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富士山は， 2013年に世界文化遺産登録を果たしたが，近年の登山者増加により持続的に利用していく上
での許容量を超えているということが指摘されている．本研究では，屎尿処理問題と安全性の確保の視点
から，登山者数の上限をルート別に推計した．また，富士山への訪問需要関数を求めることによって，現
状の登山者数を推計した上限以下に抑えるための入山料の金額を推計した．結果としては，現状の登山者
数はルートによっては上限を大きく上回っていることが明らかになった．登山者数を上限以下に抑えるた
めの入山料を訪問需要関数をもとに推計したところ，登山シーズン全期間の登山者数を対象とした場合に
はルート別に0円～3,000円という結果が得られたが，土日等の集中利用時期の混雑解消のためには，2,500
円～8,000円の入山料が必要になることを明らかにした．
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1. はじめに

のように世界遺産登録取り消しの可能性も危惧されてい
る．このような状況において，富士山の保全管理を維持

古来より富士山は霊峰として，日本人の信仰や観光の
対象として扱われてきた．そのような文化的背景が認め
られて，2013年にユネスコ世界遺産委員会により「富士
山-信仰の対象と芸術の源泉」の名で，世界文化遺産へ
と登録された 1)．一方で，登山ブームや世界遺産登録の
影響から登山者数は 2004 年から 2014 年の 10 年間で 20
万人から 30 万人へと大きく増加しており，富士山を持

しつつ許容可能な登山者数を推計するとともに，その登
山者数に抑えるための政策を考えることは，貴重な文化
遺産であり観光地でもある富士山を保全する上で重要な
問題である．
富士山における登山者過多の問題は以前から指摘され
ており，登山者を抑えるための政策としてマイカー規制
や富士山保全協力金の導入等対策が取られてきた 3)．

続的に利用する上で，自然環境の保全や登山者の安全管

実際に富士山では，2014 年から富士保全協力金 1,000

理の観点において，許容量を超えているということが
ICOMOS(International Council on Monuments and Sites)からも指
摘されている 2)．
実際に登山者過多による問題はトイレ問題やゴミ問題，
混雑の問題などに顕在化していて，2016 年 2 月 1 日まで
に保全状況報告書を提出することを義務付けられている．
富士山のように世界遺産決定後に保全管理報告書の提

円が，任意徴収の形で課されている．入山料の主な用途
として登山者が求めているものは，ヤマケイの行ったオ
ンラインアンケート 4)によると，富士山登山道周辺のゴ
ミ問題やトイレ問題の解決，次いで安全性の向上が挙げ
られているが，徴収した協力金の用途は明かされていな
い．また，トイレの改善に関しても，実質的なトイレの
維持は小屋が行っているという性質上，小屋の無い登山

出を求められることは異例であり，実質条件付きの世界

道中に新たに設置することは難しく, 設置可能数に上限

遺産登録となっているため，ドイツのドレスデン・エル
ぺ渓谷やオマーンのアラビアオリックスの保護区の前例

があるなど，問題点は多い．
しかしながら，富士山登山に関連する先行研究では，
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登山者属性の調査や登山者数の現状維持を目標とするも
のが多く，富士山を持続的に利用するための上限を推計
し，その値を目指すような施策を考えるような分析は少
ない．
栗山（2013）5)では，世界遺産登録前の富士山と登録
後の富士山の登山者数の変化を他の世界遺産の前例から
予測し，トラベルコスト法を用いて登録以前の登山者数

富士山の登山道は山梨県域の富士吉田ルート，静岡県
域の富士宮ルート，須走ルート，御殿場ルートの四つの
登山道に分かれているため，それぞれのルートについて
考察を行う．2014 年度の登山者数はそれぞれ吉田ルート
170,947 人，富士宮ルート 64,492 人，須走ルート 33,092 人，
御殿場ルート 16,963 人である 7)．以上の 4 つのルートを
図 1 に示す．

