れ出して、白い川のようになっている

というような状態が見られます。 
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これについては環境省のほうでも、そのトイレ

を改善するための助成制度を設けまして、現在で

はほとんどの山小屋がこのようなし尿をそのま

ま放出するということでなくて、放流しない方式

のトイレに改善をされています。ですが、富士山

はそのようなことである程度改善がされました

けれども、ほかの山岳地域の公園では未解決のと

ころもありまして、これは今後解決していかない

といけない課題の一つかなというように思って

います。 

次は、外来種の問題であります。特に日本の国

立公園の中には、小さな島が国立公園になってい

るというところもありまして、このような外来種

の侵入の影響を非常に受けやすいというところ

もあります。そのようなことで、例えば小笠原国

立公園などにおきまして、外来種の駆除事業とい

うものを今進めているところであります。 

それからもう一つは、野生動物による植生への

影響というのもあります。これも全国的に見られ

ておりますけれども、シカが非常に増えていると

いうような状況であります。ここに示しておりま

すのは、吉野熊野国立公園の大台ケ原であります

けれども、30 年前には非常にコケが見られた原生

林であったところが、シカの影響で、木が立ち枯

れて、乾燥した林になってしまったということで、

これについても今、森林を復元する事業を実施し

ていますけれども、シカによる影響は各地の国立

公園で見られています。 

これについては、シカを捕獲したりとか、ある

いは侵入を防止するフェンスを作ったりとか、そ

のような対策も実施していますけれども、非常に

広い面積でこのような影響が見られますので、こ

れもやはり本当に、非常に保護する必要性の高い

ところからということになりますが、取り組んでいかなければならない問題かと思っております。 

以上で、私のお話は終わらせていただきます。最後に課題ということで幾つか挙げましたけれ

ども、従来からやってきた規制をかけて保護するということだけでなくて、積極的に手を加えて

保護をしていかないといけないというようなところが、近年の国立公園の課題として、幾つか顕

在化してきているというようなことがいえるのではないかというように思っております。以上で

あります。 

本郷： 関根さん、どうもありがとうございました。ご質問がございますでしょうか。 

 

フレーザー：ごく簡単に、この富士山のゾーニングは、どのようにして決めたのかについて説明

していただけますか。先ほどのスライドにゾーニングのところがあったと思いますが。 

本郷： 地種区分のお話ですね。 

関根： 当然一つは、その植生なり、自然そのものの重要性です。特に高山になりますと、非常
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に人の影響を受けやすいということになりますので、厳正に保護しないといけないところについ

て、より強い規制のかかるゾーニングにしているということが、基本的な考え方としてあります。 

 それからもう一つは、特に山麓のほうでは、国有地とか公有地だけでなくて、民有地というの

もあります。ですから、そのようなところでは、民有地に非常に強い規制をかけるというのがな

かなか難しいところもありまして、そのようなところにも配慮をしているということがあります。 

 ですから、自然の状態と、もう一つはその土地の所有といいますか、その二つの側面から決ま

ってきているということです。これは富士山だけでなくて、多くの国立公園でそのようなことで

決められています。 

本郷： よろしいでしょうか。どなたかほかにございますでしょうか。 

T.ｼﾞｮｰﾝｽﾞ： 関根さん、英語版のパワーポイントをどうもありがとうございました。この中に一

つ大事なポイントがあって、多言語の情報の必要性なのですけれども、小泉総理から「Visit  

Japan Campaign」をはじめ、外国人の観光客を積極的に増やそうという計画は、今現在行われて

います。 

 ですが、現場では多言語のインフォメーション、多言語のガイダンスがまだ少なくて、もしく

は外国人側からいえば、(ゴミの持ち帰り、山小屋の使い方など)日本の習慣が分からない、日本

のナショナルパークのルールが分からないという、ギャップがあるように考えられます。 

 この状況の中で、外国人向けのルール作り、外国人向けのホスピタリティー作りが必要となる

と思われますが、環境省の立場、環境省の具体的な政策について教えていただきたいのですが、

いかがでしょうか。 

関根： それは、今ご指摘があったように、日本の国立公園も海外から来られるかたというのが

最近非常に増えています。英語圏だけでなくて、中国のかたも多いですし、韓国からも多くのか

たがいらっしゃっていますので、基本的に日本語、英語、それから中国語、韓国語、４か国語ぐ

らいは、標識ですとか、ビジターセンターの展示などで表示していこうということで進めていま

す。ただ、新しいものについてはそのようなことで進めていますけれども、まだ古いものが残っ

ていたりということも結構ございますので、そのようなところは、更新するときに、そのような

外国語の表記も取り入れていきたいというように思っています。 

T.ｼﾞｮｰﾝｽﾞ： ありがとうございました。 

本郷： では、これで関根さんのご講演を終了させていただきたいと思います。どうもありがと

うございました。 

 引き続きまして、現在、共栄大学の教授でいらっしゃいます高橋先生のほうから、「海外の国立

公園と日本」というタイトルで、先生のこれまでのご経験から、日本の国立公園の状況を海外と

比較しながらご説明いただきます 

では、先生、よろしくお願いいたします。 
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海外の国立公園と日本 

“Overseas National Parks and Japan” 
高橋進，共栄大学 国際経営学部 教授 

Susumu TAKAHASHI，Professor of Kyoei University 
 

高橋： 今まで午前中も含めていろいろなお話があ

りました。その 後のプレゼンテーションですから、

とりまとめといったようなことも兼ねて、お話をし

ていきたいと思います。ただ、事前の打ち合わせも

何もしていませんから、ちょっと今までの話と違う

ではないかというようなところ、あるいは重複する

ところも、ひょっとしたらあるかもしれません。そ

こはご容赦いただきたいと思います。 

 それから、海外と日本との比較ということで、私

がこれまで訪れたことのある、主として途上国の国

立公園などを中心に、ご紹介します。 

これもそれぞれ国によって事情が違います。そこ

で、ややステレオタイプといいますか、典型的な、

あるいは少しデフォルメをした形での比較というこ

とになることもあるかと思いますが、そこもまたひ

とつご容赦をしていただきたいと思います。 

 それから今日のこのシンポジウムで、いろいろな

美しいスライドをたくさん見られますという、何か

ご案内の文書、ちらしがあったようですから、私も

できるだけ皆さんにいろいろな美しい写真をお見せ

したいと思いまして、少し写真が多くて駆け足にな

る点もあるかもしれません。そこも 初にお断りを

しておきたいと思います。 

 それでは、まず、日本の国立公園、先ほど関根さ

んからお話がありましたけれども、これを少しバッ

クグラウンドとしてお話をしていきたいと思います。 

 明治時代、日本が江戸時代から近代日本になった、

このときに現在行われているような自然保護のいろ

いろな制度、法律のほとんどのものの基礎がこの時

代にできています。森林法、あるいは鳥獣保護、あ

るいは天然記念物。ところが、国立公園はこのとき、

まだできていないのです。国立公園の基礎ができま

したのは、やっと 1930 年代の昭和に入って国立公園

法ができてからです。これがスタートということに

なります。 

 それでは、その国立公園は一体どのようにスター

トしていったのか。法律自身はこの 1931 年、昭和６

年に制定されたわけです。けれども、明治時代にも

全く国立公園の話がなかったわけではないのです。
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ここ地元の富士山をはじめ、日光など、当時は国

立公園という言葉はありませんでしたけれども、国

設公園、あるいは似たような名前のようなものに指

定をしてほしいという、そのような陳情が当時の帝

国議会に出されました。 

 ところが、この国立公園制度ができるまでの間に、

いろいろな問題点がありました。一つは、そもそも

国立公園というのは自然を保護する場所なのか、あ

るいは観光開発をする場所なのか、どちらなのだと

いうような、一種の対立もあった。あるいは、日本

は民間の土地がたくさんある。そのようなところを

国立公園に果たして指定できるのかどうか。一方で、

国有地だけ指定するというと、とても国立公園に指

定する大面積の国有地などというのはない、そのよ

うな問題もあった。このようなことで、なかなか国

立公園の制度が進まなかったということがあります。 

 ところが、幸か不幸か、1930 年代、世界恐慌、ち

ょうど今はサブプライム問題で世界的な経済問題が

ありますけれども、同じように世界恐慌が起きまし

た。皮肉ですけれども、これは、国立公園の制度を

作るきっかけにもなったわけです。それは、外貨を

獲得するために、外国人観光客を誘致しようということです。それからもう一つは、民有地が多

いわけですけれども、別にアメリカなどのように、国有地だけを国立公園にしなくてもいいでは

ないか、民有地も含めて土地所有にこだわらない公園制度、このようなことも日本としては考え

出した。これによって、国立公園の制度化が進んだということです。 

 この時期には、国際観光地開発計画とか、あるいは国際観光局――これは、当時は鉄道省、そ

の後、運輸省、現在国土交通省が誕生した。現在でも言われている、観光立国です。このように、

世界恐慌などが一つのきっかけになって、ばたばたと観光政策が進んで、そして国立公園法制定

にまでいったわけです。現在 29 国立公園が指定されています。 

 ここで日本とそのモデルになったアメリカとを比較をしてみたいと思います。 

 まずは指定をする対象です。これはちょっとステレオタイプに分けていますけれども、日本は

観光目的が中心ということで、いわばきれいな景色、これを指定対象としました。アメリカは、

ウィルダネス、原始的な自然が対象です。それから土地所有は、アメリカの国立公園は国有地で

すけれども、日本の場合には民有地も含んでいる。管理官の数も圧倒的に違う。１人当たりの管

理面積も違う。 

そのようなことから主な仕事も、アメリカでは、パトロールとか、いろいろな調査とか、自然

解説とか、あるいは国立公園の中で消防とか警察の機能まで持っている。これは非常にたくさん

の人がいますから、それぞれの機能に分かれてやっているわけですが、日本ではいわゆるパーク

レンジャーは、主に国立公園の中に家を建てていいかどうか、木を切っていいかどうか、そのよ

うな書類の審査をする。あるいは消防とか警察を含めて、日本は環境省が国立公園の中すべてを

やるというわけではありませんから、さまざまな行政、地元の自治体も含めて、行政との調整、

このようなことがパークレンジャーの主な仕事になってしまっているということがあるわけです。 

このようなことが、実は、これからいろいろ写真をお見せしますけれども、日本の問題点でも

あり、また逆に、このような民有地を含んで、他の行政とも調整をしながら、協働、一緒にコラ

ボレーションしていかなければいけないということが一つのメリットといいましょうか、日本の

公園管理の実績にもなっています。 
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これからきれいな写真が出ますから、ご期待くださ

い。 

まずは、公園のゲートです。日本はこの富士山も含

めて、一体どこからが国立公園なのだろう、分かりま

せんね。ところが、すべてとは言いませんが、海外で

は多くのところで、公園の入口にゲートがあります。

そしてそこで、これはアフリカのケニアですけれども、

入園料を払うわけです。地元の人と、海外の観光客な

ど地元ではない人とでは、料金も違うのです。これは

ちょっと見にくいですけれども料金は 10 倍ぐらい違

います。実はこの料金は、外国から来た人からたくさ

んお金を取って、それをこの公園の管理に充てよう、

このようなシステムになっているということです。 

これはマレーシア、ボルネオの世界遺産、キナバル

山国立公園です。ここでもこの同じようなゲートがあ

る。これは中米コスタリカのイラス火山国立公園のゲ

ートです。 

これは国立公園ではありませんが、美しい水景観で

有名な世界遺産にもなっている九寨溝です。 

ここでもゲートがあり、お金を払う。公園の中は、

昔は車を乗り入れしていましたけれども、今は乗り入

れ禁止で、このような低公害バスで行く。といっても、

中国は観光ブームで、これだけたくさんの人が行って、

低公害バスとはいっても、パンダのふるさとですけれ

ども、かなり影響があるのではないかなという気がし

ます。 

これはアフリカ、クルーガー国立公園。南アフリカ

連邦で 初の国立公園です。ここでは、このような車

で国立公園の中を回るという利用形態が多いわけです。 

そこで次に、乗り物とエコツーリズムをみてみます。

南アフリカの大セント・ルシア湿地公園では、このよ

うなゴムボートも使用します。クルーガー国立公園や

大セント・ルシア湿地公園には、さまざまな動物たち

が生息しています。 

これはゾウですね。ほかにもイボイノシシ、カバ、

キリン、そしてサイなどをこうやって見ることができ

ます。 

次はメキシコのセレストン生物圏保護区です。この

ような船に乗って回ります。実はこの辺は元々漁民が

いたのですけれども、今はこの漁業の船をこのように

観光用に改造して、漁業よりもむしろ観光で生活をし

ているというところです。この人はガイドです。マン

グローブのところを抜けて行って何を見るのかという

と、もうお分かりになりますね。フラミンゴです。あ

とでも話をしますけれども、このようなガイドとか、

いろいろなことで、地元の雇用にもつながるというこ



 58

とがあります。 

これは、やはり世界遺産ですが、オーストラリア、

ノーザン・テリトリーのカカドゥ国立公園。これは湿

地の公園ですから、船で水鳥などを見る利用です。 

これは、先ほどもお話がありましたが、ヨセミテ国

立公園です。セコイヤなどの巨木があります。基本的

には車で国立公園の中を回るのですが、この地域（マ

リポサグローブ）だけは、このようなトラムというの

ですか、乗り物に乗り換えて、一般の自動車は進入禁

止にして回ってみるといったような地域です。 

次は、ビジターセンターです。公園の中に入ります

と、今日午前中もお話があったような、環境教育も含

めた公園の中のいろいろなインフォメーションの提供

があります。 

日本でも、箱根、あるいは日光など各地に、このよ

うな立派なビジターセンターがあります。そして中は

かなりハイテクの施設がそろっている。皆さんの中で、

例えば箱根ビジターセンターにいらっしゃったことが

ある人がかなりいらっしゃると思いますが、そのよう

なかたはどのような状況かお分かりだと思います。 

これはセコイヤ国立公園のビジターセンターです。 

そしてカナダ、これも世界遺産ですが、バンフ国立

公園。ここでもやはりビジターセンターがありますね。

ここではカウンターに人がたくさんいます。もちろん

いろいろなハイテクを使ったり、あるいは標本を置い

たりして、国立公園の中の自然を解説する、説明をす

るというのも、ビジターセンターの大きな要素ですけ

れども、このたくさんの人たちは、実はこれからトレ

ッキングや登山に行って、どこにクマがいるのだろう

かといったような情報とか、さまざまな情報を、直接

このビジターセンターの人から得るために、カウンタ

ーにたくさんの人がいるわけです。日本の国立公園だ

と、ビジターセンターがあってもあまりレンジャーも

いない、そのような状況が実はあるわけです。 

これはアメリカのエバーグレーズ国立公園。 

ここも世界遺産です。これは 15 年ぐらい前のですか

ら、もうビジターセンターも変わっているかもしれま

せんね。公園利用者は、こうやってレンジャーからい

ろいろ解説を受けるわけです。このエバーグレーズは、

フロリダ半島で、マイアミビーチもある。日本人もた

くさんの人が行っています。しかし、このエバーグレ

ーズ国立公園を訪れる日本人というのは非常に少ない

のです。 

なぜかといいますと、ここに入ると、このようなレ

ンジャーからインタープリテーション、自然解説を聞

かなければいけない、とてもそのような時間がないと



 59



 60

いうことです。 

 実は国立公園のすぐ近くに、観光ワニ園があ

るのです。そこでワニを見て帰ってしまう。国

立公園で野生のワニを見る日本人というのは

非常に少ないということを、この地元のレンジ

ャーは言っていました。 

次に国立公園の中で何日も滞在するために

は、当然宿泊が必要になります。 

これは世界遺産のヨセミテの国立公園で、ヨ

セミテバレー、谷には立派なホテルもあります

が、このようなテント形式の簡易の宿泊施設も

あります。 

日本人は立派なホテルに観光客として泊まっ

て、そしてすぐまた次の行動に移ってしまうの

ですが、ヨーロッパやアメリカの人などは、半

日ぐらいこのようなところに座って、コーヒー

を飲みながらゆっくり過ごすというような過

ごし方があります。この辺はあとで、また別の

角度でお話してみたいと思います。 

 そしてテントに泊まるとクマがでることも

あります。車のトランクに食べ物を置いておい

ても車がぺちゃんこにされる。そのような写真

がいっぱい飾ってあって、必ずこの鋼鉄製のボ

ックスの中に食べ物は入れなさいということ

を、強くビジターセンターなどで指導されます。 

 これはやはり世界遺産、カナディアンロッキ

ーのところです。日本でも 近少しは増えてき

ましたけれども、このような大型のキャンピン

グカー、トレーラーで何日もかけて、あるいは

ゆったりと、自然の中を探勝する、あるいはコ

テージでゆっくりと過ごす、このような過ごし

方が割合多いわけです。 

これはジャスパーとバンフ、両方とも国立公

園の中の町、宿泊施設が中心です。日本だとこ

のようなものは当たり前といいますか、何の違

和感もないわけですが、海外では、国立公園の

中にこのような大きな町があるというのは、割

合少ない例ではないかなとわたしは思います。 

 これは東南アジア、インドネシアです。 

 世界遺産のウジュン・クロン国立公園、そし

てこちらはハリムン国立公園。両方ともシカ、

ミズトカゲ、あるいはサルとか、いろいろな動

物が出てきます。これはバードウォッチングを

していますけれども、割合簡易な、それほど立

派な建物、施設ではありませんけれども、ここ

で宿泊をしてすぐ自然に触れ合うといったよ

うな過ごし方をしております。 

 そして、これは南米ベネズエラの世界遺産カ

ナイマ国立公園です。ここには飛行機で行かな

いと行けない。これは宿泊施設ではなく、飛行

場のターミナルです。 

ターミナルというイメージしませんけれど

も、このようにターミナルがあって、ここから

国立公園に入っていくということです。 

 このようなテーブルマウンテンで有名な、あ

るいは原生林のある、アマゾン川の源流部とい

うカナイマ国立公園ですが、コテージは、地元
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の昔から伝わる伝統的な建物を模したもので

