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第２回フォーラム「富士山:世界遺産と環境保全」 2006年9月28日開催

 
○出席者（自己紹介は文末に掲げてあります） 

早川 宏（富士山の文化的景観を守る会） 
山本 清龍（東京大学富士演習林） 
荒井 光雄（富士に学ぶ会理事長） 
小野 俊彦 （ＮＰＯ法人アースバウンダー理事長） 
舟津 宏昭（富士山クラブ 山梨事務所所長） 
川島 攻 （富士山クラブ事務局長） 
篠原 滋美（河口湖フィールドセンター館長） 
渡辺 通人（河口湖フィールドセンター自然共生研究室長・副館長） 
本郷 哲郎（山梨県環境科学研究所） 
荒牧 重雄（山梨県環境科学研究所）

 
○最初に司会者の荒牧が発言．このフォーラムの目的や運営方法について説明し 
た． 
その後約２時間にわたって，インフォーマルな討論を行った．以下の概要は，録音 
記録に基づいたものである．本文末尾に示したように，この会の目的は，自由でイ 
ンフォーマルな討論であり，この記録の内容に関して，あとから発言の責任を追及 
されるようなことは無いという了解の元に，自由に発言されたものの記録である． 
（前略） 
荒牧： それからもう一つ申し上げたいのは，今度の問題は，「自然遺産について 
じゃないな、文化遺産だな。自分は自然保護に興味があるから文化には関係ない 
な．．．」という受け取り方は非常に間違っているということです．文化とは言っ 
ても自然が絶対重要だということは，県の役人さん方も言っていますので、それが 
ちょっと蚊帳の外に今までいられるような、一般の方は少し情報不足じゃないかな 
と。私は自分自身、そう思いましたので。だから私がご提案して，ここで議論して 
いただきたいと皆さんにお願いしているのは、三つのキーワードを掛け合わせたも 
の、すなわち世界遺産で富士山で、それで自然保護あるいは環境保全と。それに絞 
っていただきたい．既にお声をかけたら、「いや、自分は世界遺産に興味ないから 
断る」とおっしゃっていただいた方も何人かいらっしゃる。そういう方もこういう 
話がだんだん重要だとお思いになれば，またもちろん発言していただいて結構で 
す。とりあえず、そういう話でお願いしたいと思います。 
というわけでもう１回繰り返しますが、一生懸命世界遺産を推進している行政当事 
者の方々も異口同音に、とにかく富士山の自然環境が良くなくちゃだめだし、ユネ 
スコに出す作文には相当の分量で自然保護、環境保全についてはこういうプログラ 
ムをちゃんと作っていて、ここまで実現して、これからこういうふうにやるという 
ことを書く必要があるということだそうですので、非常に重要であるということで 
すね。 
そこで私が考えたのですが、皆さま、日ごろから精力的に環境保全、自然保護とい 
う問題に活躍されている方だと私は理解しています。これは一つのチャンスだろう 
から,こういう場所を設けさせていただいて、意見の交換、できればチャンスを活か 
すために何かアクションをお取りになる気はありませんかと、こういう問いかけを 
したい．私自身は東京の人間で、極端に言うとよそ者なんですね。ただここへ３年 
近く奉職していますので、半分気持ちがこちらに入っていますけど．その私から地 
元の方々がどうお考えになっているか。ないしはアクションをお取りになられるよ 
うなことはお考えになりませんか・・・とお尋ねしたい。私はそういうことはいい 
ことだなと思っているもので、そういう意味でこの席を設けさせていただきまし 
た。 
これからの見通しを申し上げますと、このような会合を随時繰り返してゆくと同時 
に静岡県にも声をかけようと。できれば両県一緒にやれないだろうかと。協議会的 
なものでも皆さん、おつくりになる気はありませんかとお聞きしたい。そうやって 
だんだん話が盛り上がっていけば、当然いろんな社会のセクターの方、簡単に言う 
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と利害関係が対立するかもしれない――自然保護と環境保全に関係している話題に 
ついてのみですけど、、そういう人たちと一緒に同じ席で議論をすると。当然官僚 
を入れて、それから当然国民会議の重要メンバー。だんだんそういう話に、それか 
らいわゆる学識経験者とか，外にいる人がいろいろコメントするじゃないですか。 
これは国民運動だから地元の人間だけじゃないよというロジックだってあるわけ 
で、そういう広い方々にも声をかける。 
舟津：私、何も知らないのでお伺いしたいのですが。ご存じの方、いらっしゃった 
ら。これは何か急ぐ理由があるんですか？ 
この世界遺産に、例えば今ここのステップというところで、例えば６番だったら６ 
番のところまでをこの１～２年の間に済ませなければならないという何か理由はあ 
るんですか。どうでしょう。 
早川：富士山の世界遺産登録を推進している団体は、発足当初に3年で富士山を世界 
遺産登録するとしていました。何を誰がどのように保全するかということより先に 
登録する時期を決めて、そのために何をするかという保全体制を整備することより 
も世界遺産ありきという感じは否めないと思います。このままでは冨士山が暫定リ 
スト入りすることはほぼ確実といわれています。 
舟津：暫定リストとか、例えば何年に１回。 
川島：毎年です。 
舟津：ですよね、毎年ですよね。 
川島：私の聞いているところでは、中曽根さんが引き受けた時に、やっぱり私が早 
く――。 
荒牧：元気なうちにやってくれと（？）。 
川島：そんな話を。それは私も聞いています。 
舟津：急ぐ理由がない代わりに、別に遅らせる理由もないと。 
荒牧：私の印象を申しますと、これは役人側の作業がもう始まっちゃったわけ、県 
が。そうしたらどんどん進むのではないのですか． 
小野：私の聞いた話では、なぜ中曽根さんがそういうことを言い出したかという 
と、一つはメンツの問題。要するに富士山たるものが世界遺産になれない。自然遺 
産として問題があるのであれば，せめて文化遺産という一つ範疇の中で，登録され 
なければ沽券に関わるというような発想が上の人たちにはあるんだというふうな話 
は聞きました。 
荒牧：どうお考えですか。実は私は気が短いので言いますけど、私は火山屋で富士 
山というのは火山。それで他にも火山で世界遺産になっているものはあるのです 
よ．しかし,富士山の自然のすばらしさは問題外で，山岳信仰とか芸術とかという問 
題だって富士山のほうが断然量が多くて、厚くて奥深いんじゃないかという気がす 
るんですよね。そういう意味じゃ、ちょっとメンツというか、「何で富士山を入れ 
ない？」と言いたくなる気は私もあるんです。 
早川：そのすばらしさを、いかに明文化するかということが課題だと思います。 
小野：世界遺産、特に文化遺産というカテゴリーでという話があった時に、「何 
だ、自然遺産にならないから今度は文化遺産かよ」という感覚はやっぱり持ちまし 
たね。どうして文化遺産かというふうなことを考えてみると、例えば本来の山岳信 
仰としての富士山に仏教的な遺跡が残っているかというと、殆んど残っていないわ 
けですね。ただ伊勢神宮なんかを例に取ると、日本の信仰というのは伊勢神宮は照 
葉樹林という壮大な東アジア文化の一番果ては伊勢神宮。ですから伊勢神宮の周り 
には照葉樹林が残っていて、あの森の中に伊勢神宮が、60年に１回の遷宮など特有 
の文化が延々と続いてきたという自然環境という舞台装置があればこそ延々とその 
営みがあると。 
富士山はじゃあどうかというと、先生がおっしゃったように火山という、やっぱり 
浅間信仰からきているというのもあると思うんですね。ですから当然文化遺産とい 
うふうなことの中で、特に富士山という文化的な遺産の価値というのを考えると、 
信仰という形での富士山のすごさというのをやっぱり支えているのは自然環境です 
から、そういう意味で文化遺産とであっても文化の部分だけではないんだと。もっ 
と広くいわゆる自然というものに目を向けたり、さらにもっと、自然遺産にはなれ 
なかったんですが――。 
荒牧：なれなかったんじゃなくて、しなかったんですよ。日本で決めただけでしょ 
う。 
小野：まあそうですね。ただ、外国から来られた方たちは――。 
個人的な発言としても、やっぱりだめだということははっきりおっしゃっていまし 
てね。ですからそういう意味では、やはりもっと富士山の文化的な部分を支えてい 
るものというのは自然だという認識は必要だろうというふうに思いますね。 
荒牧：その線で私は最初に申し上げたつもりなんですが。私は別に世界遺産をやり 
たいと思って皆さんに話をしたんじゃないんです。逆に言いますと、現状としては 
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どうも世界遺産になろうという動きがものすごい勢いで動きだしちゃったと。しか 
も官を中心として、相当な予算がもう投入されているわけ。私のポイントは、世界 
遺産にするかしないかではなくて、なるのだったらいいチャンスじゃありません 
か、皆さまの運動に関連して。要するに「なら、こうしないとまずいじゃない」 
と、そういうロジックができるんじゃないかなという、非常にある意味で低次元の 
話なんですけどね。 
小野：うがった見方をすると、富士山は要するに国立公園としてゾーニングができ 
たのもつい最近ですよね。いわゆる地域の行政のエゴがあったおかげで、保護地域 
の区分ができなかったと。 
下手をすると、こういう文化遺産というふうな世界遺産に登録する上では、当然ゾ 
ーニングって出てくると思います。何か逆にゾーニングをしてしまうことで、開発 
の免罪符的な形にならないとも限らないということはやっぱり危惧されますよね。 
荒牧：皆さん、大いにあり得るという顔をされていますが。で、あなたのご意見 
は、それで反対しろと言いますか。 
小野：いいえ、いいチャンスだろうとは思います。ですから何かをしなきゃいけな 
いでしょうし、このままでいることはないと思いますので。議論は必要だろうと。 
ですから先生がおっしゃったような一つの提案の中で、そういったものをお話をす 
る場ができたり、地元の中にそういった協議会とか地元の人が参加しないで偉い先 
生方が決めて、いわゆる大きなものが議決されてしまうと、我々としては何も手も 
つけられませんし意見を出す場もないということになってしまいますので、そうい 
う意味では非常に――。 
荒牧：そうですか。ご賛同していただけるなら議論が進められますが。私は別に皆 
さん、世界遺産に賛成しろなんて言っている気は全くない．だけど、ご覧のように 
ＮＨＫだ、民放だ，新聞，テレビだって世界遺産をずいぶん取り上げているじゃな 
いですか。この頃はマスツーリズムのパンフレットだって、みんな世界遺産と書い 
てあるので、これは相当もてはやされるようになるのかという気がするんです。 
で、そういうことを見ていると，いい、悪いの問題を，例えば数年かかって議論し 
ようという状況ではない気がするんですけどね。その辺、いかがですかね。 
篠原：自然遺産がだめになったと言うけどね。 
荒牧：だめにしたんですよ。 
篠原：だめにしたと言うけど、それは復活することはできないんですか。というこ 
とは私は、他のところも見てリストに上がっているところもかなり出歩いているけ 
れども、僕は複合的なものの考え方でいいんじゃないかなと思います。そしてこの 
チャンスにやはりやるべきだと。この時期にやっぱり世界遺産に価値のあるもので 
すから。だけど文化遺産だけにかたよってしまうと、ややもすると日本人の考え、 
あるいはこの地域の人たちの考え方というものが自然を無視しかねないという危惧 
はあります。ですから僕は複合的遺産でなぜだめになったかという中には、やっぱ 
り一つ考える論理、もうちょっと表へ出す顔がもっと学術的なものも含めて出さな 
かったところに問題があるんじゃないかと。世界的に見てもトンガリロに比べたら 
ずっと違う成層火山、しかも山のでき方がかなり内部的に違う。そういうものをも 
う少し打ち出して学術的な価値も主張するような形で、僕はもう１回文化だけでは 
なくして複合的遺産と考えるべきではないかと思っています。 
荒牧：先生、非常に遠慮されて円くおっしゃっていますけど、私の感じではもう 
99％決まっているわけです。 
篠原：そうです。 
荒牧：だけど、これは俺は気に食わんとおっしゃるのだったら、もっと強くおっし 
ゃったほうがいいと。 
一同：（笑）。 
荒牧：今のようじゃだめだ。「お前ら、何やっとる！」とおっしゃったほうが僕は 
効き目があると。私は全く反対じゃないんですよ。たださっき申しましたように、 
自然だ、文化だという対立というか、そういう問題はどうもユネスコ自身において 
も重きを失っているような印象なんですね。 
小野：その世界遺産の、十何年になりますかね。なぜ富士山がだめかという一つの 
見方を聞いて、その時には私たちのイメージからすると山小屋のトイレの問題と 
か、ゴミの問題とかというのばかりクローズアップされましたけれど、ある程度時 
間が経ってあの人たちの言った言葉の意味というのを今あらためて気づくことは、 
１人の方が「このままで100年やってもだめだよ。100年活動してもだめだよ」とい 
う言い方をされたんですね。 
荒牧：その「だめ」というのはどういう。 
小野：「だめ」ということは、一体何なんだということまで掘り下げて考えなかっ 
たんですが。どうもそれから富士山に関る仕事をしてくると、今先生がおっしゃら 
れた貴重な生態系とか特異な生態系、もしくは生物多様性ということを担保する、 
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言わば自然林が圧倒的に少なくて殆んど人工林になってしまったと。もう一つ、こ 
こで世界遺産という言葉で日本の国がというか、地元でやっぱり言い切れない、つ 
まり主張しきれない理由の一つが、富士山の自然について本当に表に出すだけのも 
のが調査なりされたものがちゃんとストックされているかと。 