に制限するために必要な入山料を推計している．しかし，
この研究には以下の三つの問題がある．
一つは，上限値を世界遺産登録前年である 2012 年の
登山者数に設定している点である．実際に世界遺産導入
後の登山者数はマイカー規制を夏季全期間にしたことも
あり，2013 年と 2014 年は微減したが，依然として登山
者過多による問題は顕在化している．このことは富士山
を持続的に利用していく上での登山者の上限値は，2012
年の登山者数よりも少なく設定する必要があるというこ
とを意味している．
二つ目としては，分析を全体の登山者数のみで行って
いる点である．富士山は毎年 30 万人もの登山者が訪れ
ているが，それらの登山者の属性は 4 ルートのどこを登
る人であるか，また日帰りする人か一泊する人であるか
に分けられている．現状として全体の登山者の 60％は
山梨県側の富士吉田ルートに集中しており，混雑の問題
が最も多く指摘されているのもこのルートである．その
ため上限値はルート別に求める必要がある．
三点目は，使用しているデータが世界遺産登録以前の
ものという点である．世界遺産登録後の登山者属性は登
録以前のものからは変化しており，同じ属性で推移する
ものとして推計した先行研究と，実際に登録された後で
得られた登山者属性のデータを使用したものでは，結果

図-1 富士山登山道のルート図（富士山登山ポータ
ルサイト 8)より引用）

2. 分析手法

に差異が生まれるはずである．今後の富士山の保全を考
えていく上では，実状に即した分析が必要となる．
本研究では以上の点を改善しつつ，4 つのルートそれ
ぞれを対象に分析することで全体の登山者数の上限値を
決定し，その上限値を達成できるような入山料のレベル
や制度の設定を考察することを目的とする．
なお，本研究における地域としての「富士山」という

本研究は，富士山への登山者を対象に，(1)登山者数
の上限の推計と，(2) 富士山への訪問需要関数を用いた
入山料の設定による手順で構成される．

言葉は，管理区としては環境省が定めた富士箱根伊豆公
園に属する「日本一の標高をもつ富士山を中心とした山
梨・静岡両県にまたがる面積 60,591ha のエリア」6)であ
る本富士地域を指す．この本富士地域はさらに富士山の
五合目以上から山頂までを富士山管理区，富士山の中腹
から山麓部までを山梨県域の富士山北麓管理計画区，静
岡県域の富士山南麓管理計画区として三つの管理計画区
に区分されている．本研究では登山者数を推計するとい

ヤマケイが行った「世界遺産・富士山の安全混雑対策，
入山料に関するアンケート」（2014）から問題とされて
いる指標とICOMOSの指摘内容から，富士山の登山に関
連する課題としては，以下の点が指摘されている．
・屎尿処理の限界量の問題
・混雑による安全性の喪失
・踏み荒らしによる植生の破壊
・登山道に散乱するゴミの処理

う性質上，富士山の五合目以上である富士山管理計画区
を対象とし，富士登山者とはこの管理計画区内への訪問
者を登山者と定義する．

・登山道へ向かう自家用車による大気汚染
・富士山環境教育による登山者マナーの改善
これらの諸課題のうち，特に登山者数の上限の設定と

(1) 登山者数の上限の推計
富士山における登山者数の上限を解析するために有効
な指標とそれに基づく登山者数の推計を検討する．

2

II_340

関係のある指標として，a)屎尿処理問題，b)安全性，の
2 つを取り上げ，これらの視点で登山者数の上限の推定
を行う．
a) 屎尿処理問題
2002年以前の富士山のトイレは，登山期間中に溜めた
屎尿を登山期間後に登山道へ直接流すという方式を取っ
ていたため，登山道の汚染が進んでいた．それを受けて，

『山と高原地図「富士山」昭文社』14)より各小屋間の移
動時間に区分し，登山開始から 3 時間毎に辿りつける小
屋までの処理能力の合計を登山者の上限として設定し
た．
上記のようにして求めた各登山道における 3 時間毎の
処理能力から計算される登山者数のうち，最も低い値を
その登山道の上限値とした．

