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富士山の世界遺産登録への取り組みにおける
自然遺産としての価値評価の意義
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摘　　要
富士山は、2007 年 6 月にユネスコ世界遺産の文化遺産暫定リストに登載されたが、

世界遺産リストへの登録時期は定かではない。富士山の世界遺産登録への挑戦は、日
本が世界遺産条約締結国になった 1992 年から始まり、すでに 15 年の歳月を費やして
いる。当初は自然遺産登録を目指したが、ユネスコ関係者から「富士山は観光客のた
めに瀕死の状態にある」と環境保全対策面問題の指摘を受けたことをきっかけに、山
体に捨てられていた登山客のゴミやし尿などの汚物、産業廃棄物や建設残土による環
境汚染などが世界遺産登録のマイナス条件となり、自然遺産登録への道は閉ざされ
た。その後、富士山の環境問題は美しい富士山を取り戻す国民レベルの運動となった。
2005 年には、富士山を文化遺産として登録させようとする運動が起こり、今日に至
っている。現在は「まず、世界遺産登録を」のスローガンのもとに文化遺産登録を目
指しているが、富士山が自然遺産として暫定リストに載らなかった主因が、日本人の
自然観や古来の富士登山や観光に代表される日本人の行動にあることを認識すること
が肝要である。その上で、世界遺産登録を目指すのが妥当である。

富士山は、自然遺産と文化遺産の両方の登録基準を満たす複合遺産としての性格を
有している。まず、自然遺産の登録基準に適合した価値評価を確固たるものにし、他
の類似候補との比較における優位性を明示し、「環境の世紀」といわれる 21 世紀に残す
べき誇れる対象として、世界文化遺産リストに登録することを心がけるべきであろう。
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1．はじめに

富士山は、世界遺産のとしての認定を受ける
べく、ユネスコの「世界の文化遺産及び自然遺産
の保護に関する条約」注 1 に日本が締結国入りした
1992 年以降、富士山を生活の場とする地域の市民
を中心に国民的レベルの推進活動が続いている。

富士山は、今日まで信仰の対象として、また農
林業・観光業などにおいて地域活性化のための地
域資源として、さまざまな活用がされてきている。
一般に、地域資源は風土、伝統文化に根ざしたも
のであり、根源的な意味で地域を支えてきたもの
であるといわれている。この意味においては、富
士山は日本のシンボル、国民的財産であり、信仰
の御神体であるという国民的な認識のもとで、そ
の活用は良識の範疇での「バチの当たらない」レ
ベルであったといえる。古来火山としてたびたび
噴火を繰り返し、噴煙を立ち上らせる姿は雄大さ
と荘厳さを持つ、まさに不二の山そのものであっ
た。一方では、神話や物語に登場する親しみやす
さのある山であったといえる。数多くの絵画に描

かれている富士山ではあるが、江戸時代の地図学
者伊能忠敬の作製した伊能大図にも、その雄姿は
日本列島を代表するランドマークとして描かれて
いる（図 1）。

古から今日まで、日本列島の各地から富士山の
見える場所は理論的には変わっていない。各方位
において富士山から最も遠いところは、東は千葉
県犬吠埼、西は三重県阿児、南は東京都御蔵島、
北は栃木県那須である（図 2）。これらの場所から
は今日でも、晴れた冬の朝方に富士山を眺望する
ことができる。富士山をランドマークとして認識
することができる国民はおよそ 4 千万人、総人口
に占める割合は 31.5％である。富士山は、他の高
山（北岳 5.0％、奥穂高岳 2.5％、乗鞍岳 4.5％など）
や信仰の山（筑波山 21.6％など）の追従を許さない
霊峰であり、日本人にとって神聖かつ日常的な風
景であるといえる（図 3・表 1）1）。

このように、日本の象徴 ､ 誇りとして日本人に
認識されている富士山が世界遺産リストに登録さ
れないのは ､ 次世代に残すべき「優れて普遍的な
価値があると評価できる自然 ､ 文化財」であるか
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否かの評価が定まらないためである。

2．世界遺産の条件

富士山は、2007 年 1 月に国内における世界遺
産登録で文化遺産暫定候補に選ばれ、さっそくユ
ネスコ世界遺産センターに上申され、6 月のユネ
スコ世界遺産委員会において暫定リストへの登載
が報告されたが、現時点では世界遺産としての認
定に至っていない。

世界遺産とは、皆が永遠に残したいと思うかけ
がえのない地球の宝である。富士山は、日本人の

認識において ､ 間違いなく世界遺産に匹敵する。
自然景観的には優美な姿を幾百年変わらぬまま持
ち続けているし ､ 文化的には古来信仰の山として
存在しており、日本民族の痕跡が残されている顕
著な価値を有する文化的景観として評価できる山
である。日本人的には、すぐにでも世界遺産に認
定されてもよいと思うのだが ､ 実際はうまくこと
が進んでいないのである。

実 は 、 富 士 山 の 世 界 遺 産 登 録 へ の 挑 戦 は
2007 年が始まりではない。1992 年に日本が世界
遺産条約締結国になった時、地元静岡県富士宮市
で産声が上がり、1994 年には静岡県・山梨県の
各種団体が組織した「富士山を考える会」が世
界遺産登録に向けての国会請願を行い、採択さ