これはある人と話したのですけど、今、渡辺先生がいらっしゃいますけど、せい 
ぜい昆虫の分野で渡辺先生がされてきたぐらいのもので、あとはもう殆んど表に出 
して見るべきものはないと。実際に環境庁の段階で調査なんかで、いろんなメッシ 
ュの入った地図なんかを送ってきて、動物相に関する調査のアンケートなんかが来 
るんですけど、こんな大雑把な調査で本当に富士山の動物層に関するちゃんとした 
データになるのだろうかとびっくりするような程度なんですね。ですから自然遺産 
で押し切れない一つの裏面にあるのは、やはり本来の生態系に担保する自然林が圧 
倒的に少なくなってしまって人工林ばっかり。だから人工林ばかりだから、こんな 
ものを自然林に戻すには100年やそこらじゃできないでしょうという意味が、おそら 
くあの時の言葉に含まれていたのではないかと最近気づくようになったというのが 
一点。 

それからよしんばそういったものが失われたものが何で、残されたものが何でと 
いうものを科学的な論拠がないと。この二点がやっぱり自然遺産になれない大きな 
部分なのではないかなと。 
荒牧：あなたの口調から言うと、大体賛成なようですね。今の外人さんが言ったこ 
と。 
小野：というか、認めたくはないですけど。 
篠原：世界遺産というものにはどのくらいあって、どのぐらいなのかと。じゃあ自 
然遺産と文化遺産とどのくらいあるのかということを調べてみると、総合遺産とい 
うのは中国に非常に多いんです。総合的な遺産というのは。 
荒牧：何遺産？ 
渡辺：複合遺産。 
篠原：でもそういうのがあって、例えば黄山にしても山岳信仰と美的感覚というよ 
うなものがあるんですよね。そういうものがある中で、私は富士山というもののこ 
の文化、山岳信仰というようなものも非常に貴重なものであると思うと同時に、黄 
山にも負けないような富士山という自然があるんじゃないかと。そういうものが 
今、小野君が言ったように、もう手がつけられていって人工林になっちゃったと 
か、自然林が少ないとかということも大事だけれども、それ以上に僕は富士山とい 
う山の生まれ方というものは世界に誇るべきものじゃないかと思います。 
トンガリロの人たちがフィールドセンターに来てくれました．僕が溶岩樹形の案内 
をしたんです。又、カナダの先生も案内しました。そうしたら、溶岩樹型の出来方 
について説明すると「これはすごいものって、こんなのはないよ」と言ってくれま 
した。 
だからそんな話をしながら、いや、これはこれだけあったら、この自然というもの 
は天然記念物に指定されているということは、もう日本の国では認めているんだ 
と。 
荒牧：日本だけで認めてもしようがない。 
篠原：だから、そういうものだから、こういうものをやっぱり今度出す時にもきち 
っと提示したほうがいいんじゃないかということを言っておりましたけどね。 
荒牧：先生、お言葉を返すようですけど、やっぱり先生は自然で推そうとお考えで 
すよね。 
篠原：いや、そうでもないです。自然だけではなくてそういうものも含めて、そし 
て私は文化的な価値、民族の文化、山岳信仰、崇拝、そういうものも日本では不離 
一体のものがあるから一緒に考えていってもいいんじゃないかなというのが――。 
本郷：私の理解ですけれど、トンガリロの場合は有形の文化財のようなものがな 
く、それまでの自然遺産、文化遺産、あるいは複合遺産という枠組みに入れなく 
て、それで新しくできた考え方がこの文化的景観だと思っています。これはあくま 
でも文化遺産の範疇に入っていますけれども、トンガリロのように自然がまず貴重 
であるところ、その自然を基盤にうまれた文化も貴重だけれども、有形なものが残 
っていないところをどうやって指定しようかという背景があったのではないでしょ 
うか。自然遺産という名前はついていませんけれど、文化遺産の範疇ですけれど 
も、自然と文化を両立させた遺産として文化的景観というのは位置づけられている 
と思います。「文化的」遺産の中の「文化的」景観という言葉が独り歩きして、自 
然がどうでもいいんじゃないかと言われないように、文化的景観というのは本来自 
然があって初めて成り立つものだ、いいかえれば、自然が非常に重要だという前提 
で文化的景観になったということで、じゃあ我々は地元として地域の中で自然をど 
ういうふうに管理するシステムを作っていくか。自然遺産になれなかった時にトイ 
レとかゴミの問題が強調されましたけれども、自然をどういうふうに今後遺産とし 
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て管理していくかという計画がなかったということも一つあると思っています。文 
化的景観になったからといって自然をおろそかにしちゃいけない。本来おろそかに 
すべきものではないという意味で、文化的景観だと言っているわけで、自然環境の 
管理をどうするかという議論を地域で進めていくことが大切でしょう。 
荒牧：私は自然だろうが文化だろうが、環境保全に関しては興味ないんですよ．と 
いうのは私の提案というのは非常に低レベルで、世界遺産になりそうだと。皆すご 
い勢いで動きだしたと。皆さまの今までのご活動に関係あるんじゃないですか。そ 
ういうことを言っているので、今あなた方が、世界遺産とか自然遺産を作る人じゃ 
ないんですよ。ですから、その議論はここでやっていただいてもしようがないんじ 
ゃないかという気がするのね。いかがですか。 
本郷：これは基本的な質問ですけれども、遺産になった時のその場所をどうしよう 
とか、管理計画は誰が作るとか決まっているんですか？ 
荒牧：だからそういうところから始まるんじゃないかな。 
舟津：そうなんですよ、本当に。だってここのステップ２のところの④番にも書い 
てありますけど、自然遺産だろうと文化遺産だろうと何だろうと、ここにも書いて 
ある保護とか管理措置が講じられているのか。その講じられているのかというのは 
現時点で講じられているのかというのと、登録までにどういうふうに講じるのかと 
いうことと、登録から先の計画はどうなのかとこの三つのところがちゃんと何も話 
されていないまま、話がどんどん進んでしまっているようで――。 
荒牧：何も話されていないと言うと、学術委員会の先生は「話した」と言うかもし 
れない。 
本郷：だからよく文化遺産で、管理計画はどこが立ててというのがしっかりしてい 
なかったためにその町並みごと遺産に指定されてそこに住んでいる人たちが住みに 
くくなっちゃうとか住めなくなっちゃうということも出てくるわけですよね。 
舟津：問題になっていますからね。 
本郷：そういう意味でいけば世界遺産の場合、誰が管理計画を立てるかということ 
が大切ですね。 
小野：一つは管理計画とかシステムプランというふうなことを考えて、私もいろん 
な県の委員会とかいろんな役割に関わってきたわけですが、篠原先生が「お前ら、 
若いうちはもっと文句言わなきゃ」といつもハッパをかけられるのですが、非常に 
無力感を感じるのは、やっぱり富士山の地主というのは国と県なんですね。山梨県 
側はいわゆる山梨県、富士山側は国と。 
荒牧：国と県が強いというわけ？ 
小野：つまり、地主が発言する中で強いですね。管理計画という一つの形というの 
は、あくまでイニシアチブを持つのはやっぱり地主なんですよ。我々に何ができる 
かとか、それから今回は荒牧先生がご発言いただいたこういうふうな形のものをど 
こに持って行くかというのは、やはり時を得たというのが言わば世界遺産になると 
いうのが一つのタイミング。そこで何ができるかということ。我々にできることと 
いうのは、私はそういう意味でこの仕事を始めたのですけれども、やっぱり現在の 
観光に対するアンチテーゼということが一点。 