静岡県は環境に配慮した屎尿を放流しないバイオトイレ
を 2006 年までに全ての小屋に導入した 9)．しかし，バイ
オトイレには一日の処理能力に限界があり，その処理能
力を超えた場合には，近くの土壌汚染が進んでしまうと
いう問題がある 10)11)．
本研究では富士山登山道の全小屋に設置されているバ
イオトイレの処理能力に着目して，年間を通して処理の
可能な屎尿量を超えないような登山者数を推計する．各

以上の分析の結果，1 日あたりの登山者の上限値は，
吉田ルート 2,240 人，富士宮ルート 840 人，須走ルート
710 人，御殿場ルート 200 人であると推計された．
b) 安全性の問題
登山者の安全性の観点から上限を設けるために，富士
山で起こった事故記録（静岡県警山岳統計）より富士山
で起こった事故の内訳を調べた 15)．その中で 38%と最も
事故率が高いものが転倒であり，これは，混雑によって

ルートの屎尿処理能力を推計し，それぞれの登山道のル
ートタイムと 1 日の平均屎尿回数から求めた屎尿量から
計算される登山者数を，各ルートにおける 1 日あたりの
上限値とした．具体的には以下の式で示される．

発生の可能性が上昇する．このため，転倒のリスクを，
安全性の問題を対象とする．
本研究では 1 時間あたりの許容可能な登山者を，登山
者の歩く速度と登山者距離から推計した．さらに，時間
別の平均登山者比率を求めて，登山者比率の一番多い時
間帯の登山者数が上限値を超えないという制約を加え，
その他の時間帯は平均登山者比率と同じ割合で推移する

1

Uj=24×P×RTj

(1a)

Caj =Tj/ Uj

(1b)

と仮定して，1日の登山者数の上限値を検討した．

Uj：ルート別平均屎尿回数(回/人×日)
P：平均屎尿回数(回/人×日)
RTj：ルートタイム(時)
Caj：ルート jの登山者数(人)
Tj：ルート j別のトイレの処理能力(回/日)

Cbmax,j= Vj / R

(2a)

Cbi j= Cbmax,j×(rij/ rmax,j)
Cbday,j＝∑Cbi,j

(2b)
(2c)

Vj：ルート jでの登山者時速(m/s)
R：登山者間距離(m/人)

トイレの処理能力は，便器の数と処理方式によって異
なるため，各ルートの小屋に設置されたバイオトイレの
処理方式と個数を調査した．
処理方式や個数別の屎尿処理能力は，静岡県側の 3 ル
ートは静岡県自然保全課が公表しているデータを使用し
た 12)．山梨県側の吉田ルートに関しては処理方式や個数
は公表されているが，それぞれの小屋に設置されたトイ

Cbij：jの 1 時間毎の登山者数(人/s)
rij：ルート jの 1 時間当たりの登山者比率(1/s)
Cbday,j：ルート jにおける 1 日の登山者数の上限(人/s)

レの処理能力は公表されていないため，静岡県側の同処
理方式で同規模の処理能力のデータから，一つあたりの
処理能力を同等として推測した．
日本泌尿器科学会 13)によると一日あたりの平均屎尿回
数は，成人で 4～8 回，高年期で 6～10 回程である．富
士山登山においては，高山病対策のため水を多量に摂取
しながら登ることと，高齢者の比率が 3 割程度であるこ
とから，1 日 8 回程度であると仮定した．

二次災害を起こさないために十分な距離として，前後 2
メートルには移動可能であるとした 4ｍ/人を登山者間距
離と仮定して推計を行った．
全ての登山者が安全な登山者間距離を確保して歩行で
きる登山者数を考えるためには，登山者の歩く速度を求
める必要がある．そのため，本研究では先述のルートタ
イムと五合目看板記載のルート距離から，それぞれのル
ートを歩く登山者の時速を求めた．