図 2　富士山を観測できる地点．
38地点標示 ; 東：千葉県犬吠崎，西：三重県阿児，
南：東京都御蔵島，北：栃木県那須．（伊能中図・
東京国立博物館蔵）

図 1　伊能大図に描かれた富士山．
南の駿河湾方面からの鳥瞰図．（国立図書館蔵） 表 1　�代表的山岳の山頂を目視できる地域の面積と�

可視範囲内の人口．

標高 
（m）

可視面積 
（km2）

可視範囲内人口 
2000 年（人）

富 士 山 3,776 27,991.4 39,573,586
筑 波 山 876 15,442.7 27,139,083
浅 間 山 2,568 19,420.6 25,142,073
六 甲 山 931 11,454.7 13,322,740
白 山 2,702 21,487.6 9,827,416
北岳（白根山） 3,192 7,466.7 6,304,876
石鎚山（天狗山） 1,982 12,427.7 3,184,229
大雪山（旭岳） 2,290 20,045.7 2,804,572
鳥 海 山 2,236 18,931.5 2,470,702
御 岳（ 北 岳 ） 1,117 4,703.9 1,158,974
大 山 1,729 877.3 241,675

日本における各地域を代表する山岳を選出，その可視範囲を計算し，
2000 年時点の居住人口を推計したもの。（国土地理院 250 mDEM, 総
務省統計局地域メッシュ統計 2000 年により日本地図センターの森田
圭氏が作成）

図 3　富士山の可視範囲．
可視範囲は標高数値上の理論値であり，実際の建物等による
眺望への影響は考慮していない．（国土地理院発行 250�mDEM
により作成．使用ソフト：K-map�ver4.0）
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れた。その後、国際フォーラムの開催、富士山憲
章注 2 の策定などを実施し、自然遺産登録に向け
ての活動を本格的に進めたが、2003 年の世界遺
産の自然遺産候補地の検討会（環境省・林野庁）
において選定見送りが決定し、富士山の自然遺産
登録への希望はほぼ消滅してしまった。その理由
は、さまざまに語られているが、主な原因として
は「富士山は誰でも登ることができる身近な日本
の最高峰であるが、手の届かない神聖な場所でも
国家占有の宝物でもない、日本の象徴的風景であ 
る」、「日本の自然回復力からすると、広大な富士
山での排泄やゴミ捨てはそれほど大げさなことで
はなかった」といったごく普通の国民的認識が、

「世界的に顕著な普遍的価値」を求める世界遺産
基準と合致しなかったということであると思われ
る（4 章参照）。

さて、富士山の世界遺産登録への動きは、自然
遺産登録を断念した後、新たに文化遺産登録に向
けて、静岡県・山梨県を主体とした活動に、NPO
法人 富士山を世界遺産にする国民会議（2005 年設
立）が加わり、国民レベルで始まった。2007 年に
はようやく文化遺産暫定リストに登載され、近い
将来の認定を待っているところである。

以下に、日本人の判断基準では、世界遺産登録
条件を満たしていると思われる富士山の、現在置
かれている状況について検討する。

世界を見渡すと富士山型の成層火山は数多くあ 
り、すでに自然遺産登録されているキリマンジャロ
山（5,895 m）の雄大さと手付かずの豊かな自然
は、まさに世界遺産そのものである。たとえ、 
日本人が富士山を「世界で最も美しい山」と思っ
ていても「美しい成層火山」として世界遺産登録
を目指すには厳しい状況下にある。さらに、自然
を保護し、将来に残していくという世界遺産のコ
ンセプトからみても、富士山にはまた厳しい現実
が突き付けられている。

ユネスコ世界遺産委員会の自然遺産登録に関す
る基準概要は、「地球の歴史上主要な段階を示す
もの」、「動植物の生態学的生物学的プロセスを示
すもの」、「優れた自然美や素晴らしい自然現象」、

「多様な生物を保全する重要な自然生息地（絶滅危
惧種などを含む）」である。世界遺産暫定リスト
の中から登録認定を実施するときには、世界的に
顕著な普遍的価値が必要であり、委員会が定めた
登録基準の 1 つ以上に該当し、その価値を将来に
わたって継承していくための保護措置が担保され
ていることが主要な認定基準になっている 2）。

例えば、ニュージーランド北島の中央に位置す
るトンガリロ国立公園は、ルアペフ山、ナウルホ

エ山、トンガリロ山の三山を中心とした地域で、
複合遺産として世界遺産に登録されている。なか
でも、ナウルホエ山は富士山によく似た山体を持
つ成層火山で、手つかずの自然が残っている。ま
た、この山域はニュージーランドの先住民である
マオリ族の信仰の対象であり、世界的少数民族の
かけがえのない聖地となっている。この意味にお
いて、トンガリロ国立公園は、自然と文化・伝統・
歴史にかかわる複合遺産として認定されているの
である注 3。

さて、富士山であるが、富士山周辺には年間 
3 千万人の観光客が訪れ ､ 夏の山開き期間には山
頂に 20 万人以上が登頂している一大観光地であ
る注 4。かつて ､ 春になると山体斜面には残雪のご
とく、登山者の排泄残滓が灰色の筋を描いていた。
現在では、五合目以上の登山道にバイオ・コンポ
スト式トイレ（杉チップ、オガクズ）、焼却式トイ
レ、簡易浄化式トイレなど自然に負担をかけない
タイプのさまざまなトイレが設置された結果、春
になると垂れ流していた排泄物が従来のように山
体に流れ出すことがなくなったため、この残滓に
よる擬似残雪の筋は消えた。

