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環境主義 

 世界中には、環境や生き物に対して色々な考え方

を持っている人がいる。deep-greens（deep ecology）

と言われている最も急進的な環境主義の人々は、す

べて自然のままがよいと主張し、「バナナが栽培でき

ない寒い国ではバナナを食べるな」と主張している。

確かに一理ある環境主義ではあり、deep-greens に

ある種の共感を覚える。生物多様性と地域文化の危

機に直面する我々は、deep-greens に学ぶべきこと

が少なくない。しかし、近々70 億人に達するまで地

球人口が増加し、これほどまで物心両面で豊かとな

っている現状を考えると、現実問題として課題や矛

盾も多い。一方、これまでの社会の発展を支えてき

たともいえる「人間と自然は切り離された存在であ

る」「環境を資源とし、技術ですべてを解決できる」

とする shallow ecology の主張は、最近ではほとん

ど聞こえてこない。 

実は、環境主義は再生可能エネルギーと化石燃料

などの枯渇性エネルギーとの論争に重ねて考えるこ

とができる。 

 

 

再生可能エネルギー 

日本の社会が再生可能エネルギーに舵を切り替

えたかというと、そうではない。むしろ逆の動きが

みられる。 

 少なくとも、1992 年の地球サミット以来、国と地

域そして世代を超えて地球上の有限な資源を分かち

合うことを前提にする社会が合意形成されつつあっ

たと言える。多くの先進国と同様に、日本において

もである。地球温暖化問題、CO2削減、排出権取引

などの環境問題を、企業も社会も一丸となって取り

組んできた。1970 年代の深刻な公害問題を乗り越え

た日本社会の底力で、最近 10 年は地球温暖化問題

に取り組んできた。個人的には、そこまでやらなく

ても良いと思える企業行動も見られた。 

 自然・生物資源の保全に関しても、貴重な原生自

然だけでなく、身近な自然やビオトープなどへの関

心が高まり、持続発展教育（ESD）に取り組むユネ

スコ・エコスクールが推進され、CSR（社会的責任）

の一環で企業も積極的に自然環境の再生に取り組ん

でいる。特に、2010 年には、生物多様性国家戦略

2010 の策定、生物多様性条約第 10 回締約国会議
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（COP10 ）の名古屋開催、国連生物多様性の 10 年

の設定などが行われている。日本は今や環境先進国

の一翼を担っている。 

 しかし 2011 年 3 月の東日本大震災以降、地球温

暖化・CO2対策は、電力の安定供給と復興を錦の御

旗として、日本の社会では休戦の様相を見せている。

反省を込めて言うのなら、問題は、これまでの温暖

化問題の解決策が、現在の水準・採算性を維持しな

がらの省エネ・省資源あるいは排出権取引を推進す

ることが中心であった点である。これまでの水準を

維持できなくなりかけたことで、その優先順位が下

がってしまった。しかしながら、被災地では、地域

の人々主導で、伝統的な人間社会と生物的自然・地

域文化を再構築の基盤とするという古くて新しい価

値観がこれまで以上に優先順位を高めている。 

 

釜石にて 

 震災後に訪れた岩手県釜石市では、地元の岩手県

国際交流協会の加藤直子さんに被災地と仮設住宅な

どを案内いただいた。仮設住宅では、日陰と潤いを

提供する朝顔の「緑のカーテン」が特に印象的だっ

た。住民のアンケートでは、良かった・まあまあ良

かったとの回答が 97%と好評であるとお聞きした。

次に案内されたのは、町はずれに整備しているビオ

トープであった。 

 正直な話、被災してから数か月しかたっていない

混乱の時期であるにもかかわらず、人間が他の生き

物に支えられて生活していることを意識し、潤いと

安定をもたらす生物たちの大切さに関心を失ってい

ないことに深く感銘を受けた。様々な形で表現され

ているが、地域の発展や次世代への貢献につながる

被災地の復興は、これまで以上に地域特性を尊重し、

地域の自然環境を反映させることが求められている。

釜石市で見せていただいた「緑のカーテン」プロジ

ェクトとビオトープへの情熱から、これらの意義を

再認識させられた。 

 

ユネスコエコパーク 

 ユネスコエコパーク（生物圏保存地域）は、原生

的な自然をコアエリアとして、その周辺部分も含め

ることで、自然と人間の生活とが持続的・伝統的に

共存する地域を指定する。そこでは生物資源・自然

を活用した持続可能な地域社会の発展や、それらに

関する学術研究と教育を実践する場としての活躍が

期待されている。1980 年に国内 4 地域がユネスコ

エコパークに指定されたにもかかわらず、世界遺産

ほど注目を浴びず、埋もれた存在でもあった。その

一方で、現在は世界の 580 の地域がユネスコエコパ

ークに指定され、世界遺産の補完的なものとしても

存在感を増している。今後、被災地に隣接した地域

に、ユネスコエコパークが設けられ、地域特有の生

態系と人間社会との持続的伝統的な係わりを保全し、

教育研究の空間を確保できるようになってほしいと

願っている。 

 

  写真 釜石市の仮設住宅の「緑のカーテン」 

 

When I visited the Kamaishi City of Iwate 

Prefecture; at a disaster-stricken area, I saw 

green walls. People covered the temporary 

housings with vegetation to reduce overall 

temperatures of the building and to provide 

moisture. I was impressed that people did not lose 

interests and awareness toward other living 
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creatures that support our lives even just a few 

months after such a terrible earthquake. 