以上より，健康面から登山者は登山開始から 3 時間間
隔で一度は道中の小屋のトイレに立ち寄る必要があると
して登山者数の上限値を考察した．ルートタイムは，

1 時間当たりの登山者の移動距離を登山者間距離で割
った値を，安全な登山者間距離を保つために，1時間当
たりに同地点を通過できる最大人数として，1 時間当た

転倒を防ぐまたは転倒した際の被害を少なくするため
には，登山者間の距離を保つことが重要とされている 16)
ため，ここでは登山者が倒れた際に前後の人にぶつかり
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りの制限値とした．
時間別の登山者比率は環境省設置の赤外線データ 17)か
ら各ルートの 1 時間当たり平均登山者数を得て以下の図
のようになった．登山者の時間別比率は以下の図 2 に従
うと仮定して，各ルートの登山者が最も多い時間帯の登
山者数が，1 時間当たりの制限値と等しい時の登山者数
を 1日当たりの登山者数の上限値とする．
以上の分析の結果，1 日あたりの登山者数の上限値
は，吉田ルート 2,133 人，富士宮ルート 2,795 人，須走ル
ート 3,165人，御殿場ルート 2,394 人であると推計され
た．
図-4 上限値と一日あたり登山者数の乖離（吉田ルート）

図-2 各ルートの時間別登山者比率

図-5 上限値と一日あたり登山者数の乖離（富士宮ルート）

c) 上限値の分析結果
以上の推計結果の内で，各ルートにおいて登山者数の
上限値として，より低い指標による上限値を採用し，
2014年度の登山者数の実績との乖離を示したものが以下
の図 3～図 7 である．結果としては，シーズン期間全体
の登山者数は須走ルート以外の 3 ルートで上限値を超え
ており，日別の推計では，全てのルートにおいて土日等
の利用集中期（図 4 ～図 7 の補助目盛が日曜日）には大
きく上限値を上回る結果となった．
図-6 上限値と一日あたり登山者数の乖離（須走ルート）

図-3 全期間における累計上限値と総登山者数の比較
図-7 上限値と一日あたり登山者数の乖離（御殿場ルート）
4
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(2) 上限値達成に向けた入山料の分析
登山者数抑制のためには，入山者数そのものを規制す
ることのほか，経済的な手法を用いることが考えられ
る．入山料を導入することによる登山者数の抑制効果を
分析するためには，富士山への訪問需要関数を推定する
必要がある．自然遺産や観光地等の訪問価値を評価する

また，Nh を各ゾーンの人口，Vh,j を各ゾーン hから富士
山の各登山ルート jへの年間訪問者数とすると，各ゾー
ン hからの富士山の各登山ルート jへの訪問率 RVh,j は式
(3b)のように表される．
𝑅𝑉ℎ,𝑗 = 𝑉ℎ,𝑗 ⁄𝑁ℎ

方法としては，訪問者の旅行費用をもとに旅行地の価値
を評価する手法としてトラベルコスト法（Travel Cost
Method: TCM）が用いられている．TCM とは,訪問者が支
払う旅行費用には,観光地の公共サービスとしてのレク
リエーション価値が反映されていると仮定して，その費
用から観光地の貨幣的な価値を推計するという手法であ
る．TCMの長所としては，分析に必要な情報が，旅行
費用や出発地，訪問回数と観光地や旅行者の属性データ

(3b)

現状として，任意の富士保全協力金 1000 円が導入さ
れているため，本研究では入山料 F0=1000(円)が掛かっ
ているものとして， 旅行費用 TCh.j に入山料 F0 を加えた
合計と各地域からの訪問率 RV0,h,j の間に，以下の式 (3c)
の 関係を仮定し，誤差項をεとして，回帰分析を行っ
た．モデルとしては当てはまりの良かった両対数モデル
を採用した．

に限られ，簡潔かつ客観的であることが挙げられる．一
方で，短所としては，評価可能な資源価値がレクリエー
ションに関わるものに限定される点や，旅行時間に対す
る機会費用の推定に決め手を欠いている点等が挙げられ
ている 18),19)．
本研究では，複数回訪問する利用者がまれであること
と，レクリエーションに関する需要の分析を行うことを

県内消費額は，観光入込客統計（2014）のデータを使
用する 21)．
交通費に関してはゾーンが 10 区分にしか分けられて
いないため，ゾーンの中心を求めるために最も人口の多

