
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

日程：2007 年５月１１日(金) 

 場所：山梨県環境科学研究所 多目的ホール 
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第６回フォーラム「富士山：世界遺産と環境保全」 

田畑貞寿先生講演会「富士山とわれらのまちをまもる」及び自由討論 

                  2007 年 5 月 11 日 山梨県環境科学研究所にて 

 

荒牧：皆さま，お忙しいところお集まりいただ

きましてありがとうございます．皆さんくつろ

いでいただいて，インフォーマルな会をしたい

と思います． 
 当研究所で既に 5 回，フォーラム「富士山：

世界遺産と環境保全」という催しをやっており

まして，今日が 6 回目でございます．このフォ

ーラムは意見や情報の交換の場を提供すると

いうことで，このフォーラムで何かを決めて，

どこかに申し出るとか，そういうことはしない

ということをはっきり決めてあります．皆さん

も何か思い付くがことがおありになったら，市

民の皆さまが自主的に何かグループをつくる

なり，個人的に行政に申し出るようにしていた

だきたい，ここでは情報交換，意見交換の自由

な場を提供するという考え方です． 
 わたしの商売は火山学でありまして，自然遺

産関係なんですね．世界遺産絡みですと．文化

遺産の専門家では全くありませんが，専門家の

お話を聞くと，富士山に限って言うと，文化遺

産だけど，その芸術的な，文化的なインスピレ

ーションというのは富士山の自然な美しさと

いうものがもとになっているんだよというの

で，したがって，例えば世界遺産にするにして

もきれいでないと困ると．これは当たり前．そ

ういうことで，それでは少し自然科学，自然の

側の人間も意見を述べる機会があるかなと．こ

ういうところが発想のもとです． 
 今まで 5 回分のフォーラムは限られた人数

の方々が懇談会みたいのをやっていますが，そ

の中で少し世界遺産とか，ないしは自然公園，

自然保全の保護みたいなことをわれわれはも

っと知りたい，情報が欲しいという意見が出ま

した．それを受けまして，きょう初めてですが，

これから何回か続けようと思いますが，そうい

うことに詳しい方，強い方に来ていただいて講

演をしていただいく．それからその後で自由に

討論したいと思います， 
 お願いは 2 つありまして，アンケートが，お

配りしたと思うので，もし何かご意見があれば

書いてお残しください． 
 もう一つのお願いは，この後で田畑先生のお

話が終わってから休憩にします．それで，その

後は自由トークの場にします．その時は自由自

在にご発言，議論していただきたいんですが，

今まで 5 回がそうやったように，録音をさせて

いただきます．録音をテープ起こしをすると，

みんなしゃべり言葉が出てきます．しゃべった

ままの言葉というのは読みにくいので，発言し

た人に直していただいて，読める格好で記録に

残したいと．その記録は今まで 5 回分は当研究

所のホームページに載っていますので，皆さん

自由に見られます．そういうようなことをやら

せていただくことをお願いします． 
 今日，お招きした講師の先生，田畑先生は非

常に有名な先生で，わたしのような人間がご紹

介することははばかられるのですが．先生の大

きな肩書きの一つが，日本自然保護協会の理事

長をされています．それのホームページから先

生のプロフィールを引用させていただきます．

肩書きとしては千葉大学名誉教授で，ご専門は

景相生態学．それから環境計画学（工学博士），

千葉大学園芸学部教授，千葉大学大学院自然科

学研究科教授，同研究科長などを経て，2000
年 5 月から日本自然保護協会の理事長を務め

る． 
 主な研究は，自然環境調査や緑地生態系調査

などを通じてランドスケープデザインの具体
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化をやっていらっしゃいます．居住密度と緑被

地に関する研究，緑で代表される自然環境保全

に関する研究，景相生態系保全に関する研究な

どの論文多数．それから主な著書というのも多

数で失礼ですけど，全部申し上げません．そう

いうわけで，そういう方面での第一人者の田畑

先生のお話を聞けるということは 大の喜び

でございます． 
  大変前置きが長くなりましたが，田畑先生，

どうぞよろしくお願いいたします． 
 
 