それから県などの会議に出てよく言うのですが、さっき先生がおっしゃった、 
「こんにちは・さよなら会議」ですよね。要は県が作ったものをその場で承認して 
おしまいみたいな、一つの話の時に――。そういう会議が多いんですよ。たまたま 
出されるのは。その時にものを言っても、それが一つの施策として反映されるかと 
いうと、そういう可能性というのは非常に低いわけで、それだったらむしろいわゆ 
る管理計画とか保全計画というのはイコール利用計画。つまり、利用の方向性のな 
い保全計画というのは全く無意味なんですよね、現実的な一つの施策の前では。そ 
ういう意味では地元の人たちがまだ気づかない、もしくは県や国がまだやらない一 
つのアクションとしてというのがもともとの発想です。 
荒牧：そういうのをご発言するチャンスじゃありませんか。 
小野：ええ、今回そうだと思います。それでさっき、実は文化遺産なのか自然遺産 
なのかの議論があった時、自然遺産になれなかった理由をちょっと話したのです 
が、私なりに解釈したのを。私はむしろ今回、富士山を世界遺産にという一つの話 
の中で、一番地元として、もしくは日本として世界の中に発信していかなきゃいけ 
ないのは、たしかに今の富士山とか非常に自然環境からするとていたらくですけれ 
ども、ただやはりまだまだ日本人の中には富士山を見て手を合わせる人がいるわけ 
ですよね。やっぱり傍から見て神々しい山だと思います。日本人の神観と言います 
か、宗教観の中には自然という一つの舞台装置というのがちゃんとあって、その中 
でそれに対してスピリチャルな部分で感動を受けるというのがあるわけで、それを 
見ればいくらゴミが落ちていようが山小屋の便所が臭かろうが、いわゆる人工林に 
ばかりなってしまっても、やはり富士山というのは日本人の中で一つの宗教観とし 
て生きている部分というのはあるわけで、むしろそういう自然観を持っている国民 
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というのもここにいるんだよということこそ発信するべきなのが、今回の世界遺産 
に対する富士山の――。 
荒牧：もう少し具体的に提案をお考えになれますか。 
小野：例えば、富士講という一つのあれがありますね。富士講なんていうのは一つ 
のおもしろい仕組みだと思うのですが。富士講そのものというのは後になってくる 
と、最近欧米で流行りのファンドレイジング・ツアー的な皆でお金を出し合っ 
て、」誰か代表者を出そうじゃないかみたいな、いわば公としての価値も当然あり 
ますけれども、同時に観光というのが非常によく機能していると。だけどその辺が 
非常にある意味ではゾーニングをされていて、要するに甲州街道から分かれて富士 
見市に入ってきて――。 
小野：ええ、新富士講をというふうな一つのスタイルができないかと。それから青 
木ヶ原で思い出すのが前に３チーム連れてイギリス人ばかりのツアーで歩いたこと 
があるのですが、そこに参加してくる人たちというのは１週間かけて富士山に上る 
んですよ。 
そこに参加している人たちはどういうところを歩いてくるかというと、アンデス山 
脈を自転車で越えましたとか、サハラ砂漠をラクダで越えましたとか、世界中のい 
いところを見ているんですね。その人たちが青木ヶ原を通って頂上まで行ったので 
すが、青木ヶ原をどうだったというふうに聞いたら，私はそれほど英語に堪能なわ 
けじゃありませんが、非常に印象的だった言葉が「ピュア・アメイジング」と言っ 
たんです。アメイジングというのは私が知る限りでは非常に宗教的な意味合いで使 
いますよね。神様のいわゆる恩恵とか恩寵とかというようなあれがある。やっぱり 
外国の人にもああやって歩いて行って、自分の足元に今日１日歩いてきた森があっ 
て、その上に森がないよという舞台装置というのは、やっぱり訴えるんだなという 
ことを非常に強く感じました。だからああいうふうなものを一つこれからやってい 
っていい。つまり自然という部分だけではなくて、日本人がこういう風景として何 
を感じていたか。 
荒牧：これからやっていくという具体性をもう少し。この条件で。 
小野：ですから今の富士講もそうですし、それからいわゆる日本人が富士山という 
ものに対して抱いてきた宗教観みたいなものを、自然のエコツアーを通して訴え 
る。 
エコツアーそのものが自然を対象としたものではなくて、宗教だとか、これは前か 
らあれしているんですけれども、山岳宗教を対象にしたらおもしろいと思うんです 
ね。 
山本：そうですね、今ツアーの話が出ましたけれども、今、富士山の北麓でエコツ 
ーリズム推進協議会というのがあります。それは環境省がやっているわけですけれ 
ども、今文化庁がやろうとしている世界文化遺産の登録というのと何か歩調を合わ 
せられないかなと。これは、これまで頭の中で考えていたことなんですね。今、文 
化遺産で登録しようとしていて、それによって自然には大きな影響があるわけで、 
その時にやっぱり人が集まって主張すべきことというのはあると思うんですね。１ 
人1人が環境教育とはこうあるべきとか、普及計画はこうあるべきとかということを 
個々に発言するんじゃなくて、やっぱりその保護管理計画を作る上で、私たちの意 
見を反映して欲しいというのは十分主張すべきだろうと思います。他にもいろいろ 
ありますけど、さっきの話ではそんなことが気になりました。 
荒牧：いかがですか、他に。 
渡辺：私は勉強不足で、その文化遺産に登録されている動きというのはあんまりよ 
く分かっていないんですけれども。ここに10項目の記述があるんですけれども、上 
の人たちが、言い出した方々がどの辺を特に――。 
荒牧：それはどこかにありますよ。何ページだったかな。 
舟津：ありました。富士山のコンセプト資料があります。 
渡辺：ああ、キーワードのところですね。 
荒牧：それの前のページですか。「該当する評価基準」。 
渡辺：神聖性とか壮美性とか。 
荒牧：３番と４番と６番が重要らしいですね。 
渡辺：自然遺産登録の時にはかなり地元も盛り上がっていましたが，今回、文化遺 
産は地元が簡単に言うと冷めているような気がしているんですね。 
荒牧：それを私が気にしているんですよ。 
渡辺：まず上からトップダウン的にやられているというところも非常に大きいし、 
それから地元に対してこういう意見を聞く機会も少ないですし。そこが一番大きな 
ところじゃないかと思うんですね。 
たしかに荒牧先生がご心配されているようなところを一番やっぱり懸念しているん 
ですけれども。地元がないがしろにされて指定されたはいいけど、後々になって実 
は地元にもいろいろな問題で、権利的な問題がかかってくるとか、そういう後々の 

6/19 ページ forum2 

2006/12/08 file://C:\Documents and Settings\PC04T1377Y.YAMANASHI\デスクトップ\フォーラムＨＰ\forum2....



問題がないようにしていかなきゃいけないんじゃないか。そういう意味で先ほど先 
生がおっしゃられたような、地元の意見をもうちょっといろんな吸い上げるような 
機会をもっと作った上で、最終的な合意という方向にしていかないといけないんじ 
ゃないでしょうか。 
荒牧：と思いますが、私は江戸っ子気質で気が短いので、吸い上げるなんていうも 
のじゃなくて、押し込まないとというのが私のポイントなんですね。 
渡辺：その一つの機会が今回だと思うんですけど。 
荒牧：要するに受け身じゃ、これはあっという間に置いていかれると。 
小野：学術委員の皆さんに日本橋から頂上まで一度歩いていただくとか、そのぐら 
いのことをしていただかないと。日本橋から。あれが全部舞台装置ですからね。 
渡辺：せめて精進登山道を下から上へ。 
小野：そうですね。そのぐらいはせめて。本当にそうですね。 
渡辺：それが景観的にも自然的にも一番いいところですよね。富士山を代表する場 
所だと思うんです。この要素の中に自然の、景観はあるんですけどその中身が入っ 
ていないというのが一番の大きな問題ですね。 
小野：そうですね。 
荒牧：とにかく私、何も知らないでいきなり委員会。時間が刻々とたつ。なぜ急ぐ 
とおっしゃったのはまさにそうです。急いでいるように見える。ですからアクショ 
ンは早くとらないと。例えば、とりあえずちょっと待て。あんた方はまだしっかり 
我々に言っていないよというようなことでもブレーキをかけておかないと、「い 
や、言ったはずだ」と。 
篠原：そういうふうに急いでいるというのは分かりますけどね。その中でもって私 
は市町村、地元が担わなきゃならない部分というのが非常にあるんです。それは日 
本人の権利というやつがかなり左右すると思います。ですから市町村に関わる負担 
というのは非常に難しいんですよ。例えばこの間の吉野、熊野。ああいうところを 
見ていっても、コアゾーンとバッファゾーンを決めるにあたっても、どんどん先行 
して決めちゃったために個人の権利が失われている。そういうところに問題が起き 
ちゃって、こんなものを作ってもらっても、私の家じゃ杉を育ててそれで家を建て 
ようと思っていた。ところがそれがゾーンの中に入っちゃった。だから木を切るこ 
ともできないし、うちでは家を建て替えすることもできませんよという意見を聞い 
た時に、やはり地元との合意、そういうものをはっきりとさせていかないと。特に 
この富士山の山頂までは個人的な所有地、権利のあるところが非常に多いんです。 
そういう中に文化的なゾーンも入っているんですね。文化景観が入っているから、 
その辺をうまくクリアしていかないと。 
荒牧：民有地というか、個人所有が多いんですか。 
篠原：多いです。例えば登山道にしても、個人のところなんかそこまできているん 
ですから。 
荒牧：そういうのはどうやったらいいですか。アクションは。 
篠原：アクションは、そういう人たちに理解してもらうような話をどんどん市町村 
がするなりね。 
荒牧：市町村はやりたくないんじゃないですか。 
篠原：そう。市町村は個人と個人の関係があるから、やりたくないんです。 
荒牧：それをやらせるにはどうやったらいいですか。 
篠原：それをやらせるには、やはり私は県なり国なりがこういう方向でいくけれど 
も、協力をして欲しいと。そしてその世界遺産の価値観というものをそういう人た 
ちにきちっと浸透させないと、僕は案外おもしろいものになっちゃって瓢箪を作っ 
たような形になってしまうかもしれないですよ。おかしいところは閉まっちゃっ 
て、上はちゃんと出たり。 
荒牧：時間的に大丈夫ですか。 
荒井：ちょっと伺いたいのですけれども。世界遺産の価値観というのが私はよく理 
解できないんですね。ある程度精神的な部分が結構あると思うんですね。特に富士 
山というのは。一つ問題なのは、私は世界文化的景観の遺産に登録されたのは非常 
に好ましいと思うんですね。それはなぜかというと、やはり当然のことながら管理 
保全計画は後になるか前になるか分かりませんが、当然そのことは避けて通れない 
部分ですね。そういう意味では自然保護はされるというふうに考えているんです 
ね。今までも自然遺産、それから今回の文化的景観とかそういうものも含めても、 
行政をはじめ民間でも，とにかく経済優先というところが非常に強いわけですね。 
ですからそういうところも改善されていくべきだろうというふうに思うのですけれ 
ども、先ほど地元でなかなか熱が入らない、議論が上がってこないということも世 
界遺産になったらどういうメリットがあるのか、どういうデメリットがあるのかと 
いうことが皆さん、よく分かっていないんですね。 
荒牧：そうすると先生、あなたのご提案は啓発活動ですか、まず。 
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荒井：はい。 
荒牧：それはだけど、皆さんがおやりになるので、私はできないですよね。啓発だ 
けど時間がかかりますよ。 
荒井：ですから特に行政にはそういうことを求めたいということですよね。 
荒牧：そこで私のポイントは皆さんに、行政に何か問いかけをしようというお考え 
がかなり合えば、これは例えば協議会的なものを作るというのが一つだし、別にそ 
れは固執していませんよ、私は。何かそういう意味で、とにかく話し合いがなくち 
ゃという気がしているんです。私は東京の人間ですからよく分からないんですけれ 
ども、地元の方々がはっきりと注文を付けるとか・・・．もうちょっといかがです 
かというのが私の気持ちなんですね。 