目的にするため，TCMの中でもゾーントラベルコスト
法（Zone Travel Cost Method: ZTCM）にしたがって需要関
数を推定する．
ZTCMとは，旅行地までの旅行費用が等しいゾーンを
設定して，それぞれのゾーンからの訪問者数とゾーン毎
の人口から訪問率を算出し，その訪問率と旅行費用から
旅行地への訪問の需要関数を推計して，求めた需要関数
を基に訪問価値を評価するという手法である 20)．

い県の県庁所在地からの富士山への交通費を使用した．
交通費は，公共機関を使用している登山客のものは
Yahoo 路線情報で検索された最低金額のルート用いて算
出し，自家用車を利用している場合は，google map の経
路におけるガソリン乗用車の燃費平均額，乗用車の道路
種別移動速度，ガソリンの単価，高速代金から最寄りの
駅から五合目駐車場までの料金を推計した．時間に関し
ても同様に，公共機関使用者は Yahoo 路線情報の最短時

本研究では，2012 年に環境省の行った「富士山の適正
利用に関するアンケート調査」における，富士山登山者
の出発地区分に従い，全国を 10 地域のゾーンに分けて
それぞれの旅行費用と訪問率から需要関数を推計する．
訪問率を目的変数に旅行費用を説明変数にして定式化し
たものを以下に示す．
富士山への訪問者が所属する地域（ゾーン）の中心 h

間，自家用車使用者は最短県からの距離と道路種別移動
速度から求めた．また，自家用車使用者の同乗者につい
ては，前述の観光入込客統計（2014）の同行者の割合を
適用するとともに，自家用車 1台あたり 5名まで同乗可
能として，推計を行った．
機会費用は通常往復の移動時間に賃金率を掛けること
で求められるが，本研究のように観光資源を対象とする

から富士山の各登山ルート jへの旅行費用の合計
（TCh,j）は，各地域 hから富士山の各ルート jの入口ま
での往復の交通費（Ch,j）に，静岡，山梨県内における
消費額（SUBh,j）と，機会費用（Th,j）を加えたものとし
て式 (3a) のように表される．
なお，県内消費額（SUB）は，宿泊費＋飲食費＋土産
費によって構成される．飲食費は，富士山内における食
品の値段は，通常に比べて輸送費を含む分，高額となっ

場合には，賃金率の 100%を機会費用率として用いるの
は，過大評価になるということが指摘されている 12)．そ
こで本研究では，Cesario (1976) 23)の推奨する賃金率の 1/3
を機会費用率として用いる方法で推計を行った．各ルー
トの属性について，分析に用いるサンプルサイズは，吉
田ルート 438，富士宮ルート 343，御殿場ルート 56，須
走ルート 239 である．登山者属性の比率については，環
境省「富士山登山者数調査結果 2012」より作成した．

log(𝑅𝑉ℎ,𝑗 ) = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ log(𝑇𝐶ℎ,𝑗 + 𝐹0 ) + 𝜀

ていることから計算に加えている．
𝑇𝐶ℎ,𝑗 = 𝐶ℎ,𝑗 + 𝑆𝑈𝐵ℎ,𝑗 + 𝑇ℎ,𝑗

(3a)
5
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(3c)

表 1 定数項と係数の推計結果

分析の結果としては，全てのルートに関して決定係数
R²は 0.6を超えている．また，全てのルートについてｐ
値＜0.01 となり 1%の有意水準で統計的に有意であるこ
とが言えている．

3. 分析結果・考察
以上で得られた推計結果を用いて，入山料の導入に伴
った旅行費用の増加が訪問者数に与える影響を分析す

図-8 ルート別登山者の居住地割合

る．
入山料導入による登山者抑制効果を推計するために，
A= exp(𝛽0 ), B=exp(𝛽1 ),として(3c)式を以下のように変形す
る．
𝐵

𝑅𝑉0,ℎ,𝑗 = 𝐴 ∙ (𝑇𝐶0,ℎ,𝑗 + 𝐹0 )

(3e)