 
田畑：皆さん，こんにちは． 
 ただいま荒牧先生からご紹介いただきまし

た田畑貞寿と申します．このような立派な場所

で富士山を語ることができるのは，わたしにと

って大変光栄に思っております．ところで，私

は富士山箱根伊豆地域の自然公園としての国

立公園関連の調査や，これを中心とした関連自

治体の自然環境調査などのお手伝いを 50 年前

頃から関わることができました． 
特に 1960 年代のころから，ゴルフ場などの

施設が開発され，大きな問題になりましたが，

それで，やっぱり富士山という場所は，自然環

境を基軸にした地域発展を考える必要がある

ということで，基本的条件の調査の必要性が叫

ばれ，具体的な富士愛鷹地域の「自然環境条件

調査」を４年かけて実施したことを覚えており

ます． 
 今日この場所ですが，かつて山梨県では工業

団地をこの場所に持ってくるとか，様々なプロ

ジェクトが提案された場所だったような気き

がします．つまり，観光・レクリエーションを

中心とする地域発展計画から，地場産業の工業

立地等や道路整備による交通関連施設の開発

が行われてきました．その都度，計画のための

自然環境関係の調査と環境整備のお手伝いを

しております．ということで，富士山地域の環

境の問題については，詳しいと勝手に思ってい

ます． 
 自己アピールは，これくらいにして，本題に

入りたいと思います．荒牧さんから頂いた本日 
 

図１ 
 
のテーマは，「富士山とわれらのまちをまもる」

ということでした．そこで私は，自分をランド

スケープの専門家と思っておりますから，先ほ

ど紹介があったテーマに自然，人，ランドスケ

ープというキーワードで，われらの富士山，わ

れらのまちをまもるということに結び付けて

いこうと思います． 
 それにしても，やはり自然と人との背景には，

そこにいろいろ問題が起こったりします．富士

山でいろんな調査をしていますと，地域の人の

考え方あるいは行政側がいろんな約束事をつ

くったり，あるいはどういう仕組み，どうする

のかということが問題になります．これは富士

地域だけでなく，どこの地域でもプランニング

を立てる時に，みな共通しているのですが，自

分たちのことだから自分たちでやる，というこ

とで，自主運営，自主管理の必要性があげられ

ています． 
 実際にその地域に住んでいる人の中でも，例



第６回フォーラム「富士山：世界遺産と環境保全」田畑貞寿先生講演会 

3 

えば，道の掃除は役所がやるのが当たり前だと

発想をする人もいれば，自分たちがやるものだ

とかんがえている人もいます． 近では，都市

型のタイプの人たちは，前者の人が多くなって

いるのではないかと思います．富士山とわれら

のまちをまもるということは，そこに住む人た

ちが中心となって，それぞれの地域コミュニテ

ィ，まち，行政，県といったレベル，あるいは

各専門家や関係する人たちの参加，協働，連携

なくして富士山はまもれないと思います．その

ようなことで，今回のサブタイトルに，参加，

協働，連携を付けさせていただきました． 
 先ほど荒牧先生から，富士山の世界遺産に向

けてみんなで考えよう，また，問題や情報を各

人共有しようという言葉がありましたが，ここ

で私なりに問題をいくつか提起し，参加のみな

さんと一緒に各人が持っているいろんな悩み

事も話し合って，それに対する様々なアイデア

を出し合い，さらには討論を深め，世界登録に

向けた富士山を，日本の富士山，象徴としての

富士山，あるいは今の言葉でいうと美しい日本

列島の中の富士山として，ランドマークとして

位置付けてゆくことが，とりもなおさず必要か

と思います． 

図２ 
 
それでは進めていきたいと思います．図２

「自然・人・ランドスケープ 富士山世界遺産」

をみて下さい．今日はいろんな言葉がでてきま

すが，実際の行政手続きにでてくる言葉を使っ

ていませんのでご了承下さい．例えば動物にし

ても植物にしても，また非常に優れた地形景観

はすべて自然公物（こうぶつ）ではないかと考

えています．自然公物というのは初めて聞く方

がいらっしゃると思います．公物とは，我々の

目にはいるものは，それぞれの所有者のもので

もあるかもしれませんが，みんなのものでもあ

る，と理解しての公物です．今回の富士山の世

界遺産登録対象になる場所や，自分たちが住ん

でいる所もみんな自然公物ではないかと理解

すると，では，どういうふうに普通の生活の中

でそれらを管理していけばいいか，あるいはど

ういう仕組みをつくればいいかということが

問題になります．それを自然公物という言葉を

使って話を進めていきます．それから，文化資

産という言葉に的を付けているには，やはり行

政の方だけのものではなく，地域の文化的な遺

産などは地域に住む人々にとっての財産であ

るというふうに考えていく必要があるのでは

ないかと思います．そんなことで文化遺産とい

うものを地域の環境資産にして，増やし続けて

いかなければいけないと思います． 
 また，バッファーですが，先ほどの自然公物

というような発想からいきますと，皆さんに理

解されて，地域ぐるみで範囲や管理の検討をす

ることが必要と思います． 
 さらに，コアについても，後で詳しく説明し

ます．次に人が富士山に関わってきた歴史をち

ょっとのぞいてみます．自然，人，それからラ

ンドスケープの中で，あるいは地域の人々の生

活と地域の問題を考えるには，いろんな自治体

の役割，さきほど話しましたように地域の人，

あるいは行政機関の人，あるいは県の関係の人

などの，いろんな人たちの役割でうまく運営管

理ができればと思います．これらを総合的に考

えて限られた時間の中で，皆さんに話題提供し

て，後でその話題提供をもっと膨らませていた

だいて，みなさん自身，自分でどうやったら実
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行できるかということを考えていただければ

大変ありがたいと思います． 

図３ 
 
 図３を見て下さい．当たり前の話ですけれど

も，暫定登録の時の内容ですが，こういう写真

は県の方が頑張ってつくっています．地図には，

山梨，長野，埼玉，神奈川，静岡，愛知といろ

んな県が出ています．このように，その中で富

士山を広く，多角的にのぞいてみようと，試み

た写真をこれから幾つか出てきます． 

図４ 
 
図４の富士山周辺の地質構造と，図５の富士山

の噴火物の分布は，富士山の地形，火山の関係

についてですけれども，これは荒牧先生の専門

で，立派な本がでています． 
 この研究結果は，富士山の成因や富士山信仰

と極めて関係の深いことが読み取れます． 
 

図５ 

図６ 
 
 図６は，富士山と富士五湖の衛星写真です．

この図では，五大湖となっていますが，実際に

は七湖ありますね．富士山を取りまく湖の景観

は，今後の登録にとっては，重要な意味を持つ

のではないかと思います． 
 今回，富士山の対象になっている所の周辺で，

特に構造線の問題のところが気になったもの

ですから，それを図７，８に取り上げました．

富士山中心にして，いくつかの方角から見てみ

たいと思って景観図を用意しました．図８は，

伊豆から能登半島が写しだされています．この

間，地震があった能登半島ですね． 
 それから，今回，富士山の対象地域に関わる

ところで，地形景観の構成は，ランドスケープ

の問題や地形地質の構造との関係が非常に大

事です．また，それと併せて植生，動物，ある 
 



第６回フォーラム「富士山：世界遺産と環境保全」田畑貞寿先生講演会 

5 

いは，人の暮らし，また歴史的にどうなってき

たのかというようなことも大事です．特に世界

遺産登録に関しては，その辺の具体的なデータ

がきちんと整理していないといけません． 
 図７～11 の地形景観でみますと，登録範囲

をもう少し広げる必要性が問題になります．例

えば，眺望景観の問題一つ取っても，富士山が

どの地点から見えるのか等，富士山遺産にまつ

わる話としてあります．また，文化的な価値が

高いものが広い範囲に検出されるわけですけ

れども，それは地形や火山の成因とも関係して

います． 
 図６にもどります．これは，グーグルアース

を使って，湖と富士山の関係を切り取ってみた

ものです．これを見ると，こっちは演習場，そ

こは草原となっているのが分かります．また，

富士吉田や，河口湖が一目で分かる．それ以外

も温泉のあるようなところは何となく共通し

ていることが分かります． 
 次に，図７は山梨から太平洋のほうを望んだ

景観です．いろんな風景に関係があるのですけ

れども，例えば甲府盆地に住んでいる人は，富

士山を中心にしてわれわれの場所はどんなと

ころか，と思うこともあるだろうし，農業をや

っている人は何をどこでつくっているかと言

う人もいるし，別荘で暮らしている人は主に観

光地はどこかという人もいるかもしれない．い

ろんな家の関係，生物の関係をみていくと，ラ

ンドスケープの中にそれらの風景が連続的に

存在し，それをみんな共有の目線で見ておくと

良いと思いましたので用意しました． 
 図８は，富士箱根伊豆国立公園で，太平洋か

ら日本海側の富士の地点，それから富士山がよ

く見えますね． 
 図９の緑の点は，三峯山から富士山の眺望点

を出したものです．この図の高さは，平面に対

して 1.8 倍とっていますので，実際とはちょっ

と違います．三峯山から富士山の眺望地点全部

を世界遺産登録に入れろという話が，ある方か

ら出ておりますけれども，確かに眺望地点は大

変重要なことです．全部いれるとたくさんあり，

範囲も広くなり，大変なことです． 

図７ 

図８ 

図９ 
 
図 10 を見て下さい．もう一つ大切なのは構造

線です．駿河湾の方から日本海への構造線がみ

えます．
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図 10 

図 11 

図 12 
 
 図 11 は，箱根から富士山を見たものです．

今日は甲府から来た人が多いと思ったもので

すから， 
静岡県側があまりでてきていませんが，静岡か

ら富士山を見ていく必要があります．それは他

の機会にゆずりましょう．以上，地形景観と富

士山の関係を，グーグルの映像を使って見てい

ただきました．皆さん今までの映像を見て，い

ろんな感想をもたれたかと思います． 
 続いて図 12 を見て下さい．先ほど話しまし

た自然公物，文化的資産，人の生活，人が富士

山に関わってきた歴史を，世界遺産の構成とし

てみていきます． 
 次に，今日のテーマの「富士山とまちをまも

る」というような話の内容で，誰が，何を，ど

う守るかということについて，富士山を世界遺

産をまもる構成について整理させていただき

ました． 
 はじめにコミュニティレベルですね．それは

集落の人たちがどういうことをすればいいの

かというようなことを，わたしが日頃考えてい

ることを話します．それから山梨県の富士に関

係する市町村が７市町村で，静岡側では 11 市

町あると聞いています．もし神奈川が関係する

としますと，自然公園区域内は，神奈川県が入

りますので，バッファーとして神奈川県が入っ

てくるかもしれません．行政３県の調整には時

間がかかり大変かと思いますが，今後検討して

いく必要があります．しかし，いずれにせよ，

富士山は，神奈川県も含めて実施することが大

切だと思います． 
 それから地域で見ていくと山梨県側は，富士

北麓地域と，静岡県の東部地方市町等が関係し

ます．もし，静岡の行政担当の方がいらっしゃ

るようでしたら，検討して下さい． 
 皆さんと一緒に語り合うこのような機会を

それぞれの地域でたくさんもってもらい，例え

ば富士広域圏，もしくは関連町村とかで，参加，

協働，連携でやるべきプロジェクトや内容を話

し合うこと等が大事です． 
 次に図 13，14 に自然公物をあげました．ま

もらなければならないものをいっぱい挙げて

あるのですが，この辺は皆さんもご存じだと思

います．そこに生えている草花等の植物を採っ

てはいけないとよく言いますけれども，そうい 
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う意味では，すべて自然公物と言えるでしょう． 
 図 15 は，山梨県側の植生図です．本来なら