す。 

 ただ、これは、外見は昔の伝統的な建物のよ

うですが、中はちゃんとシャワーもついて、立

派なベッドもある、そのようなホテルといいま

しょうか、コテージになっています。この子は、

そのコテージのベッドメイキングに来たお母

さんに連れられてきた、インディオの子です。

かわいいから写真をちょっと撮りました。この

ベッドメイキングに来るということも、一つの

地元の経済的な貢献にもなります。 

 これは南アフリカ、いずれも立派なコテージ

があります。そしてコテージで働く、さっきの

インディオのお母さんもそうですが、このよう

に地元で、コテージで働く人もいます。 

 エコツーリズムという話を先ほどしました。

日本だとエコツーリズムというのは、自然に優

しい観光という側面が非常に強いと思います

が、それだけではなくて、特に途上国では、地

元経済への貢献という面も重要視されていま

す。国立公園で地元の人が経済的にもある程度

自立をしないと、公園の中の資源を使ってしま

って、自然保護が図られない。幾ら、人を追い

出して、国立公園としても、国立公園の中の薪

とか食べ物とか、あるいは薬とか、そのような

ものに頼っている人たちは、追い出されてもま

た公園の中に入ってきてしまう。そのようなイ

タチごっこが続きますから、経済的に自立をす

るために、エコツーリズムというのは地元の経

済に貢献をする、そうすることによって自然保

護、国立公園の保護を図ることが必要です。す

なわち、エコツーリズムには、そのような一つ

の道具のような側面もあるわけです。特に途上

国ではそのような側面が非常に強いわけです。 

 そのような意味で、国立公園といえども、地

域社会と一緒になって管理をしていかないと

いけないというのが、一つの世界の大きな流れ

になっています。 

 これは中国、九寨溝のガイドと清掃人です。

あるいはごみを拾うかた。このようなのも、地

元の人にとっては雇用の機会でもありますし、

一緒に協働して公園の管理をしていくという

ことにもなるわけです。そして、伝統芸能を見

せるということも経済効果を生みます。アフリ

カでも同様です。 
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そして、木彫りの動物の土産物などを観光客に

売ったりする。これもやはり、地元の活性化に

もつながるということもあります。 

 この人は、元々はこの辺に先祖が住んでいた

のです。ところが、国立公園になって、国立公

園を管理する、あるいは世界遺産に指定をする

ために、先祖がこの公園地域から追い出されて

しまった。そのような話を実は今しているとこ

ろなのです。 

 それはどのようなことかというと、結論的な

ことになりますが、アメリカで始まった国立公

園制度、それが特に途上国で、いわゆる植民地

といわれるようなところに広がっていったわ

けです。 

 アメリカとヨーロッパではだいぶ制度が違

うと思いますけれども、植民地などに広がった

制度では、原始的な自然を保護しようというの

が、一つの目的でもありました。 

 そしてそのためには、地域内に住んでいた先

住民といわれるような人たちなどを追放して

しまったわけです。それによって、自然を守ろ

う、国立公園を守ろうということがありました。 

 しかし、それでは、先ほどお話をしましたよ

うに、幾ら追放しても、追放された人たちは、

公園の中の資源に頼って生活をせざるをえな

い。ということで、やはり地元の人たちと協働

して、一緒になって保護をしなければだめでは

ないかなということに、だんだん気がつくよう

になってきた。そしてそのための手段としてエ

コツーリズムというものも、発達をしてきたと

いうことがあります。 

 そして、これによって自然保護とか環境教育、

あるいはそれだけでなくて、伝統文化を保存し

たり、あるいは地域の発展、このようなことを

図って、自然の保護、あるいは国立公園の管理

をしていく。同時に、地域の人たちの発展にも

なる、そのようなことを目指そうというのが、

今、世界の保護地域の大きな流れになっていま

す。わたしは、ＩＵＣＮ、国際自然保護連合の

世界保護地域委員会の委員をしています。その

ＩＵＣＮでは、このような方向がいろいろな会

議で打ち出されてきています。 

 そして現在ではさらに進んで、このいったん

追い出した土地を、また元の先住民の人たちに

返還する。そして先住民の人たちが中心になっ

て管理をしてもらう。
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 先ほどニュージーランドの話にも関連する話がありましたが、ＣＣＡ、コミュニティー・コン

サーブド・エリア、このような保護地域の体系も今模索されています。 

 国立公園とか、いろいろな保護地域を、ＩＵＣＮでは幾つかのタイプに分けていますけれども、

その中の一つにこのようなものも入れるべきではないか、このような議論も現在されているわけ

です。それだけ、このような地域と協働した保護、これがクローズアップされてきているという

のが、現在の世界の大きな流れになっているということです。 

 それでは、日本はどうなのだろうということです。先ほどお話をしましたように、富士山など

日本の国立公園では、観光開発、そしてそのためのきれいな景色、風景保護、これが大きな目的

といいましょうか、流れになっていたわけです。 

 実際、日本の古い国立公園の計画では、いまだに一部にはこのような風景を保護するために、

例えば道路から見えるところだけは非常に規制の厳しいものだけれども、一歩入ると規制が弱く 

て、木を切ってもいいというような、そのような公園計画が多いわけです。そうなると、今現在

では自然保護、あるいは生物多様性保全というような面からみると、それは必ずしも適正な公園

計画とはいえないというようなこともあります。 

 そこで、元々日本では、地域との協働といいましょうか、民有地も多い、そしてレンジャーも

少ない、どうしても地元の自治体、あるいは観光業者、その他、多くのかたがたと一緒になって

協力しないと公園管理はしていけない。そのようなことで、やむをえずということかもしれませ

んが、協働の実績はあるわけです。 

 ですから、世界の潮流がこのような協働になっているわけですから、日本はその実績を踏まえ

て、もっと地域との協働を進めるべきです。国立公園だから環境省だけがやればいいというわけ

にはいかないのです。従来は県とか市町村も一緒になっていたのに、地方分権だから国立公園全

部国（環境省）がやれなどということにもなっていますけれども、やはりそこはもう一度、地域

と一体となった公園管理の在り方というのを考えてもいいのではないかというように、わたしは

思っています。 

 そのようなことで、先ほどのような、地域の発展と一体となった自然保護を進めていくという

ことが必要ではないかと思います。富士山を世界遺産にという話もあるようですが、逆にいうと、

この世界遺産になるためには、単に観光開発とか風景保護だけではなくて、このようなものをき

ちんとやる。そのための地域社会と公園管理者とが協働をすると、このようなことを考えなけれ

ばいけないのではないかなというように思います。 

実は、ここまでが本当はわたしが事前に作ったシナリオだったのですけれども、今朝、急にス

ライドを追加しました。英語のものがついていませんけれども、これはわたしが、先ほど出た箱

根のビジターセンターでたくさんのかたにアンケートをした結果です。 

先ほど日本人というのはあまり自然の中にいないという話、エバーグレーズ国立公園では時間

がなくて訪れる人も少ないという話をしました。このような自然の中に、いわば何もしないで、

ある程度長時間、例えば２、３時間１カ所に留まる、そのような経験がありますかというと、「よ

くあります」というのはあまりいない。「たまにある」という人を含めると半分ちょっとになりま 

すが、「そのような経験はない」という人が、少し見にくいですが、38.8％、まあ、40％ぐらいな

のです。 

 では、その自然の中で２、３時間何もしないで１カ所に留まるような経験は、どこでしました

かというと、やはり森林とか、あるいは河川とか、このようなところが非常に多いわけですが、

問題は実は次なのです。 

 では、そのような経験のない人は、１カ所で２、３時間じっとするようなことを果たして、や

りたいと思いますか、やりたいと思わないですかという、これがアンケート結果です。半分近く

の人は、そのようなのをしたい、好む、それで、残り３分の１ぐらいの人が、できればやってみ

たいけれども、なかなかできないなということでした。 
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では、なぜそうなのか。これはその理由です。

実は、日本人は、どうせだったら、あちらこち

ら、たくさんのところに行ってみたいという理

由が非常に多いわけです。それからもう一つは

やはり日程上、余裕がない、１カ所にじっとし

ているなど、そのような余裕はない。そうです

ね。 

皆さんも箱根でもどこでも行くのは、大体１

泊２日、あるいは日帰りですから、そのように

１カ所でじっとしていられない。そして、中に

は、じっとしているのが苦手だなどという人が

います。 

これは女性のかたに多いかもしれませんが、

日焼けとか虫さされで、そのような１カ所にじ

っとしているのは嫌だなどという人もいます。 

あるいは、せっかくお金をかけて来たのに、

１カ所にいるだけなどもったいないと、そのよ

うなこともあります。 

１カ所でじっとしているというのは、わたしは

海外でよく経験しますが、読書をしたり、ある

いは話をしたりして、朝行った人がまだ夕方い

るなどという、実はそのようなことを指してい

るのです。 

このような日本人と欧米人との自然の接し

かたの違いも、このあとの議論にも参考になる

かと思って追加をさせていただいたわけです。 

以上で私のお話を終わります。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

本郷： 高橋先生、どうもありがとうございま

した。ご質問はございますでしょうか。 
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グリーン： 確かに、協働作業が必要だということに同意いたします。地域社会、それから自治

体との協力が必要です。 

 富士山を一つの例にとりまして質問があります。どうすれば計画の統合というのができるので

しょうか。つまり管理責任を負う人たちと、あるいはその土地を所有している人たち、この富士

国立公園、土地を所有している人たちの責任、すべて統合するためにはどのようにすればいいの

でしょうか。 

 一つのビジョン、一つのゴールを設定して、そして統合された計画を練って、だれが所有して

いようとそれに従うということが必要だと思うのですが、同意されますか。そしてもしそうだと

すれば、どのようにそれを実施されるでしょうか。 

高橋： 非常に難しいお話ですけれども、やはり統合というのは非常に大事だと思います。 

 そのためには、まず、例えば国立公園、富士山の国立公園であれば、何のための国立公園なの

か、なぜ保護しなければいけないのか、そのようなところについて、恐らく管理者である国と、

あるいは地元の自治体と、そして実際地元で商売をなさっているかたと、それぞれ違う考え方が

あるかもしれない。そこを、ディスカッションをするとか、いろいろなことを通じて、やはり一

つの合意を得る、これが大事だと思います。 

 その合意を得るためには、国は国の立場で、地元の人を含めて、いわゆる環境教育などを通じ

て理解をしていただくということも必要です。それぞれの努力のうえで合意を得て、それに基づ

いた計画を作らないと、国がかってに、これをやるからこうしろという押し付けでは、これは協

働にはならないということです。非常に漠然としたお話しか今できませんけれども、そのような

ことを考えております。 

本郷： よろしいでしょうか。 

参加者： すみません、同じような質問だったのですけれども、やはりだれかが音頭をとって、

頭になって、まとめていく人、あるいは組織、何らかが必要だとわたしは思うのですけれども、

高橋先生のお考えだと、だれがそれをやるべきか、例えば富士山だとだれがすべきかというよう

なところで、意見はありますか。 

高橋： 先ほどから出ていますように、日本の場合は国立公園でもあり、そこが天然記念物にも

なっており、そして県全体なら県全体の観光地という位置づけ、いろいろな位置づけがあります

から、それぞれについては主体があると思います。 

 ただ、国立公園、国立公園の管理のうえでどうすべきかということについては、これは当然環

境省が主体となって、先ほどわたしがお話をした、合意形成なら合意形成の場を環境省が自ら提

供する。そしてそこで、いろいろなかたと話をする。あるいは、県民のかた、地元のかた、ある

いは国民全体のかたに、その国立公園の重要性も含めて、いろいろ普及啓蒙といいましょうか、

そのような努力をしていくということが必要ではないかなというように思っております。 

参加者：それに関してもう一つなのですけれども、環境省のお役人さんは２年とか３年で部署が

替わっていかれますね。そうすると、長期的なビジョンとかというのを立てるのに、環境省とい

いますか、日本の省庁は非常に不都合ではないかというようなところも思うのですけれども、そ

の辺に対してのお考えはいかがですか。 

高橋： 確かに役人はしょっちゅう代わります。私も役人時代にはずいぶん転勤したこともあり

ますけれども、ステムとして合意形成をするというようなものがないと、たまたまそこにいた人

が、熱心な人は合意形成の努力をするけれども、人が代わったら合意形成の努力をしないとか、

そのようなアンバランスになってしまう。まずシステムを確立するということ、これが大事だと

思います。 

 そして、ただ役所で、そこにたまたまいる役人がかってに計画を作るのではなくて、先ほどお

話をした地元の人も含め、あるいは地元以外のいろいろな、いわゆる日本でいえば学識経験者と

いわれるような人とか、いろいろなかたと合意形成の場を作っていくということであれば、かり
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に役人が代わっても、そのようなかたがたは引き続き残る、そのような中で形成を図っていくこ

とは可能ではないかなというように思っています。 

参加者： ありがとうございました。 

本郷： 非常に合意形成が大事、地域協働が大事、多少言うは安しのような面があるかと思いま

すけれども、今高橋先生もおっしゃられたように、組織としてどのように作っていくか、システ

ムとしてどうやって作っていくかというのを、じっくり地域でやっていかなければいけないとい

うことかなと思います。その辺はこのあとのディスカッションでもまたいろいろなされるかと思

いますので、その場でまた、ご意見があればいただきたいと思います。 

 ちょっと一つだけ、歴史的な背景の中で確認しておきたいのですけれども、先ほどの天然記念

物と国立公園との年代差の中で、富士山が特別名勝になったのと国立公園になったのは、どちら

が先とかというのはあるのですか。 

高橋： ちょっとわたしはそこを確認していませんけれども、多分天然記念物のほうが早いので

はないでしょうかね。 

本郷： 早い。要するに、だから、動きの中で、多分自然環境保全のようなイメージで、利用と

いう、国立公園という制度ができる前に、天然記念物として保護するというような形のものが、

先に富士山の場合は確立していたという……。 

高橋： 富士山で確立したかどうか、申し訳ありませんが、そこは、私は確認してありません。

ただ、国全体の制度としては、天然記念物的な、いわゆる自然保護的なもののほうがむしろ先で、 

利用も含めた公園という制度のほうが、あとにできたということです。（注:富士山原始林や風穴

などは、国立公園よりも早く天然記念物に指定されたが、「特別名勝富士山」は戦後の文化財保護

法制定に伴い指定された。） 

本郷： あとからできている。だから、名称として天然記念物と言っていますけれども、広く今

国立公園の発想の中の保護と利用の、保護の部分は先に天然記念物という形で、スタートしてい

たようなことでよろしいわけですね。分かりました。 

 では、高橋先生、どうもありがとうございました。 

 

（休憩） 

 

本郷： パネルディスカッションを始めさせていただきたいと思います。荒牧所長よろしくお願

いいたします。 
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総合討論 

 

荒牧： 皆様、ご清聴ありがとうございました。随分長い間、聞きにくい翻訳などを通じてなの

で、お疲れだと思いますが、予定を申し上げますと、今２時 32 分。４時ぴったりには必ずやめま

す。しかし、１時間 20 分というのは相当長いので、どうしようかと思っているのですが、わたし

の好みを申し上げると、もう完全に自由でやろうと思っております。とはいっても、やはり交通

整理がいると思うので、それを私が一応お引き受けするというわけですので、途中で割り込んで

いただくのは結構ですが、どうぞよろしく。 

 新しい表をお配りしましたので、これを話のきっかけにしたいので、皆さん、お持ちですか。

四つの国立公園と書いてありますね。これが一つ。最初に皆さんのお配りしたプログラムの最後

のほうに、地図がありますでしょう、折りたたみで。これもご覧ください。（表１） 

 まず、４国立公園の比較という表を見ていただきたいのですが、最初に創設年ですか、何年に

正式に国立公園ができた。先ほどお話で思い出してください。イエローストーンが一番古いでし

ょう。これが世界で最初の国立公園ということになって、大変印象深くて、ありがたい話なので

す。先ほどもちろん、ニュージーランドのかたもおっしゃったように、トンガリロは４番目に古

いのである。 

 それから面積、数字が間違っていたら言ってください。富士山は、ご存じのとおりで、富士、

箱根、伊豆のうちの富士地域だけだという地域です。 

 それから、土地の所有者というので、これが、簡単にいうと、三つの外国はみんな国有地だけ

です。小さな例外はあるのですけれども、大ざっぱに言えばそうです。それに対して、日本は国

兼市町村、民間、浅間（せんげん）さんを含む。これ以外にも分類としてはあると、法律にうる

さい人は言うかもしれませんが、そのようなご意見があったらお聞きします。とにかくたくさん

の人が土地を持っている。 

 次の項目は、管理運営はどのようになっているかというと、アメリカとニュージーランドは全

部、国の役所のようなのがやっている。それに対して日本は、持ち主の分だけあるといったらい

いか、何かよく分かりませんけれども、複雑です。私が素人なりに感じたのは、この二点がだい

ぶ原因かなと思う問題点があるのではないかというのを、皆さんに投げかけたい。 

 今日は、国立公園をどのように改定すべきであるかとか、それから世界遺産にするにはどうし

たらいいかという議論はなるべくしません。するなとは言っていません。そのようなことが当然

重要なのだけれども、その前にわれわれはもうちょっと知る必要があるのではなかろうかという

ことが、私のこの会の提案の基本なのです。 

 もう少し言うと、世界遺産、なるほど、世界遺産というから世界に通用する話題なのだと、周

りを見渡すと世界遺産がいっぱいあるわけだ、外国に。それと同じものを目指す、同程度のもの

といいますか、そのようなことを、世界遺産にしたい人は言っているのだと理解します。ところ

が、わたし自身も世界遺産とはどのようなものかあまり知らないし、恐らくここの会場に来てい

るかたがたも、世界で何百とある世界遺産に行ったことがあるという人は、あまりいないのでは

ないかと思うので、ほかの世界遺産はどのようなものだということをちょっとは知ってもいいの

ではないか。それには、このようなわが研究所の、このような機会をご提供できるということは

いいかもしれないと思って、この会合をご提案した。 

 これは議論のはじめであって、いきなりここで結論を出そうというのはお断りしたいと思いま

すが、それでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます． 

 次は、今日話をしていただいたかたで、言い残したこと、ないしはほかの人の話も聞いて、こ

のようなことを強く思ったとか、何かそのようなコメントをひとつ、一人ずつお願いいたします。 

グリーン： このような機会をいただきまして、ありがとうございます。パネルディスカッショ



 68

表１ ４国立公園の比較表 

 

