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第１章 南アルプス地域の概要 

 

１ 自然環境 

（１）地形 

南アルプスは、本州の中央部を縦断するように連なる山々のうち、もっとも南

側を構成する山々（赤石山脈）であり、富士山の次に標高が高い北岳（3,193m）

をはじめとする 3,000m 級の山が連なっている。また、これらの山を水源として、

東側から富士川、安倍川、大井川、天竜川の 4 河川が太平洋へと流れ込んでいる。 

 

 

※出典：南アルプス学術総論（南アルプス世界自然遺産登録推進協議会・ 

南アルプス総合学術検討委員会）より転載 



2 

赤石山脈が形成されたのは、100 万年前頃からであり、300 万年前までは低標

高、低起伏であったと考えられている。その隆起速度は、この 100 万年間で年間

3mm に達しており、世界的にも非常に早く、現在でも隆起は進行している。 

また、日本列島が乗っている大陸プレートに、太平洋プレートとフィリピン海

プレートが沈み込んでいることから、赤石山脈周辺には、糸魚川－静岡構造線と

中央構造線という 2 つの大断層が形成されている。 

現在の山脈の細部の地形は、 終氷期（約 2 万年前）以降に形成されていると

考えられている。その時期における雪線（年間を通して雪が残る限界）は 2,500m

～2,700m と想定され、南アルプスは日本列島において氷河が形成された南限に

位置し、一部に小規模なカール地形が確認されている。 

この一帯には、○○崩れや○○薙と呼ばれる地名が多くみられるが、これらは

皆、斜面崩壊に由来している。また、プレートの衝突部に位置することから繰り

返される地震動が、このような崩壊の突発的かつ も重要な誘因となっており、

赤石山脈の特徴は、急激に隆起していると同時に、急速に侵食されている、とい

うことができる。 

 

（２）生態系 

南アルプスにおける生態系の特色として、まずあげられるのが「氷河期の遺存

種」である。これは、現在より平均気温が 7～9℃ほど低かった氷河期に寒冷な地

域から南下してきた動植物が、氷河期が終わって気温が上がるとともに、標高の

高いところに移動した結果として残されている生態系であり、キタダケソウやラ

イチョウなどに代表される。 

また、標高 3,000m 級の山々が連なっているため、標高の低いところと高いと

ころでは植生が大きく異なっている。標高 800m～1,600m ではブナ林やツガ・ウ

ラジロモミ林、ミズナラ林、標高 1,600m～1,800m ではコメツガ・ウラジロモミ

林、標高 1,800m～2,600m ではシラビソ林、標高 2,600m から森林限界となる

2,800m ではダケカンバ林がみられる。 

森林限界の 2,800m 以上では、ハイマツ群落が広がり、「氷河期の遺存種」であ

るライチョウの貴重な繁殖地となっている。また、南アルプスの山々の織りなす複

雑な地形に応じた高山植物が群落を形成しており、例えば、一般にお花畑といわれ

る高茎草本植物群落は、水分・栄養状態の良い稜線東側の雪渓周辺等に形成される。 
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２ 社会環境 

南アルプスは、山梨県、静岡県、長野県の 3 県 10 市町村にまたがっているが、

以下の各項においては南アルプスの 高峰である北岳を抱え、後述するエコパー

クにおける緩衝地域として位置づけられることが想定され、南アルプス周遊道路

計画と深く関係する南アルプス市芦安地区及び早川町を中心に考察を行う。 

（１）人口 

図表 1-1 は、対象となる芦安地区及び早川町における人口の推移を示したもの

である。両地区において、1960 年前後には、後述する野呂川総合開発の影響もあ

り、人口が 大となっているが、その後は 1995 年の芦安地区で増加がみられる

ものの、ほぼ一貫して減少しており、2010 年には芦安地区では 1960 年の 1,161

人から 397 人へと 66％の減少、早川町では 10,679 人から 1,246 人へと 88%の減

少となっている。 

図表 1-1 対象地区における人口の推移 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

南アルプス市

(旧 388 芦安村)
1,049 1,161 1,019 839 699 637 622 552 611 589 470 397

早川町
8,718 10,679 6,565 4,862 3,777 3,005 2,651 2,269 1,977 1,838 1,534 1,246

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

 
出典：国勢調査 

周辺の市町村（旧市町村）における過去 30 年の人口の推移と比較すると、1985

年の人口を 100 とした場合、図表 1-2、1-3 に示すように、芦安地区を除く南ア

ルプス市の旧村地区が 2010 年において 113～152 と増加している。一方、芦安地
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区及び峡南地域の旧町村では、2010 年には 47～93 と減少している。 

図表 1-2 周辺市町村との人口の推移の比較 

1985 1990 1995 2000 2005 2010
南アルプス市
　(旧 388 芦安村)

622 552 611 589 470 397

早川町 2,651 2,269 1,977 1,838 1,534 1,246

（周辺市町村）
南アルプス市
　　(旧 386 八田村) 5,350 6,158 6,694 7,085 7,295 7,491
　　(旧 387 白根町) 15,774 17,156 18,707 19,300 19,757 19,930
　　(旧 389 若草町) 8,237 9,223 10,326 11,116 11,831 12,559
　　(旧 390 櫛形町) 17,182 17,435 18,375 19,032 19,385 19,453
　　(旧 391 甲西町) 11,133 11,827 12,791 13,061 13,317 12,805
身延町
　　(旧 345 下部町) 7,416 6,638 6,205 5,530 4,915 4,195
　　(旧 363 中富町) 5,503 5,205 4,904 4,634 4,035 3,603
　　(旧 365 身延町) 9,408 9,006 8,461 8,283 7,384 6,664
南部町
　　(旧 366 南部町) 7,172 7,128 7,064 6,735 6,265 5,501
　　(旧 367 富沢町) 4,787 4,698 4,373 4,374 3,989 3,510
富士川町
　　(旧 361 増穂町) 13,373 13,142 13,019 13,400 13,111 12,454
　　(旧 362 鰍沢町) 5,283 5,028 4,610 4,543 4,294 3,853  

出典：国勢調査 

図表 1-3 人口の推移（1985 年を 100 とした場合） 
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(旧 391 甲西町)
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(旧 361 増穂町)

(旧 362 鰍沢町)

 
出典：国勢調査から計算 

図表 1-4 は世帯数と世帯当たり人数の推移を示したものであるが、ともに人口

の減少に伴って減少傾向にある。特に、早川町においては、世帯当たり人数の減
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少も激しく、2010 年においては 2 人を下回り、1.83 人となっている。 

図表 1-4 世帯数及び世帯当たり人数の推移 

0.00
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世帯数（旧芦安村) 世帯数（早川町）

世帯当たり人数（旧芦安村) 世帯当たり人数（早川町）
 

出典：国勢調査 

図表 1-5 及び図表 1-6 は、年齢別人口構成の変化をみたものである。ともに少

子高齢化が進んでいるが、特に早川町において顕著であり、2010 年において 65

歳以上が 48％を占めているのに対して、15 歳未満は 7％となっている。 

前述した世帯当たり人数とあわせて考えると、人口の減少にともなって独り暮

らしや夫婦のみの高齢者世帯が増加していることが推測される。 
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図表 1-5 年齢別人口構成の変化（芦安地区） 

0%

25%

50%

75%

100%

1985 1990 1995 2000 2005 2010

0～14歳 15～64歳 65歳以上

 

図表 1-6 年齢別人口構成の変化（早川町） 
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出典：国勢調査 

 

（２）就業状況等 

図表 1-7 及び図表 1-8 は産業別の就業状況の推移を示したものである。芦安地

区においては、1985 年時点から第 1 次産業の従事者はほとんどおらず、年々第 3

次産業の従事者が増加し、2010 年においては、第 3 次産業が 75％を占めている。 

早川町も同様な傾向を示しているが、第 1 次産業従事者数が比較的多く、1985
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年には 20％を占めていた。しかし、その後は減少が続き、2010 年には 6％を占

めるのみであり、第 3 次産業が 70％を占めている。 

図表 1-7 産業別就業状況の推移（芦安地区） 
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図表 1-8 産業別就業状況の推移（早川町） 
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出典：国勢調査（2005 年の芦安地区のデータは個別に出ていない） 

図表 1-9 及び図表 1-10 は 2010 年における第 3 次産業の就業者数の割合を示し

たものである。ともに宿泊業・飲食サービス業が も多くなっており、観光に関

連する産業に従事する人の割合が高いと思われる。早川町においては、町内に発

電所が多く立地しているため、電気・ガス・熱供給・水道業に従事する人の割合

も高くなっている。 
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図表 1-9 第 3 次産業の就業者数（芦安地区） 

Ｆ 電気・ガ

ス・熱供給・水

道業, 1

Ｈ 運輸業，

郵便業, 9
Ｉ 卸売業，

小売業, 11

Ｍ 宿泊業，

飲食サービス

業, 57

Ｎ 生活関連

サービス業，娯

楽業, 8

Ｏ 教育，学

習支援業, 5

Ｐ 医療，福

祉, 18

Ｓ 公務（他に

分類されるもの

を除く）, 7

その他, 15

 

図表 1-10 第 3 次産業の就業者数（早川町） 

Ｆ 電気・ガ

ス・熱供給・水

道業, 37 Ｈ 運輸業，

郵便業, 19

Ｉ 卸売業，

小売業, 35

Ｍ 宿泊業，

飲食サービス

業, 79Ｎ 生活関連

サービス業，娯

楽業, 27

Ｏ 教育，学

習支援業, 22

Ｐ 医療，福

祉, 38

Ｓ 公務（他に

分類されるもの

を除く）, 53

その他, 52

 

出典：国勢調査 

 

（３）観光客の動向 

南アルプス地域（芦安地区及び早川町）を訪問する観光客について、正確に把

握できるような統計調査は行われていない。南アルプス登山の玄関口である広河
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原への入込客については、2004 年度から行っているマイカー規制に関連して、

2008 年度から協力金の徴収を行っており、その実績から広河原への入込客数を把

握することができる。 

図表 1-11 は、マイカー規制の利用者数を示したものである。また、あわせて長

野県の伊那市で運行している北沢峠行きのバスの利用者及び各県警で推計してい

る登山者数についても示している。 

各年度の統計値がそろっていないが、マイカー規制に伴ってバス等を利用して

広河原及び北沢峠への入込客数は約 10～11 万人、南アルプスへの登山者数は、

山梨県及び長野県であわせて約 10～11 万人となっている。そのため、この広河

原及び北沢峠を訪れた人は、ほとんどが登山者であると考えられる。 

図表 1-11 南アルプスマイカー規制による利用者及び登山者の状況 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 合計 伊那市 山梨県 長野県
2008 1,177 19,506 22,224 10,113 8,121 2,078 63,219 --- --- ---
2009 1,610 15,040 24,400 14,818 7,734 1,143 64,745 --- 80,000 27,260
2010 895 17,303 27,191 14,334 7,127 1,864 68,714 45,262 --- ---
2011 1,151 18,370 20,805 8,595 8,320 1,265 58,506 41,375 --- ---

マイカー規制のバス等利用者 登山者

 

芦安地区及び早川町には、温泉旅館が点在しており、芦安地区の南アルプス芦

安山岳館、早川町の山岳写真館といった南アルプスに関連した施設もあることか

ら、これらを目的に訪れる観光客もいるが、広河原まで足を延ばすのは登山客の

みとなっている。 

 

３ 交通道路体系 

（１）南アルプスへのアクセス 

山梨県側から南アルプス山岳地帯に通じる道路には、県営林道南アルプス線（南

アルプス林道）と県道南アルプス公園線の 2 路線がある。南アルプス林道は、甲

府・甲斐市方面から芦安地区につながる県道甲斐芦安線が、同地区内（小曽利地

区）で切り変わり、広河原を経て、北沢峠へとつながる。一方、県道南アルプス

公園線は身延町下山地区の国道 52 号線（上沢交差点）から早川町内を通り、広

河原で南アルプス林道に合流する。 
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図表 1-12 南アルプスへの山梨県側からの交通アクセス 

 

山梨県外から南アルプスを訪れる場合、南アルプス林道につながる県道甲斐芦

安線に も近いのは中央自動車道からつながる中部横断自動車道の白根インター

チェンジ（IC）。県道南アルプス公園線に近いのは静岡県方面からは国道 52 号、

富士河口湖町方面からは国道 300 号となる。 
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（２）マイカー規制と冬季閉鎖 

南アルプス林道は、南アルプス市芦安芦倉の夜叉神ゲートから広河原まで（約

14km）と広河原から北沢峠まで（約 10km）の延長計約 24km、県道南アルプス

公園線は早川町奈良田の開運隧道から広河原までの延長約 18km が、6 月下旬か

ら 11 月上旬のみの通行となり、それ以外は冬季閉鎖となる。通行可能な時期で

も、自然環境の維持と渋滞解消などのためにマイカー規制1が行われ、自家用車を

はじめ観光バス、マイクロバス、貸切バス、二輪車、自転車は通行不可。路線バ

スか乗合タクシーのみの通行となっている（許可車両、緊急車両を除く。午前 5

時 30 分～午後 6 時）。 

自家用車は規制地点より先に入れないため、芦安、奈良田の両地区に無料駐車

場が準備されている。芦安地区は白峰会館周辺などの市営駐車場や夜叉神駐車場

など 10 カ所（臨時駐車場含む）に計 650 台分、奈良田地区は 2 カ所に計 100 台

分がある。 

南アルプス市営駐車場、奈良田駐車場から広河原まで、バス・タクシーによる

所用時間はいずれも 50 分～1 時間程度となっている。 

 

１）路線バス 

広河原までは山梨交通バスが運行、広河原～北沢峠は南アルプス市営バスが運

行されている。曜日や時期によって異なるが、芦安から広河原までのバスは 1 日

4～9 本（うち甲府駅からは 3～7 本）、広河原からは 1 日 4～12 本（うち甲府駅

までは 3～9 本）。奈良田から広河原までが 1 日 2～8 本、広河原からは 1 日 2～8

本がある。JR 身延線身延駅から奈良田までは、地元タクシー会社 2 社が早川町

乗合バスを運行している。広河原～北沢峠間の市営バスは 4 本が往復している。 

 

 

                                                  
1 安全対策工事に伴う通行者の安全確保を理由に、2004 年から林道、翌 05 年から県道で導入さ

れた。現在、マイカーの事故防止や渋滞緩和、排気ガスによる生態系への影響防止など、国立公

園内の自然環境を保全することに役立っている。100 円の協力金徴収は 08 年に導入された。 
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図表 １-13 マイカー規制位置図 

 

 【芦安側】甲府駅⇔芦安市営駐車場⇔夜叉神峠登山口⇔広河原 

     （甲府駅～広河原 1,900 円、芦安市営駐車場～広河原 1,000 円） 

 【早川側】身延駅⇔下部温泉駅⇔奈良田⇔広河原 

（身延駅～奈良田 1,000 円、下部温泉駅～奈良田 800 円、奈良田～広河原

1,000 円、いずれも荷物料金別途 200 円） 

 【北沢峠】広河原⇔北沢峠2 

     （550 円、荷物料金別途 200 円） 

 

２）乗合タクシー 

乗合タクシーも時期や曜日によって異なるが、定時のものは芦安地区から広河

原まで 2～6 本、広河原から芦安地区まで 4～8 本がある。 

【芦安側】芦安市営駐車場⇔夜叉神峠登山口⇔広河原（1,000 円） 

                                                  
2 北沢峠から戸台口（長野県伊那市長谷）までは伊那市営バスが運行されている。 
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３）利用者協力金 

マイカー規制実施経費の一部とするため、利用者から 1 人片道 100 円の協力金

を集めている（任意）。路線バスとタクシー利用者以外に、徒歩での登山・観光客

にも呼び掛けており、集めた協力金はゲートや駐車場、トイレの管理などに活用

されている。山梨県の調べでは、100％近い協力率がある。 

 

（３）アクセス面の課題 

１）通行止めになりやすい 

南アルプス林道と県道南アルプス公園線は、いずれも山の急斜面沿いに造られ、

地盤が弱い場所が多いことなどから、雨などにより土砂崩落を起こして道路がふ

さがれたり、道路が崩れ落ちたりするなどして、通行止めになるケースが相次い

でいる。 

林道は野呂川林道として 1962 年に完成（“スーパー林道”としては 1984 年に

完成）、県道は電源開発道路として 1963 年に完成して以降、それぞれ改修工事が

繰り返されてきたが、いずれも老朽化が進んだ部分があり、台風などの大雨で被

害を受けている。 近では林道が 2003 年 4 月下旬、県道が 2006 年 7 月下旬に、

それぞれ大規模な土砂崩落を起こし、登山シーズンを通して通行止めになった。

それ以外にも、土砂崩落による短期間の通行止めは毎年のように発生している。 

 