もちろん私も喜んで参加しますけど、私は足が地についていない。これも十分わ 
かってください。ただ、ちょっともどかしいという気はある。で、何とかうまい考 
えはないでしょうかと． 
山本：世界遺産に登録するにあたっても、どういう場所がどんなふうに使われてい 
て、今後どういうふうな影響があるのかということについては調べる必要があるの 
で、意思のある人たちが集まって、地域の事情みたいなことをしっかりストックし 
ていくということはかなり重要だと思うんですよね。そういう意味では集まる場所 
というのは必ず必要で、前半でずっと話をしていた文化遺産としての問題性とか、 
自然遺産でないことの問題性とかということをずっと議論していくよりは、むしろ 
さっきおっしゃったような普及啓発活動を具体的にどういうふうに進めていくか、 
このことが重要だと思います。これは放っておいたらコンサルの役割を果たしてい 
る大きな会社が莫大な情報をストックして、地域の事情と乖離した申請書を作って 
しまうわけですよね。 
荒牧：今、書きつつあるでしょう。 
山本：そうでしょうね。だから、そのタイミングを逃さないためにも、荒牧先生み 
たいな人が今どういう状況にあるのかという情報提供が必要だろうと思います。 
荒牧：私は今言ったように、あまりよくは知らないんです。あんまりやる気もな 
い、悪いけど。やれない。分からないからね。言えることは、今チャンスだと。何 
かこう最小限のエネルギーで行政に注文つけると実現しそうなことって何だと言う 
と、景観保全。景観破壊を防ぐ。 
昔139号線は電柱が全部茶色になっていたんだけど、最近来たら反対側に白い電柱が 
全部ついているし、ああいうのは一体茶色に塗るほうがいいのか、悪いのかという 
コンセンサスが必要だけども、どっちかにしろと言いたくなるし、それからどなた 
か前の会の時におっしゃっていたんだけど、どこかで電柱を減らしたんですって。 
そんなことも結構ですよね。景観というのはやっぱり一つのキャッチフレーズじゃ 
ないかという気がするんです。要するに世界遺産だからお客さんが来て「汚い」と 
言えば，例えばの話、五合目の終点のところの看板が汚いとかと言えば、みんな 
「そうだ」と言うに決まっているから、それならもうちょっときれいにしようとか 
ね。それはある程度強制力がつくから、例えばまたアメリカになっちゃうけど、国 
立公園では白地に黒という看板は原則的にはだめなんですよね。日本だってそうな 
んでしょう、きっと。要するに視認性は悪いけど一定の条件で周囲と調和すると 
か．．．、周りとの色とかといろんな話があるじゃないですか、 
小野： 20年前に山梨県は富士山の景観保護条例というのを作っていますよね。その 
時の検討委員会に出席したのですが、びっくりしたのは東京の有名な建築家の方が 
みえて「富士山は日本国民共有の財産です」と言ったら、ある富士山の業者関係の 
人が「いや、あれは俺のもんだ」と言った有名な話があるのですが。何を言いたい 
かというと、つまりどうも先生の話を伺っていると、今回「富士山を文化的な景観 
で」というその言葉が胡散臭く聞こえてきたのですが。さっき渡辺先生がおっしゃ 
った、何も書いてないじゃん、具体的なこと。どうも日本人が見てきた富士山、文 
化的な価値って何って。横山大観の富士山の絵がすばらしいとか、富嶽百景がすご 
いとか、あれはみんな麓から描いているんですね。誰も上からものを見て描いてい 
るわけではないので。つまり富士山の文化的な価値というのはあくまでも借景なの 
であって、いわば富士山本体そのものじゃないんだというところに何かちょっと嘘 
臭さを感じたんですけど。 
荒牧：いや、嘘じゃなくて、都会の人間が日本国民の財産だと言ったこととつなが 
っていくんですよ。それでおっしゃるとおりで三十六景見ると、ほとんど皆遠景な 
んですよ。ご存じでしょう。もちろん中景もありますけどね。近景なんて殆んどゼ 
ロですよ。だからそういうところは非常に重要だと思うので、私も全く賛成なんで 
す。だからどうしろというんですか、そうすると。 
小野：だから、どうするかという話なんですね。その辺が。さっき心配されたよう 
に、いわゆる頭ごなしにそういうものが整備されてしまって、地元の人が大丈夫か 
というのを話したのと同時に、逆にせっかくここまでできるんだから既得権の上に 
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あぐらをかいてやってきたら、ちょっとこちら側からしたらあまりありがたくない 
ものを排除するチャンスかなと思ったり。いかんせん、あれですよね。降って湧い 
たような話で。ただ行動すると言っても、もう間に合わないよと言われてしまうと 
困ったなと。 
荒牧：私のポイントは、何で地元の方はもっとエゴを出して戦わないんですかと言 
いたい。要するに簡単に言うと、国民会議が、富士山は国民全体の話だからお前ら 
我慢しろと言われかねない。そういう意味でしょう。 
小野：今現在、そういうふうに聞こえますよね。 
山本：今、景観の話が出ましたけれど、もともと国立公園に指定された時も――。 
富士山がどう見えるかということで範囲指定したんですね。富士山の利用というと 
見るというのが基本になっています。見る対象であってそれが中心なんだろうと思 
います。 
荒牧：それは大きいようですね。でも地元の人はそんなに見てないでしょう。 
山本：そうかもしれないですね。それだけじゃなくて、話はね。もちろん上る人が 
いて、さっきの宗教登山の話に関わりますが、例えば昔の人は上る時にわらじをは 
き替えて、今考えてみると外の植物の種を中に運び込むのを防いだ可能性もある 
し、そういう見るだけの富士山じゃなくて実際上ったりという、もっと密に富士山 
と関わるような人たちに対して非常に影響があるわけですよね。そういう文化とい 
う意味で総合的に文化というのを本当に考えているのであれば、東京の街並みだっ 
てもともとは富士山を見るためにできている部分もあるわけで、通りもそういう方 
向についているわけですね。そういう意味ではその富士山の文化として登山という 
のをしっかり捉える必要があるだろうし、その利害関係者なわけですよね、富士山 
を登り、見る私たちは。 
さっきの見るだけじゃなくて登山するとか、他のいろんな富士山との関わりという 
のをどうやって保護していくかということを考えるべきだろうと思うわけです。 
荒牧：だけど保護していくということを考えるべきだと、私の理解では皆さんはも 
う既にそういうことを決められて活動をされている方だと思っている。そういう議 
論をここで別にする必要はないんじゃないですか。 
山本：そうですね。もちろんその議論の行き着かなきゃいけないところは、その次 
の先の部分ですよね。 
荒牧：そうですね。私がこうやって席を設けたのは、何か皆さん、ちょっとやりま 
せんかと。やる気はありませんかと。その申し上げる理由は、チャンスだと僕は思 
うんですよ。今ね。ただそれだけなんです。 
渡辺：やっぱりそこの主要な要素がすごく気になっているんですけれども。これだ 
け見ると特に細かいゾーニングをしなくても、とにかく富士山という何かイメージ 
的なものだけでいこうという、そういうイメージがあるんですが。そんな感じが強 
いんですよ。それでなってしまった時に、はたして本当に自然保護的な管理がされ 
るかすごく不安ですね。 
荒牧：おっしゃるとおり、私も全くそう思っています。 
渡辺：１ページ目の評価基準の９とか10のところに「進化発展において重要な進行 
中の生態学的過程」とありますが、そういう意味でも富士山というのは非常に大事 
な面もあると思うんですね。 
荒牧：しかし、小野さんがおっしゃったこととちょっと違いますね。小野さんはあ 
る意味で絶望されているようにも聞こえたので。 
小野：いや、そうではなくて、一つの評価基準として見た場合に、本来の富士山の 
姿から見れば相当やっぱり乱開発されてしまったという現実はあるということで、 
今現在富士山には何もないとは申し上げていません。 
渡辺：それプラス、10の「生物多様性の政策区域内の保全」というのも入れようと 
思えば入ると思うんですよね。ですからそういうものも含めて、どうせ指定される 
んだったらそういうものも全部入れて、さらにその保護管理計画とか実際の保全に 
つながるようなものにしていく方が、実りがあるかなという感じがしますね。 
荒牧：それを入れろという要求ですね。私のつまらない心配ですけど、自然を入れ 
ろ、自然をもっと強調しろということを正面からいくと、難しいんじゃないかと。 
ただ今おっしゃったように、環境保全は重要だろうと。これは誰ももう文句は言え 
ない。 
渡辺：そういう動きができれば。 
荒牧：それだけど、先生がやっていただかないと誰もやりませんよ。 
小野：たしかに人工林ばかりになってしまっているということはあるんですが、例 
えば青木ヶ原。それからもう一つ、私はこういう特に「文化的な」というふうな一 
つの側面の中でものを考えた時に、これから残すべき自然というのは北富士演習場 
だと思うんですよ。かつては草山三里、木山三里、焼山三里という信仰的な一つの 
ステージとしても見事だし、同時にやっぱり人間が火入れをしてきたという中で、 
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残された自然というのは非常に植物的にも、野鳥的にも、哺乳類的にも貴重ですよ 
ね。あれが例えば今、ああいう戦車だとか鉄砲なんか必要なくて、ミサイルと人工 
衛星だけの戦争になったら演習場なんか要らないとなった時に、さあ、あれが還っ 
てきましたと。何か上からやっぱりかぶせるものがないと、あんな広い広大なとこ 
ろはあっという間に中央から資本がきて何かされちゃうんじゃないかというような 
ことってたしかにあるんです。ですから、こういう景観とか文化とかという中で、 
やっぱり今一番現実的にここはこうかけておきたい部分というのは実はあることは 
あるんですね、そういう北富士演習場とか。 
荒牧：あれを保全しろと？ 
小野：つまり北富士演習場というのは、今は「演習場」という名目で地元の人たち 
がそこから補償金をもらうために、それを要するに恣意行動として、デモンストレ 
ーションとして火入れをしたと。その結果として半人工草原が残されているという 
非常に皮肉な状況になっているのですが。そうではなくて、地元の人たちがやっぱ 
り火入れをするからあの草原という環境が守られていて、本来の信仰空間としての 
草山三里があってその上に森林の木山三里がある。その上には森林限界以上のナカ 
ノ三里という信仰空間があるんだよというふうなことを言う上でも、何か一説では 
ディズニーランド的な施設を作るなんていう話もあるみたいですけど、そういうふ 
うにはしたくない。 
早川：現在、山梨県でも殆んど原案というのがありますね。ご存じのように世界遺 
産の場合はコアゾーンとバッファゾーンとあって、コアゾーンは五合目から上とあ 
とは両方の登山道ですよね。そしてあと――それが基本的なあれですか？ 
赤い部分は特別メイトですよね、多分。 
荒牧：そうです。この緑色の輪郭が今の演習地ですね。 
早川：ちょうど今おっしゃったところに特別危惧種とか、それからすごいきれいな 
ススキの草原とかがありますよね。あれは一つの文化ですよね。 
荒牧：何か具体案を。あれはちゃんと火をいつも入れて、鉄砲はなるべく少なく撃 
てとか？。 
早川：というか、バッファゾーンから外れているんですよね、県の。だから今、小 
野さんのおっしゃったのと関連してここを入れちゃったほうが。裾野も富士山だと 
いう話もありましたよね。 
小野：文化遺産ではないということではありますけれども、要するに景観という側 
面から見ても文化、特に宗教的な、信仰云々になった時の実は空間的な意味でも、 
それから同時にここに訴えているところの生態的な意味でも、いわゆる多様性とい 
う――。 
荒牧：それは作文できるかな。 
小野：このままできるんじゃないですかね。ですからやはりこういうふうな形の中 
で世界遺産というあれにするのであれば、こういうふうにも配慮して、今現在残さ 
れているこういう空間に関してもより適正な――。 
荒牧：私が興味を持ったのは、これは多分、外すつもりだと思います。それを虚を 
ついて逆にこれを入れろと言うのもおもしろいと。 
早川：演習場には最大の縦型の樹型もありますよね。 
小野：そうですね。 
早川：いろいろな洞窟があり、おもしろいですよね。 
小野：ええ、おもしろいと思いますね。 
早川：植生的にもおもしろいし、非常にある意味で――。 
荒牧：でも100％否定するんじゃなくて、そういうふうなやり方で演習地をプラスの 
――。 
早川：世界遺産に対象とすると審査に不利になるという現実的なことがあるなら 
ば、コアゾーンやバッファゾーンの概念に捉われない保全方法もあると思います。 
荒牧：もし作文ができれば、みんなずいぶんおもしろいと思うかもしれない。 
早川：富士山の世界文化遺産を検討するにあたり、平行して、北富士演習場が将来 
一部、もしくは全面返還された際にも乱開発がされずに、富士山の景観と環境を守 
れるような制度が交換条件的にできないでしょうか。いったん決められてしまう 
と、なかなか後では変えらないと思います。 
荒牧：相当根本的な問題ですから大変だけどね。 
早川：50年以上前に指定された特別名勝の区域は、文化財保護法の保全対象になっ 
ています。既成の制度により保全がやり易いからコアゾーンにしていることもある 
と思います。本来は世界遺産としての文化的景観を保全という目的から区域を指定 
することが求められると思います。信仰と芸術の山としての富士山は、歴史文化の 
保全だけではなく、自然環境の保全も同時に考えることが求められます。すばらし 
い自然環境とそれに伴う景観があってこその信仰と芸術の山であるわけですから。 
それに富士山の世界自然遺産登録は、すぐには難しいと思うんですよね。ですから 