 

国立公園名 

富士        

(富士箱根伊豆国立

公園の一部） 

イェローストーン    

(米国） 

ハワイ火山    

(米国） 

トンガリロ    

(ニュージーラン

ド） 

創設年 1936 1872 1916 1887 

面積 
60,591ha           

(富士地域のみ) 
913,490 ha  134,785 ha 75,000 ha 

土地の所有

者 

国，県，市町村，民

間（含む浅間神社） 
国 国 国 

管理･運営 

環境省，農水省(林

野庁），県，市町村，

浅間神社，関連団

体， 

国立公園局 国立公園局 自然保護省 

従業員数 
4（環境省のみ，他

に県その他） 
581 149 55 (他に臨時職員)

来訪者数     

(人･年間） 
102,040,000 2,863,333 3,371,120 1.200,000 

入園料 無料 

1 車両あたり 25 ド

ル，  1 人１週間

当たり 7ドル， 年

間 50 ドル，     

全国立公園年間 80

ドル 

１車両あたり10ド

ル  (7 日間）, ３

公園共通２５＄/

年，６２＄年長者

無料 

年間予算   

(米ドル換

算） 

1,207,100 USD  30,603,000 USD 5,934,314 USD 

3,900,000 USD 

(1,500,000 許認可

料, キャンプ場使

用料, 商品売り上

げなど) 
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ンに参加させていただいて、ありがとうございます。 

 訪問者といいますか、外から来た者として、私は圧倒的な印象を抱いていることがあります。

富士山が非常に特別な場所であるということはもちろんのことですが、それ以外に、この地図を

見てみますと、管理の複雑さが非常に、複雑性が高いということがいえると思います。それはす

なわち、この地域のかたがた、そして政府のかたがたは、かなり努力してこうしたことに、この

複雑性に関する問題を解決していかなければいけないと思います。管理が複雑であるということ

に関しての障害があると思います。 

 外部から来た者として最初にわたしが思ったことは、まずビジョンを共有する。この管理に関

係している人たち全員が、一つのビジョンを共有するということが重要だと思います。富士山が

特別であるということ、その目的、あるいはビジョンを共有しないということになりますと、そ

れぞれ管理区域が、それぞれに独自に管理されてしまう。そうなると、それぞれお互いの希望が

ぶつかり合ってしまう、衝突してしまうということが起こりうると思います。 

 ですから、わたしとしては、例えば県のかたで、非常に主要な役割を果たしているかたがいら

して、そしてこの問題について何か見解があるということがあれば、そのかたがたが議論に加わ

る、あるいは、このパネルのかたがたにも質問として投げかけたいと思うのですけれども、環境

省のかた、もちろん果たす役割はあると思いますけれども、やはり共有するビジョン、あるいは

目標を共有する、そして統合された管理ということが必要ではないかというように思っています。 

 富士山を管理するときに、それが世界遺産の登録に、究極的にはつながるためには、それが必

要ではないかと思います。つまり、顕著な普遍的な価値、あるいはその本物さということが要求

されています。それが非常に重要である。また、健全性、あるいは政治性ということも重要です。

やはり世界遺産の登録ということに関して、そのことも重要であり、また法的な保護という意味

でも、管理の中で非常に重要な役割を果たします。 

 ここに来て、２日か３日で、また昨年の５月にもこちらを訪れて３日間過ごした者として、そ

して公園のマネージャーとしての経験を持つ者として、それが一番大きな課題ではないかと私に

は思います、富士山に関して。 

 ただ、このように参加させていただいて、ありがとうございます。議論を楽しみにしています。

もし県のかたでどなたか、ある段階でご意見をいただければ、大変私は関心を持ってお聞きした

いと思っております。 

荒牧： グリーンさんが言ったことの一つは、非常に鋭いことをおっしゃったわけです。マネー

ジメント、管理のいろいろなパーティーがあるから、それがうまく話し合いをまずする必要があ

る。グリーンさんもそう言っているわけです。 

 それで、彼のお名指しは、県とか、そのようなところの人の話を聞きたいということなので、

いきなり引っ張り出すのは悪いのですけれども、もし差し支えなければ、県関係の人。何かあり

ますか。県関係の方が退席されてしまったと思いますので、あまりここで進めてもしかたがない

かもしれません。 

フレーザー： 私の発言は、私の右側の同僚と左側の同僚（グリーン氏とゲイル氏）の中間とい

う形かと思います。ニュージーランドでの自然保護という役割は、教育、あるいはインタープリ

テーションとも関連しますし、また計画ということにも関係してきます。つまり私の仕事の一環

として、公園内で営業をしたいという人に対して許可をするということもあります。 

 ポールと同様に、私もここに来て２日しかたっておりませんので、富士山をわたしは訪問者の

目で見ています。私が一つ気づいたのは、すでにポールが言ったこととも関係してきますけれど

も、一貫性の欠如ということがあるかもしれません。山の周囲を見渡して、観光業という意味で

も非常に大きな機会があると思います。今日の午後の発表の中でもあったと思います。 

 富士山が、その自然の景観に関して保護されている、そして観光業、これは割と場当たり的な

形で行われているということがあるのかもしれません。バスに一緒に乗ったかたがおっしゃって
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いました。エコツーリズムを推進しているということでした。それは私どもとしてとてもうれし

く思いました。やはり環境、環境保護、そして持続可能な形で観光業を進めていくということは、

非常に重要だと思うからです。それがここに来てからわたしが感じたことです。 

 わたしの同僚のジムが、インタープリテーションについて話をしており、この利用者、富士山

を訪れる人にどのようなことを体験してほしいと思うかということについては、恐らくジムのほ

うからまた何か言ってくださると思いますので、わたしはそれについては触れませんが、とにか

くいろいろと提供するものがある、そして開発できるものもある。とても美しいところであり、

やはり人もその全体像の中に入れるべきだと思います。生物多様性の一環として人も考えるべき

で、そして文化ももちろん重要であるからです。 

 一つ私が奇妙に感じたのは、山にこれだけ道路があるということです。でも、それも恐らくは

歴史の一環としてあるのではないかと思います。 

 以上です。 

ゲイル： すみません、ありがとうございます。無礼なことを申し上げる気はないのですけれど

も、本当に日本にたくさんのことを学ばせていただきました。 

 富士山というのは、公園としては２番目に古い、日本では２番目に古いというものですね。で

も、非常に現代的な公園でもあると思います。つまり、この地域社会の協力ということは、まさ

に国立公園の最先端を行っていると思います。これは、まさに利用者だけではなく、地域社会の

ためということであるわけです。ハワイでは、鳥肌が立つというわけです。富士山を回ったとき

に、まさにそのような気持ちになりました。わたしとしては、本当にこれは、贈り物に近いと思

います。 

 つまり、訪問者の目で見られるということです。つまり、わたしは、ここでは全く新参者とい

うことで、初めて見る目を持っているわけです。最初の第一印象というものは絶対に忘れないも

のです。つまり、利用者、訪問者の第一印象というものは、全く手つかずの自然。美しいものだ

と思います。 

 ですから、ここで、例えを使いたいと思います。富士山の周りを巡ってみますと、まるで真珠

のようなものだと思います。真珠のネックレスのようなものだというような印象を得ました。真

珠が次々につながっているというように思いました。それぞれの真珠を正しく開発し、そして、

エキサイティングなメッセージをそこに込めなければなりません。地質学的なもの、火山学的な

ものであれ、それから、全体的な、人もかかわる、その景観も含めたメッセージにしていかなけ

ればなりません。これは大きな課題だと思いますが、しかし、やりがいのあるプロジェクトにな

るだろうと思います。富士山は、そのような美しい真珠を連ねたネックレスを富士山にかけてく

れと、そのような課題をわたしたちに与えてくれているのではないかと思います。 

 確かに、県とか、民間の人とか、いろいろな人がかかわっているのは分かりますが、ビジター

にとってはすべてが一貫しているように見えなければなりません。一つの県から別の県に移った

ということは関係ないのです。そこに流れる物語が、この神聖な山にかかわる話が一貫して伝え

られなければならないのです。そこを登って、探検して、コケを目の当たりにしたり、あるいは、

サナギを見たりとか、いろいろなものを見て、そこで語られる物語は大変力強い物語になるはず

です。東京にいる人たち、あるいは、世界各国から集まってくる人たちが聞きたがる物語のはず

です。ですので、そのような真珠のネックレスを作るというのが大切です。 

 そうなれば、１日だけの訪問ではなく、２日間滞在しようとか、３日間ここにいてみよう、何

日にもわたる滞在へとつながっていくと思います。というのも、見るもの、聞くもの、体験する

ものがたくさん出てくるからです。 

 そして、これは世代を超えるものとなるはずです。つまりは、子供たちがジュニア・レンジャ

ーになって、子供たちがその話をして、そして、近所の人たちがみんな加わって、そして、真珠

がもう一つ連なっていくということになります。５合目まで行ったとか、あるいは、そこで侵入
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してきた外来種をちゃんと取り除けるジュニア・レンジャーになったとか、そのように活動が広

がっていくはずです。 

 ですので、全体像を見なければなりません。わたしはビジターとして、どのような道をたどっ

たらいいのか、どこの公園がどのようにつながっているのかというように見ているところですが、

ただ、体験としては、すべてが連なっていれば一番よいと思いますし、皆さんにもきっとできる

はずです。 

関根： 富士山についていろいろ課題といいますか、そのようなお話をいただきましたけれども

例えば、ビジョンを共有すべきだというお話も、まさにそのとおりだと思いますし、富士山とし

ての一貫した物語というようにおっしゃいましたけれども、そのような統一的なイメージを持っ

て、関係者が緊密に連携して、調整をしてやっていくということに尽きると思いますし、十分で

きていないところというのも多々あると思いますので、そこは少しでも前進させるようにしてい

くということだと思っております。 

 ただ、富士山というものについては、やはり一つの難しさがあるのではないかと思っています。

単に富士山というのは自然保護の場所ではなくて、昔から宗教的な信仰の対象でもありましたし、

今現在でも、例えば大勢のかたがたがご来光を眺めにやってくるということは、植物や動物を、

別に見に来ない人も非常にたくさんおられるわけであって自然科学的な意味での自然保護の場だ

けではない富士山というものが、やはりあると思います。 

 それで、そのような重層的な性格を持っている富士山という地域について、どのような共通し

た将来像というのを描くのかというのは、これはなかなか一筋縄ではいかないところがあるので

はないかというように思っていまして、そのようなところが、根本的な問題として、わたしは、

富士山というものを考えるうえでの難しさというものがあるのかと思っています。本来問題を提

起すべき立場ではないと思うのですけれども、ちょっとそのようなことを個人的に思っています。 

 以上です。 

高橋： 今日は、わたしは「世界の国立公園と日本」ということでお話をしたわけです。先ほど

もお話があったように、いろいろなかたがたと、いわば合意形成を図るというときには、それぞ

れ共通の基盤がないと合意形成も図れません。そのような意味で、今日これからディスカッショ

ンをするうえで、世界の国立公園、アメリカ、ニュージーランドはもちろんですけれども、それ

以外のところも含めた国立公園の現状がどうなのか、日本はどうなのか、そのようなことを共通

の基盤として知っていただきたいというように思って、お話をさせていただいたわけです。 

 そして、その中で、特に日本の特徴的なものは一体どのようなところから出てきたのか。その、

いわば原点、これもお話をしたつもりです。そのようなことでご理解をいただければと思います。 

 ＩＵＣＮ、国際自然保護連合という国際的な大きな組織があります。ここでは、先ほどもおは

なししましたけれど、国立公園を含めたいろいろな自然保護の地域、これを幾つかのタイプに分

けているわけです、先ほどもちょっとお話をしましたけれども。一つは、ストリクト・プロテク

ティブ・エリアといいますか、厳正自然保護といいますか、非常に厳しく原始状態を守っていこ

うという、そのような地域が一つあります。それから、次のカテゴリでは、国立公園、まさにナ

ショナル・パークというものがあるのです。そしてほかには野生生物の生息地などを保護しよう

と、そのような地域もある。それから、風景を保護する、そのような地域もある。という幾つか

のカテゴリに分けています。 

 そして、日本の国立公園というものは、従来、ＩＵＣＮでは、国立公園ではなく、あれは風景

保護地だという位置づけにしていたのです。それで、これから富士山を含めて、いろいろな日本

の国立公園を考えていくときに、一体日本の国立公園というものは何なのだろう。その国立公園

の目的を含めて、関係者の共通の理解といいましょうか、合意形成を図る必要があるわけです。 

 それで、今日もたびたびのお話がありますように、日本の国立公園、日本に限らず、世界の国

立公園というのは、保護と利用という二つのものがあります。これは、利用が先か、保護が先か
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とか、あるいは利用重視か、保護重視かという話ではなくて、あくまで保護と利用は両立、車の

両輪のようになる。ここが大事なわけなのです。アメリカの国立公園でも、ニュージーランドの

国立公園でも、全く人が入ってはいけない、保護だけだということではなくて、やはりプレゼン

テーションにありましたように、利用というものも非常に大きなウエートを占めているわけです。 

 そこで、日本の国立公園を、富士山を考えるときにも、一体その保護と利用がどうあるべきな

のか。これはもう日本の国立公園ができてから永遠の課題ですけれども、保護と利用の調整、両

立とかというものは、一言で言えば簡単ですけれども、なかなか難しい問題。それをどうやって

いくのかということです。 

 それで、私が、国立公園の管理官を現役でやっていたときに、これはもう今から 30 年も前の話

ですけれども、観光地に実際わたしたちも住んで、管理をしていたわけです。そのようなときに、

幾ら保護をやっても、自分たちは観光業をやっていかないと暮していけないのだというお話を、

地元の人から受けました。そのとき、わたしがお話をしたのは、例えば八百屋さんを考えてくだ

さい。八百屋さんで、幾らお客さんがたくさん来るからといって、野菜でも何でもどんどん売る。

八百屋さんの場合は、売ったら、また翌朝、市場から仕入れれば、また商売ができますけれども、

自然をそうやってどんどん売ってしまってなくなったら、市場から仕入れることはできません。

また回復をするためには何百年もかかる。そのようなことで、かりに観光業を続けるにしても、

やはり自然保護は大事なのですというお話をしました。 

 ところが、最近は、それがサステナブル・ユース、持続可能な利用などという言葉で、世界的

にもいわれるようになってきていますね。そのようなことも一つ考えて、また皆さんと議論して

いきたいというように思っています。以上です。 

荒牧： どうも皆さん、ありがとうございました。何かもうこれで話を締めくくってしまったよ

うな感じがあります。皆さん、非常にいいコメントをいただけたと思います。 

 あと 61 分ありますので、自由にやろうと思っていますが、ちょっとここで、多分環境省に対し

ての質問がきっと出てくるので、皆さんにお願いしたいのは、環境省を責めないでください。私

自身も最初は、環境省は一体何をやっているのだと思ったこともないのだけれども、環境省を取

り巻く環境などを知るようになると、彼らはよくやっていると思うようになりました。先ほどの

表１を見ていただければある程度わかります。本当にそう思う、その人員と予算の少なさで、孤

軍奮闘しているという見方もあるでしょう。これはわたしの個人的な意見ですけれども。 

そのようなわけで、そのような、何といいますか、ただし書きをつけて、このリスト（表１）

を見てください。いいですか。富士山。従業員数が４人というのは一体何だというわけです。イ

エローストーンは 581 人いる。それから、ハワイが 149 人いて、トンガリロは少ないようだけれ

ども、実は、これは臨職がいます。相当いるのですね。それで、この数で、日本は４人というと、

普通の人は目をむくはずです。普通というのは日本人以外の人です。何か具合が悪いのという質

問が来るに決まっているでしょう。 

 それはどう説明さるべきかと思っているのですが、やはり日本人の今日の講師のお２人に、ち

ょっとコメントをいただけないでしょうか。 

関根： 環境省の職員としては４人なのですが、これまでの話の中でもあったように、よくも悪

くも、環境省だけで国立公園を管理しているのではなくて、例えば県で整備化された施設は県で

管理をされますし、民間の山小屋は、自分の山小屋なので自分で管理をされているわけですから、

そのような意味で、国立公園の中で管理をしている人というのは、実際はもっと多いということ

はいえるのではないかと思います。 

 ただ、先ほどからお話に出ている、いろいろな形での関係者の連携を図るとかということを本

気でやろうとすれば、これは非常に手間のかかる作業でありまして、それをやはり十分やってい

くうえでは、環境省が中心となってやるべきだと思っておりますけれども、そのようなことを力

強く進めていくためには、やはり今の体制では十分とはいえないということは認識をしています。 
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高橋： 先ほどわたしのプレゼンテーションの中でも言いましたように、例えばアメリカですと、