特に林道は幅員が 3.5m と狭いところがあり、急カーブや急こう配も目立つた

め（写真）、大型の路線バス運行の安全性についても不安が大きい。県道は も危

険とされていた新鷲住トンネル付近が改修され、比較的安全性が確保されている。 
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２）迂回路として活用できない 

芦安地区を通る林道と奈良田地区を通る県道は、広河原までは交わることがな

く、平行して通っている。両道路（両地区間）を途中でつなぐ道路はない。たと

えば芦安地区の桃の木温泉から奈良田地区の河童橋付近は直線距離にして約

5km だが、行き来するには(a)国道 52 号経由（距離約 80km）、(b)広河原経由（距

離約 33km）を迂回する必要がある。(a)は遠く、(b)は道が険しい上に冬季閉鎖、

マイカー規制があり、両地区間の移動は困難である。 

雨などによりマイカー規制区間の道路が土砂崩れで通行止めになった場合、も

う片方の道へ迂回するためには長距離を移動しなければならない。２本の道路が

あるにもかかわらず、互いに迂回路としての活用はできない状況にある。 

 

３）ビューポイントへの交通アクセスがない 

芦安、奈良田とも山あいにあり、南アルプスの間近にあるにもかかわらず、高

峰の眺望を気軽に楽しむことができない。ビューポイントまでは、険しい登山道

などを歩かねばならず、行楽客が簡単には南アルプスを体感できない。南アルプ

ス林道のマイカー規制区間からは、南アルプスの山々を望めるポイントがいくつ

かあるが、本数が限られる路線バス区間のため、途中で降りて眺めることは難し

い。 
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（４）広河原の現状と課題 

南アルプス山岳地域（核心地域）への入口であり、緩衝地域の中心に位置づけ

られる広河原は、南アルプスの自然を保全し、活用していくための重要な場所と

なる。広河原の自然環境や、すでに整備されている施設等としては、以下が挙げ

られる。 

図表 1-14 広河原の状況 

眺望 周囲の山々は見えるが、望める高峰は北岳のみ

野呂川 
堰堤で固められている。急流で、川遊び向きで

はない 
自然 

登山道入り口 北岳、間ノ岳（野呂川出合から） 

野呂川広河原イン

フォメーションセ

ンター（写真） 

案内、ショップ、トイレなど 

広河原山荘 食事、宿泊、ショップ、キャンプ、案内、交流

バス停 
芦安、奈良田方面（山梨交通）、北沢峠（市営）

バスロータリーを備える 

トイレ 仮設トイレ 10 基 

施設 

広河原園地 自然遊歩道、あずま屋 

行事 開山祭 
南アルプス市、市観光協会、南アルプス署が主

催。「蔓（つる）払い」の儀式が見どころ 
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広河原は現在「南アルプス（北岳）登山の基点」であることを目的の中心とし

ており、広河原そのものを目的とする観光等のサービスは少ない。実際に、第 2

節で述べたとおり、広河原を訪れる人たちの目的はほとんどが登山であり、訪れ

る人たちの中心は専門的な登山者（南アルプスの厳しい山々を登れる登山の中上

級者）である。 

広河原を一部の限定された人たちでなく、多くの人たちが利用し、さらに自然

環境の保全に役立たせていくことが、南アルプス地域の観光振興にとって重要な

課題となる。 
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第２章 世界自然遺産化にむけての動き 

 

（１）世界自然遺産候補地に関する検討会における評価 

2003 年 3 月に、環境省と林野庁が、国内に今後 5 年程度の間に新たに世界自

然遺産として推薦できる地域があるかどうかを学術的見地から検討するため、「世

界自然遺産候補地に関する検討会」を設置した。 

その中で南アルプス地域についても検討されたが、その評価は総括表に示され

たような内容であり、現時点での学術的知見では、推薦することはできない、と

いう結論であった。 

 

 図表 2-1 世界自然遺産候補地に関する検討会 詳細検討対象地域総括表（抜粋） 

11 南アルプス（長野県、山梨県、静岡県） 

1．クライテリアに照らした評価の可能性 

（下段は価値基準に関する完全性の条件に係る評価） 

○カール等の氷河地形が見られる。 (ⅰ)地形・地質  

●氷河自体を包含していないため、氷河地形としての完全性を満たさ

ない。 

○複雑・多様な地質・地形により、多様な植生や固有種が見られ（例：

キタダケソウ、キタダケヨモギ等）、進行中の生態系の過程を示す。

●近縁種もしくは同一種が近隣地域にも見られる。 

(ⅱ)生態系 

○低標高の森林帯から高山帯まで、十分な規模を有する。 

○我が国を代表する美しい山岳景観が見られる。 (ⅲ)自然景観 

○山岳景観として必要な要素はすべて包含している。 

 (ⅳ)生物多様性 

 

2．国内外の既登録地等との比較 

● 哺乳類相は、本州中部地方の山岳地帯で共通しており、南アルプスだけの特異性が見

られない。 

● カナディアンロッキー山脈公園群（カナダ・既登録地）など同様の優れた山岳景観を

有するより規模の大きな登録地が既に多く存在する。 

3．完全性の条件に関する評価（管理計画・保護担保措置） 

● 原生自然環境保全地域、国立公園、森林生態系保護地域が指定等されているが、これ

ら既指定地全体の範囲内で見ると、厳しい規制がかかる区域は山稜部などに限定され

ている。 
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（２）南アルプス世界自然遺産登録推進協議会の設立とその活動 

「世界自然遺産候補地に関する検討会」で示された課題を解決して世界自然遺

産として登録されるように、周辺 3 県の 10 市町村が、2007 年 2 月に南アルプス

世界自然遺産登録推進協議会（以下、「推進協議会」という）を設立し、世界自然

遺産化に向けての活動を行っていくこととなった。 

推進協議会では、以下の 3 点を、世界自然遺産化に向けての課題として整理し、

その解決にむけて活動を行っている。 

① 学術的知見の集積 

② 保護担保措置の拡充 

③ 国民的な合意の形成 

このうち、①の学術的知見の集積については、各県に学術検討委員会を設置し、

南アルプス地域に関する学術的知見の集積を図っており、2010 年 3 月には、3 県

合同の南アルプス総合学術検討委員会において、「南アルプス学術総論」としてと

りまとめを行った。 

また、南アルプス地域の地形・地質学的側面については、2008 年 4 月に推進協

議会内にジオパーク推進部会を設置している。同 12 月には、長野県エリアが南

アルプス（中央構造線エリア）ジオパークとして日本ジオパークに認定され、地

形・地質に関する学術的知見の集積を図っている。 

2012 年 5 月には、世界自然遺産化に向けてのステップとして、ユネスコ・エコ

パークへの登録申請の方針を決定し、それにむけての準備作業を進めている。 

 

（３）ユネスコ・エコパークの考え方 

ユネスコは自然資源の保全と利用の調和を図るための国際的な共同研究事業計

画であるＭＡＢ計画（Man and the Biosphere Programme）を 1971 年にスター

トさせた。この事業の一つとして、生物多様性の保全、持続可能な開発、研究教

育支援を目的としたユネスコ・エコパークの登録制度が創設されている。現在の

登録総数は、114 カ国、580 地域（2011 年 7 月現在）である。ユネスコ・エコパ

ークの考え方は以下の通りである。 
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１）エコパークの機能 

ユネスコ・エコパークは３つの基本的機能を満たすことが意図されている。 

― 保護機能：景観、エコシステム、生物多様性の保護に貢献すること 

― 開発機能：社会文化的に、生態学的に持続可能な経済的開発、人間開発を推

進すること 

― 遂行支援機能：地域的、国家的、グローバルな保護と開発問題に関する研究、

モニタリング、教育、情報交換を支援すること 

 

２）エコパークのゾーニング 

自然の多様性の保護、持続可能な開発、教育・研究を達成するため、BR は次

のようなゾーンに区分される。 

― 核心地域：自然がしっかりと保全されている地域であり、自然に与える影響

が少ない研究や環境教育が行われることが想定されている。保護ゾーンのみ

が法的規制を必要としており、国立公園などの法的規制を利用できる。 

― 緩衝地域：核心地域の周辺に位置し、研究や環境教育、エコツーリズム、レ

クレーションといったことが行われることが想定されている。さらに、生態

系や地域文化の独自性を維持するために必要な独自の機能を持つことや、核

心地域と移行地域の橋渡しとなる機能を果たすことも考えられている。 

― 移行地域：持続可能な利用のための中核的な地域であり、農業利用や居住を

含めた利用が想定されており、その地域社会において、行政や研究者、市民

団体、民間企業等が一緒になって、自然の保全と利用を図っていくこととさ

れている。 

この地域区分は地理的状況、社会文化的環境、利用できる法的保護手段、地域

的制約を受け入れるために、実際には多くの異なった方法でおこなわれている。

この柔軟さがエコパークというコンセプトの強みである。 

 

３）エコパーク推進のメリット 

エコパークのコンセプトは人々の暮らしを向上させ、環境的な持続可能性を確

保するためのプロジェクトを導き、強化する枠組みとして利用できる。エコパー

クの指定は、環境と開発問題に関する地域住民、市民、政府の間の意識を向上さ

せることができる。国家レベルでは、エコパークは保護と持続可能な開発へのア
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プローチを開拓し、証明するためのパイロットサイト又は「学習の場所」として

役立ち、他の場所でも応用可能な教訓・経験を提供できる。 

 

４）エコパークの責任者 

ユネスコは法律や所有権の変更は求めていない。各エコパークは、機能と目標

を合致させるために独自の統治システムをもっている。エコパークのマネジメン

トシステムは地域コミュニティが、地域の生態的、文化的な価値に影響を及ぼす

外部の政治的、経済的、社会的な圧力に対応するために、オープンで、展開力が

あり、適応性があるべきである。 

適切な統治メカニズム、例えば、全ての関係者が自分の権限と力でおこなう活

動を計画し、コーディネートするための委員会または役員会を設置する必要があ

る。 

 

５）出資者 

資金のレベルは実施プロジェクトや活動の性格や広がりに依存する。現在の予

算は共有の目標に合致するように調整できる。産業、ツアーオペレーター、慈善

団体、研究資金団体、政府、地方自治体全てが助力できる。 

 

６）世界自然遺産とエコパークの違い 

ユネスコ・エコパークは３つの相互補完的機能を担うエコロジー地域である。

また、全てのエコパークは持続可能な保護や開発についての経験と知識の交換を

おこなう世界ネットワークを形成している。 

1972 年の世界文化・自然遺産の保護に関する条約に基づく「世界遺産」は傑出

した普遍的価値を持つもので、手つかずの自然をまもることが原則である。地域

の魅力を高め、科学的な理解の向上は世界遺産の価値保全を確実にするための手

段である。 

これに対し、エコパークは生態系の保全と持続可能な利活用の両立が基本であ

るが、核心地域は世界遺産の基準に合致することもありえる。したがって、大規

模なエコパークが世界遺産を保全するための補完的な手段として使われることも

ある。 
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７）エコパークの法的枠組み 

エコパークは拘束力のある国際会議や条約の対象ではなく、ユネスコの一般会

議で採択され、全ての国が適用を付託されたエコパークのための法的枠組みとい

う「ソフトな法」によって規定されている。結果的に、ユネスコは政策機能を持

たず、エコパークが基準や機能に適切に応えていることを保証するのは各国の責

任（各国 MAB 計画委員会）になっている。このため、ほとんどの国では、エコ

パークに関する特別な法律を制定する必要はなく、既存の法的枠組みを利用して

いる。 

現在の枠組みでは、10 年ごとにエコパークの見直しが行われる。10 年間の再

検討報告書は関係機関で準備され、ユネスコに送付される。この報告書は一連の

手続きに従って審査され、エコパークとして基準に満たない場合には、世界ネッ

トワークのエコパークとしては承認されない。この手続きに入ったケースはない

が、いくつかの国では自発的に機能不適合なエコパークを撤回している。 
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第３章 周辺環境整備にあたっての基本的な考え方 

 

１ ユネスコ・エコパークの推進方向 

ユネスコ・エコパークは人間と自然の新たな関係を切り開くことがねらいであり、

自然を保全しながら地域の持続可能な開発のためのいわばモデル地域、学習拠点であ

る。 

また、エコパークの核心地域が世界自然遺産の基準に合致すれば、その地域は世界

遺産として認証される。したがって、大規模なユネスコ・エコパークが核心地域の中

に世界遺産を含むこともあり、エコパークが世界遺産を保全するための補完的な手段

として使われることもある。 

将来的に、南アルプスの世界自然遺産化を目指すためには、エコパークとしての取

り組みの中で、核心地域について、①学術的知見の集積、②保護担保措置の拡充、③

国民的な合意の形成、といった課題を解決していく必要がある。 

 

エコパークは前章で述べたとおり、保全機能、開発機能、支援機能の３つの機能を

もつことが条件である。このため、エコパークは「核心地域」、「緩衝地域」、「移行地

域」を設定し、各機能を充実することが求められている。 

 

南アルプス国立公園は、山梨県、長野県、静岡県の 3 県にまたがり、公園面積

35,752ha の約 4 分の１（9,182ha）が特別保護地区となっている。公園面積の過半を

占める山梨県では、公園面積 18,286ha の 22％が特別保護地区である。   

核心地域は国立公園の特別保護地区などが想定されるが、その保全については、国

立公園制度の諸規制などで対応可能である。また、高山植物、湿原、水源などのテー

マによって、保護地区を明確化することも、学術研究や保護活動の推進にとって、必

要となる。 

緩衝地域として想定される地域では、山小屋などを含む登山道沿い、広河原～芦

安・奈良田地区などが想定される。核心地域へ至る登山道については、環境学習活動

として利用可能なようにすべきである（例えば、北岳～大樺沢ルートについては土石

流と自然復元の環境教育に利用すること）。広河原～芦安・奈良田地区は南アルプス

登山の起点に当たり、住民・利用客が身近に自然環境に触れる地区であり、核心地域
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に も近い持続可能な開発のモデル地区・学習地点となる。自然景観の保全とともに、

自然の研究・教育拠点としてふさわしい環境の整備とそれを 大限に活用するための

仕組みづくりが必要となる。 

移行地域は、居住、労働、レクリエーション空間である。 終目標は人間の要求と

自然が調和するエコシステムの開発である。社会的に、環境的に好ましい生産及び物

産の開発は持続可能な開発に貢献する。農業・林業に見られるように、地域の典型的

な景観は持続可能な開発や生産方式によって特徴づけられる。ここに環境的に、社会

的に適切な観光開発ばかりでなく、環境的に社会的にも受け入れられる新たな物産・

サービス開発や雇用確保の可能性がある。 

 

図表 3-1 エコパークのゾーニングと方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核心地域

緩衝地域

移行地域

世界遺産

エコパーク

○エコシステムの保護
○学術研究の推進
○保護活動の推進

○環境学習の推進
○自然・景観の保全
○持続可能な開発

○持続可能な開発
○計画的コントロール

自然、動植物、湿原
水源等の保護エリア

自然地域に近接し
た居住・観光ゾーン

居住、労働、レクリ
エーションエリア
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２ 南アルプス地域の来訪者の特性と環境整備のあり方 

（１）南アルプスの来訪者の特徴と環境整備 

図表 3-2 は、南アルプスの広河原地区への来訪者と北アルプスの槍・穂高・常念

山系への玄関口となる上高地地区への来訪者を比較したものである。 

 

図表 3-2 南アルプスと北アルプスへの来訪者 

 南アルプス 
（広河原地区） 

北アルプス 
（槍・穂高・常念山系） 

来訪者 広河原 58,531 人 上高地 1,300,900 人 
登山者 約 8 万人 約 15 万人 

※ 来訪者は、南アルプスは山梨県、北アルプスは松本市の 2011 年度の集計 
※ 登山者は、各都道府県警の 2009 年度の集計 

 