10/19 ページ forum2 

2006/12/08 file://C:\Documents and Settings\PC04T1377Y.YAMANASHI\デスクトップ\フォーラムＨＰ\forum2....



今のこの世界文化遺産で富士山の保全体制が決まっちゃう可能性があります。 
荒牧：だから文化だ、自然だというのは、僕はちょっと問題――。 
早川：自然とか文化にとらわれないことが大切だと。 
荒牧：そうそう。今の筋からちょっと外れている気がするんですよ。分からないけ 
ど。 
早川：となると、世界自然遺産としてあるべき富士山も視野に入れて世界文化遺産 
を考えることも求められます。 
渡辺：先程のように北富士演習場ってすごく大事なところなんですよね。今実際に 
私がメインで調べているのはそこなんですけれども。昆虫にしても植物にしても鳥 
にしても、富士山北麓の絶滅危惧種ってここにみんな集中しているんですよね。と 
ころが国立公園地域外から最初から外れているわけですよ。その管理上の問題だと 
思うんですけれども、その経過がよく分からないんですけれども。 
荒牧：他はないんですか。 
渡辺：今までは人の手が入っていないところをそのまま保存すればいいというのが 
自然保護法のねらいだったと思うのですけれども、現実に今、里山的な手を入れな 
いとそういう絶滅危惧種がいなくなってしまうというのが現状なものですから、そ 
ういう意味では北富士演習場のおかげで絶滅危惧種が守られているという現状もあ 
るんですよね。できるのであればそういうものも入れた方がよりベターだと思いま 
すね。 
早川：現実的には世界遺産のコアゾーンやバッファゾーンには指定できないことも 
ありますので、第三のカテゴリーを設けて保全するとうことも考えられると思いま 
す。海外ではコアゾーンやバッファーゾーンの外にカルチャーゾーンを設けている 
例もあるようです。。 
早川：世界遺産というのは保全対象に合わせてどんどん変わってきていますから、 
本来ならばやはり富士山に合わせて世界遺産の作業指針を変えるほうが本当は良い 
と思いますが。 
荒牧：しかし私のちょっと印象を申し上げますと、皆さん、志が高くて今までのお 
やりになっていることを何とかしたいという考えがあるので、結局正面からぶつか 
っちゃうのでやっぱりなかなか大変なのではないかという気がするのですけどね。 
私はやっぱりお客さん、観光が非常に大きいと思うんですよね。その世界遺産とい 
うのは全部。そうでしょう。だって観光業界があれだけ飛びついているのはどう見 
たってそうだと。それにはやっぱり景色、景観というものから攻めるのも一つじゃ 
ないかという気がするんですね。景観が、特に遠景は変わらないですよね、昔と大 
して。きれいな富士山。中景になるとちょっと問題があって、近景が悪いというの 
が僕の理解なんですよ、今までを見ていると。近景からすぐに直していけばいいじ 
ゃないですかというようなことはできませんかねというのが。例えば五合目が汚い 
と。今言った看板を何とかしなさいとか、それから馬のおしっこが臭いから何とか 
ならんかと。結局お金でしょう。それじゃ入山料を取るとみんなで透明なやり方で 
やろうというのも一つの手かもしれない．ただ、入山料、環境税と言えば日本では 
全ての場合話が成立しなかった。だけど一般論はみんないいと言っているんでしょ 
う。不思議な話です。そういうのももう一押しできないかと。 
小野：業者の仕組みというのは、保全計画があって管理計画があって、縦割りの行 
政区分があって、まさにそれを象徴する山は富士山なので、何でその気にならない 
んだとさっきから先生は言われていますよね。やっぱり――。難しさというんです 
か。富士山のやっぱり持っている――。 
例えば北富士演習場の問題もそうです。いわゆる環境ということから考えればあん 
なにすごいことにならないんですけれども、あれに一旦手をつけようとすると日米 
安保の問題から始まって地域の既得権の問題、さまざまなのが関わってくるんです 
ね。だから逆に言うと、世界遺産みたいなものしか恐らくその上に軟着陸できない 
んでしょうね。もっと違う、いわゆる国レベルとか県レベルなんていうものではな 
かなか収まらないと思うんですね。ですから例えば北富士演習場が持っているその 
自然的な価値、それからいわゆる景観的な価値、文化的な価値みたいなものを例え 
ば一つの啓蒙するようなそういうツアーをやったり、そういう立場の違う人間がい 
かにあそこを守らなければならないか。あれが守られない中で本当の富士山の文化 
的景観というのを前提にした世界遺産というのはおこがましいよというふうな言い 
方というのは、きっとできると思うんですよ。ただそこから先にある――。 
荒牧：今おっしゃったことは大体みんな受け入れるんじゃない、官僚でも。 
小野：どうですかねえ。 
荒牧：表向きは。作文では。でしょう。 
小野：そうですね。ですからそういうところまで一つの形として、例えば富士山の 
自然遺産が盛り上がったと。たしかにあれは盛り上がったのですが、盛り上がった 
一番大きな理由というのは、マスコミがくっついたからなんですよ。答えは簡単な 
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んです。 
荒牧：マスコミもなぜ使わないんですか。 
小野：いえ、いえ。もともとの一つの話の言いだしっぺというか、静岡新聞と山梨 
新聞が両方についたと。わーっと下から盛り上げたので246万集まったというのが 
一つの結果論だと思うんです。今回の場合というのは上で話があって、この問題を 
地元の中で活動して何とかしましょうよというふうなものの動きがない。動きのそ 
のコアになる部分がないんですね。例えば当時はマスコミだったと。情報がコアに 
なったというのは、まさに活動が大きくなった一つの理由だと思うんですが、今回 
はやっぱりその運動に対するコアがない。 
ですから今の話は、今の段階で我々として何ができるかという一つの話になった時 
には、やはりこれも残すべきだと。これも大事だよと。これについてもちゃんと保 
全してくれと。そうでなかったら本当の意味で世界遺産じゃないじゃないかという 
ふうな発言や提案はできると思うんですよ。何でいかに保全はすばらしいかとか、 
何でそれに意味があるのかというふうな、例えばツアーをやるとか、そういうシン 
ポジウムをやるとかというふうなことでもおそらくできると思うんですね。そうい 
うレベル。それを一つの声をまとめてその先に出すためには、やはり運動の中心に 
なる何かがないと、おそらくその動きがより大きな声にはなっていかないんじゃな 
いかなと。我々としてできる部分というのは、おそらくその辺なのかなと。 
荒牧：小野さんはかなり絶望的な――。 
小野：絶望的というか、やっぱり時間の問題と。 
荒牧：今までのご経験がきっとあるんでしょうね。 
小野：うん、ありますね。どうなんですかね。 
篠原：このいろいろな問題をクリアして世界遺産になるために、一番このクリアで 
きない部分というのは。私は何か話し合いの中でもって上の人たちがいて作ってい 
くということは分かるけれども、そういう人たちにユネスコで言っている「顕著で 
普遍的な価値」というのは探してあるんですか、ちゃんとそういうものは。僕はそ 
んなことはないから、ユネスコの会議のほうでもって認めるのに作文すりゃいいの 
か、その辺のところがね。 
篠原：もっと政治的に解決するんじゃないかと思っていたんですよ。 
荒牧：私、ユネスコに尊敬の念を持っているわけじゃない。だけれども、ユネスコ 
の持っているそのお墨付きですか、ああいうものが経済的価値もきっとあるでしょ 
うし、どなたかおっしゃったようにメンツみたいなものもあるでしょうし、国民全 
体が誇らしく思うならそれはそれでものすごく大きなアセットですよね。 
篠原：先生はそういうふうに、まあそういうものができあがるんじゃないかという 
前提でもって話を。だけど私どもの立場からすれば裾野に住んでいる――頂上じゃ 
ないですよ、私ども裾野の石ころみたいなものだけども。 
篠原：そういう人たちから見ると、もっと富士山には文化的な、普遍的な価値観の 
あるものがある。そういうものをもう少し探したいと、私は先生が言っているのか 
と最初は思っていたんです。 
荒牧：すみません。そういう高尚な話じゃないんです． 
篠原：じゃ、保護するんだったらどうしたらいいか。 
荒牧：小野さんにもそういう意味じゃ軽蔑されるかもしれないけど、もっとチャン 
スだから食いついて、ちょっとでも何かもぎ取ったらいかがですかと僕は言いた 
い。私自身も偉そうなことを言っている気は全くなくて、私のキャリアの中でやっ 
ぱり正面から戦った経験なんかないんですよ。だから難しいということは一応分か 
っているつもりです。ですけど今、何かひょうたんからコマみたいに世界遺産がど 
んと上からきたわけだ、それこそ。その中で見ていると、今もう環境保全というの 
がどかんと出てきて、そこがある意味でアキレス腱みたいになっているという言い 
方もあり得るでしょう。ですから今チャンスじゃないかと。私はさっきから「都会 
の人間だ」なんて言っているけれど、３年間ここにお世話になっているから情が移 
るわけですよ。そういう意味で一番損するのは地元の人じゃないかというのが僕の 
ポイント。そんなの言いたくなかったけど。 
篠原：その環境保全をしていく場合に、例えば私どものような民間の人たちが集ま 
って環境保全をするという大義名分で、何か国との交渉する手がかりというものを 
作るべきなのか、あるいは――。 
荒牧：私はそう思います。というより、官僚に命令できるんですよ、今。サジェス 
トできる。今環境保全をやらなきゃいけないということになっているんだからと私 
は思うんですがね。 
篠原：ただ、今、行政のほうで進めているのに環境省か何かでやっているのです 
が、「観光ルネッサンス事業」というのがあるんですよ。そういうもので町は取り 
組んでいるんですよ。景観をどうしようとか。それで基本的には富士山というもの 
は、二つの大きなポイントがある。登ってみる楽しさ、眺める楽しさ。要するに景 
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観と登山、そういうふうな見方をしているんですよね。だから例えば具体的に言う 
と、今の河口湖の町の要らないような看板、要らないような標識、そういうものは 
除去していってもいいんじゃないか。 
荒牧：なぜやめろとおっしゃらないですかというのが僕のここまで、口まで出てい 
るんです。 
篠原：それは言っているんです。私もそういう立場で。 
荒牧：例えばそういうことを皆さんがもし合意されたらば、一緒のグループとして 
申し込むことができませんかということ。 
篠原：私がまずこの町、私も先生と同じで住んでみて真っ先に言ったことがある。 
何でこんなに個人の看板が多いんだと。今、だんだん少なくなっちゃったんです 
ね。 
荒牧：東京だってそういうことですよね。 
篠原：そうですよね。 
荒牧：東京は目をつぶるわけでしょう、皆さん。だけどここはその世界遺産という 
ことで。 
篠原：そうです。景観ということで。 
荒牧：東京の人間もそうなんです。東京の人間もここへ一泊二日で来て、ああ、い 
い気持ちになって帰った。さすが富士山ってきれいだなという中に看板の美しさが 
入っていてもいいと思うんです。それは、僕は世の中の普通だと思うので。だから 
志が非常に低いんですけど、看板から始まって。私に言わせれば私は一応学者のは 
しくれなので、説明の案内板みたいなものはもっとつけていろいろと啓発、それこ 
そインタープリテーションというものをもっとハード的にはいくらでもやれるわけ 
ですよ。日本はその手の看板が少ないし、大体システマテックにいいものがない。 
そういうものが今、いいチャンスじゃないかと私は思うんですけどね。 
篠原：それも先生が言ったものをもう既に町も県も考えてきているんですよ。 
荒牧：あまりそう思えませんが． 
篠原：それは今どれだけ具体化していくかということで、以前から見ると、です 
よ。先生より私のほうがちょっと長く住んでいるから。それを見ると、以前から見 
ると看板はかなり整理されていて――。 
荒牧：ずいぶん良くなっているんですね。 
篠原：ええ。だけど私の言っているのは、今度はそういう看板の中で今から情報化 
時代ですから、いろいろな情報の中でもってホテルという看板はこういう色のもの 
にしろとか、自然遺産はこういうものにしておくとかというふうにしておけば、今 
度はカーナビを使って来ても何を使って来ても、そういうふうな町づくりというも 
のをしていくことによって富士山の景観は守られていくんじゃないかと私は思っ 
て、そういう中で一番私は夢に描いていることがあるんです。それは何かと言う 
と、自然保護だ、自然保護だと言いながら実際保護していない。そういう場面がい 
っぱいあるんです。それの最大のものはスバルラインを自動車で上っていくという 
こと。 
荒牧：あれをやめろと。 
篠原：あれをやめろ。それをするのだったら、スバルラインに排気ガスのない電車 
だっていいんですよ。そういうものを通しながら上っていって――。 
荒牧：先生、それは大いにいいんだけど、時間がかかりますよ。 
篠原：だからもしそういう中で私どもがそういうふうな自然保護という立場から言 
うと、そういうことも将来的な計画の中へ入れてもいいんじゃないかと。そういう 
ものを要求してもいいんじゃないかと。 
篠原：この会の本音は短いということは分かりますよ。だけどもせっかくこういう 
ふうな人たちが集まってやっていこうという中に、一番根拠の部分、目標というの 
はそういうものを含めてもいいんじゃないかと。 
荒牧：それはもうおっしゃるとおりだと思いますが、小野さんのご発言が私には一 
番気になってね。あなたの絶望感というのはね。それは長い経験で、一番多分あな 
たは戦ってこられたのではないかと勝手に思うので、そこが少し心配というか。 
小野：絶望しているわけではないんですが、なかなかこういう富士山を取り巻いて 
いるさまざまな、さっき言った行政といわゆる官僚の仕組みとかいろんなことをあ 
れすると、正直言うとなかなか住民運動として盛り上げる盛り上げ方がすごく限ら 
れてしまうんですね。やり方が。 
ですから、極端なことを言うとさっきはああいう言い方をしましたけれど、何かも 
し本当に我々が自分たちのほうでやってきたことを今回のこういう世界遺産という 
ふうなムーブメントにして何か一矢報いると、何かやるためにはまず一つのシステ 
ムと言いますか、さっき言ったコアになるものは何かというものを探すことがすご 
く大事なんじゃないかと。 
荒牧：コアってどういう意味ですか。 
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小野：つまりさっき言ったように、かつてはそれがマスコミという一つのあれだっ 
たのですが、富士山は実はマスコミがあれをして成功した事例っていくつかあるん 
ですよ。富士山の五合目の立体駐車場、あれを反故にしたのも元々は読売新聞がぱ 
っと持ち上げた。あれも地元の活動家がリークしたというところから始まっている 
んですね。 