実際わたしがヨセミテに行ったとき、山火事が起きていまして、一生懸命パークレンジャーとい

いますか、レンジャーとはいわないかもしれませんが、火事を消していました。そのようないろ

いろな職種の人がいるわけです。日本の場合には、警察は警察、それから消防は消防、それぞれ

います。ですから、人数を単純に比較するわけにはいかない。 

 ただ、問題は、国立公園の管理者として本来やるべき、例えば自然解説、インタープリテーシ

ョンとか、そのようなところに携わる人がわずか４人でいいのかと、そこが問題だと思うのです。

ただ人数で、消防が入っている、入っていない、消防を入れたら何人とか、そのような話ではな

くて、本来国立公園として何をやるべきなのか、それに携わる人が多いか、少ないか、そのよう

なところをきちんと見極める必要があるのではないかというように思っています。 

荒牧： ありがとうございます。話が何か湿っぽくなってきたけれども。繰り返し申しますけれ

ども、環境省の役員が特別に悪いことはないと思います。そう思うでしょう、皆さん。むしろこ

の環境省の人たちは、必死になって、勝つ見込みがない戦をやっているというような、多分その

ような気持ちもあるのではないかと、かってに想像しております。 

 そのようなわけで、ここで皆さんに訴えたいのは、この表を持って帰っていただいて考えてく

ださい。なぜこれほど数が違うのということは、別に今日ここで結論を出そうなどという気はな

いのですが、一つの問題提起です。 

 それで、恐らく問題は、その上の二つの項目、要するに土地の所有者と管理運営がつながって

いるわけですけれども、これが複数、多数あるということがあるでしょう。それに関係する地図

が、皆さんに配った、色付きの折り込みの地図でございます。 

 それを見ていただくと、実はこの地図は私が既存の地図をつなぎ合わせて作ったもので、一部

間違っている可能性があります。だけれども、なぜそのような間違った地図を印刷して、みんな

に配るかというと、このような地図がないですかとさんざん聞き回ったのだけれども、見つかり

ませんでした。 

 ある１カ所の土地は、１人といいますか、一つの主体者が持っているに決まっているので、ど

こかの色に塗り分けられるはずだから、そのような図などはあってもいいではないかと思ったの

だけれども、ないのです。しょうがないので、結局、三つか、四つの種類に分けたのが向かって

左側の図です。国が持っているものが国有林で、県が持っているものが多分県有林だろう。それ

で、あとは分からなくなってしまったので白く抜かしてありますが、民間といっているものが民

間。そのあたりから怪しくなって、地図の正確さが限りなく怪しくなっています。 

 右側の図は、１枚の図をコピーさせてもらったものです。これは皆さんよくご存じですね。さ

っきもお話に出ましたけれども、日本は国立公園を五つに分けている、５種類に。それの色分け

です。 

 それで、ポイントは、これの両者の地図を重ね合わせると、そこにすごい組み合わせができて

しまう。この表のこの二つの業ですか、これに対応するのではなかろうか。これはある意味で、

講師の皆さんがおっしゃっていた。要するに、いろいろとパーティー（当事者）が多いから、そ

れの間のいろいろといきさつ、食い違いがあるでしょう。それはやはり話し合いをすべきという

ようなことは、もう当たり前と言えば当たり前です。議論はそのような話にいくのだろうと思っ

ていますが。 

 今日、この会議を、私たちがご提案させていただいたことの一つは、私自身がここまではっき

りとは気がつかなかった。そのような複雑さ、困難性があって、今日のこの席は世界遺産の議論

をするのではないのですけれども、世界遺産という絡みで、国立公園といっても同じではなく随

分違うようだ。そこをまず認識していただく。いや、同じだという人がいたら、ぜひここで手を

挙げてください。その人と徹底的に議論しようと思いますから。そのようなことを、皆さんが「な

るほど」と思っていただければ、もうこれで今日の目的は達しました。 
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 司会者があまりにもしゃべりすぎて申し訳ありません。皆さんから、これに関してご議論があ

ったらお願いします。 

竹越： 竹越と申します。今、県議会議員をやらせていただいておりますが、先ほど県の担当者

からというお話がありましたが、20 年ぐらい前に、そのような立場をやったこともありますので、

述べさせていただきたいと思います。環境省のかたが大変努力をされているということでありま

すが、全くそのとおりであります。 

いろいろお話ししたいことがあるのですが、この図面を見ながら、今、私どもは山梨県側でし

ゃべっております。山梨県のほうは、この図面でいうと上側のほうです。緑色の県有林というと

ころ。南側が静岡県側で、同じ富士山といっても南側のほうは国有林なのです。したがって、こ

の富士山の山体のところだけを意識していくと、いろいろな保護や利用を考えるときに、南のほ

うが、意見調整の必要があまりないから考えやすい。 

 北側のほうは大変苦労いたします。県有林と書いてあるけれども、所有者は、形の上では県で

ありますが、管理しているのはそうではないのです。恩賜県有財産保護組合というところが実権

を握っておりますから、そちらの意見が強く反映されることになるわけであって。そのほかに、

大きい声では言いにくいのだけれども、演習場もありますから、演習場は富士山の一体だと僕は

思っていますけれども、ここは富士山の保護・利用とは全く無関係の土地になっておりまして、

そのような意味で、なかなか土地の所有者だけでも複雑であって、管理する人も複雑です。その

ような意味で、一体的な合意を作るという面では大変苦労をされている。 

 よく右側のこのような図面ができたものだ。これはそれほど古いときにできたわけではなくて、

私もこの図面を作ることにかかわった一人として、よく苦労して、これだけ行き着いたと思うく

らいであります。 

 一つの方向が富士山にはあってしかるべきです。なかなか難しいので、まずは、南側の国有林

のほうは比較的環境省の意向が、反映されやすいので、国民的に望む利用のあり方を追求してほ

しいという気がいたします。それをモデルにしながら、北側のほうもそれに近づくような努力を

したらいかがかなという気がします。 

 私は何回か富士山に登ったことがありますが、短い夏の期間だけに、結構大勢登山をいたしま

す。ちょっと過密利用かなという気が、富士山の５合目以上については、夏の時期はしないでも

ないのです。しかし、これは調整が大変難しいことであって、規制が難しいです。しかし、この

ところは少しずつ、富士山の旅館の利用のしかたも変わってきましたし、トイレも変わってきま

した。マイカーの５合目の乗り入れ規制についても、少しずつではあるけれども、利用の制限に

ついてもするような方向が出ている。 

 例えば、南側の静岡県側を眺めて、このようなやり方が望ましいなということだと、もしかし

たらまねるのかもしれないから、この国有林のところで、モデルとなるような管理を遂行しなが

らやってもらいたいものだと思います。 

 いろいろな思いがありまして、今日は参加させていただきました。ありがとうございます。 

荒牧： どうもありがとうございました。ご質問ないしはコメントはありますか。大変重要な指

摘が出ているわけですが。どうぞ。 

参加者：本当にこれだけ大きな土地があって、そして、課題がある場合、できるだけシンプルな

措置からスタートするということが必要でしょう。ですから、まず国有林からスタートをすると

いうこと、これはとてもいいことだと思います。ですから、例えば、別のひゆを使いますと、富

士山の登頂を考えてみましょう。そして、わたしたちは徐々に一歩ずつ登っていくというような

やり方がいいでしょう。今おっしゃった国有林からスタートするということは比較的容易な、こ

の南側、つまり静岡県側、これが模範となる。そして、そこからまた追随して、県有林がそれに

追随するような形。これはスタートとしてはいいでしょう。例えば、どのようなモデルを作るか

という共通の目標を設定することでもいいと思うのです。そして、その間に、例えば一般の人た
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ちと会合を開いて評価をするというようなことがあるでしょうし、そして、もし間違いがあれば、

そこから学び、コンセンサスを得て、もっといい運営の方法、やり方を学ぶということも効果的

だと思います。 

荒牧： どうもありがとうございました。 

ゲイル： わたしは外国人ですから、好きなことを言えるのですけれども、本当に素晴らしいか

たがたがそろっていらっしゃいますね。皆さん、もうずっと４時までいるという、その姿勢だけ

でも素晴らしいと思います。 

 それで、例えば、１から 10 ぐらい数えて、そして、例えばその１の人たちが一緒になってブレ

インストーミングをする、２という番号を、点呼をやって、２番の人たちが一緒になって、例え

ば 15 分間ブレインストーミングをする。グループに分かれて話をする。それで、一つのグループ

が、例えばこのようなやり方はどうかと。そして、２番のグループの人たちが別の案を出すと。

そのようなやり方だけでも、この皆さんが、これだけ大勢のかたがいらっしゃって、情熱を持っ

ていらっしゃいますし、知識がありますし、富士山の利用・保護に関していろいろなお考えがあ

ると思いますので、そのような、いつかグループに分かれて、皆さんが話し合って、そして、意

見を出し合うということもいいのではないかと思います。皆さんのやり方として、一つの提案で

す。 

荒牧： ゲイルさんは、世界でハワイの国立公園といえば非常に有名で、権威があって、そこの

インタープリテーションの親玉なものだから、そのようなことをおっしゃるわけです。非常にあ

りがたいお話ですが、今日この席上でグループ討議をやるには、あまりにも用意が不足していま

す。申し訳ありませんが通常のフローア討論とさせていただきます。せっかくのご提案ですがす

みません。というわけで、本日は、富士山地域でこれをやれ、あれをやれというような、具体的

な実行方針を議論するよりむしろ、海外の国立公園についての私どもの理解を深めようという方

向で、議論・質問を進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

早川友梨： 今日は、本当にありがとうございました。早川と申します。 

 私はこちらにいらっしゃる富士山クラブの皆さん主催の清掃活動に参加させてもらっていま

す。その関係で去年、ポールさんにもお会いしました。私は仕事も「富士山 NET」というホーム

ページの運営でして、公私共に深い縁がある富士山が大好きです。富士山周辺にもよく来ます。 

 私よりも富士山が大好きな人はたくさんいます。ただ、遠くに住んでいて普段ご覧になれない

方々の方が、富士山に向かって手を合わせ拝むほど神聖、特別なものと感じていらっしゃる。富

士山がある山梨や静岡の人は富士山があること、見えることが当たり前になっているんですね。

例えばごみ拾い。たくさんの呼びかけがあってボランティアの数はどんどん増えてはいます。た

だ、私としては特に地元からの参加者数にまだもの足りなさを感じます。 

 ハワイやトンガリロで、たくさんのボランティアが国立公園を支えていることが今回の話で印

象に残りました。ボランティアがまだ少ないのは、日本にボランティアの考えが根づくのが遅か

ったのもあると思いますが、今日のお話を聞いて理由はそれだけではないのかな、と。それでお

聞きしたいのですが、ボランティア参加を促す特別な働きかけは何かなさっていますか。それと

も、何もしなくても参加者が自然と集まるのですか。 

グリーン： トンガリロでは、ボランティアのかたがたの多くは、わたしたちが協力しているパ

ートナーグループ、例えばトンガリロ自然史協会など、富士山クラブと似たような団体ですけれ

ども、そのようなところがボランティアをわたしたちのために調整してくれています。でも、そ

れ以外に直接個人でやってきてくださるかたもいらっしゃいます。わたしたちとしては、パート

ナーを通じて、ボランティアと協力したいと思っています。そのほうが、調整が非常にたやすい

からです。 

 ここで一つ、ここ３年間、わたしどもがバートナーとやってきたことを振り返ったと思います

けれども、これは主な戦略的方向性ということで、われわれの管理、そして教育の柱となってお
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り、またインタープリテーションの基礎ともなっているものですが。つまり、戦略的な方向性と

して、スタッフ全員がそれに向かっていくというものがあります。つまり、それは一般の人、来

訪者やその他、ニュージーランドの国民全員のかたがたに、自然保護の価値を理解してもらうと

いうことです。 

 われわれの見解としては、自然保護ということが、何か社会の中で余剰のもの、追加のもの、

経済、あるいは生活に追加のものというように考えられているというような気がしていました。

ここ３年間、わたしたちのとった戦略的な方向として、すべての作業の柱と考えるものを作って

きました。つまり、われわれが自ら、ニュージーランドの国民に対して示すということで、いか

に自然保護ということが、われわれ全員にとって価値あるものであるか。それは経済という意味

からも価値があるものである、内在的に価値を持ったものであるということを、シッショウする

ということです。それによって自然保護省に対して得られる支援が変わってきた。そして、それ

はボランティア、あるいはインタープリテーション、そして教育に対して得られる支援の中でも、

変化が見られてきたと思います。 

ゲイル： わたしたちとしては、もちろんボランティアというものはわれわれの生命線です。つ

まり、ボランティアなしではやっていけないということです。ですから、ボランティアも、１年

半前から、３か月、１週間 40 時間ということでコミットしてもらいます。それで、住宅も提供し、

自転車も提供します。タチさんというかたが日本からいらして、ジュニアレンジャーのプログラ

ムをいろいろと手伝ってくれました。それから、バスツアーの事業者とも協力をして、日本のツ

アー事業者がどのような意見を持っているのか、国立公園についての意見を知らせてくれました。

わたしどもはそれを分かっていなかったわけです。ですから、さまざまなところから、ボランテ

ィアとして来てくださるかたがいらっしゃいます。非常に価値ある体験です。ですから、競争も

激しいといえます。ですから、うまく、ふさわしい仕事をしていただくようにしています。 

 例えば、活火山の中に、あまり椰子の木があってはいけないということがあります。椰子の木

があったら。ですから、火山の頂上に、どうするかということも考えなければなりません。 

フレーザー： わたしもそう思います。ポールとジムが言ったことは、すべて私もそのとおりだ

と思います。ここ２日間、わたしたちの間でも話してきましたが、地元社会が、おっしゃったよ

うに、富士山をあまり特別なものと思わない、それで、当たり前と思ってしまう。ですから、こ

の地元の人たちにどう関与してもらうかということが重要です。 

 もしかしたらうまくいくかもしれないのは、子供を活用する。そして、ボランティアを学校か

ら募る。それで、自然保護のプログラムで富士山を教材として使うわけです。そこに行ってもら

う。２世代ぐらい。例えばこの子供たちが、今の地元の人たち以上に富士山を特別なものと思う

かもしれません。ただ、あまりにも規模が大きすぎる。複雑すぎる。あまりにもたくさんの人が

かかわっていると、みんながひるんでしまうかもしれませんけれども、どのようなことでも最初

の一歩から始まるわけです。ですから、環境省がリーダーシップ的な役割を果たし、調整を図っ

て、すべての利害関係者を集めるということも必要ですけれども、でも、次のステップが何も決

まらずに、皆さんはここを今日立ち去ってしまうとしたら悲しいことだと思いますので、今日、

せっかくこれだけのかたがお集まりですから、そのようなことを考えてもいいと思います。 

 ボランティアというものは、別にただでは得られないということです。彼らも採用されている

わけですから、コーチが必要であり、教育も必要であり、そして、褒めてあげることも必要です。

もっと褒めてあげれば、もっとやってくれるということです。 

 ですから、監督者が必要です。かなりたくさんの監督者が必要です。つまり、監督役となる人

も必要です。もしうまくいかなければ、結局ボランティアも去ってしまうわけです。ですから、

訓練、教育が必要です。環境省は人の力を使うべきです。あるいは、県の人でもいいのですけれ

ども、その全体的な監督の権限を使うべきだと思います。そうでなければ、一体だれが自分たち、

ボランティアの面倒を見るのかということになります。確かに、その努力は必要ですけれども、
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その見返りはあるといえます。コスト効果を考えると、かなり高いといえます。もちろんわれわ

れだけではすべてはできないので、ボランティアの助けが必要です。 

 わたしもマイクをずっと持ち続けたいとは思っていないのですけれども、もう一つのポイント

ですが、この地元社会の人が自然保護を価値のあるものだと思えば、政府から資金が出る。予算

が出る。そうなると、自然保護ということが意味を持ってくる。そして、十分な資金がないとい

うことになれば、政治的な圧力をかける。地方自治体、あるいは国に対してプレッシャーをかけ

ることになります。それが、非常に地元社会の人たちに、われわれの仕事にかかわってもらう重

要な点だと思います。 

関根： 今お話をお聞きして、ボランティアに住宅や自転車も提供するとか、非常に多くの監督

者が必要であることとか、教育の必要性とかが非常に印象的でした。これまで日本の国立公園で

もボランティアの活動をしていただいていて、うまくいっているところも多くありますけれども、

そのようなところは非常に参考になりました。なかなかすぐにそのような状況まで持っていくと

いうのは難しいところもありますけれども、そのようなものを目指していくべきだろうというよ

うに思いました。 

フレーザー： 今の点についてですが、18 年前に自然保護局に参加しました。ボランティアに対

してわたしはかなり懐疑的でした。ですから、確かに時間はかかります。しかし、それで、やめ

てしまう、そのプログラムの勢いを止めてしまうということではいけないと思います。やはり自

然保護の活動を、それで止めてしまうということがあってはならないと思います。 

荒牧： 一つのトピックで長くやるのも、本当は司会者としては下手くそなのだけれども、ボラ

ンティアの、皆さんにお聞きしたいので。ボランティアとはどう思っています？ 僕は専門家で

はないので分からない。ボランティアというのは、要するに行って、「どうもご苦労さまでした。

ありがとうございました」という一声で、金などは全然もらわないで帰ってくるものがボランテ

ィアかと思っていたけれども、今日の話を聞いていると、日給幾ら、何千円だかをもらって、家

はただで泊まれる、この辺はどうでしょうか？多分高橋先生がよくご存知だと思うので、コメン

トをいただけますか？解説ができます？ 本当にそうなのか。どう違うのか、違わないのか。 

高橋： わたしは別に、ボランティア論が専門ではありませんけれども、ボランティアというの

は、本当に無償……無償というのは別にお金とは限りませんけれども、ただ単に奉仕の精神で何

かをやるものがボランティアなのかどうなのかというところが、一つあると思うのです。 

 わたしが今専門に調べていることに関連した例では、日本では、国立公園の中でレンジャーが

自ら研究をするというのはなかなかできない。そのときに、環境省が、研究のために便宜を図っ

てやる。例えば部屋を一つ貸してあげて、そこで電話とかコピーとかを使っていいです、パソコ

ンを使っていいですとか、そのようなことをやると、大学などの研究者のかたが、そこを活用し

て研究をする。でも、その代わり、研究した結果はくださいということにする。そうすれば、研

究者のかたもプラスになるし、国立公園管理の科学データとして国もプラスになる。つまり、両

方に利益があるということです。 

 ボランティアも別に金が目的ではないのですけれども、例えばプライドでもいいですし、何か

そのような……。ただ単に無償で、奉仕で、ボランティアは我慢してとにかく行政の下請けをや

れというのではなくて、ボランティアのかたも、何かやったら、それに対する自分なりの成果が

あるような、そのような方向がやはり必要ではないか。海外でも、お金まで出してボランティア

のかたにやってもらうというところは、アメリカはお金持ちだからできるかもしれませんけれど

も、なかなか途上国などではできないのです。 

 ただ、やはり先ほど研究者のお話のときに言ったように、いろいろと便宜を図ってあげる。例

えば宿泊、箱根で１泊すると、皆さんもご存じだと思います、１泊１万 5,000 円とか、２万円、

３万円するのです。そのようなところに泊まってまで、ボランティアは来っこないのです。 

地元のかたは、先ほど早川さんですか、お話があったように、なかなかボランティアにも来ない。
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遠くのほうから来るかたは、宿泊も金がかかるから来ない。 