(3e)式によって求められた，予測される各ゾーンから
の訪問率と実際の訪問率を比べた図を以下に示す．

図-9 ルート別登山者の日程割合

図-11 訪問率の予測値と実測値（吉田ルート）

図-10 ルート別登山者の利用交通手段割合

以上の属性を考慮に入れた上で，区分した 10 個のゾ
ーンからの旅行費用を 4 ルートそれぞれについて求め，
サンプルサイズは 10 として，それぞれの居住地の訪問
率との関係を仮定して回帰分析を行った．回帰分析の結
果によって推計された各ルートの𝛽0 ，𝛽1 を以下の表に
示す．
図-12
6
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訪問率の予測値と実測値（富士宮ルート）

図-13 訪問率の予測値と実測値（須走ルート）

図-15

入山料導入時の各ルート登山者数の現状からの変化率
（入山料 1,000 円の現状を 100%とする．）

図-15 は，入山料を導入した際の訪問者数の現状か
らの変化率を表している．推計によって求めた登山者数
の上限値と実際の登山者数との違いを，前節の入山料導
入による登山者減少効果によって解決することを仮定し
た場合に，富士山を持続的に利用していく上で必要と考
えられる入山料の設定を考察する．
まず，全てのルートを対象に，登山者数の上限値と実
測値の乖離を計算する．全ての期間を通じて入山料を導
入することを考えた場合，有意な制約がかかっているの
は，吉田ルートと富士宮ルート，御殿場ルートの 3 ルー
トである．それぞれのルートについて，登山者数の上限
値と実登山者数から必要となる登山者数の削減割合を求
めると，吉田ルートでは 12.8%，富士宮ルートで
11.7%，御殿場ルートで 16.5%の削減がそれぞれ必要で
あると求められた．

図-14 訪問率の予測値と実測値（御殿場ルート）

(3e)式より，新たな入山料 F(円)導入後の訪問率 RV,h,j
は，次式で求められる．
𝐵

𝑅𝑉ℎ,𝑗 = 𝐴 ∙ (𝑇𝐶ℎ,𝑗 + 𝐹)

(3f)

以上の削減率と図-15 の登山者数の現状からの変化率
から各登山道に対して入山料は，吉田ルート 3,000 円，
富士宮ルート 2,500 円，御殿場ルート 3,000 円，須走ルー
ト 0円，の導入が必要であると推計された．
以上で求めた推定入山料は全体の登山者数を調節する
上では有意であるが，実際に登山者過多の問題が起きて
いるのは，休日を中心とした繁忙期の集中利用によると

(3e)式，(3f)式より求めた入山料導入後の訪問率 RV,h,j
に，各ゾーンの人口 Nh を掛け，入山料導入後の各ゾー
ン hから富士山の各登山ルート jへの訪問者数 Vh,j を求
める．
𝑉0,ℎ,𝑗 = 𝑁ℎ ∙ R𝑉0,ℎ,𝑗

(3g)

𝑉ℎ,𝑗 = 𝑁ℎ ∙ R𝑉ℎ,𝑗

(3h)

ころが大きい．
このため，過剰利用によって起こる問題を解決するた
めには，全体数を上限値に近付けることよりも週末等の
利用集中期の登山者を分散させることの方が効果は大き
いと考えられる．日別の登山者数の上限値と実際の登山
者数の関係を示した図 3 を見ても，ほぼ全てのルートで
週末等の混雑時期には上限値を大きく上回っていること
が分かる．集中混雑時に限れば，全体では有意では無か

以上より入山料 F を導入した際の現在の登山者数
V0,h,(人)からのルート j別登山者減少率 Dｊ(%)は，以下の
式で表される．
𝐷𝑗 = (∑ℎ(𝑉ℎ,𝑗 − 𝑉0,ℎ,𝑗 )⁄∑ℎ 𝑉0,ℎ,𝑗 ) ∙ 100

(3i)

った須走ルートにおいても，実際の登山者数が上限値を
上回っている．
そのため，日別登山者数の傾向から各ルートについて

求めた入山料による登山者数の変化率を以下に示す.