統計のもととなった調査方法や時期が異なっている（南アルプスの場合、広河

原を経由せず、韮崎市側からの直接登山する者を含む、等）ため、厳密な比較は

できないが、広河原地区の来訪者のほとんどが登山者であるのに対して、上高地

地区の来訪者のうち登山者は約 1 割に過ぎず、その他の目的での来訪者が大部分

を占めている。 

この背景には、以下のような点があると考えられる。 

○ アクセス 

双方ともに、マイカー規制を行っている。マイカー規制区間で、上高地では

大正池までバスで 20 分程度、広河原はバスで 1 時間近くかかる。 

○ 眺望・景観 

上高地では大正池の景色や梓川の河童橋から穂高連峰等の眺望が開け、また、

明神池などの見所も多く、軽装備でトレッキングを楽しめルートも豊富である。 

広河原は文字通り峡谷の河原であり、南アルプスの山々を眺望することはで

きない。南アルプスを楽しむためには、広河原から急斜面を登ることが必要で、

気軽なトレッキングは難しい。 

○ 高原リゾートしてのブランドと雰囲気のある環境整備 

上高地は高原リゾートとして開発され、帝国ホテル等が立地する。また、谷

間の平野部を流れる梓川は緩やかで、遊歩道、河童橋など雰囲気のある環境整

備がなされている。 
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広河原は狭隘な地区、インフォメーションセンターや広河原山荘以外の施設

はない。野呂川は急流で、大樺沢からの落石などで河床が常に動いており、急

峻な山腹からの崩落などもある。 

広河原と上高地はそもそも地形、地質が異なっているため、同じ峡谷であっても

前後が 10km、幅が 大 1km というような沖積平野を持つ上高地の状態を広河原が

目指すことは困難である。 

したがって、本格的な登山客以外の南アルプスの自然に興味を持つ自然愛好家、

自然学習のための学校利用などを誘客できるよう、広河原からのトレイルの設定や

環境教育プログラムの拡充などの仕組みづくりが求められる。 

 

（２）緩衝地域における環境整備に向けて 

自然環境は、人々の過度な利用によっては環境破壊に結びつく。自然環境の利用

と保全については、誰でもが参加できるエリア、技術・体力を持つ人のみ許される

エリア、保護すべき自然エリアに区分し、自然学習や技術習得の程度に応じて、人々

の自然への参加を制御する方法がドイツ等の森林管理では一般的である。 

南アルプスをエコパークとして推進していくためには、南アルプスへの興味関心

や自然に対する理解度に応じて、移行地域から核心地域へと、応じてステップアッ

プしていけるような環境管理が必要である。 

図表 3-3 緩衝地域のエリア分けと必要な環境整備 

エリア 趣旨 環境整備 

A 

芦安、奈良田地区のように実際に居

住しているエリア。主として、行楽

客等が訪れ、南アルプスに接する機

会を提供。 

・軽装備のトレッキングコース

 

B 

広河原等の核心地域に も近いサー

ビスエリア。南アルプスについて体

験学習するためのエリア。 

・交通アクセス（利便・安全の

向上） 

・広河原の機能向上（宿泊研修）

・環境学習機能（体験プログラ

ム） 

C 

登山客が利用するが、将来的には、

広河原を起点とした自然学習、高山

植物教育などの体験コースや調査活

動としての利用。 

自然保全のために必要な実践知識の

取得を促すエリア。 

・山小屋の機能向上（エコトイ

レ） 

・テーマに対応したトレイルの

整備 
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図表 3-4 緩衝地域のエリア区分 

核⼼
地域

緩衝地域

移⾏地域

広河原

奈良⽥ 芦安

北沢峠
交通機関の限界線

居住の限界線

C

B

A  

 

３ 持続可能な開発のモデル地域として 

（１）地域資源と持続可能な開発の課題 

南アルプスにおける自然資源としては、水、山岳、森林、土砂、地質等があり、

その利用方法としては、下図に示したような利用方法が考えられる。これらの資源

の保全と利用のバランスをとり、持続可能な利用によって地域社会や経済の発展を

図るというのが、ユネスコ・エコパークの基本的な考え方である。 

 

図表 3-5 南アルプスの自然資源と活用内容 

 

 

ユネスコ・エコパークは自然を保全するとともに、持続可能な開発のモデル地域

である。また、世界のエコパークの経験を交換し、国内外の地域づくりに役立てる

ことが含意されている。 

南アルプス市（芦安地区）、早川町では、地域社会や地域経済の発展に向けた様々

な取り組みを行っている。今後、エコパークとして地域の持続的な開発をどうする
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かといった視点で、個々の取り組みを統合し、ブランド化することも必要であると

考える。 

 

（２）持続可能な開発に向けて 

南アルプス市及び早川町における地域づくりの取り組みはハード・ソフトの双方

がある。これら取り組みは個々の事業主体によって実施されている。また、自治体

が主導的に施設整備を行っている場合も多く、例えば自治体温泉施設の更新ように

施設の改修時期を迎えると、整理統廃合の問題が論じられるようになる。換言すれ

ば、個々の活動では持続可能な開発は今後ますます難しくなることが想定され、こ

れら経済活動、社会活動に係る関係者の協働が不可欠になる。資料編でふれた、６

つの自治体が集まったバイオスフェア・パークの例では、下表と同様の活動を行っ

ているが、マネジメント専従員は 3 人と少なく、その他の関係者との協働で環境教

育活動や PR 広報を行っている。その意味では緩衝地域になるであろう芦安地区や

早川町で、マネジメント体制を構築することは十分可能である。エコパークの推進

に向けて、具体的な協働を生み出す推進体制づくりが求められる。 

図表 3-6 主要な地域づくり活動 

項目 内容 備考（例及び課題） 

小水力発電 小金沢発電所 １．再生可能エネル

ギー ソーラー発電 メガソーラー他 

食品 そば、スウィーツ、酒・ワイン、
ハム、ジャム 

飲料水 ミネラルウオーター 

化粧水 ホッサマグナの水 

２．地域物産 

クラフト・工芸品 硯、ガラス、木工品、雑貨 

バイオマス燃料 自治体浴場等 ３．木材資源の利用 

製材・建築・家具 ― 

レストラン 自治体施設等 

温泉施設 自治体温泉施設等 

宿泊施設・山小屋 自治体施設等 

クラインガルテン 南アルプス市 

４．観光開発 

櫛形山フットパス 南アルプス市 

エコツアー 芦安ファンクラブ 
南アルプス生態邑 

サマーキャンプ 日本上流文化研究所他 

５．環境教育 

都市間交流 品川区との交流 

６．土砂採取 川砂利、山砂利砕石 ＊ 景観とのマッチング 
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早川町は、倉阪秀史教授（千葉大学）の研究にもとづく 2011 年の再生可能エネル

ギー自給率が 368.4％（全国 11 位）となっており、域外に再生可能エネルギーを供

給している。 

東日本大震災で引き起こされた原発事故以降、再生可能エネルギーが注目を浴びて

いる。2012 年 7 月には、再生可能エネルギーの固定価格買取制度がはじまるなど、

制度的な支援も充実しつつある。 

南アルプス地域の豊富な水資源を活用した取り組みとして、小水力発電を進め、エ

コパークの緩衝地域で必要となるエネルギーを再生可能エネルギーで全てまかなう

ことも可能である。 

エコに関心がある人々に、再生可能エネルギー自給率が 300％を超える自治体とし

ての認知度を向上させ、地域の活性化につなげることもブランドイメージを構築する

方法の１つであろう。 
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第４章 交通インフラの整備構想 

 

１ 交通インフラの改善 

（１）アクセス道路の整備経緯と課題 

１）アクセス道路の整備経緯 

南アルプス北岳の登山観光基地、広河原へのアクセス道路は、南アルプス林道

と県道南アルプス公園線がある。この 2 線は戦後の「野呂川流域総合開発計画」

の一環として、整備されたものである。 

① 南アルプス林道整備の経緯 

山梨県は県土の 78％が森林と、全国有数の森林県である。南アルプスの 奥地

である野呂川流域からも、江戸城造営や修復のために木材が伐りだされたと記録

もある。 

1939 年、野呂川流域の開発を目的に、奈良田から深沢尾根までの森林軌道の敷

設が始まり、1942 年に完成。これは幅 2m、総延長は 54km に及ぶ工事で、沿線

の森林の伐採が行われたが、土砂崩落などのため、廃止された。 

1952 年、「野呂川流域総合開発」の一環として、野呂川林道の建設が始まり、

1962 年に芦安と広河原までの野呂川林道が完成した。これは森林軌道の一部を再

利用したもので、木材の伐採搬出事業が行われたが、1964 年の南アルプス国立公

園の誕生に伴い、森林資源の開発が制限された。 

南アルプス林道は、森林の開発と地域産業の振興・観光開発等を目的に、特定

森林地域開発林道として、既設の野呂川林道を含め 1967 年から旧中巨摩郡芦安

村（南アルプス市）と長野県長谷村とを結ぶ延長 57km が旧森林開発公団（独立

行政法人森林総合研究所森林農地整備センター）によって着手された。工事は

1979 年 11 月に完成し、1980 年 3 月に山梨県および長野県長谷村に移管された。

山梨県では、林道の維持管理の万全を図るため、同 4 月に南アルプス林道管理事

務所を創設した。また、南アルプス林道は南アルプス国立公園内を通過すること

から、旧環境庁（環境省）の強い要請に従い、広河原以奥のマイカー乗り入れを

規制し、旧芦安村が村営のマイクロバスを運行することによって、利用者の便を

図った。 
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② 電源開発と県道南アルプス公園線の整備 

早川の上流は、南アルプスとその前山である巨摩山地にはさまれた奈良田、西

山の山間地であり、県道の整備以前には、馬や馬の引くトロッコが唯一の交通機

関であった。 

早川は有力な電源地帯として、古くから注目され、大正時代には早川第一、早

川第三発電所が早川電力によって造られ、東京電燈を経て、現在は東京電力が運

営を行っている。また、昭和初頭には田代川第一、第二発電所が田代川水力電気

によって造られ、日本発送電を経て、現在は東京電力が運営している。 

1953 年に山梨県は野呂川流域総合開発計画の一環として、早川上流の奥地開発

と電力不足解消に寄与するため電源開発計画を策定し、1954 年に西山発電所の建

設に着手し、奈良田第一、奈良田第二、野呂川発電所を次々と建設していった。 

1954 年の西山発電所建設にあわせ、まず、早川橋から奈良田までの道路整備を

行った。また、野呂川発電所の整備のため、1961 年からは野呂川、荒川の合流点

から上流 8km までの道路新設、1962 年には、野呂川橋で野呂川林道と接続した。 

 

図表 4-1 早川水系の発電所 

 発電所名 事業者名 
最大出力 

（kWh） 
発電形式 発電開始日 

1 野呂川 県企業局 20,000 水路 1963 年 12 月 

2 奈良田第一 同 27,200 水路 1961 年 9 月 

3 奈良田第二 同 4,400 水路 1961 年 9 月 

4 奈良田第三 同 2,500 水路 1985 年 4 月 

5 西山 同 18,800 ダム水路 1957 年 4 月 

6 湯島 同 2,000 水路 1983 年 4 月 

7 田代川第一 東京電力 17,400 水路 1927 年 9 月 

8 田代川第二 同 21,700 水路 1928 年 11 月 

9 早川第一 同 51,200 水路 1923 年 7 月 

10 早川第三 同 27,100 水路 1926 年 12 月 

11 角瀬 日本軽金属 13,000 ダム水路 1967 年 2 月 

12 雨畑川 東京発電 12,000 水路 1977 年 10 月 

 

２）アクセス道路と自然災害 

「山梨のみちづくりビジョン」（2009 年 3 月、県土整備課）によれば、山梨県

の通行止め頻度は全国平均の３倍と高い。 
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特に、南アルプス公園線は、急峻な地形と脆弱な地質構造により、台風、集中

豪雨などによる土砂災害によって交通遮断が起きやすい。 

また、南アルプス林道は急峻な中腹に建設されているため、県道南アルプス公

園線に比して土砂災害が起きやすく、2001 年には土砂崩落による夏シーズンの全

面通行止めとなっている。規制雨量を越えた際の臨時通行止めなどが毎年繰り返

されており、安全な道路に対する地域の期待は大きい。 

 

３）南アルプス周遊自動車道整備促進期成同盟会の活動 

本同盟会は、2001 年、峡南、峡西 11 町村で組織された。 

地域が待望している中部横断自動車道は、2001 年度に双葉ジャンクションから

白根インターチェンジ（IC）間が、2003 年度には南アルプス IC 間が、さらに 2006

年度には増穂 IC まで開通し、今後、六郷 IC から富沢 IC 間を「新直轄方式」で

整備することが決定された。 

本同盟会は、世界に誇る貴重で豊かな地域の大自然を保全・育成し、その魅力

を次の世代に受け継ぐこと、また地域住民や来訪者の快適な利用環境を確保する

ことを念頭に、以下の諸課題に向け、積極的に力強く取り組むとしている。  

① 南アルプス市桃の木から早川町奈良田間の生活関連自動車道路開削 

② 南アルプス林道（夜叉神峠以北）の安全対策と安全整備・南アルプス公園線

（奈良田以北約 4km）拡幅整備 

③ 国道 52 号、県道南アルプス公園線、甲斐芦安線の循環、環状自動車道整備

促進及び地域道へのアクセス道路の整備促進 

④ 中部横断自動車道各インターチェンジから国道 52 号及び地方道へのアクセ

ス道路整備 

本同盟会が掲げる①の芦安と奈良田地区の 奥地区間の道路整備は戦後から早

川町と芦安村（現南アルプス市）の悲願でもある。 

また、芦安と奈良田地区を直接つなぐ道路を整備することで、（ア）効果的な生

活関連道路（イ）中部横断自動車道からの県内外の観光客に対応した広域的な観

光振興（ウ）災害時の集落住民の孤立防止（エ）地場産業・新規産業の活性化―

などの数多くのメリットが考えられるとしている。 
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（２）新道路（新トンネル道路）計画の検討概要 

南アルプス周遊自動車道整備促進期成同盟会は 2009 年度、南アルプス市桃の木

温泉から早川町奈良田間の道路整備について、公益社団法人山梨県建設技術センタ

ーに調査検討を委託し、「南アルプス周遊自動車道の整備に関する検討」基礎調査

報告書を得ている。 

 

図表 4-2 新トンネル道路整備の概要 
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１）路線の検討内容 

同報告書では、道路整備について、以下の 3 つの案を比較検討している。とも

に道路、トンネル、橋梁からなるもので、道路はいずれも退避所を設けた 1 車線。

トンネルは車道幅員 4m、車道部の高さ 4.7ｍ、設計速度 20km/h としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-3 南アルプス周遊自動車道路トンネル区間の路線計画図 

 

・A 案…桃の木温泉～取り付け道路（約 160ｍの橋梁含む）～トンネル

（約 3000ｍ）～橋梁（270ｍ）～河童橋＝総延長 4900ｍ 

・B 案…桃の木温泉～取り付け道路（約 270ｍの橋梁含む）～トンネル

（約 3600ｍ）～橋梁（270ｍ）～河童橋＝総延長 4500ｍ 

・C 案…桃の木温泉～取り付け道路（橋梁 2 本含む）～トンネル（約

2400ｍ）～取り付け道路（約 200ｍの橋梁含む 6％の峠道）～

神楽滝付近＝総延長 12,400ｍ 
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報告書では、①山体崩落部と国立公園（特別地域）を避けること、②降雨・降

雪や路面凍結、落石や崩落などの自然災害を回避するために可能な限りトンネル

区間とすること、③経済性・安全性に優れること等から、A 案を推奨している。

事業費は概ね 75 億円を見込んでいる。 

 

２）整備の課題 

報告書では、以下の２つの課題を指摘している。 

① 費用便益比が低い 

山梨県の公共工事事前評価で定住的整備効果を加味できるとされる採択基準は

0.9 であるが、県建設技術センターの報告書によると桃の木温泉～河童橋をつな

ぐ自動車道（A 案）の費用便益比は 0.3 であり、一般的には整備対象外となる。 

○ 通常の費用便益比 

計画交通量は 500 台／日として計算（類推算定）。1 車線。 

(a) 費用 事業費 75.00 億円＋維持管理費 6.30 億円＝81.30 億円（単純合計）

事業費 72.43 億円＋維持管理費 2.41 億円＝74.84 億円 

（基準年＝平成 22 年度＝における現在価値）＝C 

(b) 便益 走行時間短縮便益 1.31 億円＋走行経費減少便益 0.11 億円 

＝1.42 億円 

（単年便益・初年便益） 

  走行時間短縮便益 23.13 億円＋走行経費減少便益 1.97 億円 

＝25.10 億円 

（基準年における現在価値）＝B 

…基準年は平成 22 年度、供用年は平成 32 年度。 

交通事故減少便益は算入していない。 

(c) 結果 費用便益比（事業全体）B/C＝0.3 
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ただし、南アルプス林道は他に通る道がない（甲府方面から南アルプス山岳地