 そこで、箱根では、ボランティアのかたが無料で泊まれるような建物、宿泊施設を造ってあり

ます。そうすると、ボランティアのかたがたくさん来られます。地元の神奈川とか、東京、ある

いは静岡のかたも多いのですけれども、千葉とか埼玉とか、かなり遠くのほうからも来られます。 

 そして、ボランティアをやったことによって、先ほど子供のいろいろお話があって、子供もい

いことをやったと褒められればうれしくなるように、ボランティアのかたを別に褒めるわけでは

ありませんけれども、ボランティアのかたが精神的にも満足できるような、何かそのような仕組

みがやはり必要ですし、海外ではそのようなことをいろいろな形で、目に見える形、あるいは目

に見えない形でやっている例が幾つかあるということです。 

荒牧： ありがとうございました。ちょっとほかへ進みたいと思うので。さっき手を挙げておら

れたかたが１人まだいらっしゃったので、そこから。 

新谷： 10 年前にハワイ島のエコツアーの会社でガイドをしておりまして、キラウエアの火山の

案内もさせていただいていました。現在富士山でガイドをしております新谷と申します。 

 ハワイ火山国立公園では車輌１台に付き１０ドルの入園料を徴収されますが、私が働いていた

際には、コマーシャル・ユース（商業目的）として商業用車輌１台に対して 50～100 ドル支払っ

ていたように思います。現在もこの仕組みは続いているのでしょうか？また、その際の収益は、

どのような形でジムさんが中心として活動されているインタープリテーションの仕事に活用され

ているのでしょうか？ 

 また、高橋先生にお伺いしたいのですが、富士山でも入場料（使用料）の一部をインターﾌﾟリ

テーションの活動の普及に活用することは考えられますか？ 

ゲイル： コマーシャル・ユースの料金は、バスの事業者に対してはあります。確かに公園に入

るときに入場料を求めていますけれども、その使用料というのは公園で使われますし、また入場

料も同様です。確かに国立公園に行くためには、税金でアメリカ人としては払っていると思いま

す。 

 でも、国立公園が、日本のような裕福な国であまりきちんと維持されていないということを見

たときに、そして、入場料の８割が公園で使われるということを聞けば、国民は別にそれに文句

は言わないと思います。例えば予算としては、ハワイ火山国立公園では大体 600 万ドル近くです

けれども、250 万から 300 万ドル、年間、公園の予算がこのようなことで増えるわけです。そし

て、インフラを改善することができます。例えば施設計画のようなところでです。 

 ですから、非常にこれは有効であり、まさにこれは試験プログラム、あるいはデモンストレー

ションのプログラムということで、議会がこれを続けようと決めたものです。ですから、これは

連邦レクリエーション・ハンスメント・プログラムと呼ばれています。それは今後も続けていき

ます。それで、20％をわれわれは放棄します。それは小規模の国立公園で、来訪者がそれほどい

ないところで、入場料よりも資金のほうがかかってしまうというようなところ、そのようなとこ

ろがその 20％を、よいプロジェクトがあればそれを使ってできるというようになっています。 

高橋： さきほどお話が出ましたけれども、富士山の有料道路は、これは別に国立公園の入園料

ではないのです。あくまで道路を造ったところが、それをいわば回収をするために有料道路にし

ている。そのような日本の有料道路制度なのです。 

 それで、実は国立公園は、ご承知のように、国の税金で環境省が管理をしている。そうすると、

国立公園に行かない人も税金を払っていることになるわけです。そこで、国立公園の管理のため

のお金をどうすべきなのか。国の予算、これは当然税金が主体ですけれども、これで管理すべき

か、やはり利用者負担、つまり、実際に公園に行った人が負担をすべきではないかという議論が

随分昔からあります。 

 かりに入園料をとるといっても、どこでもできるわけではありません。例えば箱根では、国道 
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１号線、大動脈が国立公園の中に入っていますね。国立公園を通るのだからと、そこでいちいち

ゲートを造って、車から金を取る。しかし、これはもう、「別におれは国立公園の利用じゃない。

ただ、東京から大阪まで運びたいだけだ。物を運びたいだけだ」と、トラックの運転手さんに言

われたら、お金を取れない。そのような問題がありますから、どこでもゲートを造れるというこ

とではありません。けれども、特定の場所、この富士山も、その一つ。富士山に登るのは、いわ

ば利用者だけ。信仰とか、いろいろな利用があるにしろ、一応国立公園の利用ということが、大

きく言えば、言えるかもしれない。あるいは、尾瀬とか。そのような特定の場所で、何かそのよ

うなことはできないだろうか。つまり、入場料、入園料的なことはできないだろうかということ

で、随分議論したこともあります。国会でも随分議論しました。 

 しかし、日本では、やはり財産権の問題とか、いろいろとあります。全部環境省が持っている

土地であれば、入園料を取るのは比較的簡単なのです。しかし、それはやはりできない。いろい

ろな問題がある。 

 そこで考え出されたのが、皆さんが富士山に登るとお分かりのように、例えばトイレです。こ

れはもうトイレを使った人が汚すのだし、あるいは、それがきれいなトイレだったら、使う人が

それで利益を得るから、その人が負担をしなさい。いわゆる、日本でいうと、チップ制トイレ。

ドーネーション、寄附を出すような、このようなものがあります。しかし、このチップ制トイレ

にしても、やる前にアンケートを取ったら多くのかたは、１回使ったら 100 円、いや、わたしは

200 円払う、そうやってみんなアンケートに答えるのです。しかし、実際に箱を置いてやりまし

たら、使った人数をカウントして入ったお金を頭割りにしますと、せいぜい１人当たり 20 円とか

30 円とか、そのようなものなのですね。だから、そのような利用するかたの意識。これはもちろ

んＰＲが不足しているということもあるでしょう。そのような問題もあると思います。 

 そこで、今、日本で、ある意味では、うまくいっているのは、これもわたしが作るときに携わ

ったのですが、反対の人も非常にありますけれども、駐車場。ここで今、国の駐車場を自然公園

財団というところが管理をして、そして、いわゆる駐車料金といいますか、正式にいうと協力金

という名前なのですが、ドーネーション、チップと同じなのですけれども、このようなものを取

っています。今は、駐車場で金を払うことは当たり前です。作るときには非常に抵抗がありまし

たけれども、今はそれほど抵抗がなく、利用者はお金を払います。そのお金で、周辺の清掃とか、

壊れた看板の補修とか、このようなことをやっているわけです。 

 ですから、いろいろ工夫をすればできないわけではないと思いますが、単純に、例えばアメリ

カのように、ゲートを造って、そこでお金を取って、そして、それを管理費に回すという、ある

いは、先ほどいろいろな国のスライドでお見せしたような、あのような形では、日本ではなかな

かやりにくいという点があるということです。 

山地： 先程、高橋先生より滞留経験という貴重なデータについてお聞きし、あらためて重要な

問題提起であると認識させられました。即ち何故に日本人観光客は滞留期間が短いのかと、手短

に言えば、自然及び自由な空間と時間を訪問地に於いて心豊かに過ごし、味わう資質に欠けてい

て、然もそれに対する方途が不明であることに起因するのではないかと、推察されます。ところ

で日本人のリゾート観光における過ごし方とおよそ対照的な参考事例の一つとして英国湖水地方

が指摘できると考えられます。当地では、美しい景色の見ながら山登りを楽しむ、スポーツ登山

が盛んであります。既に百年ほど前に青少年に対し田園風景の美しさの鑑賞の仕方等、様々な教

育プログラムが施行されていたと言います。更に近年の旅行ガイドブックに見られますように・・

『ピーターラビットと歩く-イギリス湖水地方－ワーズワース＆ラスキンを訪ねて』或いは、『ワ

ーズワースの詩とピーターラビットの世界に浸る』とのキャッチフレーズやＪ・ラスキン、Ｗ・

モリス等のアーツ＆クラフツ運動等の文化が紹介され、まさに自然と文化が融合した文化的景観

こそに見る思いがします。加えてＪ・ミューア、Ｄ・ルソー、Ｌ．Ｗ．エマーソン等のネイチャ

ーライティングに見られる自然文化を基盤としたアメリカ国立公園の世界自然遺産が良き参考事
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例としてあります。果たして日本に於いてそのような文化的基盤が自然に対して生かされている

のであろうかという疑問が残ります。米国、ニュージーランドから日本を見てのご意見とさらに

高橋先生のご見解をお教え戴きたく宜敷お願い致します。 

グリーン： コメントをありがとうございます。議論を始めるよいたたき台になると思います。

ニュージーランドでは、自然、屋外というのは、わたしたちの、国民としてのアイデンティティ

ーの一環となっていると思います。ニュージーランド人というのは、やはり屋外に出て、自然を

楽しむというのが、アイデンティティーの一部にある。その文化の一つになっていると思います。

どこの国でも同じだとはいえないのかもしれません。確かにそのような面はあるのかもしれない

です。 

 追加したいと思います。エマーソンとかソローという名前を出しました。ニュージーランドの

文化、屋外の文化ということを考えますと、どちらかといえば、登山の文化。そして、自然の中

に入り込んでいく。それについて書くという文化ではなく、実際に入っていくというのが、文化

の一部になっていると思います。ただ、それが、やはりニュージーランド人としての倫理観の中

に組み込まれていると思いますが、それに対して対価を払いたくないという考えもあると思いま

す。 

参加者： 確かにインタープリテーションの前提になると思います。理解を通して、保護という

ことにつながっていくのだと思います。ワトンが言いました。最終的には、わたしたちは理解し

たものしか大切にできない。理解できたものというものは、やはりわたしたちが享受できるもの

である。ですので、本当に愛するものしか、結局のところは大切にできないというように言いま

した。これは普遍的なことだと思います。この風景を愛する、それと、恋に落ちる。ただ、木の

葉が落ちるのを見たり、あるいは、葉っぱが育っていくのを見たり、あるいは、サナギになるの

を見たり、サナギからチョウが生まれていくのを見たり。それに対する畏怖の気持ち。不思議だ

と思う気持ち。神秘的だと感じる気持ち。 

 それが、子供たちをも魅了するし、大人も子供の気持ちに返ることができるのだと思います。

そして、そのような価値を大切に思うことができるのではないかと思います。全くおっしゃると

おりだと思います。 

高橋： わたしも、文化という面では、そもそも、一言で言えば、狩猟民族と農耕民族。そのよ

うなカルチャーの違いとか、半年間は日照が極端に不足する生活条件、いろいろあるのではない

かと思っています。 

 ただ、わたしが先ほどのデータをお見せしたそもそものきっかけは、プレゼンテーションのと

きにも言いましたように、海外での体験です。例えば第１回の生物多様性条約の締約会議という

のが、カリブ海のナッソーというリゾート地で開かれました。そして、わたしたちは泊まってい

るホテルの部屋から毎日、会議場に行くのですけれども、その途中で、朝に日光浴していた人が、

昼に帰ってくるとまだいるのです。また、夕方、会議が終わって通ると、まだいる。 

 ほかでも、そのようなところを、いろいろと見ていまして、日本人はどうもそのようなことが

できない。あるとき、日本人のカップルがナッソーの海辺に来ました。そうしたら、せいぜい 10

分ぐらいしたら、またどこかへ行ってしまって、潜水艦に乗りに行くとか、パラセーリングに乗

りに行くとか、みんないなくなってしまうのです。どうもこれは、やはり日本人と西欧人の人た

ちとの違いがあるのか。そのようなことがきっかけで、あのようなアンケート調査をしたりした

のですけれども。 

 いずれにしろ、言えることは、自然に対する利用の、国立公園なら国立公園の利用のしかたと

いいますか、そこがやはり随分違う。ただ目で見て楽しむのか、やはり自然の中に自分の体を置

いて体験をするのか、その違いだと思います。 

 ただ、いろいろ話を聞きますと、欧米人も最近はずいぶん忙しくなってきて、それほどゆっく

りできない。これはもう世界じゅう、なかなかそのように、ゆっくり自然の中にいるというチャ
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ンスが少なくなってきているということのようです。それにしても、日本人としてはもう少し自

然の中で過ごす。特に、都会の人はそのようなことをやはりやっていく必要があるだろう。その

ためには、今日の話にもあったように、自然をよく知るということ。そのようなことによって、

より自然の中にいることが有意義になるということもあるのではないか。そのように思います。 

荒牧： ありがとうございました。あと 14 分です。はい、お手を。そちらが先。 

小林： 鳴沢村の小林と申します。私は先祖代々ここに住んでおります。そのような訳で、私の

考えを聞いて、それに対して皆さんがたの考えを聞かせてもらいたいと思います。 

 山梨県側からの考えですが、富士山はこれだけ開発されたといっても、この表にあるとおり、

大勢の来訪者がおり、また、今話題になっております地球温暖化、水等、都会に住んでいるかた

にはたくさんの恩恵があろうかと思います。また、交通手段としては、単線の電車が１本河口湖

まで来ているだけというような状況の中、生活の交通手段は車に頼っているわけで、また、観光

に来られるかたも車で訪れるかたが多いわけで、交通停滞が起こります。 

 そのような中で、地元の住民が生活をするにも、道路を広げてもらいたいと言う意見もあるわ

けですが、環境省のかたがおられているわけですが、一度網を掛けたら、70 何年たっても考えが

変わらないような思いがするわけで、地元住民とのギャップというようなことと、また、今騒が

れております地方と都会との格差という問題も踏まえて、環境省の関根先生の私的な考えと、ハ

ワイは活火山ですから、火山自体が文化遺産とか、遺産になっていると思います。ほかのアメリ

カとニュージーランドで、地元住民とのこのようなギャップをどのように解消しているか、あり

ましたら、お願いしたいと思います。 

関根： ちょっとその個別のことについては、私は十分知らないので、あくまで一般論的になっ

てしまいますけれども、国立公園に指定された地域の中で道路を整備するということについては、

必ずしもできないということはなくて、いろいろな形で認めている例というのは、数多く日本の

中でもございます。ただ、国立公園の中ということで、いわばフル規格の、国立公園の外でやる

ようなものではなくて、少し景観に配慮していただくような工夫をしていただいたり、そのよう

な相談をさせていただくということはやっておりますけれども、その地域社会、地域の住民のか

たの生活というものについては、われわれとしてはかなり配慮をしてやってきているつもりでは

あります。以上です。 

ゲイル： お１人、お名前を忘れてしまったのですけれども、このパネリストに対して、道路に

ついて聞きたいというかたがいらっしゃったと思うのですけれども、いらっしゃいます？ 質問

があったのではないのですか、同じような道路に関するご質問が。 

早川： では、400 年ぐらい前に成立した富士吉田の上吉田という町があるのですが、そこの町

が現在、400 年前にできた道路が、４車線によって景観が壊されるということがあるのですが、

それに対してご意見があったら……。ちょっとできたら、写真で見ていただければ一番分かりや

すいのですけれども、何かご意見がありましたら、お尋ねしたいと思います。 

荒牧： 要するに、あなたは、４車線にすることはあまり賛成ではないというポイントでよろし

いのでしょうか、ジムさんに言ったことは。 

早川： どのようなことが可能かということです。 

ゲイル： 人というものも景観の一部だと思うのです。ですから、これをビジターとの関連性で

考えますと、皆さん、１人、１人、１人のことを考えた場合、一番、このようなことを考えると、

例えばビジターのかたがたが自分のことについて話す、そしてまた、過去の先祖の話をすること

のほうがずっとインパクトがあるのです。例えば溶岩の話をするよりも、そのような話のほうが、

あまり興味を持たれないのです。地質学者が、例えば溶岩に追いかけられたですとか、このよう

なことがあったという話をしますと、人がそこに介在するのです。土地を人が解釈する、説明す

るということになるわけで、そこには文化も含まれます。それが一番このインタープリテーショ

ンがやりやすいものなのです。 
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 人に関して、人は知りたがるのです。そうすると、何かもっと身近なことになるのです。です