しかし、毎年 20 万人ほどの登山者の安全を確
保してきた登山道と山小屋の食料や生活物資など
の搬入に使われるブルドーザーの通い道は、現在
でも癒えていない傷のように幾筋も刻まれてお
り、自然景観的には破壊された状況にある。この
富士山のゴミ・し尿処理問題は、やっかいで避け
て通ることができない現実問題である。この他に
も、産業廃棄物・建設残土の不法投棄に対する対
策、富士山の土地所有権や使用権に関する法規制、
さらには山麓の山林原野に広がる自衛隊の富士演
習場注 5 の存在問題などがある。

つまり、富士山は、美しい景観に多くの生活や
産業の爪痕や残滓が塗り込まれている状態にある
といえる。この状況下において世界遺産登録を求
めるためには、将来にわたって、富士山を地域の
生活維持・活性化のために現行の活用を続けてい
くのか、近い将来の世界遺産登録を求めて、環境
保全・保護を推進していくのか、それとも両者を
同時進行していくのか、決断すべき時期にある。

3．風景としての富士山

「景色は売りものになるが、風土は売りものに
ならない」という通説がある。景色とは、富士山
で言うならば、天空に浮かぶ山体と裾野に広がる
自然の造形であり、国民的レベルの財産としての
富士山の美しい風景である。それらは、そこに住
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んでいる人が独占的に保有することが出来ないも
のである。

一方、風土は、地域を形成する重要な自然的・
社会的な要素であり、富士山の場合は信仰の御神
体として、地域住民の暮らしと精神構造を支えて
いる地域固有の資源となっているといえる。しか
し、風土を地域固有の資源として捉えた場合、地
域資源となるべき対象の富士山は、山全体なのか
一部分なのかを明確に示すことは不確実であり、
不可能である。一般的に、現在の富士山は信仰の
場所でありながら、誰でも登ることができる庶民
的な山と認識されている。その庶民性のために美
しい山体は「日本の象徴」として、より一層の評
価を受けている。

2005 年、日本大学大学院の田中絵里子と著者
は、関東在住の小学生から高齢者までの 199 人を
対象に、日本の風景像についてのアンケート調査
を実施した。日本の風景として、自然に関するも
のをあげた人が最も多く、90 人（45.2％）であった。
さらに、日本の風景として認知しているものをス
ケッチしてもらったところ、山を描いた人が 144
人いた（図 4）。その中で富士山を描いた人は 75
人（52.1％）であった。特に、山を 1 つだけ描いた
人は 60 人で、その中の 55 人（91.7％）は富士山を
描いていた 3）。「日本の象徴」として評価されて
いる事例であろう。

4．富士山の世界遺産登録運動の展開

地元の静岡県富士宮市で産声を上げた富士山の
世界遺産登録運動は、当初の自然遺産としての登
録運動（表 2）から、現在では文化遺産としての登

録を目指す運動（表 3）にかわっている。
1992 年に富士宮自然観察の会・富士山の自然

を守る会・日本野鳥の会富士宮支部の 3 団体で、
「富士山を世界遺産に !」のスローガンのもとに
大規模な署名活動を展開し、1994 年に「富士山
を世界遺産とする連絡協議会」として、246 万人
の署名を持って国会の衆参両院議長に請願した。
しかし、内閣総辞職などと重なり、保留となった
が、先の 3 団体は諦めず、さらに積極的な活動を
展開した。そこに、マスメディアの働きもあって、
静岡県・山梨県内の文化・自然保護の諸団体（22
団体：静岡県内 14 団体、山梨県内 8 団体）4）が加
わり、「富士山を考える会」が発足、再度、衆参
両院議長に「世界遺産リストへの登録を目指して
富士山の保全対策を図ってほしい」との請願を提
出し、同年 12 月の国会で採択された。

1995 年には、「富士山国際フォーラム」が富士
市で開催された。このフォーラムは世界遺産登録
のための行動計画を積極的に進めるための起爆剤
として開催されたが、招待者のユネスコ世界遺産
センター関係者から「富士山を愛するがゆえに訪
れる何十万人もの観光客のため、富士山は瀕死の
状態にある。適切な保護・保全管理がなされてい
ないことが問題だ」注 6 との環境保全対策面問題
での指摘がなされ、結果的には世界遺産登録推進
の機運に水を差す形になり、国会採択後の政府推
薦を得ることができなかった。

フォーラムでの指摘をきっかけに、地道な保
護・保全活動の重要性が改めて認識され、地元の
民間諸団体の活動の価値と意義が見直される契機
となった。その効果として、国（環境省などの機
関）、静岡・山梨両県内の関連自治体も、富士山
を取り巻く環境の保護・保全に積極的に取組むよ
うになった。

つまり、近代以降、積極的に行われてきた農業
や観光などの地域開発による山麓緑地の虫喰い状
態化、それに伴って増加したゴミ・し尿、産業廃
棄物・建設残土などによる環境汚染と破壊の拡
大、大量登山者の要望にあわせた登山道整備や物
資運搬用ブルドーザー道などによる山麓斜面の破
壊などで、富士山の自然環境の悪化が深刻化して
いることを真摯に受け止める機運が生まれ、問題
解決に向けて富士山を取り巻く地域全体の問題と
して取り組む姿勢が顕著になった。

しかし、富士山は国・市町村・浅間神社・企
業・個人などのさまざまな土地所有者や管理者が
複雑な関係のもとに存在しており、観光関係者の
意識も静岡県と山梨県では温度差が生じているた
め、自然環境の保護・保全活動が全体一致で協調