7
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入山料を導入するべき期間を推計して，その期間におけ
る必要な登山者数の削減割合を求めることで利用集中期
にのみ課す入山料として必要な額の推計を試みる．
入山料の導入が必要な利用集中期として，週末の金曜
日，土曜日，日曜日の 3 日間，祝日，休日，お盆時期を
設定する．その集中利用期の登山者数の平均値と，登山
者数の上限値の比較を行い，必要な登山者削減の割合か
ら，入山料の金額を求める．
まず吉田ルートに関しては，7月 9日および 8 月 11 日
の台風が来た日を外れ値として，その日を除く利用集中
期への入山料の導入を考える．前述の吉田ルートにおけ
る登山者数の上限値と，利用集中期における実際の登山
者数の差から，34.3%の登山者数の削減が必要であると
分かった．これを満たす入山料は 7,000 円となった．
同様にして，他のルートについても，利用集中期にお

図-16 全期間に入山料 3,000円を導入した場合

ける必要な登山者数の削減割合を求めると，富士宮ルー
ト 38.3%，御殿場ルート 34.8%，須走ルート 11.8%となっ
た．
以上より利用集中期の導入を考えた場合の入山料は，
それぞれ，吉田ルート 7,000円，富士宮ルート 8,000 円，
御殿場ルート 6,000 円，須走ルート 2,500 円と推計した．
以上の推計結果を表 2 にとりまとめる．
表-2 各ルートの入山料

全期間
土日

吉田口
3,000円
7,000円

富士宮口
2,500円
8,000円

須走口
0円
2,500円

御殿場口
3,000円
6,000円

図-17 利用集中期にのみ入山料 7,000 円を導入した場合

結果としては，必要な登山者数の削減割合の差異によ
って導入するべき入山料はルート別に異なり，利用集中

なお，本研究においてはルート間の代替性を考慮に入
れていない．代替性を考慮に入れた場合には，入山料の

期の導入を考えた場合と全期間全体で導入を考えた場合
の差異は更に大きなものとなった．ここで，吉田ルート
に全期間 3,000円の入山料を導入した場合と利用集中期
にのみ 7,000 円を導入した場合の推計登山者数と上限値
との関係を図 16，図 17 に示す．
図-16 から全期間に入山料を導入するケースでは過剰
利用の問題はほとんど解決していないことが分かる．登

高く設定されたルートから他のルートへの流入登山者が
発生し，登山者数が増えるため，入山料は推計結果より
も高くなることが推測される．
しかしながら，この点に関しては，各ルートの特徴が
他のルートとは大きく異なる点に留意する必要がある．
例えば，富士宮ルートや吉田ルートは，共通して登山道
に小屋が多く，ルート難易度も低いという特徴があるた

山者の合計を比較すると，全期間に入山料を導入したケ
ースで 146,843 人，利用集中期にのみ導入したケースで
138,026 人であるのに対し，上限値を超える登山者数の
合計は全期間に導入した場合 20,173 人，利用集中期に導
入した場合 9,034 人であり，利用集中時期に入山料を導
入した方が，登山者抑制数に対する過剰な登山者数の削
減の割合が大きくなることが分かった．なお，吉田ルー
ト単体における入山料収入も，それぞれ全期間での導入

め，登山経験の少ない人が登ることが多いが，他の 2ル
ートの難易度は比較的高いため，仮に前者の 2 ルートに
高い入山料が導入されたとしても，他の 2 ルートへの高
い代替性を見込むことは難しいと推測される．また，現
時点では，入山料が導入されて間もないため，代替性を
分析するためのデータの入手が困難である．
上記のことから，不確かな代替性を考慮に入れた場
合，入山料を過大に評価する可能性が高いため，本研究

で 4億 4,053 万円，利用集中期での導入で 4億 4,240 万円
とほぼ同程度の収入を見込むことができることが分かっ
た．

では実行性の観点から，登山ルートの代替性を分析対象
から外している．

8
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4. 結論と今後の課題

分析が困難であるため，データの改善が求められる．
以上の 3点について今後の課題としたい．

本研究では，屎尿処理の問題と安全性の確保の 2つの
指標による，富士登山のルート別の登山者数の上限値の
設定とその上限を達成できるような入山料の分析を行っ
てきた．その結果，以下の結論が得られた．
登山者の上限値の推定においては，本研究で取り上げ