から、子猫ですとか、カエルですとか、魚の話よりも、もっと興味を持たれるのです。ですから、

共感できるのです。ですから、400 年もたっている、これはもう国宝ものではないのですか。 

 さて、アメリカにおいて、はっきり言って、そのようなものはありません。ですが、わたした

ちの国立公園では、50 年を超えたもの、これはもう国の宝であるというように思っております。

そして、法律上、これは守らなければいけないということなのです。わたしたちは遺産の一部、

歴史の一部であります。ですから、ありとあらゆる手段を使って、これを守ろうとします。これ

は、わたしたちの歴史の一部である、そして、わたしたちの伝統の一部であるということであり

ます。ですから、過去について、われわれはやはり未来を考えるにあたって、知る必要があると

思います。そのようなコメントにとどめたいと思いますけれども。 

 人と文化と自然、これは全部一緒になって解釈されるべき、とらえるべきであります。ですか

ら、皆さんのニーズに対応する、そして公園のニーズに対応することが大切です。では、そもそ

も富士山の目的は何なのか。ここには使命が出てくるでしょうし、また、重要な資源もあります

し、そしてこの資源の目的、そこから何かメッセージを酌み取ることが必要です。ですから、い

ろいろなメッセージ、いろいろなリソースに関して、例えば真珠のようなものです、これは。で

すから、富士山、そして、富士山山頂を囲っている一つずつのこの真珠、これが大きなメッセー

ジを発信することになるでしょう。ですから、それは利用であれ、保護であれ、同じです。 

荒牧： ご質問のかた、返事はこのようなご意見でしたが、よろしいですか。 

小林： わたし？ 

荒牧： どうぞ。 

小林： ただ、観光業のかたは、そのような面で、世界文化遺産に対しても、このような心配を

なされているかたが多いのではないかと思います。 

荒牧： You got a message? あと、実は５分なのです。それで、今のお話というのは、日本人

のかたは大体分かっていますね、中身は。ですから、ほかの質問のかたがた、そちらへ移りたい

のですが、かまいませんか。はい。ほかに手を挙げてください。ちょっと待ってください。では、

あの真ん中のかた。女性のかた。 

参加者： お願いします。今日はどうもありがとうございました。 

 わたしもすごく勉強不足で、今日、先生がたからいろいろなお話を聞いて、知るということは

やはりすごいことだと思いました。 

 それで、日本人でやはり欠落しているというように感じたのは、この国立公園、自然公園とい

うようにいわれてもピンと来ない。海外のかただと、やはりそこに行くと、そのような決まりが

あって当たり前。それで、インタープリテーションのかたがガイドをして行くということも当た

り前になっているところへ、富士山、日本で一番高くて、これほどたくさん人が来ているという

のに、その中で、訪れている人たちの中で、どれだけ国立公園だというように分かっている人が

いるのかと。これだけ自然破壊が起こっていて、だけれども、日本は温暖化だというように言っ

ている。そのようなところで何か方向性が違うといいますか、まず身近な自然に目を向けないと、

わたしたちはいけないのだということを、すごく強く感じました。今日はどうもありがとうござ

いました。 

荒牧： ありがとうございます。ご感想というように理解してよろしいですね。はい、ほかのか

た。どうしましょう。悪いけれども、では、あなた。いいですか。こちら。すみません。時間切

れになってしまうから、全員には回りません。 

舟津川： 昨日、一昨日もご一緒させていただきました舟津川と申します。 

 お二人のしていらっしゃるネクタイがたいへん素敵で気になっています。先ほど画像でみせて

いただいた国立公園内のショップで販売しているものでしょうか？ 

グリーン： そうです。これはザイールの絶滅危惧種でありますので、このようなものは売って
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おりません。 

フレーザー： ポールさんのこのネクタイでありますが、これは制服の一部なのです。かつて着

ていた制服の一部なのです。売ってはいませんけれども、売るのもいいアイデアだと思います。 

舟津川： パークレンジャーの方たちの制服にしても、本当にファッショナブルで驚きました。

アメリカなどでは子供たちの憧れの職業になっていると聞いています。日本も自然を守ることが

子供の憧れの仕事になったら、社会も変わっていくのではないかと感じました。ありがとうござ

いました。 

荒牧： ありがとうございます。ほか。あと１人。すみません。 

青木： 富士山クラブの青木と申します。ふだん東京におります。 

 富士山クラブでも 2002 年からずっと、富士山は世界遺産になれるかということで、自然遺産に

ついて、トンガリロやマウント・レーニア、富士山と似たような山から関係者をお呼びして、い

ろいろこうあるべきだということをやって、ときに環境省をいじめてきました．このシンポでわ

かったように、海外の事例が、日本はそのまま当てはまらない。いろんな点で、日本では、管理

とか規制が海外と違い、ゴチャゴチャになっている中で、世界遺産になることを実現しなければ

ならないときに、アメリカやニュージーランドのものをそのまま持ってきてもできない現実があ

る。とすると、今回は文化遺産で、むしろ日本のほうがユニークな、何かを探さなければいけな

いのかといったときに、今回、皆さんは上に登る機会はなかったと思うのですけれども、日本の

場合は、上に郵便局もあれば、自動販売機もあって、お土産屋もあって、それこそ日本的に、文

化的にすごくユニークとも自虐的ですがいえる。それで、国立公園の中に人が住んでいるなど、

さらにユニークで、これこそ日本の国立公園のあるべき文化ではないのと言われることもありま

す。自然保護は本当に、わたしは富士山クラブですので、推し進めるべきだと思いますが、ここ

の２日間で、みなさんはなかなか全部は見られなかったと思いますが、このような日本的なユニ

ークな文化というものは、文化遺産としてもほかの国に通用するものなのでしょうか。それで、

このようなことをしながらでも、土産物があってもいいのではないという、これこそ日本の文化

というようにお考えになりますか。 

 その中で、やはりここら辺は自然公園の自然環境保護として、これくらいはやったほうがいい

のではないのとか、そのようなものがありましたら、またお話を聞きしたいと思います。例えば

海外のどこの国立公園を訪れても、入園するなり、登る前に、必ずビジターセンターがあるので

すけれども、日本の富士山では、まず５合目に上がると、トイレか、レストランか、お土産物屋

しかないのですけれども、そこら辺で、せめてビジターセンターぐらいあったほうがいいのでは

ないかというようなこともあれば、いろいろとアドバイスを聞きたいと思います。 

荒牧： そろそろ終わりたいと思います。２分か３分超過しますが、どうぞ。どなたか。最後の

コメント。どなたでも結構です。 

参加者： いろいろなことをおっしゃったので、どこからスタートしていいかが分からなくなっ

てしまったのですけれども、ビジターセンター。これは、周りとの整合性が取れているようなも

のであれば、そして、日本の国立公園、富士山がどのようなものであるかということを説明する

ようなものであれば、それは有効だと思います。これから数日間、わたしたちも、いろいろな自

動販売機、これが果たして文化的遺産の一部として考えるべきだとか、ちょっと検討してみたい

と思います。 

参加者： わたしたちは、わたしたちの公園が発信したインタープリテーションと整合性のある

ものだけを売りたいと思っています。ですから、そのようなビジターに対して、この公園につい

ての教育を深めるようなものであれば売ります。例えば本屋さん。イエローストーンであっても、

ハワイ火山国立公園であっても、これはあくまでもわたしたちが発信したい、国立公園のわれわ

れ側の価値観、そして管理・保護、それを楽しむという、この価値観と合致した本だけを売りま

す。 
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 それから、ビジターセンターを５合目に設けること。これは皆さんの先ほどの計画プロセスを

経ていくことが必要でしょう。これは環境省のもと、長いプロセスが必要だと思いまして、この

ようなことを徹底的に考え抜くには時間がかかると思います。果たしてこれが一番言いやり方な

のか、まあまあ程度のものなのか、長い時間がかかると思います。 

高橋： では、最後に一言。今の質問とはちょっと違いますけれども。 

 わたしの今日のお話の中心は、地元の人たちの協働ということでした。先ほども地元の格差の

問題とか、いろいろとありました。日本の国内でも、都会の人は、やはり自然が大事だ、自然の

ところに行きたい。一方で、地元に住んでいるかたは、少しでも開発をして、生活を安定したい。

実はそのような格差とか、そのようなことが世界規模でも起きているわけです。生物多様性条約

でもそうですし、それから今問題になっています地球温暖化の問題もそうです。途上国の人は、

これからどんどん開発をして、ＣＯ２、温室効果ガスも出したい。けれども、先進国は、いや、

そのような途上国、中国・インドに規制がないのはおかしい。そのようなことが今、問題になっ

ています。ところが、地球温暖化が進んだら一体どうなるのか。自分の立場だけ考えていてはだ

めなのです。つまり、途上国の人も先進国の人も共通に合意を得て、そして、あるときには、自

分たちのことを犠牲にしてでも、全体の利益のためにどうするべきなのかということです。 

 つまり、それは、逆にいうと、日本でも、あるいは、富士山でも同じことがいえる。どのよう

なところで合意を得ていくのか。そのためにそれぞれが、では、どのような立場でできること、

できないことをやっていくのか。それが大事ではないかということです。以上です。 

荒牧： 皆様、今日ははるばると、遠くから来ていただいたり、長い時間座って聞いていただい

て、意見をいただいて、本当にありがとうございました。これで少しは、われわれがこのような

ことについて考えるネタを得られればいいと思っております。特に今日、話をしていただいた講

師のかたがた、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。 

本郷： どうもありがとうございました。 では、最後に、閉会の辞として、当研究所の志村副

所長より、ごあいさつをいただきたいと思います。 

 

 

（総合討論終わり） 

 

 

おことわり 

 討論の際に、会場で発言された方々のうち、お名前がわからず、ご発言の確認・校正が出来な

かった場合は「参加者」と印刷させていただきましたことをお断りいたします。 
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閉会の辞 

 

志村： 大変長時間にわたりまして、ありがとうございました。「自然公園としての富士山」を

テーマにしまして、山梨県環境科学研究所国際シンポジウム２００８を、この 15 日から３日間に

わたりまして開催させていただきました。 

 また、本日は、早朝から昼食を挟みましての大変な長時間になりましたが、本当に最後まで満

席のままご清聴をいただきまして、本当にありがとうございました。午前中の講義では、米国、

またニュージーランドの国立公園の保護・管理等につきまして、お話がございました。さらに、

日本の自然公園の体系、海外との比較などのご講義をそれぞれの専門のお立場から、大変素晴ら

しいお話をいただいたところでございます。また、先ほどの総合討論におきましては、さまざま

な方面からご意見をいただき、和やかな中にも、幅の広い、また、深い議論ができたところでご

ざいます。大変有意義なシンポジウムになりましたことを、主催者としまして、深く御礼を申し

上げる次第でございます。本日のシンポジウムを機に、またこの自然公園としての富士山という

ものを新たに考えていただければ、主催者として、この上ない喜びでございます。 

 また、本県では、富士山の世界文化遺産登録につきまして、この 23 年度登録を目標にしまして、

今、その準備を進めているところでございます。本日の講演はこの文化遺産登録が主の目的では

ありませんが、その準備を進めるうえにおいて、大変示唆に富んだ、有意義なシンポジウムにな

りましたことを、ここに改めまして、講演をいただきました先生がたに対しまして深く御礼を申

し上げたいと思います。ありがとうございました。 

 また、本日のシンポジウムの開催にあたりましては、ご後援をちょうだいしました環境省なら

びに地元の市町村の皆様、そして、本会を開催するに際しましてご支援・ご協力を賜りました関

係者の皆様、ならびに最後までご多用の中をご参加いただきました皆様に、心より御礼を申し上

げまして、閉会のあいさつとさせていただきます。本日はまことにありがとうございました。 

 

本郷： 皆様、長時間にわたり、ご参加をありがとうございました。最後に、講師の先生がたも

う１回拍手でお送りしたいと思います。どうも本当にありがとうございました。 
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Yellowstone , Preservation Through Use  
 Sam Vaughn, Ferry Center, US National Park Service, 

                                 Associate Manager for Interpretive Planning 
 
Preservation and Use represent the basic mission for all national parks – preservation of park 
resources and park values/meanings; appropriate and sustainable use by the public. 
Throughout the world, nations are trying to balance preservation and use, and manage parks 
so that resources and opportunities for visitor use and enjoyment will be unimpaired.  
Interpretation and education are essential ways to provide both preservation and 
beneficial/sustainable use.  
Here are some things we are learning about the role of interpretation to preserve parks and 
encourage beneficial/sustainable use  
Balancing preservation and use means preserving resources, values, and meanings, while 
providing for appropriate, sustainable, and beneficial visitor use. Preservation through use 
recognizes that park preservation will not occur without a committed, involved, and 
knowledgeable public. These qualities arise mostly through direct experience of park 
resources, and by interpretation and education, which are linked with and which enrich park 
experiences.   
Interpretation can be defined as educational programs and media (such as exhibits, brochures, 
videos, signs) that help visitors make intellectual and emotional connections with resources 
and their meanings.  
An axiom of interpretation: Through understanding – appreciation; through appreciation – 
stewardship and preservation 
Examples of Resource Protection through Interpretation:  

• Handing out a simple brochure at a campground reduced damaging behavior by about 
25%; adding personal contacts to the brochure reduced behaviors damaging to 
resources by about 50%.   

• Hiking off trails at a sub-alpine meadow on Mount Rainier causes severe erosion and 
destroys vegetation. A study found that the best ways to influence behaviors (and keep 
visitors on the trail) are:  
• signs installed at the points on the trail where visitors would make decisions 

whether or not to leave the trail;  
• signs that are clearly worded with reasons why to stay on the trail, and with 

penalties for walking off;  
• and having a ranger standing nearby 

Interpretation takes many forms – these include non-personal media such as exhibits, 
publications, signs, films/videos, websites, and digital devices such as cell phones or MP3 
players; and personal services such as guided walks, talks, roving (informal) contacts, and 
attended stations such as information desks.   
It is vital to use the best and most effective type of interpretation for each situation. Also, 
visitors are diverse, and different people prefer different types of experiences. Effective 
interpretation requires effective planning, design, evaluation, and collaboration with 
stakeholders.   
Planning/Design:  
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Goal-Driven Planning framework: GMP  Interpretive Plan  Designs  Implementation 
(Evaluation and Collaboration at every stage)  
Goal-driven planning: Define goals/mission/desired outcomes; describe and assess existing 
conditions; recommend ways to achieve outcomes; evaluate; involve stakeholders (collaborate).  
All aspects of a park (facilities, interpretive media, commercial services, experiences, 
programs, partnerships) should contribute and correspond to the park mission.  
Design should be: sustainable, appropriate to setting and mission; related to user needs.  
Evaluation is needed at every stage of planning, design, and implementation. Different stages 
of evaluation are known as front-end (before and during planning), formative, (during design), 
and summative (after implementation).  
Examples will be discussed, including Yellowstone National Park development of two visitor 
centers, and the National Park Service Servicewide Interpretation/Education Evaluation 
Strategy.  
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Hawaii Volcanoes National Park Offers a Collaborative Model  
to build Interpretive and Educational Success                                                       

James Gale, 
Hawaii Volcanoes National Park USA, Chief of Interpretation 

 
 
Hawaii Volcanoes National Park is the home of two sacred mountains, Mauna Loa and Kilauea 
Volcano. Kilauea Volcano has erupted continually for over 25 years. This on-going eruption of 
lava is accessible to visitors and allows first-hand experience of one of the Earth’s most creative 
and destructive forces.  Annual visitation at Hawaii Volcanoes National Park numbers about 3.3 
million. Most of these visitors come to the Park in anticipation of seeing an active lava flow.  The 
Park encourages safe lava viewing by offering a variety of creative media to orient visitors and 
alert them to volcanic hazards, as well as resource issues. Over time the Park has nurtured a 
diverse team of experts including geologists, botanists, ecologists, archeologists, artists and Park 
Rangers to plan, write and design interpretive messages and a variety of exhibits.  Orientation 
messages such as View Lava with Respect and Knowledge and Where is the Lava? help visitors 
get answers to commonly asked questions.  Information on trail length and conditions helps 
visitors choose an easy experience or one that is more challenging.  Stay Out of the Fumes is an 
exhibit to interpret health hazards to visitors. The volcanic eruption is driven by gases which 
expel over 2000 tons of SO2 (sulfur dioxide) per day. 
Live interpretive programs are for those visitors who have time for a customized personal 
experience with a ranger.  This is ideally the most important way of communicating with 
visitors. The Park offers 10 -14 guided walks or talks per day given by Park rangers and 
volunteer staff.   
It takes many hands and hearts to operate a Park that protects the resources yet meets the needs 
of its visitors. Collectively, the Park has over 832 people engaged in the Park’s mission. A small 
number are actually NPS employees. The Park has over 300 volunteers which is equivalent to 26 
full-time Park staff.  Hawaii Volcanoes National Park also has many partnerships to accomplish 
their mission. The Hawaii Natural History Association is a non-profit organization that operates 
two bookstores in the park.  This partnership supports further education of visitors by 
publishing educational materials as well as earning money to support interpretation, education 
and research.  Sales of the Hawaii Natural History Association equal approximately $2 
million/year.  Our volunteers and tour operators are also a key in helping us convey our story.  
We are working to find ways to align private tour talks and walks with the mission of the park 
and the messages we want to convey.   
Hawaii Volcanoes National Park was designated a World Heritage Site and an International 
Man in the Biosphere Site due to its ecological significance.  Recently, the Park’s size increased 
by over 100,000 acres due to the work of a non-profit group, The Nature Conservancy  who 
worked to acquire an adjoining property for $21 million.  A relatively new partnership with the 
Sacred Mountain Program of the Mountain Institute collaborated with the Park’s Hawaiian 
Elders to commission a new painting of Pele for the Park’s visitor center and also a sculpture to 
represent the sacred mountains of Kilauea and Mauna Loa.  
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Managing a World Heritage Site: Tongariro National Park 
Paul Green and Lianne Fraser, 
Tongariro/Taupo National Park, Department of Conservation, New Zealand 

 
 