静岡県側と一緒になって合わせないといけな

いのですけれども，今日は山梨県側だけをご覧

頂いております．一緒にする場合は，凡例が静

岡県と違うと困りますので，同一の凡例にして

おかなければなりません． 
 図 17 は，文化的遺産についてですけれども，

一応富士山の文化的資産については，両県でつ

くった資料を皆さんお持ちだと思いますので，

詳しい説明は省略したいと思います． 
 以上が自然的公物あるいは文化資産，文化的

公物といっても良いのですが，その構成内容に

ついて紹介しました． 
 図 18 の遺産の構成の話をします．一つは先

ほど説明した幾つかのコア，つまり世界的な価

値のある個々の文化的資産，あるいは優れた地

形，あるいは湿地なんかの自然公物もある．ま

た，いろんな歴史的資産があると思うのですが，

それを推薦資産といいます．もうひとつは，こ

れを維持するための管理計画をつくる必要が

あります．バッファーの設定ですね．この辺が

なかなか共通理解がされませんので，地域の人

たちが話し合って決めることが大事です．要す

るに，将来どういうふうな管理計画を行うのか，

自分たちが管理を行うのは当たり前ですから，

そういうことをきちんと決めておくというこ

とが非常に大事です．普段，自分たちが住んで

いるまちは，自分たちで管理していくことがあ

たりまえということになっていますね．そうい

うまちが世界遺産登録にあたって必要なんで

す． 
 図 19 は，バッファーの設定についてですが，

それのひとつに，例えば，自然環境保全があり

ます．２県の条件を揃えていくことが大事だろ

うし，あるいは地域の人たち，あるいは市町村

というところで，どういう役割分担をし，管理

していくのかを検討することが大事だと思っ

ています． 

図 13 

図 14 

図 15 
 それから県立自然公園等，そういうものもバ

ッファーの役割を果たします．今回は文化遺産

なので，これが自然遺産の話になるとまた話が

違いますけれども，これに，荒牧先生がつくっ

た地形の，火山の成り立ち，その特異性あるい

は優れた点が地図に落ちると，すべてが違う色

で表されると思いますので，その辺の進め方は 
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図 16 

図 17 

図 18 
 
専門家同士ではなく，実際に管理していく人た

ちの判断で決めていきたいものです． 
 それから生き物関係では，図 21 の鳥獣保護

地区等があります．これもバッファーを考える

うえで大切です． 
  図 22 のコアとバッファーの関係ですけれ

ども，コアに都市計画法の風致地区，市街化調

整区域等の場所をどうするのかが課題になり

ます．恩賜林なんかも勿論関係があります．文

化財の説明書はきちんと整理されております

けれども，実際にそこが土地問題の話に入って

いくと，土地の所有者がここはどうなるのか，

と心配されることがありますから，課題として

残ると思います． 
 しかし，課題として残すのではなくて，クリ

アして管理計画をつくることが大切です．これ

からの生活が良くなるし，自然も保全されるこ

とにつながるからです． 
 図 23 は，少し歴史的なアプローチをします．

これは単純な話題提供ぐらいにしかなりませ

んけれども，噴火を治めるためにも浅間神社が

建てられ，平安時代には茶屋も建てられていま

す．これらの話は県の資料で詳しく整理されて

います．その中で，これも教えられた話ですが，

富士山の下から上へと登ると今日よりも汚か

ったらしいのが，江戸中期だったそうですね．

富士山は江戸のころから汚かったという話で

す．その頃と比べて，「今はきれいになったじ

ゃないか」という人もいます．反対に「いや，

まだだ」という人もいます．いろいろな言い方

がされますが，やはりそれだけ富士山が愛され

ているのだと思いませんか？江戸は 300 年か

ら 400 年ぐらいですから，今は 500，600 年前

ぐらいからたくさんの人が富士山を愛してい

るということです． 
 海抜で言うと，人が住んでいる所はだいたい

300 ﾒｰﾄﾙぐらいまで．600 から 1000，1200 ﾒｰ

ﾄﾙぐらいは植林． 近では発展というのか開発

というのか，富士山に開発の手が加えられてき

たものもあります．現在というより 20，30 年

前に，いろんなものがいっぱい出てきて，都市

で賄えないものが，富士山に全部はいりこんで

きたという見方もあるのですが，観光・レクリ

エーション的な諸施設等が持ち込まれたとい

うようなことがあるわけです． 
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図 19 

図 20 

図 21 

図 22 

図 23 

 
図 24 

図 25 

図 26 
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 それから人の生活について少し話します．図

24 は，こういうところで使ってはいけないと

思いますけれども，たまたま委員会で本宮浅間

神社の説明を受けたものですから，その時に写

真に撮ったものです．一緒に共通の理解をする

ために使わせていただきました． 
 図 25 は，大正 15 年に出版された『富士山

の自然界』の図面です．これには当時の開発計

画がかいてあります．富士山周辺の生活をする

人たちのための開発です． 
 図 26 を見て下さい．レクリエーションです

とか，あるいはエコ・ツーリズムですとか，い

ろんな話が出てきますが，それが，一つの風景

を構成しています． 
 続いて，図 27 です．まちと湖との関係を見

てみます．この図は，この辺りの集落ですね． 
 図 28 は，この辺のまちの都市計画総括図で

す．これは市街地をどうするんだという図面で

すが，白地区になっている場所があります．白

地区は，そこの利用を決めていかねばならない

と思うのですが，先ほどの歴史的に富士山の土

地の将来的な管理内容を，きちんと地域の人た

ちが考えていく必要があります．いろいろやる

べき仕事はたくさんありそうですね． 
  図 29 を見て下さい．人の生活でまちと湖

の関係についても，湖を仕事の場として生活し

ている人たちが沢山います．その人たちも先代

から引き継いで，さらに湖を保全しながら美し

い湖岸の風景を維持しつつ生活しており，その

ようなまちづくりの計画の方向，あるいは施策

を居住している人たちや行政の方々と協働作

業で具体的なまちの管理計画をつくり，時間を

かけて実践してゆく必要がありますね． 
 あと図 30～34で個別具体的な話を挙げてお

きました．これは，富士登山に関わる話しです． 
 登山道や山小屋に関係する画像ですが，大分，

歩道もうまく管理されるようになったと思い

ます． 

 まだこれらだけでは足りません．いろんな問

題がクローズアップしそうです． 
 図 35 に，自然と人とランドスケープの関係

を簡単に整理してみました．皆さん，要するに

自然と関わって，それで地域の人の生活が，よ

り価値のある資産を増やしていくというふう

なこと，具体的には，エコツーリズム等を行う

ために自然景観を良くするなどいうことが大

事です．人の生活と自然の双方が影響しあって

いるランドスケープを，ここでは，カルチュラ

ルランドスケープと呼びました．それは，生物

多様性を保全することでもあります． 
 次に，以上見てきたような内容のことを，活

動の主体別に役割を整理しました． 
 

図 27 
 

図 28 
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図 29 

図 30 

図 31 

図 32 

図 33 

図 34 

図 35 

図 36 
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図 37 

図 38 
 
はじめに，図 37 のコミュニティレベルから

話します． 
集落レベルといってもいいのですが，コミュ

ニティレベルで何をするのか，個人あるいはそ

の周りの集落の人たちが何をするのか，という

ことです．コミュニティが一つの原点でありま

すから，富士山あっての山中湖，あるいは河口