図 4　日本の象徴富士山を描いた割合．
風景に描かれた要素に山は 145 件あったが，富士山かどうか判
断のつかなかった1件は除外し，全144件を分類した．�1山：描
いた山が1つ．�2山：描いた山が2つ．�3山：�描いた山が3つ．
（田中絵里子・佐野充：2005 年調査により作成）
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して行われるようになったわけではない。
そのため、静岡・山梨の両県は打開の道を開

くために共同で 1998 年に「富士山憲章」を策定
し、自然環境の保護・保全活動における守るべき
行動規範を定め、両県の県民運動として富士山の
環境保護・保全を進めることにした。この行動に
よって、世界遺産登録が近づくかに見えたが、
2000 年 11 月に開催された文化財保護審議会の世
界遺産条約特別委員会において、日本の世界遺産
登録暫定リストが見直された際に、富士山は追加
リストから漏れてしまった（表 2）。

この時に、世界遺産条約特別委員会からは「今
後の調査研究や保護措置などの状況によって、将
来的に候補物件を追加することを検討することが
必要と考えられる」とし、「例えば、富士山は古
来より霊峰富士として聞こえ、富士信仰が伝えら
れると共に、遠方より望む秀麗な姿が多くの芸術
作品の主題となるなど、日本人の信仰や美意識な
どと深く関連しており、また、今日に至るまで人々
に畏敬され、感銘を与え続けてきた日本を代表す
る名山であり、顕著な価値を有する文化的景観と
して評価することができると考えられる。富士山
のこのような面については、今後、多角的、総合
的な調査研究の一層の深化とともに、その価値を
守るための国民の理解と協力が高まることを期待
し、できるだけ早期に世界遺産に推薦できるよう
強く希望する」4）との見解を示した。

2003 年 5 月に、世界自然遺産の候補地を選定
するため環境省と林野庁が開いた検討会では、知
床、小笠原諸島、トカラ・奄美・琉球列島の 3 カ
所が最終候補地として選定され、富士山は南アル
プスと一緒に落選した。これを契機として、地元
を中心に世界遺産登録の認定目標を自然遺産から
文化遺産に変更しようとする流れができ、国民運

動も始まった。
2005 年 4 月、政治・経済・文化などの各界を

代表する人々の呼びかけで、特定非営利活動法人
「富士山を世界遺産にする国民会議」（会長 中曽根
康弘元総理）が東京で設立され、文化遺産登録に
向けた運動が動き始めた。一方、地元では、同年
5 月に静岡県・山梨県が連名で文部科学省と文化
庁に要望書を提出し、それぞれの県内にプロジェ
クトチーム、推進本部、協議会や学術的調査・評
価の専門家組織などを設置し、12 月には両県合
同の推進会議を立ち上げ登録への気運を高めると
同時に、富士山の文化的価値を検証した（表 3）。
その中にあって、地元の自然保護団体や富士山の
環境維持を推進している市民グループなどの中に
は、富士山にこれ以上の環境負荷をかけることは
好ましいことではないとの考えから、世界遺産登
録に疑念を抱いたり、富士山の世界遺産としての
価値を見直したりする団体・市民グループがでて
きた。特に、文化遺産登録に関しては、素朴な

「山なのに文化遺産？」「環境破壊の進んでいる富
士山は将来に残すべき文化的景観として不適合で
は？」などの意見もあり、文化遺産登録の突然と
も言える推進運動の展開に、戸惑いと混乱をきた
している部分も見受けられる。さらに、やっかい
で避けて通ることができない問題であるゴミ・し
尿処理や産業廃棄物・建設残土の不法投棄などの
対策のさらなる徹底、土地所有権や使用権に対す
る各種の法規制、山麓に広がっている富士演習場
の存在問題などに関しても、今後の展開を注視し
ている国民がかなりいることも事実である。

文化遺産登録のための国内でのリスト掲載を
2006 年度中に実現しようと、静岡・山梨の両県
や富士山を世界遺産にする国民会議などが、積極
的に活動してきた結果、2007 年 1 月、文化遺産

表 2　富士山に関連した世界遺産運動（第 1期）．

年 主体 取り組み
1936  富士箱根伊豆国立公園に指定される 
1952 文部省 富士山を特別名勝として指定
1978 山梨県 富士山保存管理計画を策定（1999 年改訂）
1992 国会 「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約（世界遺産条約）」が批准 

1994
民間 「富士山を世界遺産とする連絡協議会」が 246 万人の署名を添え，衆参両院議長に推薦

するよう支援を求める請願（請願審査，保留） 
民間 「富士山を考える会」が両院議長に請願 ，採択

1995 国県 
市町村

富士山地域の自然環境保全と適正な利用を推進する具体的な対策を協議するため，環境
庁，山梨，静岡両県，地元市町村の代表を構成員とする富士箱根伊豆国立公園地域環境
保全対策協議会を設置 

1998 山梨県 
静岡県

富士山を国民の財産として，世界に誇る日本のシンボルとして後世に引き継いでいく 
決意を確認した富士山憲章を制定 

2000 文化財保護審議会 文化財保護審議会の世界遺産条約特別委員会が，富士山を世界遺産候補として推薦すべ
きだとする報告をまとめる

2003  環境省・林野庁 世界自然遺産の候補地を選定するための国の検討会が最終候補地を選定
⇒富士山と南アルプスは落選 （選定；知床・小笠原諸島・沖縄）
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登録候補として国内暫定リストに載り、2008 年 
1 月にはユネスコでの文化遺産暫定リストに選定
された。