ですからやはり２カ月半で246万の署名が集まる山ですから、圧倒的に注目度が 
高い。ニュースバリューがあるというやっぱりそういう面から考えると、何かどこ 
かが支援してくれて、こんなシンポやりませんかとか、こんな意見があるんですよ 
と。こんな今、世界遺産に決まっていいんですかね、みたいなことが誰とは言わな 
いですけれど、誰かが相当たきつけて。 
荒牧：何かＣＭを探すという動きはありませんかね。おっしゃることはよく分かる 
つもりなんですが、私はとてもそんなことは思いつかないし、誰かいるかもしれな 
いし、おっしゃるとおりですね。 
小野：なるんじゃないですか。そういうふうなものがあって、さあと言って、じゃ 
あ誰のところに何を聞きなさい、誰々のところに行きなさいと。 
荒牧：だから「よし。俺はマスコミでやるからお前らついてこい」と言う人がいれ 
ば、これは僕はおもしろいなと思って声援したい。 
小野：マスコミはおだてるだけおだてて、下から平気でハシゴ外しますからね。恐 
いですよね。 
荒牧：それは、あなたはだいぶ痛い目に遭っているから知っているわけでしょう。 
それで何とかやれませんかね。 
小野：決して世界遺産に登録する動きに棹を差そうということではなくて、いわゆ 
る本来地域の人間が一つの価値として考えているものに対してもうちょっと配慮が 
欲しいとか、こういう大きなものがぱっとかぶさった時の恐さといいますか、その 
辺の地元に対するちゃんとしたコンセンサスなりがあれば。 
荒牧：遅いですよ。 
小野：いえいえ。だから、そういうふうな一つの持ちかけでいわゆるあれすれば、 
マスコミもそれなりの食指を動かすんじゃないかと思うんですね。 
荒牧：それから先ほどの話で僕がおもしろいと思ったのは、なぜ演習場を入れない 
んだと。 
小野：そうですね。 
荒牧：これで２～３回特集が組めますよ。 
小野：組めますよね。 
荒牧：いろいろあると思いますよ。私、あまりそういうことは得意じゃないから。 
もう１回言いたいのは、今山梨県しか知らないけど、山梨のトップで一応知事さん 
が推進しようと号令をかけているわけでしょう。それでプロジェクト・チームとい 
うのができて，その人たちは一生懸命やっているわけね。そこにいろんなことを言 
いに行けば、案外アクセプトするかもしれない。 
山本：ただ外に対して難しいなと思うのは、例えば今、文化、文化と言っているけ 
ど環境のほうが大事だということを主張しつつも、私たちが有効な施策を盛り込ん 
でもらったりということもしなきゃいけないことです。もし、これには表向き反対 
しつつ自分たちの意見を反映させていくための活動とするためにはですよ。そうい 
う私たちが二律背反する――。 
荒牧：あなたは基本的に反対なんですか？ 
山本：いや、僕はどちらかというと賛成ですよ。 
だから、そういう活動をする上でもその目標像というのは仮に一つであったとして 
も、表向きというか世の中に対して二つ持ってなきゃいけない可能性があって、そ 
れが結構難しいのではないかという気がします。 
そういう意味で何か集まりというのがあったほうが、かなり戦略的には物事は進む 
なという気はしますけどね。 
荒牧：とにかく皆さま、それぞれ一家言をお持ちの方でそれはもう尊敬しています 
から、皆さんを集めて何かやれという気は毛頭ないんです。私が繰り返し言うのは 
これはチャンスなので、そういう皆さんがやっぱり体制に対して不満というか注文 
があって、それが共通な部分で何かこう注文をつけると非常に少ないエネルギーで 
実現できるんじゃないかと僕はちょっと思っているんですが、皆さんいかがですか 
と。 
例えばの話、協議会みたいなものを作って、私は東京の人間だからツーリズムに興 
味があって、入山料を取るとか。入山料を何に使うか知りませんけど、僕の理解で 
は例えば間違っているかもしれないが、トイレなんてあれ、１回500円ぐらいかか 
ると言っていましたね、専門家が。要するに全体をコマーシャル的にそろばんを弾 
くと。だからあれは全部一括して何とか協議会というので入山料を取れば、トイレ 
はその代わり何回でも使ってよろしい。その代わり非常に透明な運営をしないとま 
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ずいけど、そこは日本人はできないのかどうか知らないけど。 
それからさっき言ったブルドーザーの道というのも、実は私が言いたいのはあれを 
年々使っていると、どんどんはっきりしてきて写真に写るようになってきたんです 
よ。その中景ね。例えば河口湖から安いデジカメでぱちんと撮ってこういうのが写 
っちゃったらこれは由々しき問題で、あなた方、ブルドーザーを使っている人たち 
は自分の商売道具を壊しているんじゃないですかとそういう過激なことも言えるわ 
け。 
協議会的なものである程度入山料、環境税、何とかというのも一つ。 
山本：入山料というのはかなり進んだというか、割と過激な保全策なんですね。も 
う一つやわらかい方策だと、環境保全協力金制度。任意のお金で徴収するという方 
法もある。ただ人数を考えると、１人100円を払うようになるだけでものすごいお金 
が――。 
荒牧：僕は千円払えばいいと思っているんですよ。都会の人間が、私が一泊二日で 
富士山に上る時、入山料千円取られますと言うと喜んで払いますよ。たいていの人 
は。 
山本：僕もそういう調査をやったことがあって、日本人の感覚だと千円とか２千円 
というのはそんなに高いハードルではないような気がします。だから千円とか２千 
円の金額を設定されたとしても、それほど反対はないかもしれない。 
荒牧：ただ問題は、不明朗だというのが気に食わない。 
山本：そうですね。 
荒牧：そこが気をつけていただきたいんですよね。それを皆やりそこなっているん 
じゃないかと私は疑っているんですけどね。 
篠原：本当は、入山料なり環境税なりは取っていいと私は思います。 
荒牧：私の聞いた限りでは、みんなそうおっしゃるんですよ。他の尾瀬でもそうだ 
し、知床もそう。みんな失敗している。なぜですか。 
篠原：それは明瞭じゃないからです。そういうものをきちっと明瞭にしてやらない 
からおかしくなってしまって。 
荒牧：ということは、言いだしっぺの人に対しての信頼があまりないわけでしょ 
う。 
篠原：例えば外国なんかに行ったって、ユングフラウに登るためには必ず電車に乗 
らなきゃいけないんです。そうでしょう。高い電車賃の中に含まれていると。だか 
らきれいになると。そういうふうにしていけば、登ってみたい。そうして夢にまで 
思いながら登っていくという。高い金を出してもいいという価値観。価値があった 
と認めている人がいる。そういう人たちでいいので、何でも数が上れば日本の観光 
地が一番まずいところは、何万人来たとか何千人登ったとか、そんなことばかりを 
目標にしているから環境破壊が進んじゃうと。だからそういう面では取ってもいい 
んですよ。 
荒牧：これだけ「いい」と言って実現しないのは、何かよっぽど重大な問題がある 
かもしれないですね。 
小野：でもシステムがないんでしょうね。どこの地域でも、やっぱり富士山なんか 
特にそうです。尾瀬もそうですけど、やっぱりマスツーリズムで人が入ってくる。 
それに関わる関わり方の中で日本独特のツーリズムの中に入ってくるエージェント 
制というのがやっぱりあって、あれを平らにしていくということがなかなか難し 
い。まず第一関門ですね。やっぱり料金の統一化ということでもマスでいきますか 
ら、さっきの先生のお話のとおり、誰も見ていないから、誰も行ったことがないか 
ら行こうというのが動機付けになっていればいいんですけど、隣の人も行ったから 
行こうという山になってしまっているのがおそらく今の日本の観光の誘因で、やっ 
ぱり観光のあり方というのが観光に対する一つの考え方みたいなものから整理され 
ていかないと、なかなかうまくいかない。システムができていかないと。 
荒牧：入湯税ってあるじゃない。 
小野：ありますよ。 
荒牧：あれ、何ですか。 
小野：あれは温泉に１回入ればいくらという。 
荒牧：だからあれは何のために払うの？ 
小野：何のためと言いますと。あれは税金でお金が――。 
荒牧：あれ、税金ですか。 
小野：税金です。お酒とかタバコは嗜好品だから税金がかかるということと同じよ 
うに、温泉に入るのは贅沢なので税金を取りますと。 
荒牧：そういう意味か。すみません。 
篠原：観光税と同じです。 
小野：そうです。富士山に行くのは贅沢だから（笑）。 