湖あっての集落でありますから，そのことを肝

に銘じて資産価値を共有し，再発見し，みんな

で持続する空間として，地域のすべてで保全活

動が行われていると思いますけれども，よりこ

れからは意識してやられることが大事だと思

っています． 
 少し別の話になりますけれども，話しを分か

りやすくするために例をだします． 
 あるところに行きましたら，農村集落ですけ

れども，いろんなものの盗難が多いらしいです

ね． 
 空っぽの家はいろんな物を盗られたり，車を

持っていかれたりしています．テレビの報道で

見たのですが，いろんな事件が発生しています．

そういう危機に対して防衛みたいな話しをす

るのが 終的に一番このコミュニティレベル

が大事ですね．そんなことを考えると，世界遺

産の関係も自分たちで発見して，自分たちで管

理して，資産をまもる仕組みを作るということ

が大切だと思います． 
 次に図 38 の市町村，まちレベルです．これ

は先ほどの土地の問題が非常に大事ですと言

いました．土地保全というのは，その利用・活

用の仕方を考え，今までみたいなただ開発一辺

倒の話しではないだろうと思います．土地の保

全を考えながら，地域の開発を考えていく必要

があります． 
 後で紹介しますが，条例などの整備も考えら

れます．千葉県佐倉市で，話しをしていたら，

自分たちで地域の資産を考え始めました．熟年

層の人たち，あるいは団塊の世代の人が出てき

て，その人たちが地域のことを考えるようにな

ってきて，そういう人たちが図 42～44 にあげ

ておきましたが，市民文化遺産を守るためにど

うするのかということで，いろんなワークショ

ップを開いて，市民文化資産条例みたいなもの

を市民と一緒につくって，だんだん成果ができ

てきました． 
 自分たちで探して再発見した，そういう文化

資産が，はじめは 20 ヶ所ぐらい出たのですが，

近はどんどん出て，30 ヶ所くらいでてきて

います．また，「わたしの家にも自然資産があ

るよ」とか言って，そういうのを全部登録した

ような話しも聞いているのです．このような手

法での条例の整備もひとつのまちづくりかな

と思っています． 
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図 39 

図 40 

図 41 
 
また，自然公物，文化資産，バッファゾーン，

コアゾーンの保護及び土地の管理の保全管理

計画を市町村あるいは先ほどのコミュニティ

レベルの人たちと一緒に協働して，あるいは参

加してつくっていくようなことが必要であり

ます． 

 続いて図 39 の地域レベルです．これは先ほ

どの圏域計画の域計画の範囲になると思いま

すが，行政のレベルでは市町村になります．地

震あるいは火山の噴火に対する危機管理計画

の作成などが考えられます．これは世界遺産登

録を行うには必ず必要になります．また，登山

によるオーバーユースの問題等いろいろあり

ます．このような問題を含めてきちんと危機管

理計画の立案が必要です．この辺がうまくいか

ず，世界遺産登録したけれども，登録を下げる

事態も現実におきていますので，地域レベルで

どうするのかを決めなくてはならないと思い

ます．遺産の保全の問題もそうです．地域レベ

ルきちんと整理するべき問題をできれば県の

行政が，がっちりやって，地域のみなさんはま

ちづくりや遺産の保全について学習して，行政

と市民が，参加，協働，連携し，計画づくりと

その実践が必要です． 
 次に図 40 の県レベルです．県レベルでは，

問題になっている課題の抽出をし，暫定登録の

問題にいろいろ発生していることをどうやっ

て解決の糸口を見つけるのか，どうすれば保存

管理計画がきちんとできるのか，それに対して

早急な県の，行政案を示すことも大事かと思い

ます．行政案をつくるために，先ほどの県レベ

ル，市町村レベルでの協働，連携をしていく必

要があると思います． 
近，富士山を取り巻くいろんな活動団体が

あります．数は分かりませんけれども，NPO
法人その他たくさん人がかかわりあっていく

仕組み，そういう人たちの活動を含めた保存，

保全管理計画が必要です．また，団体毎，プロ

ジェクト毎によって，協働，連携の方法を研究

してやっていく必要があると思います． 
 各団体の人たちにより知恵の結果が必要か

と思います．お金だけでなく人的資源です．例

えば，環境教育であれば得意な人たちがいます．

これ以外にもきっと県にはたくさん団体はあ
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るでしょうから，地域とのかかわり合いを，参

加，協力してくれる人がくたびれないように，

いっしょになってやっていくことが大事です

ね． 
  これら図 42～46 は，後で見ていただけれ

ばよろしいので，何か質問があれば説明します．

世界遺産登録の関係でランドスケープの問題

が入っていますから，参考に見て下さい． 
 それから，図 47 は，今後の世界遺産登録に

向けての作業を思いつくままに書きました．い

ろんなことがありますけれども，作業にあたっ

ては，市民との参加，協働，連携というような

ところが，もちろん前提です．いろいろありま

すので，住民でなきゃできない，それから県行

政でなければできないことを振り分けて行く

必要があります． 
 先ほどの植生の話しで，山梨県側と静岡県側

とで凡例を共通してつくるということがあり

ます．コアゾーンも必要ですけれども，バッフ

ァーゾーンも必要ですので，それをやっていく

必要があるでしょう．それから地形，地質の整

理については，荒牧先生に聞いて，整理した方

がいいと思います． 
 ５番目に今後の道路計画について書いてあ

ります．道路計画というのは新しい道路を造る

ということではなくて，今ある道路をどういう

ふうに使い分ける，あるいは住んでいる集落の

人にどういう使い方をさせるのかを整理する

ことです．それから登山道も，圏域内でどうす

るのかを検討していく必要があります． 
 また，いろいろなサインの統一が必要です． 
 特に大通りだと，看板や街灯などいろいろな

物が道路に氾濫しています．そういうものをど

うするのか．バラバラなものを，ちゃんと整理

していくサイン計画が必要だと思います．こう

いうことをやっていうところは世界遺産に登

録されています．反対にやらないと登録の対象

になりません．鎌倉あたりでも一生懸命やって

         図 42 

図 43 

図 44 
 
いますね．景観を良くすることは遺産の保全に

つながりますので，サイン計画を行うのは当然

の話です．また，サインだけでなく，まちなみ

全体を含めての計画を行うことが大事です． 
 それぞれすべてのまちで，独自のことをやる

必要があります．建築の用途地域，それから，
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富士山周辺の観光客の入り込み数などの調査，

地域の人々が大切にしている場所・ものの整理

などきちんとされていると思いますけれども，

一般の人に見られるようにしておくというの

が大事かと思います． 
 先ほど，コミュニティの話がでたのですが，

そういう富士圏域の，富士山とまちをまもると

いう対象地域の人と空間の関係を整理してい

く必要があります． 
 自然災害対策みたいなことをどうやってい

くのか，これからどうしようとするのか，これ

も考えていかなければなりません． 
 これらを見た上で，皆さんからこんなことは

やっている，これはこれから行うなど，項目を

消去法で消して，残っている作業を整理し，今

後何をしなければならないかを考えていくこ

とが必要です． 
とりあえず 初の問題提起というのか，今日

のお話しのなかで，皆さんが共通の話題を探し

て頂けたらと思っています． 
 それでは全段の問題提起を終わらせていた

だきます． 
 ありがとうございました． 
 

 
図 45 

 
 

図 46 

図 47 

図 48 

図 49 
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荒牧：田畑先生，ありがとうございました． 
 非常に興味のあるご講演をいただきました．