今後は、諸問題の解決を解決し、文化遺産とし
ての条件が満たされるように、国民が一体となっ
て行動することはもちろんであるが、富士山の自
然の保護・保存を確実に実施していくことも、富
士山を世界的に顕著で普遍的な価値のある文化遺
産として将来にわたって継承していくために必要
である。

5．富士山の現実－登山レポートー

筆者らは、2007 年 8 月 19 日～ 20 日、富士山
の現実を把握するための調査登山を注 7、吉田口・
河口湖口五合目から山頂間で実施した。以下に調
査結果を報告するが、調査内容は吉田口・河口湖
口五合目から山頂までの間に限ってのものであ
る。
5.1　施設・設備に関する報告（ハード面）
（1）五合目の施設について

富士山の登り口として多くの登山客が利用する
五合目には、バスやタクシーの乗り場、団体客の
集合場所などのほか、登山客が身支度を整えたり
休憩したりするための施設（レストラン・売店・
トイレ・休憩所・更衣室・コインロッカー・自動
販売機）、郵便局などが整備されている。多くの
登山客は富士山の標高に身体を慣らすため、五合
目で時間をとり、その間に食事をしたり、登山に
備えて準備をしたりしている。 現在の五合目に
は、登山客の需要に応えるための施設が一通り揃
っているといえる。

しかし、今後より一層の整備の必要性が感じら
れた施設・設備などもあった。特に、五合目は富
士山に関する情報を提供する施設・設備が不足し
ていた。設置されていたのは富士山に関する短い

文章が刻まれた石碑や富士山の環境美化（ゴミ）
に関する看板であった。石碑は和文と中文のもの
があったが、設置されていた場所が登山客で混み
合う広場のほぼ中央であったため、石碑に気づか
ない人が多かった。環境美化に関する看板は山頂
に向かう登山道の登り口の脇に設置されているた
め、五合目を利用するほとんどの人が認識してい
たが、看板は木製で劣化が著しく、書かれている
文字を読むことは困難な状態になっていた。世界
遺産登録を目指しているのであれば、「富士山に
関する説明文・案内看板など」の設備を早急に整
備する必要がある注 8。

また、ゴミ捨て場の設置が必要と思われる。現
在、五合目では、飲料水を中心とした自動販売機
が多数設置されているが、この自動販売機で購入
したペットボトルは、購入者が自ら処理すること
が取り決めとなっているようで、すべてのペット
ボトルは持ち帰らなければならない。一般的に、
山岳・湿原などの自然公園などではゴミの持ち帰
りが基本だが、特別な価格で販売しているものま
で購入者にその処理を一任する姿勢に若干の疑問
を持つ。特に、五合目は路線バスや業務用のトラ
ックが頻繁に往来している場所であるので、販売
者側でのゴミ処理を検討してみる必要がある。す
べてゴミの持ち帰りが原則であるために、有ろう
事か、一部のツアーでは、富士登山で出たゴミを
帰路上にある高速道路のサービスエリアで処理す
るよう指示しているものまで出現している。 実
際、中央高速道路のサービスエリアでは、登山の
服装をした中高年がペットボトルやお弁当の容器
などをゴミ箱に捨てている。サービスエリアでは、
大量に発生するゴミの分別もままならない状態が
恒常化している。
（2）山小屋（六合目～山頂）について

山小屋は富士登山の休憩所・避難所として登山
道に沿って立地している。山小屋の数は登山道に

表 3　富士山に関連した世界遺産運動（第 2期）．

年 主体 取り組み

2003
環境省・林野庁 世界自然遺産の候補地を選定するための国の検討会が最終候補地を選定，富士山と 

南アルプスの落選
山梨県 知事が定例県議会で富士山の世界文化遺産登録を目指す方針を表明

2004 山梨県 県教委が富士山保存管理計画の見直しに着手

2005

民間 「NPO 富士山を世界遺産にする国民会議」が発足
静岡県・山梨県 文部科学省と文化庁に富士山の世界遺産に向けての要望書提出

山梨県 県庁に知事を本部長とする「富士山世界文化遺産登録県推進本部」が発足
山梨県市町村 県と富士北麓 5 市町村などが「富士山世界文化遺産登録県推進協議会」を設置

静岡県・山梨県 山梨，静岡両県合同の「富士山世界文化遺産登録推進両県合同会議」が発足
2006 静岡県・山梨県 山梨，静岡両県関係の国会議員が「富士山を世界遺産にする国会議員の会」を立ち上げる

2007
富士宮市 「（仮称）富士山世界文化遺産センター」建設・誘致推進協議会を議会内に設置　
富士市他 富士商工会議所，富士山検定協会など主催「2007 富士山検定」実施

2008 静岡県・山梨県 宝永噴火 300 年記念「富士山世界文化遺産シンポジウム」を御殿場市で開催（2 月）
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よって異なるが、夏の登山シーズンに集中して登
ってくる登山客を充分に収容することができる容
量を確保するため、各登山道にはそれぞれ特徴を
持った山小屋がある。

最も多くの登山客が訪れる吉田口・河口湖口の
登山ルート上には、収容人数の多い施設が揃って
いる。山小屋では宿泊のほか、売店、トイレ、休
憩施設（有料）も併設している。立地の形態として
は、登山道に隣接して売店や休憩施設を、その奥
にトイレや宿泊施設を配置している。なお、施設
の整備状況は山小屋によって大きく異なり、内装
をリフォームして清潔感を保っている施設もあれ
ば、納屋のようなホコリだらけの小屋に宿泊客を
すし詰め状態に押し込む施設もある。近年、宿泊
客数の見直しが行われ、無制限に宿泊客を受け入
れないことになったが、実際の判断は各施設に委
ねられているため、施設によっては未だすし詰め
状態が改善されていないところもある。
（3）トイレについて