域への主要なアクセス道路）であり、通行止めとなった場合に南アルプス山岳観

光に与える影響は大きく、その場合の費用便益比を試算すると 1.8 になる。 

 

○ 林道通行止めの場合の費用便益比 

(b) 便益 走行時間短縮便益 6.78 億円＋走行経費減少便益 0.95 億円 

＝7.73 億円 

（単年便益・初年便益） 

 走行時間短縮便益 119.39 億円＋走行経費減少便益 16.74 億円 

＝136.14 億円 

（基準年における現在価値）＝B 

(c) 結果 費用便益比（事業全体）B/C＝1.8 

なお、定性的な整備効果については、以下のような効果が期待できるとしている。 

・日常生活…両市町の相互交流拡大、災害による集落孤立化の予防と行き止まり

閉塞感からの解放 

・観光面 …広河原と甲府駅を結ぶ安全なルート確保により、南アルプス山岳観

光の活発化が期待。両市町による広域観光の可能性 

・行政  …広域自治の促進 

・自然環境…地表の工事がほとんどなくなる自然にやさしいアプローチ道路（自

然環境の保全につながる） 

② 県道認定の必要性 

報告書では、新道路はトンネルと橋梁が主体のため、林業経営や森林整備に資

する林道の性格が薄く、林道での整備は困難であるとしている。南アルプス林道

や県道南アルプス公園線の代替道路的な役割を持つこともあり、県道として整備

することが望ましいが、そのためには道路法第 7 条による県道認定が必要である。

法の示す基準に該当するかが課題である。 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都道府県道の意義及びその路線の認定） 

第 7 条 第 3 条第 3 号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、

次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内

に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。 

 

1．市又は人口 5 千以上の町（以下これらを「主要地」という。）とこれらと密

接な関係にある主要地、港湾法第 2 条第 2 項に規定する国際戦略港湾、国際

拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法（昭和 25 年法律第

137 号）第 5 条に規定する第 2 種漁港若しくは第 3 種漁港若しくは飛行場（以

下これらを「主要港」という。）、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは

停留場（以下これらを「主要停車場」という。）又は主要な観光地とを連絡す

る道路 

2．主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する

道路 

3．主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路 

4．2 以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な

関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路 

5．主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある

高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連結

する道路 

6．前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路 
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（３）新トンネル道路整備と活用方向 

１）新トンネル道路の地域への貢献 

新トンネル道路は、南アルプス市、早川町のそれぞれの 奥部である芦安地区

と、奈良田地区を連絡するもので、この道路整備によって、南アルプス周遊道路

の骨格が形成される。この新トンネル道路に関しては、生活道路等として地域社

会に寄与するとともに、南アルプスの登山拠点の広河原への安全なアクセス路を

確保する上で、重要である。また、ユネスコ・エコパークが目標とする自然保護、

自然学習、持続可能な利用などの取り組みについて様々な連携が可能となる。新

トンネル道路の整備の効果は、以下のようにまとめられる。 

 

図表 4-4 新トンネル道路の整備効果 

項目 効 果 

災害時・緊急時

対応 

・災害時でも安定した交通ルートが確保される 

・災害時の緊急輸送路…災害時の集落孤立が防止できる 

・救急救命医療体制…心筋梗塞・脳卒中など一刻を争う深刻な病気

が出た場合、地域間で連携して対応できる 

地域の連携強

化 

・芦安、奈良田地区がトンネル道路の整備により 120 分短縮される 

・エコパークでは、地域社会において、行政や研究者、住民団体、

民間企業等の協働により、自然の保全活動、環境教育、持続可能

な利用を進めることが目標であり、南アルプス市、早川町等の広

域連携が強化される 

・産学官の交流・地場産業の育成、地域の持続的可能な開発の取り

組みを促進する 

観光開発 ・林道通行止めの場合でも甲府方面からの南アルプスへのアクセス

は容易となり、県道にトラブルがあった場合でも、一時的に林道

を迂回路として活用することができる。トップシーズンの南アル

プス観光への打撃も 小限に抑えられる 

・中部横断自動車道を利用した東方面、南方面からの利用者に対応

できる 

・観光果樹農園、温泉、身延山などの観光スポットの連絡が良くな

り、多様な観光ニーズに対応可能となる 

水力発電の維

持管理 

・早川上流・野呂川の山梨県企業局の発電所、ダムの保守管理が容

易になる 

・災害時、緊急時のアクセスが確保できる 

野呂川流域の

県道、砂防ダ

ム・砂防工事・

維持管理 

・早川上流地域への 短アクセスが確保され、砂防ダム・県道の維

持管理や工事が容易になる 

・災害時の迂回路が確保できる 
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２）交通体系と路線の役割 

新トンネル道路が形成されると、各路線の役割は以下のように位置づけられる。 

○ 南アルプス公園線 → 広河原へのメイン・アクセス・ルート 

○ 林道南アルプス線 → 行楽客向けにゆっくり景色を楽しむ、広河原への

アクセス・ルート 

○ 南アルプス周遊道路 → 南アルプス市と早川町が新たなトンネル・橋梁

で結ばれた、南アルプスの周遊観光を推進するためのルート 

現在、広河原までは林道、県道をそれぞれ路線バスが運行している。新トンネ

ル道路の整備により、甲府方面からの利用者は林道を使わずに、県道甲斐芦安線

（桃の木温泉）～新トンネル道路～県道南アルプス公園線（河童橋）～広河原と

いう安定したルートで広河原まで向かうことができる。また、広河原までの所要

時間は、林道を利用する場合と同等もしくは短くなる。 

身延方面からの利用者は現在と同様に「県道南アルプス公園線～広河原」ルー

トが主要なアクセス道路である。 

図表 4-5 新トンネル道路を活用した林道と県道の役割分担 

河童橋河童橋

開運隧道開運隧道

奈良田奈良田

身延方面 甲府方面

芦安芦安

桃の木温泉桃の木温泉

ガイドバスルート
（南アルプス林道）

行楽客向け＝途中を楽しむ

ガイドバスルート
（南アルプス林道）

行楽客向け＝途中を楽しむ

メインアクセスルート
（県道南アルプス公園線）
広河原直通客向け＝山へ

メインアクセスルート
（県道南アルプス公園線）
広河原直通客向け＝山へ

メインアクセスルート
（周遊道路トンネル）

広河原直通客向け＝山へ

メインアクセスルート
（周遊道路トンネル）

広河原直通客向け＝山へ

北沢峠北沢峠

駐車場、バス停
トイレ、売店等

駐車場、バス停
トイレ、売店等
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３）自然環境保全と交通規制の方向 

現在、県道南アルプス公園線の開運隧道～広河原区間はマイカー規制と冬季閉

鎖の対象となっている。また、南アルプス林道については、芦安～北沢峠区間が

規制対象である。今後、自然環境保全と適切な利用を推進するためには、新トン

ネル道路の整備後の道路体系について、一般車両の乗り入れ規制を図る必要があ

る。 

 

図表 4-6 乗り入れ規制が想定される区間 

区間  期間 備考 

１．河童橋～広河原（県道） 一般車両の乗り入れ規制 通年、冬季閉鎖 現状継続 

２．奈良田～河童橋（県道） 一般車両の乗り入れ規制 夏季のみ  

３．新トンネル道路 一般車両の乗り入れ規制 夏季のみ  

４．芦安～広河原（林道） 一般車両の乗り入れ規制 通年、冬季閉鎖 現状継続 

 

４）新トンネル利用の問題点と対応策 

地域住民の中には、芦安、奈良田両地区の生活道路として活用するためには、

現在マイカー規制と冬季閉鎖の対象となっている県道南アルプス公園線の開運隧

道～河童橋区間を、拡幅・改良工事などをした上で、規制を解除する必要がある

との意見がある。 

新トンネルの仕様は 3,000ｍ、１車線、設計速度 20km であることから、車が

トンネルを通過するのに 9 分かかるため、夏シーズンには混雑が予想される。ま

た、通常の自動車であれば、排気ガスの問題もある。そのための対応策としては

以下のようなものが考えられる。 

 

① 公共バス、相乗りタクシー等については、電気気動車、ハイブリッド車に

切り替える。 

② 地元住民については、緊急時を除き、夏季などのシーズンに限って規制を

行う。 

③ 地元住民については、緊急時を除き、共用の電気自動車利用等に限って、

通年通行を認める（観光サービス業の送迎、コミュニティバスの運行他）。 
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２ 南アルプス林道の新たな利用 

芦安地区から広河原までの南アルプス林道は、新しい利用方法を想定する。 

（１）自然ガイド遊覧バス 

小型の自然ガイド遊覧バス（アドベンチャーバス）を運行させる。バスにはガイ

ドが同乗。乗客にビュースポット（写真）だけでなく、南アルプス特有の植生や動

物、緑あふれる山々の風景、渓谷を見下ろすスリリングな場所、大規模な土砂崩れ

の現場など、美しくワイルドな南アルプスの姿を現場で解説する。ビューポイント

などではバスを停車させ、乗客にゆっくりと眺望を楽しんでもらう時間をつくる。

これにより、多くの人に南アルプスの自然について理解してもらう機会になる。ま

た、幅広い人たちに南アルプスの自然（山、地質、動植物など）を学んでもらう学

習の機会でもある。 

自然ガイドバスルート（市営芦安駐車場～広河原、距離約 20km）は、主として

自然愛好家や一般の行楽客を対象とする。 

 

 

（２）マウンテン・バイク利用（電動アシスト自転車） 

山岳地域では、住民にとっても、訪問客にとっても自動車交通の環境的、健康的

な影響が大きい。自動車フリーの観光地づくりに向け、ヨーロッパ・アルプス地域

では、「自動車を使わずに過ごす休暇、リラックスした時間を楽しんでもらう」た

め、観光地への往復交通手段については、公共交通機関とし、観光地内ではシャト

ル・タクシー、電気自転車、馬車などの利用を行う観光地域づくりが推進されてい

る。また、これら公共交通機関を利用する観光客に対する様々な特典が検討されて
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いる。 

林道については、マウンテン・バイクや電動アシスト自転車の貸し出しによる利

用なども考えられる。貸し出しに関しては、芦安観光協会など。 

 

３ ロープウェイの整備 

（１）ロープウェイの特徴 

ロープウェイは、環境にやさしい交通手段である。山の斜面や頂上に支柱を立て

て建設するロープウェイは地表を削って整備する自動車道路より環境負荷が小さ

く、動力に電気を使うことで温室効果ガス（CO2）を排出しない。 

わが国では、スキー場、遊覧、登山の手段などの観光開発を目的にしてロープウ

ェイを整備することが一般的である。現在、ロープウェイの高低差の国内 高は駒

ケ岳ロープウェイ（長野県）の 950m（全長 2334m）である。 

諸外国の高低差のある都市や村でロープウェイを日常の交通手段として、利用し

ているケースがある。資料編で示す、イタリアのシャモアというスキーリゾートで

は、スキーシーズン以外にもリフトを村民の日常生活の足として利用し、村内は電

気自動車を用いるなど、環境に配慮した村づくりを行っている。 

芦安、奈良田の両地区は、南アルプスの麓でありながら南アルプスの眺望を体感

することができない。これら地区周辺で、魅力ある環境学習活動を拡充していく場
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合には、南アルプスのパノラマを楽しめる場所に容易にアクセスできるロープウェ

イを敷設することが考えられる。 

図表 4-7 観光地とロープウェイ 

名称 開業 全長（ｍ） 高低差（ｍ） 定員（人） 

１．身延山 1963 年 1,665 763 45 

２．河口湖 1959 年 460 219 36 

４．箱根 1959 年 4,000 18 

５．新穂高―１ 1979 年 573 188 45 

  新穂高―２  2,598 848 121 

６．谷川岳 2005 年 2,400 575 22 

７．北八ヶ岳 1967 年 2,215 466 100 

８．筑波山 1965 年 1,300 298 70 

９．駒ケ岳 1998 年 2,334 950  

 

（２）ロープウェイの設置候補地 

芦安、奈良田地区から近く、魅力的な眺望やトレッキングを楽しめる場所へのア

クセス手段としてロープウェイを設置する場合、候補地は以下のようなものがある。 
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図表 4-8 ロープウェイの設置候補地 

 

◎芦安－夜叉神ルート 

延長約 2.5km 高低差 900m 

◎河童橋－かんば平ルート 

延長約 1.7km 高低差 650m 

◎河童橋－大唐松山ルート 

延長約 3.1km 高低差 1,250m 

 

河童橋－大唐松山 ルート 

河童橋－かんば平 ルート 

芦安－夜叉神 ルート 
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１）芦安～夜叉神峠（ルート A） 

芦安村営駐車場から夜叉神峠に近い「笹刈」までつなげる（水平距離約 2.5km、

高低差 900ｍ）。笹刈から夜叉神峠（1770m）までは歩いて数分で到着でき、夜叉

神峠からは北岳、間ノ岳などが望める（写真）。 

 

 

２）河童橋～かんば平（ルート B） 

夜叉神峠から高谷山、かんば平は稜線に位置し、眺望が楽しめるトレッキング

コースの整備が可能である。かんば平（1717ｍ）では甲斐駒ケ岳から農鳥岳方面

まで広い範囲の眺望が楽しめる（写真）。 

かんば平から、県道と新トンネル道路の交差する河童橋近傍をつなぐロープウ

ェイがあれば、バス、ロープウェイを利用して芦安～夜叉神～かんば平～芦安 1

日周遊トレッキングが可能となる。また、奈良田からの周遊トレッキングも可能

であり、様々な環境学習活動にも活用できる。河童橋～かんば平まで、水平距離

約 1.7km、高低差 650m。早川の渓谷観賞もできる。 
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３）河童橋～大唐松山東側（ルート C） 

大唐松山（2581ｍ）より東側に下った場所（2346ｍ）は周辺がひらけており、

北岳、間ノ岳から鳳凰三山まで幅広い南アルプスの山々を望むことができる(写

真)。さらに約 100m 東側の尾根もひらけており、そこから南沢方面に 10 分ほど

下ると水量豊富な水場もある3。農鳥岳方面への登山にも活用できる。河童橋から

ロープウェイをつなげる場合は、この東側尾根に接続する（水平距離約 3.1km、

高低差 1250m）。 

 

 

○ その他（河童橋～滝ノ沢頭
がしら

山） 

大唐松山の北東に位置する滝ノ沢頭山（2149m）は、白根三山、鳳凰三山が見

渡せる恵まれた地形である。山頂が樹林のため、現在は眺望がきく状態にはない。

この場所はルート C の大唐松山東側尾根から尾根伝いにつながっており、2 つの

ビューポイントを行き来する登山道を整備すれば活用の幅が広がる。河童橋から

つなげる（水平距離約 2.1km、高低差 1000m）。 

                                                  
3 山梨県山岳連盟「大唐松尾根調査報告書」（2008 年 3 月）より 
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第５章 持続可能な拠点整備構想 

 

１ 持続可能な自然地域の形成 

（１）山岳地域の課題 

山岳地域では、し尿処理が適切でないと、植物や水源などへ影響を及ぼす。北ア

ルプス山岳地域に比較し、南アルプスの訪問客は少ないとはいえ、年間 6 万人前後

の登山客が山小屋や休憩所のトイレを集中的に利用する。今後、エコパークなどの

活動が推進され、自然愛好家や自然体験学習者が増加することを想定すると、適切

なトイレの整備が必要となる。 

電力供給や給排水インフラ施設が整っていないこと、気温の季節変動や利用者の

季節変動が大きいことの理由から、山小屋や休憩施設などでの適切なし尿処理装置

の導入が困難な場合が多い。 

 