Tongariro National Park is the oldest national park in New Zealand and it was the fourth 
national park established in the world.  It has dual-World Heritage status for both cultural and 
natural values. In 1993 it became the first property to be inscribed on the World Heritage List 
under the revised criteria describing cultural landscapes.   
The mountains at the heart of the park have cultural and religious significance for the Maori 
people and symbolize the spiritual links between this community and its environment. The park 
has active and extinct volcanoes, a diverse range of ecosystems and some spectacular landscapes.  
To be inscribed on the World Heritage list a site must be of ‘Outstanding Universal Value’. This 
presentation briefly examines the relevance of this to Tongariro as well as what being ‘the best of 
the best’ might mean to other nominated sites elsewhere in the world. 
Obligations under the World Heritage treaty require that each site is protected and that the 
intrinsic values of the site are maintained or enhanced. Sites must be authentic and must have 
stringent management integrity.  The Tongariro nomination for World Heritage status required 
New Zealand to make a range of commitments relating to the park’s present and future 
management.  
The Department of Conservation (DOC) is the New Zealand State Party representative for the 
World Heritage Convention and heads the process for developing the tentative list of future New 
Zealand World Heritage sites.  DOC is also the central government organisation charged with 
conserving the natural and historic heritage of New Zealand on behalf of and for the benefit of 
present and future New Zealanders. Its mission is "to conserve New Zealand's natural and 
historic heritage for all to enjoy now and in the future". 
As a government department DOC is subject to laws passed by Parliament. DOC was formed in 
1987 when the conservation Act was passed to integrate conservation management functions. 
This Acts sets out the majority of the Department’s responsibilities and roles.   
New Zealand has 13 conservation areas called Conservancies. Each area has a Conservation 
Management Strategy which outlines goals and policies for a ten-year period. National parks 
such as Tongariro have additional and more prescriptive management plans which set guidelines 
and policies specific to the park.  
At Tongariro there are a number of site specific management issues. These include public safety 
and conservation management of active volcanoes, increasing visitor numbers, partnerships with 
a range of community groups especially local Maori tribes, concession management of New 
Zealand’s largest ski areas, animal and plant pest management as well as significant protected 
species work with iconic species such as kiwi and blue duck. 
There is tension between protecting cultural values and the environment and allowing for the 
growing demands of recreation and tourism. These challenges could develop in their complexity 
as DOC moves towards increased joint management with iwi-Maori.  
DOC looks after about one third of New Zealand's land area protected for scenic, scientific, 
recreational historic or cultural reasons. 
This includes national parks and forest parks, reserves, river margins, some coastline and many 
offshore islands. Active conservation management of New Zealand's special places is undertaken 
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including pest, weed and predator control, eco-system restoration, and mainland island 
management. 
The department also works in partnership with associates and communities for conservation on 
private land initiatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本の自然公園体系 

関根達郎，環境省 関東地方環境事務所 統括自然保護企画官 

 

自然公園法に基づき、わが国を代表する優れた自然の風景地やそれに準ずる地域については、それ

ぞれ、国立公園と国定公園に指定され、また、都道府県を代表する優れた風景地については、都道府

県立自然公園に指定されています。全国で国立公園は29公園、国定公園は56公園、都道府県立自然公

園は309公園あり、この総面積は国土面積の約14％を占めています。これらの公園では自然の保護が

図られるとともに、自然とのふれあいの場として利用がなされており、年間約9億人が訪れています。 

自然公園の保護と利用を適正に行うために、それぞれの公園ごとに公園計画が定められています。

保護又は利用のための規制計画では、風致景観の特質、公園の利用上の環境保全の必要性等に応じて、

陸域については「特別保護地区」、「第１種、第２種、第３種特別地域」、「普通地域」に、海域に

ついては「海中公園地区」、「普通地域」に区分して、一定の公用制限のもとで風致景観の維持を図

っています。特に、特別地域においては、自然生態系の保全と持続的な利用を図るため、ルールとコ

ントロールの下で適正な利用を推進する「利用調整地区」制度があります。 

一方、保護又は利用のための施設計画では、荒廃した自然環境の回復を図る自然再生施設や植生復

元施設など、風致景観の保護等に必要な施設や、歩道やキャンプ場など自然公園にふさわしい利用施

設を計画的に配置しています。 

わが国の自然公園は指定権者が土地の管理権を有することなく指定し、一定の規制を課すという

「地域制」の公園です。この制度は、日本のように既に高密度な土地利用が行われている国土におけ

る自然公園の指定や、原生的な自然のみならず人文景観や人々の営みによって形作られた二次的自然

景観の保全に有効な制度です。一方、その管理にあたっては、区域内にある国民の財産権及び各種の

産業との調整が必要であり、地域とのパートナーシップが求められます。 
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Japan’s System of Natural Parks 
Tatsuro SEKINE,  
Kanto Regional Environment Office, Ministry of Environment 

 
 
On the basis of the Natural Parks Law, areas of outstanding scenic beauty and other areas of 
similar beauty are designated as National Parks and Quasi-National Parks, respectively. 
Natural areas that represent prefectures' scenic beauty are designated as Prefectural Natural 
Parks. 
They are collectively called "Natural Parks."  There are 29 National Parks, 56 Quasi-National 
Parks, and 309 Prefectural Natural Parks nationwide. Altogether, Natural Parks cover some 14% 
of the total land area. These parks protect nature, and provide opportunities for people to 
experience nature, accepting 900 million visitors annually. 
The Park Plan (consisted of regulatory and facility plans) is formulated for each park for its 
appropriate protection and use. The regulatory plan provides specific measures for scenic 
landscape protection under appropriate public use restrictions according to a zoning 
classifications determined by the characteristics of the landscape and necessity of protection from 
use pressure.  
There are Special Protection Zones, Class I, II, and III Special Zones, and Ordinary Zones in 
terrestrial areas, and Marine Park Zones and Ordinary Zones in marine areas. Regulated 
Utilization Areas are designated within the Special Zones to achieve conservation of ecosystems 
and sustainable use of the park under rules and controls.  
The facility plan provides for planned development of user facilities, such as trails and campsites, 
and nature restoration facilities for landscape conservation. The nature restoration facilities aim 
at restoring the degraded natural process and vegetation. 
In Japan, the authority can designate Natural Parks without obtaining the land within the 
boundaries and impose certain regulations to achieve the purpose of the park. The original 
landowners continue to own the land after designation.  
This system is effective in the creation of protected areas on lands that are already densely used, 
as is often the case in Japan. It is also effective in conservation of not only pristine nature but 
also cultural landscapes and secondary natural landscapes formed through people's longstanding 
livelihood activities. 
On the other hand, management requires extensive coordination with respect to people's 
property rights and various businesses in the areas concerned. This demands partnerships with 
the local stakeholders. 
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海外の国立公園と日本 
高橋進，共栄大学 国際経営学部 教授 

 

 

近代日本の自然保護政策は、明治時代（1868 年～1912 年）になって整備された各種の法律によ

り開始された。一方で現在では自然保護政策の中心にもなっている国立公園制度は、比較的新し

く 1930 年代に導入された。それは、1931 年の「国立公園法」の制定によってである。この成立

の契機となったのは、大面積の国立公園指定のため土地所有にこだわらないシステムを採用した

ことと、世界的な不況対策のためであった。 

この公園制度成立の歴史により、日本の国立公園はいくつかの特色を有している。その一つは、

今日の自然保護よりもむしろ観光客誘致のための風景保護の色彩が強いことである。また、国立

公園の中でも住宅や各種の土地利用が展開されている。一方で、最近の世界の潮流になっている

地域社会との協働による保護地域管理に関しては、日本では公園制度発足時からの実績もある。 

講演では、公園の入り口ゲート、ビジターセンター、さらに自然解説・エコツーリズムなどの

スライドにより海外の国立公園と日本の国立公園の違いを見て、富士山を含む日本の国立公園管

理の方向を探る。 

 
 
 
 

“Overseas National Parks and Japan” 
Susumu TAKAHASHI, Professor of Kyoei University 

 
Nature conservation policy in modern Japan started with various laws established in the 

Meiji Period (1868-1912). On the other hand, the national park system, which now forms the 
core of nature conservation policy, is relatively new because it was introduced in the 1930s. It 
was the establishment of the “National Parks Law” in 1931. The motivation for the formation 
of the system came from the adoption of the system regardless of lands ownership to 
designate large areas and from measures for combating the global depression. 

The national park system of Japan has various characteristics due to the history of its 
establishment. One of these characteristics is that the main aim of national parks was the 
landscape conservation for attracting tourists rather than the present nature conservation. In 
addition, the form of land utilization in parks is various, including settlements. On the other 
hand, Japan has long experience in collaboration with communities which becomes main 
streams in the world recently. 

In this lecture, some slides such as entrance gates of national parks, visitor centers, 
activities of interpretation and ecotourism will show difference between Japan and overseas 
national park. I would like to discuss about the future management of national parks in 
Japan, including Mt. Fuji areas. 
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参加者の自己紹介 
 
Jim Gale  
Chief of Interpretation at Hawai'i Volcanoes National Park, has 25 years of interpretive 
experience as a park ranger, environmental educator, interpretive planner and team leader 
for visitor center interpretive design.  He has received numerous national awards for his 
leadership and creativity, including the highest honor given by the National Association of 
Interpreters (Association Fellow 1992).  Gale holds a BS in Botany from Colorado State 
University and an MS in Botany from the University of Georgia.  As Chief of Interpretation 
at Mount St. Helens National Volcanic Monument, Gale led the design and exhibit fabrication 
team for two new visitor centers.  He partnered with Dr. Sam Ham University of Idaho and 
led an interpreting planning and training workshop, in Spanish, for Park Rangers at 
Cotapoxi National Park Service to develop interpretive media.  While Assistant Chief of 
Interpretation at Grand Canyon National Park, Gale led the design and exhibit fabrication 
team for Canyon View Information Plaza in collaboration with the Hopi, Navajo, Havasupi, 
Zuni and Northern Piute Nations.  Gale also has experience working with indigenous people 
in Asia and the Pacific. In Nepal he worked for the USAID Partnership for Biodiversity 
Project to help develop ecotourism that benefits Shey-Phoksundo National Park and the local 
Dolpa communities.  In Papua New Guinea and the Philippines, he conducted environmental 
education workshops on rainforest and volcanoes for Pacific Island and South East Asian 
Peace Corps volunteers and host country representatives.  As Chief of Interpretation at 
Hawai'i Volcanoes National Park, Gale now leads a design team for the Kilauea Visitor Center 
and is immersed in collaboration with Native Hawaiians and their kupuna (elders). 
 
Paul Green QSM  
Paul began his career in conservation as a ranger in Tongariro National Park in 1974. His 
work with the Department of Conservation has taken him to a range of locations within New 
Zealand and overseas. He was an exchange ranger at Australia’s Kosciusko National Park 
before undertaking management roles of the Hauraki Gulf Maritime Park and Fiordland 
National Park. Paul has held the most senior position as Conservator for the Tongariro Taupo 
Conservancy since 1987.  
More recently he represented New Zealand at the World Parks Congress in South Africa and 
the Pacific and New Zealand at a workshop in Kazan in Russia to review the criteria of 
Outstanding Universal Value (O.U.V.). Paul was a member of the New Zealand Delegation to 
the World Heritage Committee meetings held in Lithuania in 2006 and Christchurch in 2007. 
Paul is a member of the International Organising Commission of National Parks and 
Protected Areas. Through the United Nations environment programme, Paul is actively 
involved in international conservation efforts. Two specific projects were advising the Chinese 
Government on tourism sustainability at Huangshan World Heritage sites and helping 
prepare Terms of Reference for a review of the Argentinean National Park Service.  
As well as his work with DOC, Paul is a member of the Central North Island Blue Duck 
Charitable Trust, The Waikato River Enhancement Trust and the Tongariro Natural History 
Society. He has been a trustee of the Sir Edmund Hillary Outdoor Pursuits Centre for 15 
years and works with his local community to support families in need.  
Paul was awarded the Queen’s Service Medal for public services and conservation in 2006. 
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Lianne Fraser 
Lianne has worked in conservation since 1990. She is an experienced journalist and has had a 
number of roles with the Department of Conservation including public relations, media 
advisor, education, events management, environmental interpretation and working with 
community groups including local government and iwi.  Her present role is as Programme 
Manager Community Relations for the Turangi Taupo Area of the Tongariro Taupo 
Conservancy. 
She has organised and participated at several World Heritage events at Tongariro, most 
recently the 2007 Pacific Island World Heritage workshop and Micronesian Study Tour. She 
was a member of the New Zealand Secretariat at the World Heritage Committee meeting in 
Christchurch 2007 and has assisted Tumu te Heuheu in his role as the Head of the New 
Zealand Delegation and Chair of the World Heritage Committee.  
Lianne is a trustee of the Taupo Regional Environmental Education Trust and has previously 
served on a range of education and conservation trusts and boards.  
 

関根  達郎（環境省関東地方環境事務所 統括自然保護企画官） 

１９９０年入省。これまで、環境省本省、地方環境事務所（中国四国、沖縄）において国立公園

の管理、野生生物保護に関する業務を担当。 

 

高橋 進（共栄大学国際経営学部教授） 

1972 年東京大学農学部卒業、環境庁入庁。自然保護行政のほか、JICA インドネシア生物多様性プ

ロジェクト初代リーダー、米国東西センター客員研究員など海外経験も。2002 年より共栄大学教

授。春日部市環境審議会会長、富士山世界文化遺産静岡県学術委員会委員など公職も多数兼務。

専門分野は環境政策論、特に生物多様性国際関係論、保護地域政策論など。 

 

Tom・E・Jones（トム・ジョーンズ） 
イギリス北部に位置するシェフィールド大学の社会科学の卒業後、2004 年に信州大学・農学部の

修士課程に入学してきました。研究テーマは、国立公園の持続的利用の現状、及び展開構造で、

上高地を事例として実証的に解析してきました。2007 年に信大を卒業し、東京大学・農学部・林

政学研究室に博士課程という形で今現在、研究を続けております。最近の研究プロジェクトは、

利用者カウンターによる人数に基づいた、利用タイプごとの EA（経済評価）を明らかにするた

めの調査です。 
 

青木 直子（NPO 法人 富士山クラブ東京事務所 職員） 

大学卒業後、新聞社勤務ののち、渡米。帰国後、フリーランスライター、国際会議・メディアコ

ーディネーターとして働く。仕事や国連機関のボランティアで係わった地球環境や環境教育に関

心をもつうちに、日本を代表する山である富士山の環境問題を知って、2000 年より富士山クラブ

東京事務所を手伝う。 

 

小林 優 (鳴沢村長) 

地元の小、中、高校を卒業後、山梨県県有林造林請負を親子二代に渡り従事。山梨県側富士山に

ついては熟知（自称）と思っている。自然、景観と調和のとれた開発を望む地元住民。 

 

新谷 雅徳（エコ・ロジック代表） 

約１５年、国内外（ハワイ島など）にてエコツーリズムガイドおよび企画を行う。現在インター
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プリテーションのコンサルタントとして世界銀行・国連（ＷＴＯ,ＵＮＥＳＣＯ）共同事業である

『持続的な観光における世界遺産インタープリテーション』ガイドブックの総合監修および執筆、

ＪＩＣＡインタープリテーショントレーナー、英語による富士山ガイド、英文書籍作成など行う。

フロリダ工科大学環境部修了。National Association for Interpretation トレーナー。 

 

竹越 久高（山梨県議会議員） 

元山梨県職員で、一時期、自然保護、国立公園に関する仕事に携わった。県議４期目になるが、

常に、自然保護保全、廃棄物抑制などに関心を寄せ、県政への政策提言に努めている。 

http://www.takekoshi.net/ 

 

長谷 美奈（ホールアース自然学校職員） 

現在富士山麓、静岡県富士郡芝川町の里山に位置する自然学校で、富士山周辺の自然を案内して

いる。英語による富士山ガイドや英文ホームページの編集などを担当。また、過去に季刊誌

BIO-City の書評、インタビュー通訳、原稿作成など行う。豪州マードック大学持続可能な地域開

発コース（Certificate）取得。 
 

早川 宏（富士山の文化的景観を守る会） 

富士山文化の「保全」と、文化財を活用したまちの「活性化」を図る活動をしています。建物や

道などの「ハード」と、人の営みなどの「ソフト」の両面からの保全と活性化のために「吉田口

登山道開山奉告祭」、「歴史探訪ツアー」、「まちづくり講演会」などの企画運営をしています。八

海巡り」や「山内神社巡り」は、点在する文化財を歴史に基づいて関連付けて面あるいは文化財

群として保全することを目的としています。 

 

早川 友梨 

富士山とその周辺のニュース、イベント、季節、登山、歴史、自然、防災、観光などの情報を提

供するポータルサイト「富士山 NET」(http://www.fujisan-net.jp/)事務局員。 

2008 年 3 月、NPO 法人富士山クラブのブルーリーダー(清掃活動を通して活動の参加者に、富士山

周辺の自然や環境問題を考える機会を提供し、富士山クラブの理念の普及を図る指導員)資格取得。 

 

舟津川 由利（自然体験ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ「Office モリ ノ キモチ」主宰） 

NPO 法人富士山クラブ環境教育スタッフ（レッドリーダー）、 

富士河口湖町公認ネイチャーガイド協議会副会長。 

 

山地 重廣（山月会員（川合山月）、蘇峰会員（徳富蘇峰）） 

2006 年「21 世紀富士山日本フォーラム・シンポジウム 日本の湖水地方〔ピーターラビットの故

郷・英国湖水地方プラスα富士山〕とも言える富士五湖地方の中心富士吉田を富士北麓の自然の

都として再生させよう！と題し、第１部「世界文化遺産・富士山にふさわしい門前町・富士吉田

の街づくりを実現しよう！」第２部「東洋と西洋－山岳文化融合の拠点、 東洋－北口本宮浅間

神社・御師の家，西洋－望岳館・刑部旅館 OSAKABE HOTEL〔明治・近代登山 W・ウェストン 松

方三郎〕を実施した。  

 