富士山におけるトイレは、登山道に沿って設
置されており、多くは山小屋に隣接している。
1990 年代には、垂れ流し式のし尿処理が大問題化
したが、その後の環境省・県・各山小屋の協力で、
2007 年までに全山小屋で環境対応型のトイレが
整備された。し尿の処理方法は施設により異なる
が、バイオ式オガクズタイプ、浄化循環式タイプ、
焼却式タイプの 3 つを挙げることができる注 9。

富士山に設置されたバイオ型のトイレは、その
処理方法の違いによって使用方法も異なってい
る。基本的には施設内に掲示された「使用説明書
き」（図 5）に沿って使用すればよいが、場所によ
っては説明が詳細すぎたり複雑であったりして、
わずらわしさを感じる。利用実態を観察したとこ
ろ、水溶性の紙以外使用してはいけないトイレで
水に溶けないポケットティッシュを使用している
人が多数見られた。この理由としては、利用者が
トイレの仕組みをよく理解できていないことが考
えられる。トイレ内には、至るところに使用説明
書きのビラが貼ってあるが、掲示による効果を上
げるためには、掲示物の材質・形状の選択、記載
内容の吟味と表現、掲示の方法と位置の選択など
に留意する必要があるように思えた。やはり、ト
イレ利用時は周囲にじっくり気を配るほどの余裕
がないのが一般的であることを理解した上で、富
士山のすべてのトイレに統一された基準による使
用説明の伝達方法が必要である。なお、説明表記
は和文と英文の併記（図 5）がほとんどで、その他
の外国語表記は見かけることができなかった。

富士山のトイレでは基本的にチップ（協力金）

制を導入している。環境に配慮したトイレの
設置・維持・管理には多額の費用がかかってお
り、利用者の協力は欠かせない。利用料金は 50
～ 200 円程度（吉田口・河口湖口の場合、五合目
では 50 円、六～九合目では 100 円、山頂では
200 円）で、標高が上がるほど価格も上がる傾向
がみられた。有人トイレ（図 6）の場合は入り口で
係員に代金を支払うが、無人トイレ（図 7）の場合
は入り口に料金箱が設置されている場合や、コイ
ン投入式の扉が設置されている場合がある。いず
れにしてもトイレを利用する際には、協力金とし
てチップを支払うのが富士山でのマナーであると

図 6　チップ制の有人トイレ．（撮影：田中絵里子）

図 7　チップ制の無人トイレ．（撮影：田中絵里子）

図 5　�トイレの使用説明書き（和文と英文）．
（撮影：田中絵里子）
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いえる。しかし、実際の利用状況を観察したとこ
ろ、チップを支払わない利用者があまりにも多い
ことに驚いた。これは、もともと日本には日常の
生活でチップを支払う習慣がないためにチップ制
トイレになじみが薄く、年齢や性別に関係なくチ
ップを支払わない利用者が多発する原因となった
と判断した。「山のトイレもタダ」という感覚が
改まらない限り、国民的レベルで富士山の自然を
守っていくことには、暗雲が漂っているといって
も過言ではない。
（4）案内看板について

富士山の登山道には、他にもさまざまな案内看
板が設置されている。最も多いのは登山ルートを
示した看板で、分岐点などに設置されている。素
材は木製のものが最も多く、場所によっては風雨
による劣化の著しいものもあった。表記は和文と
英文の二ヶ国語併記が目立った。山頂付近ではハ
ングルも目にすることができた。

落石などの恐れがある危険箇所には「落石注
意」や「立入禁止」などの注意看板が設置されて
いる。また、高さを表す看板としては、各合目を
表す看板と標高を表す看板が設置されている。各
合目を表す看板はそれぞれの合目の休憩場所付近
に設置されているが、それらに素材やデザインの
統一性はなく、主に石材や木材で作られていた。
標高（海抜）を表す看板は、そのほとんどが県や各
山小屋が設置したもので、色鮮やかなイラストを
用いている。ただ、設置位置や内容に問題がある
ものもあった。たとえば、「海抜 3,000 m」の表
示看板（図 8）は実際の高度 3,000 m の地点とは異
なる位置に設置されていることが、現地ガイドの
話から知ることができた。また、その他の案内看
板としては、休憩所からの眺望を紹介するものな
どがあったが、これは各山小屋が独自に山小屋の
周囲に設置しているものが多く、中には記述内容
に留意しなければならないものも見受けられた。

やはり、案内看板は利用者にとって見やすく理
解しやすい内容であり、見つけやすい場所に設置
されていることが重要である。そのためには、看
板の目的にあわせたデザイン・形状・材質などの
統一化や記載内容の検討のほか、自然・文化・歴
史などの説明文は一定の科学的・学術的基準を確
保するなどの実践が必要である。これらは、富士
山の世界遺産登録には欠くことのできない基本的
条件なので、早急の対応行動をすべきである。
5.2　富士山の知識に関する報告（ソフト面）
（1）富士山に携わる側の知識不足

富士山では個人の登山客のみならず、ツアーな
どの団体客も多い。 登山初心者～中級者を対象

に、0 泊 2 日や 1 泊 2 日の日程で往復バスによる
ツアーが人気を集めている。ツアーによっては、
登山ガイドと一緒に富士山について学びながら山
頂を目指すコースもある。しかし、ガイドによっ
て富士山に関する知識に大きく偏りがある。実際、
火山学や植生学に関する知識の乏しいガイドがツ
アー客の質問に曖昧な回答をするような事態も発
生しており、対応が待たれるところである。