（２）エコトイレの導入 

エコトイレとしては、微生物の力を利用して汚水を処理するシステムや、水を再

利用する方式、燃焼式など実に多様な方法があるが、中でも微生物を利用する事例

が も多い。エコトイレの全ての方式に電力が必要であるが、ソーラー、小水力発

電、ミニ風力発電で、エネルギーを供給することも可能であるため、山岳地域での

使用ケースが多い。 

北アルプスではエコトイレの利用が進んでおり、富士山、南アルプスでもエコト

イレが導入されている。 

 

１）富士山のエコトイレ 

富士山は道路、電気、水道等の都市インフラが全くなく、気象が過酷であるた

め汲み取り式であったが、エコトイレの出現によって、汲み取り式以外のトイレ

の整備が可能になった。しかし、気温かつ利用者の季節変動・日変動が大きく、

十分に機能しているとはいえないものであった。2012 年 6 月に完成した 5 合目

管理センターのトイレは、生物処理、オゾン処理の合体方式で、より季節変動に

対応できるものとなり、現時点では快適に運用されている。 
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２）南アルプスでの展開 

野呂川広河原インフォメーションセンター（環境省整備）は 2012 年にオープ

ンした施設であり、再生可能エネルギー、エコトイレを導入した環境配慮型の施

設である。このトイレは、簡易浄化槽＋オゾン処理方式のトイレである。簡易浄

化した後、汚水のオゾン処理を行い、処理された水（中水）をトイレの洗浄に再

利用する。浄化槽の汚泥は凝縮された後で、汲み取り処分される。広河原までは

電力がきており、当センターはこれを利用しているが、電力使用量は少なく、セ

ンターの屋根に設置された太陽光発電などでも稼動可能と思われる。山間地域に

おけるエコトイレの好例である。 

 

３）山小屋等のエコトイレの導入 

2003 年から、環境省は「環境技術実証事業」（自然地域トイレし尿処理技術分

野）を実施し、自然地域トイレし尿処理技術ガイドブック（2012 年 2 月）を公開

している。 

それによれば、トイレのし尿処理技術はおおよそ開発されており、残る問題は

終的な汚泥処理と電源供給である。電源供給についてはソーラー（風力）＋蓄

電池などでも対応可能であるが、汚泥処理は利用者の理解（トイレットペーパー

の分別、携帯トイレの持参）、維持管理における官民協力（汚泥残渣の搬出）など

が必要である。 

トイレ問題はゴミ持ち帰りと同様に自然保護活動の 重要課題である。エコト

イレの導入整備計画については、自然保護活動、自然学習活動の第一歩として、

関係者と検討すべき課題である。 
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図表 5-1 エコトイレの分類 

方1 生物処理 微生物を用いて生物学的に処理する方法（微生物・カキ殻浄化） 

特

徴 

微生物や微生物の住

みやすいカキ殻の浄

化力を生かした処理

方法 

浄化された水は再利

用される 

 

          出展：永和国土環境株式会社HP

 使用エネルギー 電気、(補給水) 

2 物理化学処理 物理化学的に処理する方法（オゾン浄化） 

特

徴 

オゾンの殺菌力や消

臭力を浄化槽の汚水

処理に活用 

単体では動かない 

 

出展：エコデザイン株式会社HP

 使用エネルギー 電気 

3 土壌処理 土壌に埋設した散水管を通して土壌中の微生物にて処理する方法 
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特

徴 

土壌に住む微生物の

力を活用した方法 

汚水は蒸発散させる 

中水利用する方式も

ある 

 

出展：株式会社オーケーHP

 使用エネルギー 電気 

4 乾燥・焼却処理 乾燥・焼却により、し尿の水分を除去し、粉末化する方法 

特

徴 

回転ドラムで撹拌し

た汚物をバーナーで

焼却する 

 

出展：株式会社ミカサHP

 使用エネルギー 電気、灯油 

5 コンポスト処理 杉チップやオガクズ等と混合・攪拌し、処理する方法 
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特

徴 

杉チップで汚物を分

解処理 

汚水は再利用する 

 

出展：エスアイ産業株式会社

 使用エネルギー 電気 

6 その他 汲取り式、簡易水洗トイレ 

 

２ 山岳地域における再生可能エネルギー 

（１）山梨県の小水力発電の位置づけ 

急峻な山地に囲まれた山梨県では、落差の大きい河川を多く有し、それを利用し

た水力発電の歴史は長い。古くは明治期に桂川水系の水を利用した水力発電が東京

都市部の電力や中央線の電車の動力に電力を供給したのを皮切りに、民間企業、山

梨県などにより大きな水力発電所が開発され、今現在も電力を供給している。 

福島第一原子力発電所の事故以降、原子力発電に対する不安の中で、山梨では改

めて水力発電の意義が高まっているところであるが、基本として、水力発電には以

下のような優位性がある。 

 化石燃料を使わない（CO2を排出しない）クリーンエネルギーであること 

 水を利用するため純国産のエネルギーであること 

 再生可能エネルギーであること 

 24時間ほぼ一定の発電量が確保できるため、電力として安定していること 

 発電システムとしては明治以降100年以上の実績があり、技術が確立している

こと 

このように大きな河川における水力発電に加え、多くの場所で水が流れる山梨に

おいては小水力発電の利用も期待されている。小水力発電は上記の水力発電の優位
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性に加え、設置規模を小さく出来るメリットもある。 

 

（２）小水力発電の種類 

１）使用する水による分類 

① 渓流水利用 

② 農業用水利用 

③ 上下水道・工場内水利用 

④ その他 

― 砂防堰堤利用 

― 既存ダムから放流する河川維持流量を利用 

 

２）小水力発電に用いられる水車 

一般的に図表 5-2 に示すような水車が小水力発電に用いられている。 

 

図表5-2 小水力発電に利用する用いられる水車 

水車分類 イメージ 

フランシス水車 

（大容量～小容量、高落差～低落差で

の利用が可能） 

 

ペルトン水車 

（高落差での利用） 
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クロスフロー水車 

（低流量での発電効率低下が少ない）

 

プロペラ水車 

（低落差で利用） 

 

ターゴインパルス水車 

（フランシス水車とペルトン水車の

中間領域で有利な水車） 
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上掛け水車、下掛け水車 

（発電効率は低いが、水車らしい水車

で環境教育の材料にも用いられる） 

 

出典：ハイドロバレー開発計画、かんでんHP 

（３）早川水系の水力発電 

１）水力発電の状況 

現在、早川水系においては、東京電力、県企業局などの 13 発電所により発電

が行われている。2011 年度における早川水系の発電実績を各種資料から推計する

と、下表に示すとおり、4 事業者合計で 11 億 kWh を発電していると推計される。 

これは、2011 年度のエネルギー白書による 1 世帯あたりのエネルギー消費量

（38,179×106J）を基準とすると、約 10 万世帯分の電力を発電したこととなる。 

図表 5-3 発電実績の推計 

最大出力合計
（ｋW)

H23発電実績
（ｋWh)

平均稼働率

県企業局 74,900 350,664,960 53.4%

東京電力 118,400 554,322,180 53.4%

東京発電 12,000 56,181,302 53.4%

日本軽金属 32,900 154,030,403 53.4%

1,115,198,845
 

※県企業局資料から作成 
※県企業局以外の事業者については、県企業局の稼働率から推計（網掛け部分） 
 

図表 5-4 は環境省が作成した中小水力発電のポテンシャルを調査した地図であ

る。すでに大規模な電源開発が行われている早川水系であるが、5,000kW 以下の

発電ポテンシャルを持つところが少なからず存在しており、今後中規模以下の水
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力発電を行っていく余地がある。ちなみに早川町の保川（写真）では、水力発電

の可能性について調査が始まっている。 

 

図表 5-4 中小水力賦存量・導入ポテンシャル 

 

環境省：再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ・ゾーニング基礎情報 
（平成 23 年度版） 
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２）既設砂防堰堤を活用した小水力発電 

国土交通省が作成した「既設砂防堰堤を活用した小水力発電ガイドライン」に

よると、発電の方式としては、「砂防堰堤落差方式」と「導水路方式」がある。そ

の概要は、表の通りである。 

南アルプス市においても、金山沢水力発電所が整備されている。 

図表 5-5 発電方式の特徴 

発電方式 砂防堰堤落差方式 導水路方式 

概要 

砂防堰堤の直下に発電施設を設

置して、堰堤の落差を利用して

発電する 

砂防堰堤の本堤や副堤から取水し

て、導水路によって下流に導水す

ることで、その勾配から得られる

落差を利用して発電する 

工事費用 工事費用を抑えることができる 導水路に要する工事費用がかかる

発電出力 
大きな出力を得ることができな

い 
大きな出力が期待できる 

発電所の

立地 

発電場所は砂防ダム下に固定さ

れる 

発電施設の場所を柔軟に選択でき

る 

 

□ 金山沢水力発電所 

南アルプス市が 2010 年に建設。金山沢川の既存の砂防堰堤に穴を開けて取水

し、140ｍ先の発電所まで導水、有効落差 44ｍを利用し発電する。 大出力は

100ｋＷ、発電量は 200 世帯分に相当する。発電した電気は南アルプス芦安山岳

館などで利用している。 

 
（南アルプス市ウェブサイト） 
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３）渓流を利用した小水力発電所 

2001 年 10 月から、北沢峠の長衛荘と公衆トイレについては、近くの薮沢渓流から

取水し、小水力発電を行い、その電力を利用する取り組みが行われている。 

 

 

（４）広河原地区で展開が期待される小水力発電 

野呂川水系は急峻な山岳地形により、計画的な砂防事業が展開されており、既存

の砂防堰堤を利用しての小水力発電は技術的に可能である。事実、南アルプス市で

は金山沢川の砂防堰堤を利用した小水力発電施設を建設・運用し、 大出力100kW

を発電している。 

広河原にも大樺沢の砂防施設（写真左）が存在する。 

 一つ一つの砂防堰堤の有効落差が数mのものを階段的に設置して土砂流出を

抑制する形式であること 

 堰堤内は土砂移動があり、発電施設の保護が難しいこと 

を考慮すると、取水可能な場所で取水施設を設置し、導水して下流側で発電する方

式が考えられる。 

雪融け水による水量の多い時期は、夏山シーズンである。夏には広河原山荘（写

真右）の使用電力が増加する。大樺沢の砂防堰堤を利用した小水力発電をおこなえ

れば、自然エネルギーによる山荘運営が実現する。 
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大樺沢の豊富な水量を利用した小水力発電を導入し、広河原の施設群に供給でき

れば、広河原が分散型エネルギーの実験地区として、環境学習の対象になろう。 

  

 

図表5-6 大樺沢の砂防堰堤を活用した小水力発電 
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図表5-7 広河原での小水力発電施設のイメージ 

 

 

（５）まとめ 

○ 山小屋や公衆トイレに必要なエネルギーについては、小水力、小風力、太陽

光などの自然エネルギーと蓄電池の組み合わせが考えられる。標高・気象（霧

が発生しやすいか）、地形・方位、利用水源からの距離などによって、利用可

能な自然エネルギーが明確になる。山小屋等のエネルギー需要施設について

個別的に、調査検討し、軽油等による発電から再生可能エネルギー利用へと

転換することが求められる。 

○ 広河原などの施設については、インフォメーションセンターをモデルに、再

生可能エネルギーによる自立型の施設に改造していくことが望ましい。また、

地区内の交通については水力発電による電気自動車・バス、電動アシスト自

転車への利用転換を推進することが期待される。 

○ 以上、自然環境との接点になる地区の取り組みを通じて、再生可能エネルギ

ー・分散型エネルギーの地域形成のあり方を住民参加で考えていくことが、

エコパークのねらいでもある。 
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３ 広河原地区整備構想 

（１）環境学習機能の充実 

１）自然保護活動、環境学習、登山学習 

広河原は核心地域と移行地域とを橋渡しする緩衝地域の中核的な存在であり、

自然の保全や環境教育、観光などの面で重要な役割を果たすべき場所である。現

在の広河原を活用する層は「南アルプス山岳登山を目的とする一部の登山客」が

中心である。 

現在、芦安ファンクラブが登山教室、登山道の維持・管理や自然観察会、自然

保護活動を行っている。今後、これら団体の活動をベースとして、家族連れの行

楽客から登山のベテランまでの幅広い層が集い、情報交換をしながら、登山とと

もに環境体験・学習が可能な場所として施設機能の充実を図っていくことが求め

られる。 

図表 5-8 広河原の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気候変化・自然災害・防災 －国交省・日本上流文化圏研究所等

自然学習・自然保護活動 －芦安ファンクラブ等

自然保護活動、調査研究、モニタリング

登山体験学習

登山技術、アウトドア訓練

（登山教室、登山ツアー）

環境体験学習

①自然体験学習、自然保護活動

（自然教室、エコツアー、エネツアー）

②気候変化・自然災害・防災

＋

登山体験学習 －芦安ファンクラブ・関連団体・プロショップ
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２）地域防災学習機能 

① 山梨県における防災学習の意義 

山梨の防災を考える時には、武田信玄の伝統的治水施設の信玄堤がある御勅使

川流域は目に見える形でその効果が分かりやすい。しかしながら、南アルプス流

域の治山治水システムは、当地がジオパークとして位置づけられるように、その

生成もダイナミックなプレート移動によるものであり、崩壊も急峻な山岳地形な

らではの特性を持つ。防災の位置付けは、まさに自然とどう向き合って生きてい

くかの象徴的な取り組みとなる。 

周遊道路の整備により、移動時間の短縮が図れると、野呂川・早川流域の治山・

治水システムと御勅使川流域の治山・治水システムが見学でき、治水技術の年代

の違い（戦国時代から近代、現代）も見られ、比較学習など興味深い体験が出来

る。 

② 早川流域の防災工事の概要 

・ 早川流域は、フォッサマグナの西端である糸魚川－静岡構造線が縦断し、岩

質は極めて脆弱で、土砂災害の常習地帯である。 

・ 平均河床勾配は 1/25 である。 

・ 稲又第三砂防えん堤：高さ 50ｍ、貯砂量（127.3 万ｍ3）とともに、富士川砂

防事務所管内で 大。 

③ 御勅使川流域の防災工事の概要 山梨県 HP より  

・ 御勅使川は、南アルプス連峰に連なる唐松峠に源を発し、南アルプス市芦安

を西から東へ流下して、 釜無川（富士川）に注ぐ、流域面積 75k ㎡、流路延

長 18.8km の一級河川である。 

・ 下流部には、日本三大扇状地として知られる御勅使川扇状地が広がり、一面

の果樹農地が広がっている。 一方、上流域の山地では、V 字谷を形成する、

渓床勾配 1/10 以上の急峻な渓流となる。 

・ 本渓流は古来より多くの水害を発生させてきた河川であり、古くは戦国時代

に武田信玄が施行した石積出し、将棋頭等の遺構も現存している。 
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④ 砂防施設と防災教育 

・ 伝統的砂防施設や事業中の砂防施設群を学習することで砂防事業の歴史と

前線の現場を理解する。 

・ 砂防事業の必要性、上流域の防災について理解を深める。 

・ 早川流域の脆弱な地質と砂防施設とをリンクさせてより実践的なジオパーク

(地学的な見地に工学的な見地を含めた防災学習の場)を展開する。 

⑤ 推進方向 

既に実施されている体験ツアーなどの主催者と連携し、防災をテーマとした体験ツ

アー、視察会などの体験プログラムの企画実施、河川管理者等による自然災害・防災

に関心を持つ人、地域住民を対象とした案内会、専門家や関連学会による土木遺産と

現在の砂防施設の視察会などを行い、「砂防の聖地：南アルプス」の防災の取り組み

と地域防災の意義を普及する。 

 

□ 防災ツアー・学習会の提案例 

○ 国土交通省主催の富士川砂防塾(一般対象)、キャンプ砂防(学生対象) 

○ 日本上流文化圏研究所の着地型観光(砂防施設を利用した着地型観光「マニ

ア向け、砂防ダムめぐり、オプション発電所めぐり」の企画立案) 

□ 事例 

○ 長野県小谷村の土木アート砂防ダムめぐりツアー［小谷夏の探検ツアー］ 

旅行企画／実施 小谷村観光連盟 4,900 円 昼食付き 

＊小谷村役場（8:30）⇒ブロックえん堤⇒鋼製格子枠えん堤⇒昼食⇒セルえん堤⇒リ

ングネットえん堤⇒スーパー砂防えん堤⇒小谷村役場（16:00 頃） 

 