渡辺 通人（みちひと）（河口湖フィールドセンター自然共生研究室長・副館長） 

1975 年東京農工大学林学科（自然保護学（動物））講座卒業。高校理科教諭を 25 年間務めた後現

職。2005 年より都留文科大学非常勤講師（環境生態論）。日本鱗翅学会評議員を 2 期つとめ、現

在野生生物保護学会監事。The Lepidopterists Society、 日本生態学会等会員。甲州昆虫同好会
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会長、山梨県環境アドバイザーなどをつとめる。富士山周辺の里山環境の再生と保全のために、

ビオトープや絶滅危惧種の保全に関わっている。 

 

本郷 哲郎（山梨県環境科学研究所）  
1987～1997 年東京大学の後、現職において、人類生態学分野の研究に従事する。人と自然のかか

わり方の変化が、人の健康や生活にどのような影響を与えているかという視点での調査研究を進

めている。現在は、県内の複数の地域をフィールドに、地域の自然環境の保全と住民のアメニテ 

ィの向上が両立したいわゆる健康な地域生態系の構築を目指している。 

 

中野 隆志（山梨県環境科学研究所） 

1993 年 4 月～1996 年 3 月 東京都立大学理学部生物学教室研究生学位 

1996 年 3 月 博士（理学）：東京都立大学 

職歴：1995 年 4 月～1996 年 3 月 日本医科大学生物実習嘱託、1996 年 2 月～1997 年 3 月 科学

技術庁特別研究員（農林水産省森林総合研究所）、1997 年 4 月～山梨県環境科学研究所研究員 2004

年 4 月～山梨大学大学院医学工学総合教育部客員教授。日本生態学会・農業気象学会・日本植物

学会（専門分野：高山植物の生態学、植物の生理生態学）。 

 

荒牧 重雄（山梨県環境科学研究所） 

1957 年～2001 年：東京大学地震研究所、北海道大学理学部、日本大学文理学部で主に火山学の

基礎研究と教育に従事。元日本火山学会および国際火山学会会長、学術会議会員、富士山および

浅間山火山ハザードマップ検討委員会委員長、現職は山梨県環境科学研究所所長。富士山世界文

化遺産登録推進両県合同会議の二県学術委員会委員。火山災害の防災・減災対策や火山地域の環

境保全･自然保護に関心を持っている。 
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国際シンポジウム「自然公園としての富士山」アンケート結果 
 
参加者（１４８名） 
回答数（４６） 
 
○ 年齢  ３０代   ４０代   ５０代   ６０代   ７０代   無記入 
       ２     ５     ４     ４     ２     ２９ 
 
  職業  一般市民  市民団体  公務員（ 国・県・市町村） 無記入 
       ２４    ５     １２ （ ２・５・５ ）   ５ 
      その他（大学教員・山梨県議会議員・富士吉田市議会議員・学生） 
 
○ このシンポジウムについて 

◆ よかった点 

・富士山における公園管理の問題の提起とともに解決策のヒントが得られました。 

 特にボランティアシステムについては学ぶべき点が多いと感じています。 

・自然公園というものについて良く知らずに参加させていただきましたが、それぞれの 

 特徴や運営方法など、よくわかりました。ディスカッションテンポも良く進んで、いろいろ

な意見を聞くことができ役に立ちました。ありがとうございました。 

・日本と外国と管理者の違いが管理形態の困難さをきたしていることがわかった。 

・ニュージーランド、ハワイのプレゼンが良かった。 

・富士山北麓にとって重要なテーマであったこと。 

・ジムさんの「美しい真珠のネックレスを富士山にかける」という詩的な表現が素晴らしかっ

た。自分自身のインタープレテーションの指針としたい。 

・直接話しを聞くことができた。 

・外国の事情を知ることが出来有意義であった。又、機会があったら参加したいと思います。 

・視覚的な教材が多く、分かりやすかったこと。客観的に情報を見て、純粋に日本と世界の比

較ができた雰囲気。 

・高橋先生の「海外の国立公園と日本」の公園がわかりやすくよかったと思います・ 

・海外の国立公園関係者の意見、地方住民を始め、多くの一般の方の意見を知ることが出来た

こと、海外の国立公園から学べることがあると思った。 

・ゲストが素晴らしい。特にＹＳ、NP。テーマも最も興味があるテーマ。 

・世界と日本との考えの相違があるということが分かった。国として取り組むのか、 

 地域等バラバラで、動いていくのか何故日本人がこういう事で意識が低いのかが分かった。

小さな単位だけでなく、国として「公園」とは？に取り組み国民に浸透させていかなければ

ならない。 

・外国の国立公園の様子が聞けた。 

・国際性がある点が良かった。 

・３日間参加しましたが、いろいろな事に勉強になりました。 

・国際的視野から理解でき良かった。 

・プレゼンテーターの方々と時間を共有出来たこと。 

・世界の国立公園の現状が理解できたし、様々な考え方がある事、又日本の国立公園の管理の

貧しさがわかった。大変勉強になった。 

・遅れて参加させて頂きましたが全体的な印象は外国の方々のご意見を聞く事が出来て素晴ら

しかったです。 
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・富士山国立公園と他の公園の違いがわかっただけでも良かった。 

・世界遺産となっているところの現状を直接知ることが出来た。 

・「ボランティア」に対する日本と外国の概念に違いがあることがわかった。 

・世界の国立公園の現状が分かり非常に良かった。 

・富士山の世界遺産がクローズアップされている今日その取り組みを考えるに有益な講演であ

った。 

・世界的な事例、外国における国立公園のあり方が良く分かった。 

・高いレベルの意味を含んだ内容の実態やフォーメーションについて正しい進め方や現地での

ウィークポイントに付いて細部に説明が聞けた点と私達が日々、気が付かなかった国立公園

としての富士山の存在です。 

・他国、特にニュージーランドのトンガリロ例の話しを聞き日本の自然環境に関する取組方が

比較的甘く遅れている現状を認識し、今後関係機関への働きかけ等を行い、更に関心を深め

ねばと思っている。 

・映像がとても美しく、説明が分かりやすかったです。様々な観点からの意見をお聞きするこ

とができ、学ばせていただきました。 

・公園管理に多くの、様々な人が関わっている実態を知ることができた。 

・環境省の方の話、パネルは日本語で良かったと思います。アメリカ、ニュージーランドのお

話は同時通訳で大変よくわかり、よく理解できとてもよかったです。 

・大変よくコーディネートされていた。日本と外国の自然公園の違いを明確にしてくれたため、

少なくとも今日の研修の方向性が会場と主催者の間で一致していたと思います。さすがに、

環境研と思いました。 

・世界的視点で富士山問題を考える少しでもきっかけとなりました。 

・時間の割り振りが良いと思う。 

・同時通訳があったこと！ 

・経験の長い、外国の国立公園でずっと働いてきた専門家達をよんだ事。 

・富士山の土地分布地図が出来たこと。 

・世界の先進例がわかり、情報の共有化がよかった。 

・保護と利用の方法例も良かった。 

・ハワイのインタープリテーションでは、ボランティアが 31％も占めているのが意外でした。 

・管理にかかわる話し合いが多少でも聞けてよかった。 

・外国の国立公園の様子がわかった。 

・国立公園の比較。 

・富士山世界遺産の前に、価値評価や管理などさまざまな前提条件があること、継続的にこれ

らを行う必要性等について認識できた。 

・色々な意見が聞けて良かった。 

・大変参考になりました。 

・世界に目を向けて比較できる様になった事は大変良い事だと思う。 

・various views で discussion がされた点だと思います。 

◆ 不満な点、もっと聞きたかった点 

・日本版ボランティアシステムはどのように構築できるのか、考えていく必要があるため、ボ

ランティアシステムについて、もっと詳しく知りたい。 

・講演のテンポが速すぎて、通訳も自分の理解も追いつかないところがありました。 

 もう少し話していただけたらよかったです。 

・自然解説（インタープリテーション）についてもう少し話しを聞きたかった。 

・２つの公園で行われている核となるインタープリテーション、あるいはストーリーについて、
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聞きたいと思ったが、時間切れになった。 

・地域や一般の人たちにもこの情報を伝えて欲しい、その必要があるといつも思う。保全に関

しての地元住民の意識づけがとても弱いとこの３日間参加して痛切に感じた。観光に関係し

ている人たちは多いのに対して、その人たちに必要な情報が何も発信されていないと思う。

ビジョンを共有するためにも子供たちも含め、文化（地域）を伝えていく試みを始めていく

ことが必要。ボランティアに関してももっと広く伝えたらよい。知らないこと、知らない人

が多すぎる。 

・資料にもっと日本語があるとさらに分かりやすかったと思います。 

・やはり、世界遺産として富士山をとらえた方向での議論を拝聴したかったです。 

・ワークッショップを行えば、より多くの意見交換する事が出来たと思う。環境省等、関係者

の具体的な意見を聞きたかった。 

・環境省、県の担当の説明が力不足に感じた。VIP の制度、NPS の内部的な組織、システム論。 

・環境省の方のスライド（パワーポイント）見づらい。日本人向けに英語表記は分かるが、和

記もないのにサクサクすすんで意味がないスライドだと思う。 

・国立の制度の違い、ボランティアに対する受入れ側の態度、その制度について。 

・西洋的な考えだけでなく、東洋のあるべき姿の違いを考えてもよいかもしれません。 

・日本の現状、山梨と静岡の考え方の違い等を議論してもらいたかった。山梨県として富士山

に関する管理者の顔が（考え方）見えない。 

・地元の方々にもっと価値を気付いてもらうのにはどうしたらの取り組みも、大切な事ならび

提案等聞きたいです。徐々にと難しい事でしょうが。 

・次回、国立公園で世界遺産になっている場所のご苦労話を聞きたい。 

・自然公園。世界遺産、いずれにしても個人では出来ない。知識を持たない者が何をしようと

しても出来ない。実際にこうすべき問題も話し合う方向がよいと思いました。 

・国内事例をもっと聞きたかった。 

・準備段階として、海外からの講師の方々に事前に富士山その他、それについての文化歴史の

予備知識をどのレベルで提供出来たでしょうか。 

・海外講師の方々は富士山へ登ったことがあるか、もし経験済であれば世界遺産登録する為に

は、何をせねばならないか、率直な意見を伺いたい。 

・問題点や改善に取り組んでいる事例についての解説をもう少ししてほしかったです。 

・日本人のスピーカーのマイクの使い方にご注意下さい。聞き取れなかったです。 

・自然公園としての富士山のあり方、具体的な話しが欲しかったです。 

・環境省の考え方はどうなのか。 

・富士山の保存は？利用は？ 

・日本側のゲストの話がもっと具体的に細かくふみ込んで欲しかった。文化庁の天然記念物の

話や林野庁の国有林に対する考え方や将来的な管理計画なども。行政担当者の出席も少なす

ぎると思った。 

・県側の意見を聞きたかった。 

・アメリカの他の国立公園」について。 

・世界遺産になる為のこれからの複雑に触れられましたが、どのようなビジョン知識の出し合

い、問題点、これからが楽しみです。 

・国立公園→世界遺産になったことによる変化。 

・自然公園を専門にしているわけではないため不明、もう少し海外の資料について日本語訳の

ページが欲しかった。 

・国立公園の日本的な対応が出来なかった事、私有地とのエゴと国とのギャップ、この問題を

至急に考えていく事が大切、選挙等の道具にしてはならないと思います。 
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・日本人観光客が何故（海外の Natural Park で）nature experience をしない、または、少

ないのかという点。 

○ 次回のシンポジウムに期待する点（どのようなことを知りたいか、議論したいか？） 

 ・一貫性という話がでたが、地域性の国立公園で一貫性という点がうまく機能している例を知

りたい。（看板等、景観配慮、インタープリテーションを含めて）。 

 ・それぞれの自然公園の具体的な運営方法、職員の生活やインプリの工夫している点、動物と

のあつれきを解消する方法など。 

 ・日本特有の管理形態はどうあるべきか。 

 ・他の側面から富士山、公園、について考えるような企画が再度行われることを期待。 

 ・環境問題、省エネルギー等。 

 ・今日これなかった国々、特にヨーロッパやアフリカ方面の意見を聞いてみたいです。 

 ・日本でも他の地域では世界遺産に指定された所がありますので、それらと富士山はどこが違

うのかなど、国内における比較議論も興味があります。 

・国立公園の管理体制に変化を与えるようなアイデアをまとめることが出来ればよいと思った。 

・ワークショップ形式、例えばファシリテータを置いてのグループ議論、富士山のあるべき姿

を設定し、共有するための実験的試み。また、その手法の検討。AHP 等の合意形式手法の活

用。 

・もっと意見を言いたい。自分の意見が学識者の人からどう思われるのかという事を知りたい。 

・国立公園（富士山での管理、利用地域の区分が解りにくい、現地を訪れる方が国立公園の大

切さを知らせる方法。 

・東南アジアに人々の考え方を聞きたい。（中国、フィリピン、インドなど） 

・文化的景観について。 

・目的が目標が共通の議題に向かうなら WS の方向も良いと思う。 

・以前富士山の頂上に自販機が置いてあると聞きましたが、意識ある方は（多くの方）がいや

がります。自然の有り様を大切にする気持ちがすべての基になると思います。 

 その点の意識を高めて頂くシンポジウムも足元の具体的な事柄だと思います。教育でもある

と思います。 

・自然をゆっくり学びしめる人を育てる方法、教育法を自然教育を学校教育に取入るには等を

テーマにしてもらいたい。 

・富士山は世界遺産になりえるのか、何が問題となるか、はっきりわからない。又、世界遺産

では何が出来て何が出来ない、又、どういう手続きが必要なのか現状を知りたいと思います。 

・日本の国立公園の現状と今後どうあるべきかについて知りたい。 

・国内の自然公園の具体例を知りたい。 

・国立公園としての富士山の特別地域と市街地との線引きに対してどう思うか。又、どの様に

されるべきか。 

・自然や環境に対しての教育はとても大切なことであると思います。海外では、どの様な方法

で行っているのでしょうか。 

・行政的視点からの問題点。 

・国立公園や世界遺産を目指すことに関する、恩賜林組合の考えなども是非聞きたいです。 

・Jim が言った Brainstorming はとてもいいアイディアで、全員をグループ分けした上で、少

人数で話し合いを行う必要があると思う。そして、完全国有地の NP を持っている、アメリカ

やニュージーランドのようないわゆる“New World Countries”だけでなく「地域性」的な

NP を持ったヨーロッパからの専門家も呼んで欲しい。 

・文化的景観な観点から芸術家から見た富士山とは何かを聞きたい。 

・資料の邦訳。 
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・協働によるビジョン策定について（将来像ビジョン）、保護と利用の調整など。 

・レベルの高い話でよかったと思います。 

・これからの展開に期待しています。 

・今後、地元の方との交流が必要だと思います。又、世界の眼でみることを知る必要がある。 

・具現化した取廻をしていくためのシンポジウムをする必要があるのではないかと思います。 

○ その他ご感想、ご意見、何でも 

 ・参加者の多さ、熱心さに驚きました。やるべきことは多くあり、それらをコーディネイトす

る立場にいる者として責任は大きいと再認識しました。開催していただきありがとうござい

ました。 

 ・エクスカーションでも通訳が居た方が良かったのでは？ 

 ・何十年前に、日本人も「いそうろう」というものがあったが、現在の人たちはお金に見合っ

た仕事しかしないという人が多くなり、我家でもやめた（うちでのトラブルはなかったが）。 

 ・ぜひ、ぜひまたやって下さい。また聞きに来たいです。 

 ・講師の方々ともっと触れ合いたかったです。 

 ・何も知らずに来た私もいけないが、そもそも日本人で、どれだけの人たちが国立（定）公園

がどこにどれだけあるか、知っている人はいるのだろうか。実はよく通っている所が、公園

だったり、意識が低い。富士山を世界遺産にするというのも、今の状態では難しい気がする。

次回までに日本の国立自然公園について調べておく事を目標にし勉強していきたい。 

 ・これからも企画に多く参加したいと思います。 

 ・富士山の自然公園としての役割は山梨県と静岡県も同じと思う、合同でシンポジウムを開い

て意識を同じにした議論にしていただきたい。富士山に関して山梨、静岡一体となった運営

をする為価値観の共有を図る。 

 ・山中湖村の富士自然学校で勉強中です。富士山を世界遺産登録するボランティア活動に参加

したく、今日出席しました。 

 ・富士山は世界の財産ですので、地元の人達が富士山を大切にする責務が有りますので、是非

宜しくお願い申し上げます。 

 ・弁当の準備うれしかった。 

 ・大変勉強になりました。 

 ・身近な場で世界規模の話題が聞けて良かった。 

 ・Q＆Aの場面で質問サイドでマイクを持たされる方は何が聞きたいのか、自己で整理してから

にしてもらいたい。（時間短小で一人でも多くの人に！） 

 ・また、開いてください。 

 ・国立公園に入場料をとるという外国の話でしたが、富士山もゲートを作って入場料（入山料）

を取ればよいと思う。関連道路の料金は関連道路利用料で入山料ではないと思う（質問事項

にあったが）富士山の管理料に使用すれば（還元）よいと常々思っています。 

 ・改めて富士山を考える機会をありがとうございます。 

 ・Lianne が言った「次の具体的なゴール」が重要だと思う。次のシンポジウムを楽しみにして

いる。 

 ・毎回、貴重なシンポジウムの開催に感謝します。 

 ・受信機（同時通訳）がない席があった。 

 ・世界遺産に反対する人のロジックを知りたい。種区分が厳しい所の所有を移していけないか

どうか。 

 ・日本の環境開発は途上国なみだと思う。高橋先生が紹介されています様な東南アジア等の御

意見も聞けたら良いと思います。 
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