同様のことは、山小屋で働く従業員についても
言える。従業員の中には、富士山に関する知識や
情報に疎く、自然環境の保護・保全の必要性を十
分に理解していない者もいる。富士山で働く者た
ちが、富士山を理解した上で環境やゴミ問題の解
決に向けて登山者へ協力を訴えかけなければ、彼
らの行為は説得力に欠け、啓蒙活動の実効性も上
がらない行動で終わってしまうと思われる。
（2）登山客の知識不足

富士山に関する知識不足は登山客にもみられ
る。定められた登山道ルートを外れて歩いたり、
置石で山体斜面に落書きをしたりする行為は、山
での安全や貴重な自然環境に関する知識が欠如し
ていることに他ならず、さらなる環境破壊の原因
を作り出すことになる。ひどい悪戯の例に、登山
道沿いの岩を鋭利なもので削った落書きもあっ
た。また、ゴミの捨て方やトイレの使い方に関す
る理解も、富士山に関する学術的知識や山のマナ
ーについて登山客が充分に理解していないことに
起因しているといえる。　

富士山に関しては学術的にさまざまな研究がな
されているが、その成果は登山客一般にまで広ま
っていない。現在の富士山には、五合目～山頂間
において学術的な意義やマナーのあり方について
学ぶ機会や施設がないのが現状である。

6．富士山の観光開発と世界遺産登録との関係

まちづくり・観光開発に関して、富士山の周辺

図 8　海抜高度を示す看板．（撮影：田中絵里子）



地球環境 Vol.13 No.1　51－60（2008）

59

自治体では「日本の風景である富士山を固有の地
域資源とすることはできず、その活用方法に苦慮
している」状況にあるといえる。富士山は観光資
源としてこれからも大きな可能性を持っているた
めに、周辺自治体では固有の地域資源化を如何に
推進しようかと、さまざまな提案・構想を打ち出
している。現在、富士山関連の資源として、火山
山麓の高原、湖、森林、湧水地、さらには草花な
どの自然と、伝統文化、山岳信仰、祭礼などを観
光のための資源として位置づけて、いわゆる富士
山の地域資源化を進めている。しかし、静岡県
側・山梨県側の自治体・観光関連業者・環境保護
団体・市民などで相互間のコンセンサスがとれて
いないために、富士山全体を包み込んだ世界遺産
登録に向かって、積極的に行動するプロジェクト
の立ち上げを実感できるような段階にまでは至っ
ていない。

特に、文化遺産に指定する地域の範囲をどのよ
うに設定するのかが、暫定リストに掲載された現
段階でも課題として議論されている。2006 年 11
月に、山梨県は指定地域に富士五湖地域を含める
ことを発表し、文化庁も必須条件であるとの見解
を示したが、地元の富士河口湖の観光業者等は登
録による規制が発生することを懸念して反発をし
ており、簡単に解決できそうもない状況にある 5）。

この事実は、まさに世界遺産登録地域になった
場合、直接的に経済や生活への影響を受ける地元
とのコンセンサスが採れていない現状を露呈して
いる。

7．まとめ－富士山の自然遺産としての価値評価－

富士山は美しい山であるが、近年では「し尿の
山」という嬉しくない浮き名をもらってしまった
山でもある。富士山をこのような状況にしてしま
った背景には、「日本の自然は回復力旺盛であり、
動物である人間の破壊などは富士山の自然力にと
って全く問題が無い。」という、日本人の豊かな
国土に対する自然観に基づく行動によるところが
大きいと思われる。しかし、この現実は、富士山
の持つ自然力の許容範囲を超えつつあるというこ
とを示す結果となった。

現在、富士山には、自然に負担をかけないタイ
プのさまざまなトイレを設置したり、登山シーズ
ン中の自家用車乗り入れ制限や富士山登山のルー
ルづくりなどを積極的に進めることで、環境保
護・保全と適正な利用の推進を図っている。

しかし、見方を変えれば、つい最近まで何のた
めらいもなく、ご来光を拝むために幾筋もの登山

道を開き、万人が登頂できるようにしてきた結果、
傷だらけの山肌にゴミとし尿の散乱する悲惨な状
態にしてしまったのである。

自然遺産としての世界遺産登録の認定が御破算
になったからといって、一気に山肌に食い込んだ
し尿の痕跡を消し、性急なまでの環境保護・保全
運動を展開することには、一抹の疑問が残る。昨
日まで汚れたままにしておいた「富士山」を、外
部からの指摘があったからといって自然遺産登録
を諦め、「霊峰富士と崇め奉る日本人の美意識と
自然観」と富士山の実態との間に存在している不
整合をそのままに、「世界的に顕著な普遍的価値
を持つ文化遺産」として、登録を目指すことの実
体はどこにあるのか疑念を抱いている。

もう少しロハス（LOHAS；Lifestyles of Health 
and Sustainability）な気持ちで、現代の日本人が
求める普遍的な日本の自然の姿を、穏やかに再検
討・再認識をすることが必要であると考える。こ
れには、今までの地元関係者中心の活動と全国規
模の推進運動に、科学的、学術的視点を持つ人々
や団体（表 4）を加えた相互扶助的連係活動の推進
が不可欠である。

また、富士山の世界遺産登録の推進活動におい
ては、「まず、世界遺産登録を」のスローガンで一
途に文化遺産登録を推進するだけではなく、日本
の象徴として万人が名実ともに認めることができ
る姿を取り戻すために、国民レベルで美しい山づ
くりを実践していることを証明する必要がある。