このお話に対する具体的な質問がありました

ら，2 つ 3 つここでおねがいします．それでお

休みを取って，あとでたっぷりと討論したいと

思います．とりあえず，その前に先生の言った

ことで「これはどういうことですか？」という

ご質問があったらお願いします． 
井出：河口湖の井出と申します． 
 今日の話の中で富士山の類似遺産として，中

国の泰山の世界遺産登録が参考になるという

お話がありましたが，もう少し聞かせていただ

ければと思います． 
田畑：これは県の方がよろしいでしょうか． 
 類似というのは複合遺産で，一応自然遺産と

すると，文化遺産と合わさって登録されるもの

です．ですから，そういう意味では非常に価値

の高い場所になります．そんな答えぐらいでよ

ろしいですか？ 
 中身の説明というと，また大変時間がかかる

ので，ここにもちょっと触れてありますけれど

も． 
井出：ありがとうございました． 
田畑：よろしいですか． 
荒牧：ご質問をどうぞ．お手を挙げてくださ

い．・・・・・・・ 
わたしが口火と言っては何ですが， 後のほ

うは，田畑先生，時間を気にされて急に切り上

げられて一番面白いところがなかなか聞けな

かったところもあるものですから，それに関係

して． 
後ろの方の図 47．ちょっと見せていただけま

すか．ありがとうございました． 
わたしはもう定年退職したんですが，若いころ

は一応火山学の研究者のつもりでした．ですか

ら，自然科学系統で，だいたい文化遺産にもの

を申すというのは気後れがするのですが，それ

にしてもさっき言ったように，富士山の場合は，

文化遺産といっても自然景観というものがそ

のもとになっているということはユネスコレ

ベルでも，富士レベルでも，みんなそう言って

います．申し上げたいのは，スライドの④地形，

地質の整理についてです．実は，先生にもご覧

に入れましたが，約 500 ページの，学術書「富

士火山」という本が山梨県環境科学研究所から

近出版されました．われわれは非常に誇りに

思っていますが， 近の火山学的な研究成果を

網羅したものです．それに④についてはほとん

ど書いてあります．ですから，もし必要とあれ

ば，われわれ，著者が 30 人ぐらいいますから，

そこから情報を提供する用意があるというこ

とを申し上げます．④はクリアされると思いま

す． 
そういう意味では 14 番．自然災害対策のう

ちで噴火はどうだ．これも実は自信があります．

これは去年ぐらいで一通り終わりましたけれ

ども，国の大きなプロジェクトがありまして，

富士山は噴火するかもしれない．とにかく低周

波地震というものが起きたですね．これは火山

学的に言うと，噴火するという意味ではなくて，

地下にまだマグマがまだいるなということの

証拠になっている．地下にマグマがいると，い

つでも噴く可能性はあるわけですね．そういう

意味では，富士山というのは，もし噴火すると，

災害問題が大きいから国がやりましょうとい

うので，5，6 年かけて調査をいたしました．

その防災計画というのでしょうか，ハザードマ

ップを含めて．これが出来ております．国が頑

張ったものですから，すごくいいのが出来て，

外国へ行ってもこれほど立派なものはないで

す．第 1 段階としては立派なものです．第 2
段階はどういうのかというと，国レベルでやっ

たのは大ざっぱなんですね．例えば富士吉田で，

何合目あたりで噴火するとどうなるかという

細かい地区ごとのいろんな可能性をそれぞれ

考えて，避難計画を出し，どうするという話は，

細かいことになるが，災害基本法という法律で

決められていて，国がやるんじゃなくて，地方
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自治体の首長が責任を持ってやる．要するに，

富士吉田市の市長さんがつくることになって

います．隣の山中湖は山中湖村長さんがつくる．

こういう調子で，先ほどご紹介があった 18 市

町村がそれぞれつくらないといけない．そこま

ではまだできていません．だけど，完備してい

るところは日本中どこにもありませんから，そ

ういう意味で大ざっぱに言うと，まず大きな国

レベルでの大きな話というのは，先にできまし

た．しかも，それが非常に良くできているので，

もう一回繰り返しますが，14 番は噴火に関し

ては誰が見てもほめてくれるようなものがご

ざいますと皆さんにご報告できます． 
 そんな調子で．ほかに何かご発言ございませ

んか．この辺は十何項目もあって，それぞれ，

皆さん，何かご意見があるように思います．こ

の前，この後，幾つかスライドがありましたの

で，そういうところから発言されても結構では

ないかと． 
 
＊＊＊この部分は，発言された方の 

ご希望により削除いたします＊＊＊＊ 
 
荒牧：それでは，ほかの方，どうぞ．マイクを． 
高村：山中湖の高村です．田畑先生にお尋ねし

ます．河口湖町は現状，新たな規制が加わると

して世界遺産として．四湖をはずす方向で検討

している感じを受けているのですが，先生の今

の説明ですと，四湖を加えてこそ文化的価値が

あるという様に受け取りましたが，加えた場合

新たな規制は発生するのでしょうか． 
田畑：7 番の話ですか？ これも河口湖に当て

はめれば，具体的に言いますと，いろいろなお

店があるように沢山の看板が出ていますね．一

つの店で 4 つか 5 つかのいろいろな形の看板

を出していますね．そういうのはやはりきちん

と統一して，サイン計画や，デザインの統一化

みたいなことが大事ではないかという意味で

出ました．そういうご質問ですか？ 

高村：現状,地域で生活している者にとっては，

個を優先して全体の景観を壊している意識が

低いし，地公体も働きかけがないと思います．

意識の向上をはかる意味で，この登録のことは

良いきっかけになると思います．官民一体とな

り議論を尽くすことが必要と考えます． 
田畑：そうですね． また，全体で，県のいろ

いろな公的な場所のサイン計画がどうなって

いるのか考えてみると，それらは市町村がやる

のもあるし，県がやるのもある．それからそれ

ぞれ個人の焦点の標識などいろいろあるので，

富士河口湖に合うようなサイン計画が，皆さん

の力でできないかというのが課題です． 
高村：あと 1 点です．今までは経済優先で続け

てまいったのですが，今後は２１世紀はロハス

的生き方が問われていると思いますから，街づ

くりにおいて，ポイントがあったら教えてほし

いと思います． 
 それから，土地の管理計画ですね．管理計画

がどのように作られているのかわたしは存じ

ませんが．それをもう少し，国の計画ではなく

て，自分たちの自主運営管理のできる計画に切

り替えたらいかがでしょうか． 
高村：環境省とかかわりがあるものと思いお願

いするのですが，当地は国立公園内で，開発に

は許可制度がしかれていますが，現実は許可条

件とはかけ離れた開発がされています．自然保

護の方に徹底して力を注いでもらいたい．また，

監視するなり，そういうご指導をお願いします． 
田畑：地域の問題ですから，自然保護のいろい

ろな提言をさせて頂きます．またこういう土地

管理で大切なことは，自然の区域をどうするの

か，それもただ規制するだけでなく，地域の人

たちが自分たちでどのようにしていくかを決

めていくことが大切だと思います．だから，人

まかせでなく，国や県などの，自然公園の区域

を増やせばいいじゃないかではなく，自分たち

の土地は自分たちで，自然を管理するというこ

とが大切だと思います． 
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荒牧：3 つご質問がありましたけれども，ちょ

っと待ってください．特に 初の方などは，あ

なたのご質問だけだったけれども，もしできれ

ば，あなた自身のご意見を聞かせてください． 
高村：やはり現実的なことを言いますと将来，

この遺産登録を機会に統一的なサイン，景観を

壊さないような形での地域住民との合意形成

を通じて，環境保全計画を立案し，官民協働で

実施すべきと考えます． 
荒牧：ありがとうございました．田畑先生の 2
番目の問題は，田畑先生から質問されているの

ですが，あの絵の中の白っぽいところはどうな

っているというのは，どなたか，地元がらみで

ご存知の方は，情報をお持ちの方があったらご

発言をいただきたいのですが． 
 
＊＊＊＊この部分は，発言された方の 

ご希望により削除いたします＊＊＊＊ 
 
田畑：思いつくままに並べていますから．④と

14 番は解決はしているという……． 
荒牧：解決したかどうかは別として,進展しま

した． 
田畑：今後，遺産登録に向けての課題を解決す

るために，多くの作業が必要とされます．例え

ば，一つは，交通関係があげられます．特に道

路計画の方向があげられます．二つには，地域

のコミュニティレベルでの建築用途別現況の

見直しとその検討が必要と思います．これらは，

課題整理と新たな方向を見出す必要がありま

す．提案された内容をもとに地域の住民や行政，

各団体などのみなさんで富士山とわれらのま

ちを守る管理計画を世界遺産へ向けて参加・協

働，連携できるネットワークを組むことが必要

だと思います． 
加藤：鳴沢村の加藤信子です．宜しくお願いし

ます．上手く説明できるか分かりませんが，質

問９番１０番に関連して，５合目で自然解説員

をしている者として，富士山の現状をお話した

いと思います． 
 一昨日の新聞に，富士山山小屋組合の今年の

取組みとして，今までのような１畳の畳に３人

が頭を上下にして寝るような宿泊の仕方を改

善して，もっとゆったりとした登山をして頂き

たい，と言う記事が出ていました． 
私は富士桜高原に移住して１０年になりま

す．その間に５回富士山に登りましたが，今ま

では本当にその通りでした．自分で寝袋を持っ

ていかないと寝られないような，隣に寝ている

男の人と接触するような状態で，このような事

がずっとずっと続いていた訳です． 
やっと今になって少しは改善しようと言う話

なのです． 
 そして今また世界遺産に，それも今回は文化

遺産に登録しようとしている．前回の世界遺産

登録がダメになった時は，全ての原因がトイレ

とごみ問題にすり替わってしまった． 
その後，各山小屋は，行政からの補助を受けて，

一軒当り千何百万円づつ掛けてトイレの改修

をしました．しかし，同時期に１軒の山小屋は

立派な焼却炉を造ったのです． 
富士山の８合目にどうして立派な焼却炉が必

要なのでしょうか． 
私は素人ですが，たとえ時間が掛かったとし

ても，富士山８合目のような高い山の上で焼却

するのではなくて，山から下ろして焼却して欲

しいと思うのです．頂上まで荷揚げの為のブル

道が有り，今まで通りに廃棄物を下ろせないわ

けは無いのにと思います． 
 このような問題点が有りながら，山小屋をき

れいにしたからと言って，お客様を呼び込むよ

うな行為は，富士山の自然を壊しながら進めて

いるようで，とても気になるところです． 
荒牧：ちょっと申し訳ないのですけれども，司

会者が割り込んで恐縮ですが，いかがでしょう．

わたしが 初に申し上げた 2 点があるのです

が，それを片づけてから，あなたに続けていた

だくということでいいですか？ 申し訳あり
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ません．必ず，そちらへ戻りますから． 
先ほどわたしがお聞きしたのは，田畑先生か