□ 地域内の土木遺産 

○ 登録有形文化財 芦安堰堤(日本で 初にコンクリートを使用して築造され

た砂防堰堤) 

○ 選奨土木遺産 御勅使川堰堤群(芦安堰堤、源堰堤、藤尾堰堤 大正期の砂防

堰堤で、当時 大級の高さ、大きさ、及び美しさを持つ、 初期の練積堰堤

群) 
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（２）広河原地区の整備イメージ 

１）広河原地区の整備状況 

南アルプス国立公園の中で広河原は代表的な山岳観光の拠点である。広河原に

関しては以下のような施設整備が行われている。また、大樺沢の土砂崩れの自然

復元・再生工事（砂防ダム）、野呂川護岸工事などの防災対策工事も実施されてい

る。 

図表 5-9 広河原の歴史 

時代 概要 

1964 年 6 月 1 日 南アルプス国立公園指定 

1967 年 5 月 広河原ロッジ建設（山梨県）（24 室、80 人収容、入浴施

設もあった） 

2004 年 3 月 広河原ロッジ閉鎖（山梨県）（地域自治体への移管も考え

たが、改修工事費がかかるため、解体） 

野呂川・広河原集団施設地区再整備基本計画調査（環境省）2005 年、06 年 

アルペンプラザ閉鎖・解体（1986 年建設～）（市） 

2009 年度 インフォメーションセンターの整備（環境省） 

2011 年度 広河原へリポートの整備（環境省） 

 

（３）施設整備イメージ 

１）野呂川広河原インフォメーションセンター（既存） 

南アルプスの山岳に対する情報センターに特化する。四季を通した南アルプス

の魅力や動植物、景観、地質、登山ルートの紹介など幅広く情報を提供する。 

建物後ろ側の広場に北岳展望デッキを整備したい。 

２）広河原山荘（登山学習施設等）（拡充） 

広河原山荘は登山に対する様々な知識や訓練などを総合的に提供する施設とし

て整備・拡充する。登山初心者を対象に、キャンプをしながら登山・アウトドア

の基礎を学ぶツアーイベントを実施する（民間スポーツプロショップなどとの共

催ツアーイベントなど）。また、山岳ガイドの養成や上級者のための訓練コースを

開催する。施設は学習するための施設や、登山のための用具プロショップ、ロッ

ジ、食堂、キャンプサイトなど。 
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３）自然学習体験施設（新規） 

かつての広河原ロッジ跡に、広河原園地の森や登山道、川等を利用して登山や

川遊び体験などができる施設として整備する。主に小中学生や初心者を対象とし、

地域内外の小中学校の林間学校としての利用を想定。宿泊施設、集会施設などの

整備を想定。 

 

４）原生林フットパス（新規） 

広河原に残された貴重な原生林を維持管理し、かつ観光客に開放するために、

木道を整備し、森の魅力を紹介する場所とする。所々にはデッキを配置し、木漏

れ日の中、風を感じながら森林浴ができるような場所とする。 

 

５）多目的サービス施設 

一般行楽客、広河原経由の登山客に対するサービスセンターとして、観光案内・

交通案内・売店・休憩所・レストラン等幅広いサービスを提供する。また、地域

の特徴になっている自然災害復旧技術、再生可能エネルギーなどに関連する専門

家の調査視察などに対応可能な研修・会議機能も想定。 

 

※広河原は国立公園特別地域内であるので、各種整備に関しては関係機関との調

整を要する。 
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図表 5-10 広河原の整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野呂川広河原 
インフォメーションセンター 

広河原山荘 
（登山学習施設） 
・ロッジ 
・プロショップ 
・キャンプサイト 

多目的サービス施設 
観光案内・交通案内・売店・

休憩所・レストラン等 

広河原園地 
（原生林フットパス）

自然学習体験施設 
（宿泊研修施設） 
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（４）推進体制のイメージ 

海外のエコパークは以下のよう推進体制で行われている（資料編参照）。 

この体制の特徴は、地域住民、地域団体との協働で自然体験学習、保護活動など

のプロジェクトが実施されていることである。地域との柔軟な共同・連携が、地域

の創意工夫を生かし、具体的かつ持続可能な活動を生みだしていく上で極めて重要

である。また、地域物産の開発は、エコパークの主要活動ではないと理解されがち

であるが、持続可能な地域づくりには必要不可欠であり、運営事務局が PR につと

めている。 

前述した芦安ファンクラブや早川町域で自然体験ツアーを実施している日本上

流文化圏研究所、ヘルシー美里などの活動をベースにエコパーク全体の推進体制や

広河原地区などの継続的な運営体制を構築することが求められる。 

 

図表 5-11 海外のエコパークの推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域計画協会（法的）

理事会（戦略の決定）

運営事務局（３名）

専門委員会(研究・教育）

自然保護プロジェクト 教育研究プロジェクト 地域開発プロジェクト

地域住民 地域団体 企業 研究・教育機関

広域関連団体・組織
ネットワーク

補助：地方政府・自治体

スポンサー料：電力・地銀

資金の支援

協働・協力

計画・実施
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第６章 まとめ 

 

１ ユネスコ・エコパークを活用した地域づくり 

ユネスコ・エコパークは人間と自然の新たな関係を切り開くことがねらいであり、

自然を保全しながら地域の持続可能な開発のためのいわばモデル地域、学習拠点で

ある。 

また、エコパークの核心地域が世界自然遺産の基準に合致すれば、その地域は世

界遺産として認証される。したがって、大規模なユネスコ・エコパークが核心地域

の中に世界遺産を含むこともある。南アルプス地域については、エコパークとして

取り組む中、その核心地域を世界遺産として登録できるよう保全、保護活動を推進

することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        □ ユネスコ・エコパークを活用した地域づくり 

 

 

核心地域

緩衝地域

移行地域

世界遺産

エコパーク

○エコシステムの保護
○学術研究の推進
○保護活動の推進

○環境学習の推進
○自然・景観の保全
○持続可能な開発

○持続可能な開発
○計画的コントロール

自然、動植物、湿原
水源等の保護エリア

自然地域に近接し
た居住・観光ゾーン

居住、労働、レクリ
エーションエリア
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２ ユネスコ・エコパークのための環境整備のあり方 

自然環境は、人々の過度な利用によっては環境破壊に結びつく。自然環境の利用

と保全については、誰でもが参加できるエリア、技術・体力を持つ人のみ許される

エリア、保護すべき自然エリアに区分し、自然学習や技術習得の程度に応じて、人々

の自然への参加を制御する方法がドイツ等の森林管理では一般的である。 

南アルプスをエコパークとして推進していくためには、南アルプスへの興味関心

や自然に対する理解度に応じて、移行地域から核心地域へとステップアップしてい

けるような環境管理が必要である。 

 

エリア 趣旨 環境整備 

A 芦安、奈良田地区のように実際に居

住しているエリア。主として、行楽

客等が訪れ、南アルプスに接する機

会を提供 

・軽装備のトレッキングコース 

 

B 広河原等の核心地域に も近いサー

ビスエリア。南アルプスについて体

験学習するためのエリア 

・交通アクセス（利便・安全の向上）

・広河原の機能向上（宿泊研修） 

・環境学習機能（体験プログラム）

C 登山客が利用するが、将来的には、

広河原を起点とした自然学習、高山

植物教育などの体験コースや調査活

動としての利用。自然保全のために

必要な実践知識の取得を促すエリア 

・山小屋の機能向上（エコトイレ）

・テーマに対応したトレイルの整備

  □ 緩衝地域のエリア区分 

核⼼
地域

緩衝地域

移⾏地域

広河原

奈良⽥ 芦安

北沢峠
交通機関の限界線

居住の限界線

C

B

A  
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３ 交通インフラの整備構想 

 

（１）アクセス道路の整備に向けて 

１）アクセス道路の課題 

南アルプス北岳の登山観光基地、広河原へのアクセス道路は、南アルプス林道

と県道南アルプス公園線がある。この 2 線は戦後の「野呂川流域総合開発計画」

の一環として、整備されたものである。 

南アルプス公園線は、急峻な地形と脆弱な地質構造により、台風、集中豪雨な

どによる土砂災害によって交通遮断が起きやすい。 

また、南アルプス林道は急峻な中腹に建設されているため、県道南アルプス公

園線に比して土砂災害が起きやすく、2001 年には土砂崩落による夏シーズンの全

面通行止めとなっている。規制雨量を越えた際の臨時通行止めなどが毎年繰り返

されており、安全な道路に対する地域の期待は大きい。 

２）新トンネル道路の検討 

南アルプス周遊自動車道整備促進期成同盟会は 2009 年度、南アルプス市桃の

木温泉から早川町奈良田間の道路整備について、公益社団法人山梨県建設技術セ

ンターに調査検討を委託し、「南アルプス周遊自動車道の整備に関する検討」基礎

調査報告書を得ている。そのルートは次の通り。 
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３）新トンネル道路の整備効果 

新トンネル道路は、南アルプス市、早川町の 奥部である芦安地区と奈良田地

区を連絡するもので、この道路整備によって、南アルプス周遊道路の骨格が形成

される。この新トンネル道路に関しては、生活道路等として地域社会に寄与する

とともに、南アルプスの登山拠点の広河原への安全なアクセス路を確保する上で、

重要である。また、ユネスコ・エコパークが目標とする自然保護、自然学習、持

続可能な利用などの取り組みについて様々な連携が可能となる。新トンネル道路

の整備の効果は、以下のようにまとめられる。 
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 新トンネル道路の整備効果 

項目 効果 

災害時・緊急時対

応 

・ 災害時でも安定した交通ルートが確保される。 

・ 災害時の緊急輸送路…災害時の集落孤立が防止できる 

・ 救急救命医療体制…心筋梗塞・脳卒中など一刻を争う深刻

な病気が出た場合、地域間で連携して対応できる 

地域の連携強化 ・芦安、奈良田地区がトンネル道路の整備により 120 分短縮さ

れる。 

・エコパークでは、地域社会において、行政や研究者、住民団

体、民間企業等の協働により、自然の保全活動、環境教育、持

続可能な利用を進めることが目標であり、南アルプス市、早川

町等の広域連携が強化される。 

・産学官の交流・地場産業の育成、地域の持続的可能な開発の

取り組みを促進する。 

観光開発 ・林道通行止めの場合でも甲府方面からの南アルプスへのアク

セスは容易となり、県道にトラブルがあった場合でも、一時的

に林道を迂回路として活用することができる。トップシーズン

の南アルプス観光への打撃も 小限に抑えられる。 

・中部横断自動車道を利用した東方面、南方面からの利用者に

対応できる。 

・観光果樹農園、温泉、身延山などの観光スポットの連絡が良

くなり、多様な観光ニーズに対応可能となる。 

水力発電の維持

管理 

・早川上流・野呂川の山梨県企業局の発電所、ダムの保守管理

が容易になる。 

・災害時、緊急時のアクセスが確保できる。 

野呂川流域の県

道、砂防ダム・砂

防工事・維持管理 

・早川上流地域への 短アクセスが確保され、砂防ダム・県道

の維持管理や工事が容易になる。 

・災害時の迂回路が確保できる。 
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４）新トンネル道路整備後の交通体系と利用方向 

 新トンネル道路が形成されると、各路線の役割は以下のように位置づけられる。 

○ 南アルプス公園線 → 広河原へのメイン・アクセス・ルート 

○ 林道南アルプス線 → 行楽客向けにゆっくり景色を楽しむ、広河原へのア

クセス・ルート 

 

河童橋河童橋

開運隧道開運隧道

奈良田奈良田

身延方面 甲府方面

芦安芦安

桃の木温泉桃の木温泉

ガイドバスルート
（南アルプス林道）

行楽客向け＝途中を楽しむ

ガイドバスルート
（南アルプス林道）

行楽客向け＝途中を楽しむ

メインアクセスルート
（県道南アルプス公園線）
広河原直通客向け＝山へ

メインアクセスルート
（県道南アルプス公園線）
広河原直通客向け＝山へ

メインアクセスルート
（周遊道路トンネル）

広河原直通客向け＝山へ

メインアクセスルート
（周遊道路トンネル）

広河原直通客向け＝山へ

北沢峠北沢峠

駐車場、バス停
トイレ、売店等

駐車場、バス停
トイレ、売店等

 

 

５）林道の新たな利用 

芦安地区から広河原までの南アルプス林道は、新しい利用方法を想定する。 

 

○ 自然ガイド遊覧バス 

小型の自然ガイド遊覧バス（アドベンチャーバス）を運行させる。自然ガイドバ

スルート（市営芦安駐車場～広河原、距離約 20km）は、主として自然愛好家や一

般の行楽客を対象とし、南アルプスの自然（山、地質、動植物など）を学んでもら

う学習の機会を提供。 
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○ マウンテン・バイクの貸し出し（電動アシスト自転車） 

 山岳地域では、住民にとっても、訪問客にとっても自動車交通の環境的、健康的

な影響が大きい。自動車フリーの観光地づくりに向け、林道については、マウンテ

ン・バイクや電動アシスト自転車の貸し出しによる利用なども考えられる。 

 

 

□ ヨーロッパ・アルプス地域の自転車利用 

 

（２）ロープウェイの整備に向けて 

芦安、奈良田の両地区は、南アルプスの麓でありながら南アルプスの眺望を体感

することができない。これら地区周辺で、魅力ある環境学習活動を拡充していく場

合には、南アルプスのパノラマを楽しめる場所に容易にアクセスできるロープウェ

イを敷設することが考えられる。 

 芦安、奈良田地区から近く、南アルプスの魅力的な眺望やトレッキングを楽しめ

る場所へのアクセス手段としてロープウェイを設置する場合、候補地は以下のよう

なものがある。 

○ 芦安－夜叉神ルート（延長約 2.5km 高低差 900m） 

○ 河童橋－かんば平ルート（延長約 1.7km 高低差 650m） 

○ 河童橋－大唐松山ルート（延長約 3.1km 高低差 1,250m） 



73 

 

 

□ 夜叉神峠からの眺望 

河童橋－大唐松山 ルート 

河童橋－かんば平 ルート 

芦安－夜叉神 ルート 
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□ かんば平からの眺望      □ 大唐松山東側尾根から望む鳳凰三山 

 

４ 持続可能な拠点整備構想 

 

（１）持続可能な自然地域の形成―エコトイレの整備に向けて 

山岳地域では、し尿処理が適切でないと、植物や水源などへ影響を及ぼす。今後、

エコパークなどの活動が推進され、自然愛好家や自然体験学習者が増加することを

想定すると、適切なトイレの整備が必要となる。 

 電力供給や給排水インフラ施設が整っていないこと、気温の季節変動や利用者の

季節変動が大きいことの理由から、山小屋や休憩施設などでの適切なし尿処理装置

の導入が困難な場合が多い。 

トイレのし尿処理技術はおおよそ開発されており、残る問題は 終的な汚泥処理

と電源供給である。電源供給についてはソーラー（水力、風力）＋蓄電池などでも

対応可能であるが、汚泥処理は利用者の理解（トイレットペーパーの分別、携帯ト

イレの持参）、維持管理における官民協力（汚泥残渣の搬出）などが必要である。 

 トイレ問題はゴミ持ち帰りと同様に自然保護活動の 重要課題である。エコトイ

レの導入整備計画については、自然保護活動、自然学習活動の第一歩として、関係

者と検討すべき課題である。 

 

（２）山岳地域における再生可能エネルギー 

急峻な山地に囲まれた山梨県では、落差の大きい河川を多く有し、それを利用し

た水力発電の歴史は長い。古くは明治期に桂川水系の水を利用した水力発電が東京

都市部の電力や中央線の電車の動力に電力を供給したのを皮切りに、民間企業、山

梨県などにより大きな水力発電所が開発され、今現在も電力を供給している。 
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野呂川水系は急峻な山岳地形により、計画的な砂防事業が展開されており、既存

の砂防堰堤を利用しての小水力発電は技術的に可能である。事実、南アルプス市で

は金山沢川の砂防堰堤を利用した小水力発電施設を建設・運用し、 大出力100kW

を発電している。 

広河原にも大樺沢の砂防施設が存在する。雪融け水による水量の多い時期は、夏

山シーズンである。夏には広河原山荘の使用電力が増加する。大樺沢の砂防堰堤を

利用した小水力発電をおこなえれば、自然エネルギーによる山荘運営が実現する。 

 