荒牧：あと７分なので、すみません、ぜひご発言。特にご発言の少ない方はよろし 
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く。どうも私ばかり喋っちゃって恐縮でございますけれども、基本的に私の提案は 
そういう、皆さん何か考えはないでしょうかと。チャンスじゃありませんでしょう 
かと。これだけですね。 
荒井：環境保全、保護とかと言っても、やはりお金がかかるんですね。簡単にでき 
るものではないんですね。ですから富士山スバルラインもそうなんですけど、建設 
費の償還期限は終わったわけですから、維持管理のための通行料を取っているわけ 
ですけれども、ああいうところをもう一度見直してそれに環境保全をするための費 
用を――。 
荒牧：簡単なんじゃないの。謳っているんじゃないですか。 
山本：スバルラインは謳っていないですね。 
荒牧：謳っていないの。 
山本：途中で環境保全のためのお金の徴収で話が進んだとも聞いていますが――。 
荒井：そういう話がありましたけど、読んだらそうじゃないんですね。スバルライ 
ンだけじゃなくて、静岡県側のスカイラインですか。ああいうところも同時にやっ 
ぱり歩調を合わせてお金を取るシステムを作ると。 
荒牧：それが一つの非常に具体的な提案ですね。いかがですか、皆さま。 
本郷：提案はできるけど、誰がやるのか。 
荒井：ですから、それはやっぱり協議会みたいなものを立ち上げてきちっと管理し 
て、そして必要なところには必要なお金を配分するというふうなことはきっとでき 
るような気はするんですけどね。 
荒牧：どなたかおっしゃったようですね。 
小野：さっき言った話ですよね。つまりお金は取っても、管理計画というか保全計 
画があるけど利用計画がないので、集めたお金をどう使うかという、そこができな 
いとお金は集められないというのがおそらく本音なんだろうと思いますね。 
篠原：だから利用計画をつけなきゃ。 
荒牧：協議会というのは一つあるんだそうですよ、専門家に聞いたら。それが石見 
銀山だそうです。で、びっくりして電話をかけた。そしたら協議会の事務局は市役 
所なんですね。だけど非常に熱心でよくやられていて、ホームページなんか見る 
と。それであそこはゼロからスタートしている、極端に言うと。何もないところか 
ら、世界遺産になると押し寄せてくるかもしれない。それに対してどうしようとい 
う、ある意味で条件がいいわけですよ、だけど非常に熱心にやられているというこ 
とを聞いています。僕はてっきり知床にもあるのかと思ったら、無いそうです。 
本郷：今、協議会を作るというのは言うは易しで、大体自治体がそれをやらないと 
できないですよね。 
荒牧：それでもですよ、やっぱり民間の人がずいぶん入るわけでしょう。 
本郷：民間だけが集まって自主的に作った協議会というのは、日本の場合はあまり 
ないじゃないですか。 
荒牧：協議会だから官も。メンバーの１人でしょう。 
本郷：言いだしっぺは誰かが一番難しいところじゃないですか。 
みんな協議会は作ればいいと思っていると思いますよ。 
篠原：その行政が、一般の人が協議会を作ることを行政がうんといやがるんです 
ね。 
だからどうしても日本の協議会というのは行政が後ろ盾にいて、そして協議会があ 
って事務局はそういうところでやるとか。ここだったら観光協会もあるかもしれな 
いけど。 
荒牧：ＮＰＯで一番古顔というか、富士山クラブ、ご意見どうですか。 
川島：おっしゃるとおりだと思っているんですよ。要は世界遺産にはこれをどうい 
うふうにしたという道がもうできていますので、なるんだと思うんです。その中で 
我々として何ができるかという話を考えてはいますけれども、やっぱり今みんなが 
おっしゃっていることはみんなそれぞれが思っていたことだと思うんです。ただ、 
どうやってそれを活かせるかというのがなかなか見つからないのが正直なところな 
んですよね。それを誰かがリードしてくれないとついていけないというのが、そこ 
が――。 
荒牧：それはちょっと弱いですね。民力がそのくらいだったら、僕はもうあきらめ 
て東京へ帰ります。私がやろうなんていう気はないんだから。本当ですよ、それ 
は。ですけど、今チャンスだというのが僕の唯一の理由です。 
早川：とにかく今の世界遺産登録の動きは少し問題があると思うんですね、どんな 
内容になるか、何も見えてこない。 
荒牧：見えてこないと言うのだったら、ここで協議会を作って「見せろ」というこ 
とだけは言えるんですよ。 
早川：そうですね。個人ではできないことが協議会のような組織ではできることが 
あります。例えば世界遺産の勉強するにあたり講師を呼ぶにしても、個人ではなか 
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なかということもありますので。 
篠原：今、富士山に関わっているＮＰＯの法人というのはどのぐらいあるんです 
か。 
小野：山梨県、静岡県を合わせたら相当な数でしょうね。30～40。 
篠原：そういうところの連絡協議会はまだないですかね。 
小野：何度もやったんですよ。作ろうと思ってやるんですが。会合する度に喧嘩に 
なってもうひどい目に遭いましたけど。 
篠原：何で富士山は一つなのに、いっぱいＮＰＯの関わっている人がいて、それで 
おそらく目的は同じだろうと思っているんだけれども、なぜまとまらないのかな 
と。私は遠くから見ていて、それにはお山の大将ももちろんだけれども、小泉さん 
が主張したような個人でどうのこうのと、倒せる奴は倒しちゃって自分だけ伸びる 
という発想がＮＰＯの中にもあるんじゃないかなと思って。 
小野：一つは、やっぱり自然保護というのをどのレベルで考えるか。プロテクショ 
ンなのか、プリザベーションなのか、コンザベーションなのかということにおいて 
もやっぱり議論はあるんですよ。 
篠原：そのとおり。 
小野：だから手をつけるなという奴もいれば、手をかけなきゃだめじゃないかとい 
う奴もいる。ただ、やっぱりさっき渡辺先生がおっしゃったように、今生物の多様 
性ということを考えれば保護だけではなくて、いわゆる人間の生産活動が生物を支 
えているということも一つの論理として当たり前のこととして認知されつつありま 
すけど、時代も変わりつつあると思うんですね。だから何かやっぱり組織としての 
コアの部分と議論のコアと、両方がうまく合わさっていくとおもしろい。ですから 
荒牧先生が今回ご選択されたことというのはまさに時宜を得ているとは思うのです 
が。 
荒牧：十分ではない。 
小野：ですからこれを一つの議論のコアにするということは可能だと思うし、おも 
しろいと。 
荒牧：限定です、私のポイントは。要するにチャンスだと。だから限定する。皆さ 
んのお山の大将のそれぞれの理想はあるでしょう。だけど限定で何とかなりません 
かという話も。 
篠原：僕も荒牧先生が言わんとしているところがだんだん分かってきて、そういう 
ふうにしてＮＰＯがいっぱいいたりするんだけれども、そういうまとまりをしてい 
るのではないんですね。八ヶ岳だって八つの峰があるんだけど、美しい山だと。そ 
ういうことを抱えながら、峰があってもいいんですよ。だけども一つの山になって 
いくことが僕は今、荒牧先生が言っている、後々環境税を取ろうと、入山料を取ろ 
うと、そういうところへ環境保全のための経費というものが下りてくるんじゃない 
かと。浸透してくるんじゃないかと。だから今がチャンスだと。 
荒牧：下りるんじゃなくて、自分でつかむんですよ。 
篠原：もちろん、つかむんです。つかむのだけど、そういうものが来る。で、それ 
を伏流水だけで俺のところにえらく流れてこいなんて個人的にばかり考えているか 
らだめなので、全体でもって考えていく器というのが、そういう組織を荒牧先生が 
言うとおりに。いいじゃないですか。 
荒牧：どうもありがとうございます。時間が無くて残念ですが，ちょうどいい方向 
へ何となく雰囲気が。 
どうもありがとうございました。もう１回申しますが、皆さんにテープ起こしをお 
送りしますので、それを圧縮していただいて戻していただいてまとめる。それから 
３回目、４回目は多分静岡でやります。その報告も全部オープンにしますし、これ 
からの会議のご案内は全部いたしますので、いつでもお出でいただいて結構ですと 
いうことで、どうぞしばらく見守っていただきたいのでよろしくお願いいたしま 
す。どうも今日はありがとうございました。 
一同：ありがとうございました。 
（終了） 