ら質問で，道路計画とか用途別とか，ああいう

いろいろ具体的な問題がある．田畑先生は具体

的なことをご存知ないので，どなたかそういう

ことを知りませんかというのが司会の意向で

す．それに対して何か発言がありますか．とい

うのは，今，わたしは吉沢課長にある程度コメ

ントをもらおうと思うので，その前にまず皆さ

んに，お尋ねします．（間） お手が挙がらな

いようなので，それでは，吉澤さん，ちょっと

コメントを． 
吉澤：世界遺産推進課の吉澤といいます．今年

から世界遺産推進課ということで新しく課が

できたのですが，そこの課長をしています吉澤

といいます．よろしくお願いします． 
 今，道路計画ということなのですが，朝わた

し車に乗っていると，道路交通情報というもの

が流れておりまして，新屋交差点のところが毎

回交通渋滞になります．甲府の方の国母交差点

とか，限られたところがあるのですが，この吉

田でどうしてそんなに渋滞するのかといつも

疑問に思っているのですが，そこは手前までが

4車線でその先が4車線が途切れているという

ことで，今，そこは先ほどちょうど都市計画図

が出ていましたけれども，138 号線という国道

が通っているのですが，そこは国土交通省とい

うところで，国が直轄で管理している道路です． 
 現在，赤い点線がついているのはおそらく道

路だと思うのですけれども，そこを今 4 車線に

するということです．吉田の博物館のところま

で，民俗博物館ですが，そこまで 4 車線化する

という当初の計画がございまして，そこを進め

るという計画があります．ですから，これは先

ほどの都市計画図をどういうふうに進めてい

くかということで，計画したものだというふう

に思いますので，それに沿って今後進めていく

のではないかと思います． 
 また，町づくりということなのですが，まず

世界遺産というのは，世界遺産になるための要

件というものがございまして，先ほどの文化財

を中心にコアを作る，文化財をコアにする．そ

して，その周りをバッファーゾーンということ

で保全していくための仕組みをつくるという

ことが原則になっています．そして，それ以外

の，例えば，サイン計画であるとか，先ほどの

山小屋の話が出ましたけれども，そういった今

あるものをより改善していくということ．それ

は後にはその地域の住民の人たちが，この世界

遺産を契機にそこの地域はどのように考えて

いるのかということで，考えていかなければな

らない問題だと思います． 
 ですから，そのサインが，例えば，あったら

世界遺産になるとか，山小屋が改善しないから

世界遺産にならないというような問題ではな

く，山小屋の人たちはこれを契機に今のいろい

ろなことを改善しようということで，またよく

した結果，そういうことが決まったということ

ですので，わたしたちはこの世界遺産を一つの

きっかけとしてやはり地元の人たちがより富

士山を生かしながら，地域をつくっていくとい

うことをぜひ取り組んでいただきたいという

ふうに思っています．そのための一つの起爆剤

と言うか，きっかけに世界遺産があればという

のが今の考えです． 
荒牧：ありがとうございました．吉澤さんのご

発言に限って何かコメントがありますか． 
どうぞ． 
早川：今，お話に出ました横町の 4 車線化は，

富士山の文化的景観の良好な保全の見地から

問題があると思います．とくに問題があるのは，

歴史的景観を保全するための方策が論議され

ていないことです．例えば住民協定のようなも

のをつくる話もありません．横町を含む旧上吉

田村は元亀元年（1570）に「根神社」ができ

て，元亀 3 年（1572）から上宿と中宿の宿坊

建設が始まったとされていますから，横町の通

りは，今から 430 年以上遡ることができる考
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えられる歴史的な道です．現在横町には，当時

の建造物と思われるものはありませんが，旧鎌

倉往還であり，明治・大正期に創建とされる豪

農の「蔵造りの建物」が残っています．その道

路の向かいにも「蔵造りの商家」と考えられる

建造物があります．また江戸時代の富士講の流

れをくむ神道扶桑教の「原祠」，そして北口本

宮冨士浅間神社の参道へとつながっています．

金鳥居から始まる冨士信仰の拠点である御師

のまちと冨士浅間神社参道を結ぶ重要な場所

で，江戸時代の登山案内書『富士山道知留辺』

などにも描かれています．伝統的建造物群保存

地区を選定する 3 つの条件の中に「まち割」が

あります．「吉田・御師のまち」は，まち割に

独自の特徴があります．横町はその特徴をあら

わす重要な役割を担っている可能性がある場

所です． 
にもかかわらず，横町の端の上宿交差点から

ハイランド付近までの景観は看板の統一もな

くひどい状態で，とても世界文化遺産・富士山

の文化的景観にふさわしいとはいえません．横

町の上宿交差点から西に向かい 4 車線になっ

ていますが，ほとんど景観の無法地帯ような状

態で，横町が現在のまま 4 車線になったら同じ

状態になってしまう可能性があります．そうす

ると，世界文化遺産の暫定リストに登録された

富士山の文化的景観として，冨士信仰を象徴す

るべき金鳥居から富士山頂に続く参詣道とも

いえる吉田御師のまちの歴史的景観が台無し

になってしまうのです．現在，かろうじて奇跡

的に一体として残っているものをあえて壊す

ことはありません．世界文化遺産のバッファー

ゾーンの候補にもなりうる場所です．文化的景

観の保全は世界文化遺産の登録を推進してい

る時，既に開始していなくてなりません． 
 横町の上宿交差点付近で渋滞がありますが，

現在，富士河口湖町から富士吉田市の新倉まで

新トンネルの工事が進んでいるなど，あらたな

幹線道路が整備されつつありますので，渋滞が

現在よりも緩和される可能性があります．拙速

に横町を 4 車線化したならば，歴史的景観の保

全上取り返しのつかないことになります．この

件は，いろいろなところで提言しているのです

けれども，行政の方々もほとんど関心を示さな

いので，どうしたらいいものかというところが

あります．それに対しては 8 ページぐらいで提

言書をつくっていますので，また吉澤さんにご

意見をいただきたいと思います．よろしくお願

いします． 
吉澤：4 車線化でも，今，景観という意味でも

電線を地中化するとか，いろいろ景観に配慮し

た 4 車線化というものにしていますので，交通

渋滞を解消することを 優先するのか，現状の

ままそれに代わる工夫ができるのか，例えば富

士五湖有料道路ということで並行して走って

いるわけで，それでは富士五湖有料道路が無料

開放されれば，交通はそちらの方へ移動できる

と思います．ただ，それが現実的に今できるか

どうかという問題にかかわってくると思いま

すけれども，そういった検討が必要ではないか

と思います． 
荒牧：ありがとうございます． 
それでは，田畑先生の先ほどの質問はこれでと

いうことにさせていただきます．加藤様，途中

で割り込んでしまって大変失礼いたしました．

存分にご発言ください． 
加藤：すみません．そんなことは無いのですが，

先程は富士山の現状を皆様にお伝えしたかっ

たので発言したのですが，地元の人でも意外と

富士山に登ったことの無い人が多いし，このよ

うな現状を知らないと思うのです． 
 例えば，吉田口登山道を外国の人が，よく歩

いて登ってくるのですが，到着した所（５合目

広場）が，土産物屋さんがたくさん有り，すご

く賑やかなので，「自分達は何処の山に到着し

たのか」と言うような質問を管理センターにい

ると聞かれます． 
 このようなことから，富士山を文化遺産に登
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録しようとするのであっても，富士山の山麓に