□ 大樺沢の砂防堰堤         □ 広河原での小水力発電施設のイメージ 

 

□ 小水力発電施設のシステム 
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（３）広河原地区整備構想 

１）環境学習機能の充実 

広河原は核心地域と移行地域とを橋渡しする緩衝地域の中核的な存在であり、

自然の保全や環境教育、観光などの面で重要な役割を果たすべき場所である。 

現在、芦安ファンクラブが登山教室、登山道の維持・管理や自然観察会、自然

保護活動を行っている。今後、これら団体の活動をベースとして、家族連れの行

楽客から登山のベテランまでの幅広い層が集い、情報交換をしながら、環境体験・

学習が可能な場所として施設機能の充実を図っていくことが求められる。 

また、南アルプス流域の治山治水システムは、当地がジオパークとして位置づ

けられるように、その生成もダイナミックなプレート移動によるものであり、崩

壊も急峻な山岳地形ならではの特性を持つ。周遊道路の整備により、移動時間の

短縮が図れると、野呂川・早川流域の治山・治水システムと御勅使川流域の治山・

治水システムが見学でき、治水技術の年代の違い（戦国時代から近代、現代）も

見られ、比較学習など興味深い体験が出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 様々な環境学習と活動主体（イメージ） 

 

気候変化・自然災害・防災 －国交省・日本上流文化圏研究所等

自然学習・自然保護活動 －芦安ファンクラブ等

自然保護活動、調査研究、モニタリング

登山体験学習

登山技術、アウトドア訓練

（登山教室、登山ツアー）

環境体験学習

①自然体験学習、自然保護活動

（自然教室、エコツアー、エネツアー）

②気候変化・自然災害・防災

＋

登山体験学習 －芦安ファンクラブ・関連団体・プロショップ
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２）広河原の整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野呂川広河原 
インフォメーションセンター 

広河原山荘 
（登山学習施設） 
・ロッジ 
・プロショップ 
・キャンプサイト 

多目的サービス施設 
観光案内・交通案内・売店・

休憩所・レストラン等 

広河原園地 
（原生林フットパス）

自然学習体験施設 
（宿泊研修施設） 
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① 野呂川広河原インフォメーションセンター（既存） 

南アルプスの山岳に対する情報センターに特化する。四季を通した南アルプス

の魅力や動植物、景観、地質、登山ルートの紹介など幅広く情報を提供する。 

建物後ろ側の広場に北岳展望デッキを整備したい。 

 

② 広河原山荘（登山学習施設等）（拡充） 

広河原山荘は登山に対する様々な知識や訓練などを総合的に提供する施設とし

て整備・拡充する。登山初心者を対象に、キャンプをしながら登山・アウトドア

の基礎を学ぶツアーイベントを実施する（民間スポーツプロショップなどとの共

催ツアーイベントなど）。また、山岳ガイドの養成や上級者のための訓練コースを

開催する。施設は学習するための施設や、登山のための用具プロショップ、ロッ

ジ、食堂、キャンプサイトなど。 

 

③ 自然学習体験施設（新規） 

かつての広河原ロッジ跡に、広河原園地の森や登山道、川等を利用して登山や

川遊び体験などができる施設として整備する。主に小中学生や初心者を対象とし、

地域内外の小中学校の林間学校としての利用を想定。宿泊施設、集会施設などの

整備を想定。 

 

④ 原生林フットパス（新規） 

広河原に残された貴重な原生林を維持管理し、かつ観光客に開放するために、

木道を整備し、森の魅力を紹介する場所とする。所々にはデッキを配置し、木漏

れ日の中、風を感じながら森林浴ができるような場所とする。 

 

⑤ 多目的サービス施設 

一般行楽客、広河原経由の登山客に対するサービスセンターとして、観光案内・

交通案内・売店・休憩所・レストラン等幅広いサービスを提供する。また、地域

の特徴になっている自然災害復旧技術、再生可能エネルギーなどに関連する専門

家の調査視察などに対応可能な研修・会議機能も想定。 
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資料編 ヨーロッパ・アルプス地域の取り組み 

 

１ バイオスフェア・パーク・グローセス・バルザータール（オーストリア） 

（注１） 

（１）地域の概要 

オーストリア西端のフォーアアルクベルク州の標高 600～2,700ｍに位置し、6 つ

の自治体からなる。1990 年の地域の人口は 3,360 人。農業とスキーを中心とした

観光業で成り立つ中山間地域で、同年には、171,880 人の宿泊客があった。地方都

市ブルーデンツまで車で 30 分。ブルーデンツはリヒテンシュタイン、スイス国境

に近く、自動車等の販売所、電機関連工場などが立地しており、山間地域からの雇

用流出が続いていた。 

中山間地域での農業（酪農）振興と新たな観光振興などによって、雇用機会を創

出し、離村者を減らす目的で、地域全体を総合的な環境マネジメントのモデル地域

としての取り組みを 1999 年から始め、2000 年にバイオスフェア・リザーブ（日本

名称：ユネスコ・エコパーク）に登録された。 

ヨーロッパの山岳地域の景観は、どの地域でも伝統的土地利用システムの維持を

基盤としており、高い費用と人手がかかる。バイオスフェア・パーク・グローセス・

バルザータールでは、地域コミュニティがバイオスフェア・パーク(BP)を将来に向

けて住民が協働するための手段として利用しており、特別に優れたアプローチであ

るとの評価が高く、数々の賞を獲得している。 

2008 年には地域人口が約 3,500 人、年間宿泊客は 191,000 人となっている。 

 

（２）モデル地域としての目標 

① 自然の保全 

― 自然を保護し、経済的付加価値を高めること。 

― 持続可能な、地域にあったエコ的な土地利用を推進すること 

② 持続可能な開発 

― 生活の質を向上し、地域からの転出・移住を防ぐこと 

― 地域の資源、エネルギーを活用し、雇用機会を生み出すこと 

― 持続可能な環境マネジメントシステムを構築すること 
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③ 研究・教育 

― 自然学習などのソフトツーリズムを推進すること 

― 地域文化遺産を保全すること 

 

（３）実施活動 

１） 自然の保全 

・ 自然景観、文化的景観を保全すること：このため、保護地域、草原・牧草地、ア

ルプス放牧地、森林、自然保護農地などの景観に区分し、自然を保全している。 

 

  

□ 保護地域 

 

  

□ 草原・牧草地域 
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□ アルプス放牧地 

 

・ 登山・ハイカーバスは 6 月中旬から 9 月中旬まで運行され、これらバス全てが州

の公共交通システムに接続されている。自家用車の代替を支援することは BP の

重要なねらいである。 

 

２） 持続可能な開発 

① 再生可能エネルギーの導入 

 林業、製材業が盛んな地域であり、木質バイオマスの利用を推進している。 

・ バイオマスボイラー等（20 以上の観光企業） 

・ ソーラーコネクター等の導入 

・ バイオディーゼル・バイオガスの導入 

 

□ バイオマス暖房機 
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② 地域物産 

地域の様々な関係者が協働して、地域物産の開発、ブランドづくりに取り組ん

でいる。ただし、地域外に販売するほどの生産量はなく、地産地消が基本である。 

プロジェクト 活動概要 

１．山チーズ 

質の高い山チーズは３つの農場内製造所やアルプス地域

製造所で作られている。このブランド開発は参加農民には適

切なミルク価格を保証し、伝統的な酪農を継続させるために

おこなわれた。山チーズやその他の地域物産は日曜日にはハ

ウス・ヴァルサー・シュトルツや、２つの集落のバターショ

ップで、購入できる。 

２．山茶 

プロジェクト参加者は山茶の意味・効用の普及、山茶の適

切な調製技術に関心を持っている。彼らは味わい深い貴重な

山茶の採取、製造、マーケティングに取り組んでいる。 

３．山ハーブ 

地域のハーブに詳しい女性達の目標はハーブの意味、多様

性、効果を普及することである。彼女らは学習コースや庭園

デーで知識を伝承している。女性らは様々な質の高いハーブ

製品（芳香剤、ハーブティー、ハーブ塩、ハーブ石鹸、チン

キ剤）を作っている。 

４．クラフト 

各種の紙容器、陶磁器、テキスタイル製品、木工品、蝋燭、

その他の工芸品を創作する人々は、バルターの文化的価値と

自然の感覚を伝えるものであるとし、「バルターの個性ある

芸術」というブランドで、芸術、工芸品を宣伝販売している。

 

   

△BP 事務所（建物の一部）       △地域物産（BP 事務所内） 
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③ 木材 

・ このイニシアティブ・グループの目標は山の木材の持続可能な利用、山の中で質

の高い製材、処理である。全ての山林所有者、6 つの自治体、9 つの工芸会社は

質の高い、エコロジカルな製品を共同して生産している。木造住宅、窓、ドア、

家具等。 

 

④ 持続可能な観光 

・ 農家滞在観光・農業体験 

・ ソフトツーリズムの開発 

・ 公共交通機関を用いた 適利用コース 

・ バイオディーゼルを用いたハイキング・バスの運行 

⑤ エコラベル 

・ 全ての小学校と中学校はオーストリアのエコラベルを取得している。８つの学校

全てがオーストリアのエコラベルの高い基準を達成している。 

・ オーストリアの観光事業エコラベルの基準を主要ホテルは達成している。 

⑥ ギフトクーポン 

・ バルサー・サーラーは BP 内で利用できるギフトクーポンである。これは地域の

供給者や地域ビジネスを支援し、地域内の消費を推進するためのものである。BP

クーポンは地域機関、BP オフィス、地域銀行で利用できる。 
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３） 研究教育 

① 研究 

○ 蝶のモニタリング 

○ 植物多様性のモニタリング：3 年間にわたり、地域住民により植物採取が行

われ、用法、習慣、思い出などが 57 人の地域住民のインタビューによって明

らかにされた。 

○ 小学校の全生徒とのワークショップで、211 人の子供がその両親、祖父・祖

父母（506 人）に も採取できる植物、植物の利用法や場所に関する質問紙

を使ってインタビューした。 

② 学術研究 

 生態学的に、社会的に、経済的に持続可能な開発に関連する学術研究プロジェ

クトに関心をもつ参加者を募集している。 

③ 持続可能な開発のための教育 

バイオスフェア・パーク・グローセス・バルザータールは持続可能な生活と労

働のためにある。住民や訪問客はサマープログラムの中で、これを発見し、体験

できる。ハイキング、遠足、イベント、各種コース、ワークショップ等の行事は

自然のテーマ、文化のテーマに大別される。これらイベントは多様なターゲット

に適合できるよう個別的に創られている。 

 

プログラム等 概 要 

1, アドベンチャー

体験プログラム 

自然、環境教育モジュールと体験モジュールからなり、

３～5 日間に特別に訓練された指導者に付き添われて行

われる（子供、ヤングアダルト対象） 
夏期の行楽客や住民を対象とした、森、なだれ、花を

話題とした体験プログラム 

2, 展示会 
映像、コンピュータ対話方式、ゲーム、植物標本室な

どによる「展示会」（月曜のみ休業） 

3, 専門家のための

調査旅行 
マネジメントオフィスでは専門家や関心の高い人々の

ために調査旅行を提供している（予約・宿泊受付） 

4, 情報提供 学校へのアドベンチャー体験プログラム案内 
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④ 自然トレイル 

自然はさまざまなテーマがあり、見たり、体験したりする内容は無尽蔵である。

このため、いくつかのテーマに分け、テーマ内容を体験できるフット・パスが造

られている。これらの道は自然を体験すると同時に各種のテーマについての情報

を与えている。 

テーマ名 概 要 

なだれの道 1954 年 1 月 10、11 日に Blon の集落で雪崩が発生した。いく

つかの雪崩によって 365 人の住民のうち 96 人が被災し、55
人が死亡、28 軒の住宅、46 の付属建屋が破壊された。3 つの

記念フット・パス（「Leusorg」パス、防護林パス、物的障壁

パス）と Blon 村のコミュティセンター内の雪崩文書館は、当

時の困難な状況を思い出させてくれる。3 つのパスともにスタ

ート地点は Blon 村のコミュティセンターである。 

高山植物の教

育トレイル 

BPの北端のHahnenkopf周辺エリアは150種の高山植物があ

る。特に、見事なのは厳格に保護された Turk の頂上である。

百合科の植物が標高 1m 毎に成長し、6 月から 8 月上旬にかけ

て開花する。2 つのルートがある。 

サウンドスケ

ープ Stein 

自然環境のなかで、音に関する芸術展示や音の家具があり、音

及び視覚的な経験を与えてくれる。 

感覚の道 修道院のふもとの周回するパスは自然の静けさの時間を与え

てくれる。池、迷路、ベンチは静かなひと時を提供してくれる。

Walser ト レ

イル 

昔、グローセス・バルザータール地域はフットパスでしか接続

されていなかった。今日、これらフットパスが歴史的 Walser 
トレイルの一部である。古い乗馬専用の道はツェルマットから

ミッテルベルクまでのアルプス・パスにつながっている。 

森林体験トレ

イル 

森林体験トレイルは異なった長さの 2 つの周遊散歩道から構

成され、森を知るための刺激的な道である。2 つのパスのハイ

ライトは樹齢 300 年のニレの木、迷路、滝、バーベキューエ

リアである。長距離のツアーではツリーハウス、峡谷、チーズ

製造所などのの見所を発見できる。 

出発点はバイオビレッジ Marul である。 

  
△なだれの道 
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△高山植物の教育トレイル 

 

  
△サウンドスケープ 

 

  

△サウンドスケープ        △感覚の道 
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⑥ サマープログラム 

 

△森林体験トレイル 

 

（４）管理運営体制 

１）地域計画協会 

・ バイオスフェア・パーク・グローセス・バルザータールの法的組織は REGIO

（地域計画協会）である。REGIO の主要な委員会は BP 理事会である。理事

会は BP の戦略的指導に責任をもつ。理事会メンバーは専門諮問委員会から

支援を受ける。 

・ BP のマネジメントは BP の目標通りに戦略的計画を起案し、プロジェクトを

実行することである。BP マネージャーはプロジェクトを仲間たちや地域住民

と共同して実行する。 

２）REGIO（理事会） 

○ 地域開発を支援する。 

・ REGIO の主要委員会は理事会で、戦略的計画の意思決定機関して機能する。

REGIO のサブ委員会は技術的助言の役割を担い、理事会に推薦プロジェクト

を準備・提案する。 
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３）事務所 

・ 2001 年に BP マネジメントのオフィスがチューリンガーベルクに設立され、

BR マネージャーが雇われた。BP マネージャーは地域開発、研究、保護、環

境教育プロジェクトの実行とともに PR やその他の関連機関、パートナーと

のネットワーキングに責任をもつ。 

４）運営体制 

・ マネージャー1 名、プロジェクトアシスタント(環境教育、観光) 1 名 

・ 管理・運営（小旅行）1 名 

５）運営資金 

・ BP マネジメントは「農村開発 2007～2013」の方法で融資され、フォアアー

ルベルク州からその他の資金を得ている。地域自治体は BP が実施する多様

な活動について、住民一人当たり年間 10 ユーロを支援している。加えて、地

域の VKR（電力会社）、保険会社、銀行等からのスポンサー料で支援されて

いる。 

６）ネットワーク 

・ バイオスフェア・パーク・グローセス・バルザータールは以下のネットワー

クのメンバーである。 

― オーストリア気候連合 

― アルプス連合 

― アルプス保護エリア 

― 山チーズ地域 
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２ 気候変動と観光 

（１）気候変動と BR の課題 

BR の国際的な法律はないが、BR として認知され、存在するためには、一定の基

準、機能が満たされなければならない。 

○ BR のためのセビリア戦略と国際的なガイドライン 

1995 年、セビリア会議で宣言されたセビリア戦略は、ユネスコ・BR の国際的

ネットワークの基礎となっている。この戦略にもとづき、「BP のための国際的ガ

イドライン」という包括的なカタログが、国際的基準を明確にするために作成さ

れた。これら基準を維持することが、ユネスコによって定期的に確認される。ま

た、セビリア会議の枠内で、生物多様性の保護は人間のニーズを考慮することな

しに実現できないということが確認された。この中心的な所見が戦略のなかで述

べられた。それ以降、人間が BP の中で も重要な役割を演じている。 

○ マドリード・アクションプラン 

マドリード 2008 年の BR 世界会議の一部として、セビリア戦略は改訂された。

いわゆる「マドリード・アクションプラン」は BR が 21 世紀の課題に応じるた

めの目標を掲げている。これら課題は気候変動、エコシステムの生産力の低下、

拡大する都市化などである。 

BR の世界会議では、これら課題に対応するために、2008 年～2013 年の MAB

計画のために以下の行動指針を掲げている。 

― 社会の全てのセクターとパートナーシップを持ち、BR の持続可能な発展を

推進するためのメカニズムを開発すること。 

― その他の政府間プログラムと協調して、気候変動への適応、緩和のための政

策をテストし、適用すること。 

― 海浜、島嶼、海洋、山岳、乾燥地域、熱帯林等の重要なエコシステムに影響

する課題に取り組むための政策や実践を開発し、テストするために MAB ネッ

トワークの経験や学術的研究アプローチを利用すること。 

― 未来に向け、エコシステムサービスを保全するためのアプローチを規定する

ため、ミレニアム・エコシステム（地球生態系診断システム）評価に基づき科

学研究プログラムを開発すること 
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（２）気候変動とアルプス地域 