―――――――――――――――――― 
○出席者の自己紹介 

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」の活動をしていま 

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。 
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山本 清龍（東京大学富士演習林） 
「小さい頃から父に連れられて菌類の採集を目的に四国の山々に登ったことが、 

森林科学（林学）を学ぶきっかけになったのでは」とのこと。現在、山中湖の湖畔 
にある東京大学富士演習林に勤務。同大学院農学生命科学研究科・助手。高知県出 
身。33歳。専門領域は造園学分野における公園計画および森林・環境教育。富士山 
北麓エコツーリズム推進協議会委員など地域の審議会、委員会の委員を務める。 

荒井 光雄（富士に学ぶ会 理事長） 
昭和20年11月10日生．趣味：山歩き・映画鑑賞・詩吟 

小野 俊彦 （ＮＰＯ法人アースバウンダー 理事長） 
1957年富士吉田生まれ、生来の生き物好きと学生時代の山岳部での活動、青年会 

議所での地域振興を通した経験から、富士山の環境資源を活かした観光のあり方と 
してのエコツアービジネスを1995年から始める。環境教育や地域振興などを中心に 
山中湖村を拠点として活動している。 

舟津 宏昭（富士山クラブ山梨事務所所長） 
1973年北海道生まれ。都留文科大学大学院社会学地域社会研究専攻修了。2001年 

より富士山クラブの活動に関わり、現在富士山クラブ山梨事務所で富士山清掃・環 
境教育を中心に活動中。 

川島 攻 （富士山クラブ事務局長） 
群馬県出身。慶應義塾大学工学部卒。三井造船、ドコモ・システムズで各種自動 

制御、地図を利用した都市計画業務に従事。現在富士山クラブ事務局長。

 

篠原 滋美（河口湖フィールドセンター館長） 
1933年生まれ．2006年（73才） 
1957年～1994年 山梨県立高等学校教諭，教員，校長． 
1994年～2006年（現職） 富士河口湖町立河口湖フィールドセンター館長 
2000年～2006年（現在）山梨県環境保全審議会委員 
2000年～2006年（現在）自然公園指導員（環境省自然保護局） 

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。 

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．
 

―――――――――――――――――
 
○フォーラムの実施要領 

フォーラムの主体は，複数回の会合及びその記録の公表・出版を行うこととす 
る．会合の性格は，インフォーマルな座談会，懇談会，公開された講演会，パネル 
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討論などさまざまな様式を，状況に応じて適用する．参加者の組み合わせも多様で 
あり，地元一般住民，自然･環境保護の活動家・グループ，地元企業（観光産業を含 
む），市町村当局，各種団体，県の担当者，国の機関，国民会議の担当者などの中 
から，適当な組み合わせを拾い上げて，個々の会合を企画する．事務局は，山梨県 
環境科学研究所に置く． 

会議における発言は自由であり，基本的にはインフォーマルなもので，例えばあ 
る機関・団体を代表するという意識にとらわれて，発言が後ろ向きで硬直化するよ 
うなことは避けたい．したがって，この会議においてなされた発言は，ある意味で 
暫定的なものであり，個々の発言の内容について，後になって，厳密さをもって責 
任の追及がなされるようなことはないという合意が，予め参加者全員によってなさ 
れることとする．またこの会議の成果を特定の宣言やコメントとして発表すること 
はしない．
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