要するに、富士山が自然遺産として登録暫定リ
ストに載らなかった主因が、日本の象徴見たさに
集まる観光客と、ご来光を拝む登山客に代表され
る日本人の行動力によって、誠に美しく貴重な自
然が傷つけられていた事実にあることを理解する
ことが肝要である。たとえ、景観、信仰、文学・
芸術などを認定条件として文化遺産登録を目指し
ても、富士山の持っている課題は、目標を文化遺
産登録に変えたとしても解決できるものではな
い。この点において矛盾があるといえよう。

富士山を世界遺産に登録させるためには、まず、
自然遺産の登録基準に適合した価値評価を確固た
るものにし、他の類似候補との比較における優位
性などの証明を正当かつ積極的に推進していくこ
とが重要である。その上で、「環境の世紀」とい
われる 21 世紀の日本と日本人に残すべき誇れる
対象として富士山を認識し、文化遺産として登録
することを心がけることが必要である。

つまり、富士山は、自然遺産と文化遺産の両方
の登録基準を満たす複合遺産としての性格をもっ
ているので、たとえ、文化遺産として登録される
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ことになっても、自然遺産としての登録条件もク
リアすることを目指すことが日本人として必要で
ある。
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注

1　 「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条
約」（Convention Concerning the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage）。1972 年に
パリで開催された第 17 回ユネスコ総会において
採択された条約。日本は 1992 年 6 月 30 日に受託
書を提出し、125 番目の締結国となった。2007 年
7 月現在の加盟国は 184 ヶ国。

2　 1998 年静岡県・山梨県が策定。内容は「富士山の
自然を学び、親しみ、豊かな恵みに感謝しよう」「富
士山の美しい自然を大切に守り、豊かな文化を育
もう」「富士山の自然環境への負荷を減らし、人と
の共生を図ろう」「富士山の環境保全のために、一
人ひとりが積極的に行動しよう」「富士山の自然、
景観、歴史・文化を後世に末長く継承しよう」で
ある。

3　 2007 年 6 月第 31 回世界遺産委員会に出席した有
泉晴廣（山梨県理事（世界遺産担当）・富士山世界
文化遺産登録推進両県合同会議事務局長）の報告
の一部。富士山世界文化遺産登録推進両県合同会
議ホームページによる。

4　 環境省南関東地区自然保護事務所では、2005 年
7 ～ 8 月の富士山登山者（八合目通過者）はおよ
そ 21 万人であったと報告されている（赤外線セン
サー式カウンターでの計測集計）。（神奈川新聞
2005 年 9 月 8 日版記事）

5　 静岡県側の東富士演習場（8814 万 5 千 m2）と山梨
県側の北富士演習場（4681 万 3 千 m2）からなる。
日露戦争後に旧日本陸軍が設定した演習地で、第
二次世界大戦後は駐留アメリカ合衆国軍海兵隊
の演習地となった。現在は自衛隊に使用転換がさ
れているが、日常的に自衛隊と米海兵隊の砲撃
演習が行われている。Peace 浜松のホームページ

を参考に記載。（http：//www2.gontaclub.ne.jp/
peahama/fuji/higasihuji01.htm）

6　 1995 年 9 月にユネスコ世界遺産センター所長国際
記念物遺跡会議文化景観検討責任者、国際自然保
護連合世界遺産担当責任者等を招いて、世界遺産
登録に向けて積極的に行動計画を推進するために
開催。結果は、厳しい指摘がユネスコ世界遺産セ
ンター側からなされて閉会。（静岡県生活・文化
部世界遺産推進室「富士山を世界文化遺産に」に
よる。）

7　 2007 年 8 月 19 日（日）～ 20 日（月）実施。天候は晴
れ。調査ルートは吉田口・河口湖口五合目～山頂
の往復経路。調査者は畠山輝雄・田中絵里子・森
田圭・山登一輝・新井貴之の 5 名。調査整理は田
中絵里子が行い、内容分析は佐野充・田中絵里子
が実施した。

8　 2007 年度から「富士山に科学（学術）的説明看板を
設置する運動」を富士学会が中心となって、東京
地学協会・日本火山学会・日本国際地図学会・日
本地質学会・日本地理学会などが協議会をつくっ
て進めている。

9　 バイオ式オガクズタイプ：オガクズの微生物で分
解する。オガクズは定期的に交換。富士宮口登山
道、御殿場口登山道で多く見られる。浄化循環式
タイプ：微生物でし尿を分解し、カキ殻を使用し
水質改善を行う。浄化水は再利用する。須走口登
山道はほぼこのタイプ。焼却式タイプ：し尿を焼
却処理する。焼却灰は廃棄物。山頂近くに多い。
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表 4　富士山関連活動を主体的に行っている全国的規模の主な団体．

団体名称 設立年など 団体の特徴 主たる活動など

富士山クラブ 1998 年設立
1999 年環境 NPO 行動的市民活動団体 環境浄化型バイオトイレ設置・ゴミ清掃キャン

ペーン・富士登山古道の再開（村山古道再開）

富士学会 2002 年設立
2006 年学術登録団体 学術的富士山研究団体 富士に関する学術研究（学会活動）

富士山に科学（学術）的説明看板を設置する運動
富士山を 

世界遺産にする
国民会議

2005 年設立 NPO 政治・経済・学術的識者
主体団体

富士山世界遺産登録推進活動
（富士山世界遺産登録合同学術調査委員会）