散らばっている遺産だけに目をやるのではな

く，前回自然遺産に登録できなかった部分につ

いても，もう一度，地元の人たちに関心を持っ

て欲しいのです．そして世界遺産に登録をされ

たら，心からの「おもてなし」でお客様を迎え

る事が出来るように，心がけて欲しいです． 
荒牧：ありがとうございます．そういう発言は

一般的なのでどなたも反対ないと思うのです

が，もう少し何か具体的にございませんでしょ

うか．こうしたいと，そういう考えはお持ちで

はないでしょうか． 
加藤：私自身は５合目で，自然解説員として主

に子供達に解説をしています．その子供達に向

って，案内の 後には必ず，自然環境のことと

か保護保全について，伝えるように心掛けてい

ます．また，地元で行われる色々な会合に出席

しては，知識を吸収し，発言をさせて頂いてい

ます． 
荒牧：ありがとうございます．そのような運動

を広めて，そういうことを加速する――そのよ

うなご意見でしょうか． 
加藤：はい． 
早川：先ほどの田畑先生のご講演に関連してお

尋ねします．パワーポイントの 17 番の写真を

もう一度出して頂けますでしょうか．その次で

す．はいこれです，有難うございます．吉田口

登山道の馬返しの写真ですけれども，鳥居が再

建されています．江戸時代はここから富士講の

方々が，富士山頂を遥拝した場所です．世界文

化遺産の文化的景観ということを考えますと，

やはり富士講の方が，ここから山頂を遥拝でき

ることが望まれます．遥拝の行為自体は無形で

すからそもそも世界文化遺産の構成要素の対

象外ですが，馬返の鳥居は，近接する神社の鳥

居ではなく，冨士山に対しての鳥居だと考えら

れますので，ここから富士山頂が遥拝できるこ

とに文化的意味があるわけです．いわば冨士山

全体を神社に見立てているともいえます．単に

歴史的建造物の保全をするだけでなく，その建

造物に関わりのある文化的な人の営みがあっ

てこそ文化として継承できる訳です．ところが

現在は樹木が育って山頂は見えなくなってい

ます．そういう場所がいくつかありまして，例

えば，北口冨士浅間神社本殿から 200m ぐらい

上に大塚山という所があるのですが，そこが浅

間神社のもとの場所と言われていますけれど

も，そこから日本武尊（ヤマトタケルノミコト）

が，富士山を遥拝したという伝説があるのです

が，現在そこからは富士山が見えない場所にな

ってしまいました． 
 それから女人天上という場所があります．富

士山が女人禁制だった時代，女性や登山期以外

の時期や潔斎を済ませてないなどの理由で登

拝できない男性などが富士山頂とご来光を三

合目付近の標高から遥拝した場所だといわれ

ています．そこでもシラベなどの植林の樹木が

育ち過ぎて山頂が見え難く，ご来光を遥拝でき

ない状態になっています． 
 自然公園法からすると，木が伐採できない場

所ですけれども，当時の眺望を再現して人の営

みを再興する活動をしたいと思っています．歴

史な文化的景観の保全と間伐の必要性という

ことに関してはどういうご意見を持っていら

っしゃるのかお尋ねしたいと思います． 
田畑：江戸時代で，その時代の絵図みたいなも

のを見ることはできますか？ 
早川：【大塚山】については，江戸時代に春登

上人が関わった石造物があります．石造物には

日本武尊が大塚山から富士山を遥拝したとい

う故事が彫られています．また昭和に造られた

同様の内容の石造物もありますので，その頃ま

で富士山頂が見えていたと考えられます．また

『甲斐国志』神社部には，「冨士浅間遥拝の地

に築く」とあります．【馬返】や【女人天上】

については，江戸末期の『富士山真景之図』や

『富士山明細図』があります．女人天上につい

ては，御師の文書も残っています． 
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田畑：それでは，その絵図に従って管理計画を

作る．地元でするかしないかは少し専門家の方

と検討させていただくということで如何です

か．本来ならば，江戸時代の風景を自然に放っ

ておくと植物は生長し風景が変ってしまいま

す．当時こう見えたという記録に従って元に戻

すのか，それとも今の状態を維持していくのか

という問題は大変重要なことです．わたしにど

うしたいかと聞かれても，歴史的にはそういう

ところですよ，樹林，樹木はこういう管理をし

た方がいいですよということは言えますがこ

の問題はいろいろな意見がきっと出ると思う

ので，この場でどうしたら良いということは難

しいです． 
坂村：特別名勝富士山保存管理計画の改訂の際

に，昔の富士山登山案内書などには，富士山内

の３合目とか４合５勺に展望地として名所的

なところがあるという記述や，馬返の鳥居から

富士山が見えて，人々がそこから富士山を拝ん

だという記述があることを知り，検討委員会の

委員さんと現地を見に行ったのですが，そうい

った場所では今は見えなくなっていることが

わかりました．そこで,現行の特別名勝富士山

の保存管理計画の中では，名所的な展望地や遥

拝地については，昔の図面などと照らして，き

ちんとした裏付けのあるところについては，富

士山からの展望や，それとは逆に富士山が見え

ることをどう確保していくかを検討していく

こととしています.展望地や遥拝地をどのよう

にしていくかは，文化財である富士山を歴史的

見地からどのように保存･活用していくという

ことを保存管理計画を踏まえて考えていく，そ

ういう問題であると思います． 
早川：女人天上のご来光や富士山頂の眺望につ

いてはどのようなお考えでしょうか．眺望が確

保された際には，富士講の伝統を継承される

方々に呼びかけて，江戸時代の絵図にあるよう

に遥拝する儀式を再興したいと思っています．

ご来光が昇る場所は毎日変ります．8 月 8 日が

山梨県の「山の日」ですから，この日に丁度ご

来光が遥拝できる場所を間伐して頂けると良

いと思います． 
坂村：女人天上については，山火事により開け

た場所ができて，そこから富士山が見えるよう

になったので，ある限られた間だけ，女性の遥

拝地といいますか,女性用の山頂つまり禅定し

た場所として用いられたと言われています．天

上は禅定の誤りとも言われています．ある展望

地や遥拝地からの景観を積極的に確保してお

かなければならないかどうかは，そこが歴史的

にどういう価値をもっているのか，たとえば富

士山を信仰する人々にどれくらい長いスパン

祈りの場所として意識されたか，一方でその土

地の現行の保護の仕組みがどうなっているの

かなど，さまざまな見地から総合的に判断しな

ければなりません．これらのことを，さまざま

調査していきたいと思います． 
田畑：そういうことですので，その上で専門委

員会の方に検討し，管理計画に入れていく手続

きになっていくと思います．それまで，その結

果を見て，またご意見をいただきたいと思いま

す． 
深沢：富士山の自然と文化の情報誌で「富士エ

コロ人」という情報誌の編集をしています深沢

と申します． 
 先生が提示された，今後の世界遺産登録に向

けての①現地調査を含む泰山，トンガリロ等の

富士山類似遺産の比較検討の部分への質問で

すが．記載されている「泰山，トンガリロ」に

ついてはすでに調査が進んでいるのですか．そ

れともこれからなんでしょうか． 
 おそらくトンガリロが出されたのは宗教的

な比較関係で出されたのじゃないかなと私は

思っていますけれども，その辺のところはどの

程度富士山と比較できるのか，それとも他にま

だ比較する対象があるのか，それとも富士山は

独特のものなのか．その辺を質問したいです．

わたしは，いま富士山を文化遺産ということで
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進めていますが，先ほどからお話があるように，