（注２） 

BR の世界会議でも気候変動への対応が、強調されているが、アルプス地域では

気候変動の影響とその適応や緩和策について、さまざまなプロジェクト研究が実施

されている。その中で、ClimAlpTour（2006～2008）は気候変動と観光に焦点を

当てたプロジェクトである。これらプロジェクト研究の概要は次の通りである。 

１）過去の気候 

この 20 年の科学的調査によると、山岳はグローバルな気候変動を早期に示す

指標として認識されている。 

この 500 年間で も温暖な年は、1994 年、2000 年、2002 年、2003 年であっ

た。地域的な変動はあるものの、氷河は 1850 年以降、50％が失われ、積雪は春、

秋の間、低標高の地では特に減少している。平均気温は過去 100 年、地球レベル

では 0.78℃上昇したのに対し、高標高地域では 2℃上昇した。アルプス地域での

主要な予測結果では水循環、生物多様性、農業生産性、エネルギーマネジメント、

観光の持続可能性への衝撃が含まれる。 

アルプスの環境、文化、経済の多様性は、アルプス地域へ一連の観光活動をも

たらした。アルプス地域の諸国の主要な経済の柱は観光であり、アルプス地域に

年間 500 億ユーロと雇用者数の 10～12％を提供している。アルプス観光活動は

気温上昇により冬季スポーツではマイナスの影響を受ける可能性があるが、気候

変動はアルプス観光セクターに平均気温の上昇の限界を超えた修正を引き起こす

かも知れない。 

 

２）気候変動の影響 

① 平均気温の上昇（2050 年までには 1.5℃、2100 年までには 3.5℃）。真冬日

及び氷点下日の減少。 

② 降水パターンの変化（平均降水量は冬では 15％アップ、夏では 15％減少。

冬には豪雪と洪水、夏には日照り）。 

③ 蒸散の増加（河、湖水の草、土壌からの水が大気へと失われる）、水資源の

減少。 

④ 氷河の後退。 

⑤ 雪解けの早期の開始。結果的に春から冬にかけて表流水が多くなる。 
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⑥ 積雪の減少、冬季スポーツ地域での積雪の信頼性が減少。 

⑦ 水流の変動の型が変化。夏には乾いた河床が増加。 

⑧ 農業、生物多様性、結果的に景観が変化。多くの植生ゾーンが上昇。 

⑨ 落石、地滑り、アイスフォール、雪崩など自然災害が増加。 

⑩ 2003 年の夏のように、熱波が増加。 

 

△氷河の後退 (Climate Change and SwitzerLand 2050 所収、以下同じ) 

  
△土石流 

 

 

 

 

 
△斜面崩落 
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３）自然災害への適応施策 

自然災害のリスク増加に適応することは、観光の観点を超えて必須の課題であ

る。とはいえ観光セクターもこの目的に深く貢献できる。アルプスにおいてグロ

ーバルな温暖化によって引き起こされるリスクのために準備する必要のある 10

のアクションは以下の通りである。 

① 緊急事態計画への参加を促進することによって、公的な準備と個人の責務を改

善すること。観光客及び観光事業者は自然災害のリスクを認識すべきである。

特にスノーボードのような影響を受けやすい活動に関しては、自然災害関連情

報は周到に用意され、アクセス可能でなければならない。また、早期警報シス

テムの機能、緊急事態計画の普及・促進を行うべきである。 

② 空間計画の中に気候変動への適応を組み込むこと。新たな観光インフラについ

ては、立地や建設の性能条件を注意深く、評価すべきであり、冬季観光インフ

ラについてはより厳しい基準が必要である。これが、観光開発の危険箇所を回

避するための基礎となる。 

③ 地域関係者を災害リスクに関する意見交換に巻き込むこと。 

④ 統合的なリスクマネジメントについて国境線をこえたネットワークづくりを

推進すること。 

⑤ 異なった国からの観光客に対応するため、ハザードマップの開発・利用につい

ては、共通言語と共通感覚的な手順を奨励すること。 

⑥ 氾濫原、洪水の導水路、ため池の規模を拡大すること。水災害リスクは恐らく

増加するであろう。主要な改善手段は氾濫原と自然維持エリアの保全とメンテ

ナンスである。この氾濫原は洪水を緩和するのみならず、アルプスの生活の質

を向上するレクリエーションや保護目的に寄与することができる。 

⑦ 河川全体に関して、持続可能な解決策を見出すために洪水リスクマネジメント

を考えること。 

⑧ 自然災害リスクのため計画をする場合、明確なエリア内の全ての環境リスクを

考慮すること。 

⑨ 様々な適応手段の社会的、経済的影響を調べるために、リスクマネジメントツ

ールを用いること。自然災害リスクのための計画は地域の脆弱性の調査が必要

であるとともに、災害後の損害費用に対する予防手段のコストの比較が必要で

ある。特に、観光セクターが地域経済に貢献している場合には、観光の費用便
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益を含めることが重要になる。 

⑩ 地域の気候変動データの収集、解釈を支援すること。アルプスの将来の気候を

精確に描くために、科学者は地域レベルで多くのデータが必要になる。 

 

３）緩和施策 

① 一般的な緩和施策 

― ある種の活動をやめることによって温暖化ガスの排出削減を行うこと（例：

へリスキー） 

― エネルギー効率化により、温暖化ガスの排出削減を行うこと（例：断熱、省

エネ照明） 

― 温暖化ガスを大幅に削減する活動へ代替すること（公共交通利用等） 

― カーボン・ニュートラルを達成するために余剰排出量を制度で相殺すること 

② 交通 

アルプス地域では、リゾートのほとんどが公共交通機関でアクセスできないた

め、交通の 84%が自家用車に依存している（2011）。その緩和策としては、金銭

的手段、二酸化炭素税、代替交通システムの向上、ＰＲ・キャンペーンなどがあ

る。 

前述の ClimAlpTour（2006～2008）プロジェクトでは、村落のセンターを歩

行者空間にし、その周囲に駐車場を整備し、そのセンター地区では電気バスなど

の公共交通を走らせる代替案を検討した。しかし、観光客の大多数が自家用車を

忘れた休暇を過ごしたいと願っていても、ほとんどの時間帯で公共交通システム

を経営的に可能とするような客数はない。この交通問題は自然災害への適応の問

題と直結するもので、気候変動における山岳災害に関連したアルプス交通インフ

ラの信頼性と安全性に関するプロジェクトのテーマである。 

③ エネルギー 

エネルギー消費の削減、エネルギーの効率的利用にはいくつかの選択肢がある。

中心的な対策は宿泊施設の暖房と給湯である。観光関連施設はより高いレベルの

エネルギー効率性（省エネ性能）を達成する必要がある。霧のない標高地域では

ソーラー発電は極めて効率的であるが、いまだ不適切に配備されている。ウッド

チップの暖房利用は観光事業者に好評価を得ている。一般的に、再生可能エネル
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ギー源（水力、ソーラー、風力、バイオマス、地熱）は十分活用されていいない。

CIPRA の研究によれば、アルプスは 2050 年までにエネルギーの自給自足を可能

とするポテンシャルを持っている（2010）。 

④ 宿泊施設 

― 環境マネジメントシステムの導入 

― 消費エネルギーの削減（旧式設備の入れ替え、スイッチカードの導入） 

― 再生可能エネルギーの利用 

― 使用材料の削減（石鹸取り出し容器の採用、ジャム・バター小分け容器の廃止） 

― 廃棄物リサイクル 

― レストランの食物について再考（地産地消） 

― 建設（新築の場合には化石エネルギーに頼らない施設とすること） 

― グリーンアクションの伝達（客にこれら環境活動を伝達すること、宿泊施設は

理想的な情報交流の場所である） 

 

３ アルプス観光地と自家用車 

（注３） 

（１）自動車のない観光地域づくり－アルパイン・パール 

１）アルパイン・パールの概要 

アルプス地域では、住民にとっても、訪問客にとっても自動車交通の環境的、

健康的な影響が大きい。自動車フリーの観光地づくりに向け、ドイツ、フランス、

イタリア、オーストリアおよびスイスの観光地は「Alps Mobility Ⅱ－Alpine 

Pearl」（2000～2006）というアルプス横断的なプロジェクトを行った。 

プロジェクト実施の結果、2006 年 1 月 29 日、5 カ国 17 の自治体と観光地域

（パール・真珠）によって、アルパイン・パール連盟が発足した。2011 現在、ス

ロベニアを含み 6 カ国、合計 24 の自治体が加盟している。 

アルパイン・パール連盟の目的は、持続可能なツーリズムの実現と、ソフト・

モビリティ（環境負荷の少ない交通手段）による観光地づくりである。共同マー

ケティングを実施し、プロダクツの改善を行う予定である。なお、アルペン・パ

ール連盟は、参加基準を満たした観光地であれば、積極的にメンバー地域として

迎え入れるとしている。 
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２）アルパイン・パールの活動理念 

― ソフト・モビリティ 

「自動車を使わずに過ごす休暇、リラックスした時間を楽しんでもらう」ため、

観光地（パール）への往復交通手段については、公共交通機関とし、観光地内では

シャトル・タクシー、電気自転車、馬車などの利用を行う。いくつかのメンバーの

観光地では、ソフト・モビリティによる滞在プログラム（1 週間程度）を提供して

いる。 

― 持続可能なツーリズム 

休暇を楽しむための、ハイキング、ノルディック・ウォーキング、マウンテン・

バイク、トレッキングなどのプランを提供。自動車を使わない散策エリアの整備。

積極的な自然保護、再生可能エネルギーの利用。アルプス地方の文化伝統、調理法

の保護・促進。特色ある景観の保護等を推進するものとしている。 

― 環境への配慮 

「アルパイン・パール」連盟の主要任務は基準の遵守状況の継続的調査、国境を

超えた各地の経験を継続的に交換すること、効果的なマーケティングである。また、

持続可能なツーリズム、環境にやさしい交通手段を促進するための基準を満たした

個々のプロジェクトを効果的にまとめ、さらに発展させていくことである。 

  

△マウンテン・バイク      △ 電気自転車
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アルパイン・パールは特にソフト・モビリティを重要視したネットワークである。

モビリティについての主要な条件は以下の通りである。 

○ パールへの移動 

・ 1 週間を通して、8 時から 22 時までの間、乗用車以外の交通手段を利用して 低

2 時間で到着できること（バス・鉄道、 寄り駅へのシャトルバス、送迎サービ

スなど） 

○ パール周辺の移動 

・ 公共の近距離旅客輸送網と連絡していること 

・ 週末においても、様々な交通機関が調整された時刻表にそって定期的に運行され

ていること 

・ 交通網が十分でない場合、シャトルバスを利用した適切なサービスを提供するこ

と 

・ 小規模自治体では、宿泊施設によってこれらサービスを提供すること 

○ パール内移動 

・ 観光客のニーズにこたえた高品質のサービスを保証すること 

・ パール内の移動手段はバス・鉄道、パール内バス、デマンドバス、馬車、ケーブ

ルカー 

・ 鉄道・バスでの来訪者で、滞在中に自家用車を使用しない観光客にはゲストカー

ド（温泉利用カード等）を提供すること 

・ 徒歩で全ての重要な観光資源に到達できる自治体は、移動手段サービスを提供し

ない 

○ 休暇を楽しむための移動手段 

・ 環境にやさしい、休暇を楽しむ移動手段のみを提供すること（内燃機関を有する

ものは厳禁） 

・ 休暇を楽しむ移動手段はハイキング、ノルディック・ウオーキング、サイクリン

グ、マウンテン・バイク、乗馬・馬車、電気自転車、クロスカントリー、そり等。 

○ サービス 

・ 休暇を楽しむ移動手段を提供すること（ハイキングコース、レンタサイクル、電

気自転車のレンタル） 
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○ 自然と環境 

・ 美しい景観を保持すること 

・ 排水・ごみの削減にたいして自治体自ら対策を講じること 

・ 利用可能なアルプス源泉の飲料水（泉）があること 

・ 再生可能エネルギーの利用など、省エネ対策によって CO2 削減を促進すること 

・ 価値・自然の質・保存対策を積極的に協議すること 

・ 観光に関連ある地域に騒音のない区域を設定すること（中心部、保養地区） 

・ 公園（緑地）や歴史的に価値ある区域は住民と観光客が快適に過ごせるように保

護すること 

・ 自治体は伝統的かつ環境にやさしい手工業および林業を積極的に支援すること

（チーズ農家、ワイン農家、牧草地の保全） 

○ 地域循環 

・ 地域特有の食文化を保護・奨励すること（農業と飲食業の協力、地域物産の市場、

地域特有の料理を提供するコック） 

・ 地域木材の活用支援 

○ 地域文化 

・ 地域に根ざしたサークル活動の支援 

・ 伝統手工芸教室や展示を定期的に行うこと 

・ 美しい景観を保持するため、新築・改築の許可を厳重にチェックすること 

 

（２）リフトが生活の足―シャモア（イタリア・ヴァッレ・ダオスタ州） 

（注４） 

 ―アルパイン・パール（Alpine Pearls）事例― 

１）概要 

マッターホルンの東側に位置する人口 95 人の村で、6 つの集落から成り立って

いる。酪農を中心とする村であったが、50 年に初めてリフトが出来、現在では、

標高 1800m～2500ｍの間に 3 本の索道が整備され、冬季はスキー客が訪れる。

リフトは住民生活の足、観光客の交通手段として利用されている。 

観光施設として、3 つ星ホテル、１つ星ホテルが各１つのほか、賃貸部屋等が

200 ベッドある。遊休ホテルは 3 つあり、新たに 200 ベッドを増やすかどうか悩
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んでいる。 

 

２）「自動車のない村づくり」 

1950 年まではシャモアには自動車道路がなかった。50 年に索道が出来、これ

が住民の足となった。20 年後に索道の更新時期を迎え、住民投票によって自動車

道路の整備よりもリフトを「足」とすることが決定され、今日に至っている。 

シャモア村内の農家はトラクターを持っているものもいるが、村が自ら電気自

動車、トラクターのレンタル事業を行っている。また、救急車も持っている。 

緊急の場合、州政府のヘリコプターによる輸送を行う。その他の場合は、日中

ではリフトを利用して下に降り、そこから車で病院に行く。夜間はリフトを利用

するか、補助道路を利用する。 

 

３）コミュニティ生活 

転入者、転出者もなく、自然減の状況である。外から観光施設に雇用される場

合でも定住しない。別荘などの希望者で、慎ましやかな態度で住民と付き合う人

は時間とともに受け入れられ、定住するケースもある。 

住民の 80％は観光、20％は公務員+農業である。ヴァッレ・ダオスタ州では、

10 年前から自然保全のために農業を支援している。また、公務員も地域雇用にと

っては必要である。 

リフトは水力発電、観光施設・家庭の燃料は LP ガスである。廃棄物は、プラ

スティック、ビン、一般ごみとして分別し、谷毎に集めて、貨物用リフトで下ろ

し、州の処理場に持っていく。 
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□ 注 

注１：www.grosseswalsertal.at 

注２：Climate change and Tourism in the Alps, http://ssrn.com/abstract=2014045 

  ：Climate Change 2050 

注３：www.alpine-pearls.com 

注４：地域イノベーションの研究 ハイライフ研究所 2009 

△日常生活の足 ロープウェイ（崖上に村がある）

▽自動車の無い村 