付録
本研究で ZTCM による推定の際に使用したデータ
は，以下の通りである．

た 2 つの指標だけに関しても，特に集中利用期の登山者
数は最も多い吉田ルートで 38.3%，最も少ない須走ルー
トでも 11.4%上限値を上回っていたため，登山者過多の
問題を定量的に示すことができた．
また，登山者数の制限に向けて必要となる入山料の考
察から，旅行費用に対する訪問率の需要曲線を明らかに
し，それをもとに登山者数の制限に必要な入山料をルー
ト別に推計した．最も混雑の激しい吉田ルートにおいて

データの種類

出典元
ルート別登山者 環境省 富士山登山者数調査結
比率
果
（出発地，交通
手段，宿泊の有 https://www.env.go.jp/park/fujiha無）
kone/data/files/fuji02.pdf
ゾーン別属性
総務省統計局 統計
（人口，男女
比，職種）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/pref/
公共機関使用者 yahoo路線情報
（交通費，交通
時間）
http://transit.loco.yahoo.co.jp/
自家用車使用者 google map
（交通費，交通
時間）
https://www.google.co.jp/maps
高速料金
ドラぷら
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr
10_000019.html
ガソリン乗用車 国土交通省 自動車燃費一覧
の燃費平均値
（平成26年3月）
http://www.driveplaza.com
乗用車の道路種 建設省道路局の「道路交通セン
別旅行速度
サス（2010）」
http://www.mlit.go.jp/road/census/h221/
経済産業省 資源エネルギー庁
ガソリンの単価
「給油所小売価格調査」
http://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/results.html

は平均では 3,000 円，利用集中期の登山者を制限するた
めには 7,000 円の入山料が必要となることが明らかとな
った．登山者数全体では上限値を超えない須走ルートに
おいても利用集中期には 3,000 円の入山料が必要になる
ことを示した．
なお，環境省の「富士山吉田口下山道七合目公衆トイ
レ維持管理運営協議会」によると, 同協議会が管理をす
る七合目公衆トイレの改善にかかる工費は 1億円が見込
まれているが 24)，推定した入山料による収入分だけでも
賄うことが可能である．
今後の課題としては，以下の 3点が挙げられる．ま
ず，一点目として ZTCM にしたがって需要曲線を導出
する際に得られるデータの質の問題がある．特に，全国
を 10 地域のゾーンにしか分けることができなかった点
が挙げられる．ZTCM におけるゾーンとは，観光地まで
の旅行費用が等しくなるような地域を指すので，本研究
のように東北・北海道といったような同一ゾーンの中で
旅行費用が異なってしまうほど大きな区切りで分析を行
った場合には，精度が落ちるということが考えられる．
また，近年は外国人観光客も増加しており，そうした対
応についても検討が必要となり，分析の精度を上げるた
めのデータの改善が必要である．また，TCMそのもの
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ANALYSIS ON CAPACITY OF CLIMBER’S NUMBER TO MT.FUJI AND ITS
FEASIBILITY BY INTRODUCING CLIMBING FEE
Junnosuke YASUI, Yosuke MUNESUE and Toshihiko MASUI
Although Mt. Fuji was selected as the world cultural heritage site in 2013, it is pointed out that the increase of climbers is over its capacity. In this study, we estimated the upper limit of the number of climbers to Mt.Fuji from the viewpoints of the treatment of human waste and the climbers’ safety in each of the
four routes of Mt. Fuji. In some routes, the present numbers exceed their capacity. Then, we assessed the
value of the climbing fee in order to keep the number of climbers to the estimated capacity by using the
zonal travel cost method. The results show that the necessary fee is 0 to 3,000 yen for each climber if the
averaged number of climbers for summer season does not exceed the capacity. On the other hand, this
value of climbing fee is not sufficient in peak periods. The necessary fee to reduce the number in peak
periods is estimated to be 2,500 to 8,000 yen for each climber.
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