あくまでも自然が先にあって，それから文化と

いうものがあるということが富士山の前提だ

と思っています．ですから，その辺の比較とい

うのが果たして他のところとどのような整合

性でできるのかどうか，先生のご意見をお聞き

したいのですが，よろしいでしょうか． 
田畑：事例としてたくさん 2 県の学術委員会の

中で出たのですが，そのうち比較的似たような

ところということで，中身を良く精査してとい

うことではありません．富士山そのものは，や

はり初めに話をしましたように自然をベース

にして，人が関わりあってきた歴史がある．そ

このところは大事にしないといけない．本日わ

たしは自然と人とランドスケープという，そう

いうことについてお話ししたのは，そのことを

意味しているつもりで紹介したのです．また本

当にどこを参考にしてやるのかというのは，や

はりいろんな人の意見がありますから，県の方

とかあるいは荒牧さんに聞かれたらいいので

はないかと思います． 
荒牧：わたしもそれに関係して発言させていた

だきますが，トンガリロは話によく出てきます．

少なくとも世界遺産の議論の中では．私はトン

ガリロへ行って縦走いたしましたので少しは

知っているつもりなのですが，結論を言わせて

いただくと，火山学的には絶対富士山が勝つと

思います．荒っぽい言い方ですが，そう思いま

す．火山学的には断然富士山の方が面白いし，

それは私どもが作文して，ユネスコに納得させ

るだけの自信があります．ですけれども，それ

だけじゃないわけで，富士山の場合は文化遺産

だから，勝負するのが宗教的なものであるとか，

文学的な芸術的な問題です．このことは，わた

しの素人的な印象でも，マウリ族の方々の山岳

信仰というものと日本の富士山の山岳信仰，ど

っちが，例えば議論している風景の数，書かれ

ている行数から行ったら圧倒的に日本の勝ち

です．だからそういうことを，日本の代表が

堂々と言って，説得するのがいいんじゃないか

とわたしは思います． 
吉澤：今，田畑先生の方からもお話があったよ

うに，学術委員会の中で，世界の信仰の山とい

うことで比較にする対象として挙げていると

ころはかなりあります．アジアを中心に今のト

ンガリロはニュージーランドですけれども，ほ

かにオーストラリアのウルル・カタジュタとか，

ケニアのケニア山あるいはハワイのキラウエ

ア山など，世界遺産になっている有名なところ

をいろいろ挙げてはあるのですが，富士山の場

合は信仰に加えて芸術性という面で秀でてい

るのではないかということを世界に向かって

主張していきたいと思っています． 
 また，これだけ高い山で単独峰の成層火山と

いうのは世界に例がないというふうに言われ

ていますので，世界にアピールしていこうと思

います． 
深沢：ありがとうございました．今で出たの事

例は文化遺産なんですか，それとも文化的複合

遺産とか，景観の複合遺産とかいわれるもので

しょうか．その辺がよく分からないのですが． 
吉澤：文化的景観というのは，新しい概念で，

世界遺産の歴史を見ると，1972 年にできたの

ですが，20 年後の 1992 年から文化的景観と

いうような考え方が入ってきています．早い方

の世界遺産では，山というのは自然遺産という

考え方で，自然になる．そして，先住民の信仰

の対象にもなっているということで，あとで文

化遺産というような価値付けをされて複合遺

産になっているという所が幾つかあります．数

は少ないですけれども，幾つかあります． 
深沢：今出たのは文化遺産ですか．それとも文

化的複合遺産として登録されているのですか． 
吉澤：いろいろあります．自然遺産だけの山も

あれば，それから，複合遺産になっているもの

もあるということでいろいろあります．例えば，

そこに出ている泰山というのは，これは文化遺

産でもあり自然遺産でもある．これは道教の聖
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地ということも言われているのですが，秦の始

皇帝などそういった歴史的な経緯がある．自然

も優れているということで自然遺産でもあり

文化遺産でもあるということです．それから，

やはりトンガリロ，これも自然遺産であり文化

遺産でもある． 初に自然遺産として登録され，

その後文化遺産になっているということで，信

仰との関わりということがあとで証明されて，

文化遺産にもなっているということです． 
深沢：そうすると，今の例と言うのは初めから

文化遺産ではないようですね．現在登録されて

いるものは文化遺産と自然遺産の複合されて

いるものなんですね，登録されているのは．富

士山の場合は，文化遺産としてあれですよね，

登録を推進していっているわけですよね．その

点はどうなんですか．世界に対して，説得がで

きるのかどうなのか疑問なのですが． 
田畑：私の知っている限りでいろいろな世界遺

産の評価をやったりなんかして，出かけたりし

たことあるのだけれども，ユネスコの評価内容

が変わっていますが，今回富士山は文化遺産と

いうことで暫定登録はされています．ただ，文

化遺産に，今説明があったように景観を含む内

容となっています．その景観は自然景観もはい

るし，文化景観もはいるしということになって

います． 
 特にアジア地域では自然をベースにして，そ

こで人が関わりあった関係の遺産が多いです．

例えば，フィリピンのコルディレラの棚田があ

げられます．インドの棚田とか，そういうもの

があります．それにいろんなものが関わってく

る．自然文化遺産のすぐれた内容をもった遺産

は複合遺産になります． 
深沢：はい，ありがとうございました． 
田畑：富士山の遺産登録をする仕掛けを作るの

はここに集まっている皆さんだと思います．で

すから，いろんな意見をきちんと整理して，そ

れがうまく将来，計画的に管理計画ができて，

先ほど来から申し上げています，いろんな人た

ちとのかかわり合いの中で生き生きとした内

容のことが決められていくということがいち

ばん大事だし，それが前提です．ですから，そ

んなことを含めて大いにひとつひとつ，細かい

ことも解決し，みなさんがわかりあり，わかち

合うということでいいじゃないかと思うので

す．それから，省庁，特に日本は自然は環境省，

それから文化は文化庁とそういうふうに分け

ていますから，どうしても一方的な話になって

しまいますから，そこをうまく連携して，力を

重ね合わせてやるような仕組みをつくってい

く．特に富士山の場合は，そういうやり方をし

ないとまずいと思います． 
 美しい富士山，日本列島を象徴する，「美し

い日本づくり」のシンボルになってほしいとい

う夢です．「富士山憲章」をつくるということ

がとりもなおさず必要ではないでしょうか．こ

れを機に，皆さん，美しい富士山をまもること

ができることは，わがまちをまもることではな

いでしょうか． ということを付け足させて頂

きます． 
荒牧：国の役人さん，居られますか？もし何か

ご発言があればどうぞ． 
 先ほどからお気づきだと思いますが，国レベ

ルだ，県レベルだ，市町村レベルだという，日

本の官僚組織が 3 層構造が非常にハッキリし

ていますから，やはりそれはわれわれもよく理

解して，それに対して働きかけてゆくべきだと

思います．これは一般市民の会と思っています．

みなさんがお集まりなって．市民としては国や

県や市町村が言われたことを黙って受けてい

てはいけないでしょう．今言ったような行政の

各レベルでご意見を言うという筋ではないで

しょうか．そのための情報収集，そのための意

見交換みたいな場を提供したいと思います． 
そういうわけで，今日はご熱心に議論をいた

だいてありがとうございました．田畑先生のお

話もこれで終わりのはずがないので，世界遺産

がどういう幕引きになるか分かりませんが，そ
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れまではいろいろと続けていきたいと思いま

すので，よろしくご支援をいただきたいと思い

ます． 
今日は，皆さま，ご参加いただきましてほん

とうにありがとうございました． 
（拍手） 
（終了） 
 

 
○参加者の自己紹介 

井出 泰済 

富士レークホテル常務取締役，富士五湖観光連

盟青年部理事，河口湖温泉旅館組合理事，富士

五湖 JC シニアクラブ会員，ＮＰＯ法人富士山

エコネット監事，富士エコロ人発行人． 

観光業に携わる傍ら，富士山を中心としたエコ

ツアーの開発や展開を研究している． 

ホテルでは，年間１００日「富士山自然教室」

と称したエコイベントを実施している． 

深沢 修 

造形作家．「擬態考」というコンセプトをもと

に美術と自然，社会機能との関わりを追求．２

００４年，夢紙工房を開設．論考に「擬態考」，

「ハザマ」など．ＮＰＯ街づくり文化フォーラ

ム理事，富士エコロ人編集委員長，山人会会員，

山梨デザイン協会会長．ＮＰＯ芸術文化振興セ

ンター理事． 

加藤信子（主婦） 
１９９６年に鳴沢村字富士山に移住し現在に

至る． 
日本自然保護協会自然観察指導員，乙女高原フ

ァンクラブ会員＆案内人，山梨県富士山５合目

自然解説員，ノラやまなし会員ほか． 
身近な自然を通して，未来をになう子供達に，

自然の仕組みや，自然環境の保護や保全，命の

大切さなどを，伝えていきたいと，自らも勉強

しながら活動をしている． 
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． 

吉澤 公博（よしざわ きみひろ） 

１９５３年 長野県生まれ．東北大学法学部卒

業後，山梨県庁へ採用．土木部，総務部，企画

部などで，主として財政・経理事務を担当．計

画部門では，山梨ハーベストリゾート構想（Ｈ

３），やまなし障害者プラン（Ｈ１０）を策定．

現在，県世界遺産推進課課長として富士山の世

界文化遺産登録を推進． 

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
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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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