Recovery of disaster stricken-area requires 

appreciating regional characteristics and natural 

environment. I hope that region around the 

disaster-stricken area will be designated as 

Biosphere Reserve and that ecosystem and 

human society will be preserved sustainably. 

（すずき くにお、横浜国立大学長） 

 

 

 

MAB計画と里山 

横浜国立大学／日本 MAB 計画委員長 

松田 裕之 

 

MAB programme and SATOYAMA 

Hiroyuki Matsuda (Yokohama National University) 

 

1．生物多様性条約と Satoyama 

 2010 年 10 月に名古屋で開催された生物多様性条

約（CBD）の第 10 回締約国会議（COP10）を通じて、

国内でも、さまざまな MAB の取組みが図られてい

る。 

 MAB は人間と生物圏の調和を図るための事業で

あり、生物多様性条約の２つの原則である生物多様

性保全と持続的利用の調和を図るものである。 

 COP10 を通じて、日本政府と環境省は「自然との

共生」（Living harmony with nature）を主題に掲げ、

SATOYAMA イニシアティヴを採択し、SATOYAMA

パートナーシップ事業を推進することとなった。 

 国連大学高等研究所（UNU-IAS）も、ミレニアム

生態系評価（MA）の一環として、COP10 の 3 年ほ

ど前から里山里海評価（The Japan Satoyama Satoumi 

Assessment, J-SSA）を日本各地域のクラスターごと

に実施し、Cluster Report ならびに National Report を

MA と同じ構成でまとめた。 

J-SSA によれば、「里山及び里海とは、農地、二次

林、人工林、草地、ため池、水路などの土地利用が

写真１ 石川県能登の里山風景 

A typical satoyama landscape of Noto. Kanazawa 

University has a Satoyama Satoumi Nature School 

in this region (Photo by H. Matsuda) 

 

モザイク状に分布し、農林業やレクリエーション、

ツーリズム、環境保全活動など人間のさまざまな働

きかけを通じて形成・維持されてきた景観であり、

地域の自然環境に根ざした人々の暮らし、生業、伝

統・文化を内包する人と自然の共存領域」である。

別の言い方をすると、里山・里海とは「人間の福利
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に資する様々な生態系サービスを産みだす生態系モ

ザイクからなる社会と自然の動的な複合景観」と定

義できる。ちなみに、InfoMAB34 号で紹介した綾町

の取組みは、J-SSA でもコラムとして取り上げられ

ている。 

 里海については、国連大学高等研究所が CBD の

技術報告書としてまとめ、COP10 の機会に世界に紹

介した。これとは別の動きだが、沿岸域の里海とし

ての利用の一つに、海浜の一部を人工的な石垣で囲

い、満潮時に入って干潮時に残った魚を獲る、石干

見（いしひみ）または海垣（ながき）などと呼ばれ

る伝統漁法が各地にあり（写真２）、その第 3 回サミ

ットが国際サミットとして、2010 年 11 月初めに石

垣島白保サンゴ村で開催された。 

 伝統的な里山や里海には、ユネスコエコパーク

（Biosphere Reserve; BR）の核心地域、緩衝地帯、移

行地域のような区分がない代わりに、細かな景観要

素がモザイク状に維持されている。里山や里海とユ

ネスコエコパークはその意味で異なるが、人と生物

圏の調和を図るとの理念は共通している。 

 

2．東アジア生態学会連合第 4回大会での議論 

 2010 年 9 月 13-17 日に韓国尚州で、日本、中国、

韓国などからなる東アジア生態学会連合（EAFES）

の第 4 回大会が開かれた。その中で韓国の洪善基

（Hong Sun-Kee）氏と総合地球環境学研究所の湯本

貴和氏が企画したユネスコエコパーク（BR）に関す

るシンポジウムにおいて、湯本氏は以下のようなメ

ッセージを述べた。①BR の役割は世界遺産への踏

み台でも準じるものでもない。②核心地域・緩衝地

帯・移行地域を使い分けて保全と利用の調和を図る

ことは BR の理念である。③自然の回復・復元を図

る場所を含めるべきである。④韓国のマウルや日本

の里山、またはその他の国にみられる同様な景観、

つまり人間が手を加えた生物的文化的景観も、ユネ

スコ MAB 計画に組み入れ、BR の対象とするべきで

ある。

 

写真２ 石垣島に復元された海垣 Nagaki’i (artificial 

structure for traditional fishery) in Ishigaki Island, 

Okinawa (photo by R. Tsujino) 

 

 里山に類似した生物的文化的景観が海外にもある

ことは、SATOYAMA イニシアティヴでも調査集約

されている（http://satoyama-initiative.org/）。必ずしも

水田を含むものばかりではなく、スペインのデヘサ

のような放牧地も含めている。 

 

3．国内 BRネットワークを通じた里山との連携 

 日本 MAB 計画委員会では、国内 MAB の取組み

の連携を図るため「日本ユネスコエコパークネット

ワーク」（Japan Biosphere Reserve Network, J-BRnet）

を 2011 年に設置した。もともと、BR 登録の魅力の

一つはユネスコの計画として世界の BR と交流する

ことである。国内の候補地も含めた BR 間の連携を

図り、その交流を通じて世界の BR に向けて発信す

るのが効果的である。 

 2010 年 9 月 30 日には屋久島、大台ケ原・大峰山、

白山、志賀高原の４登録地のほか、登録を自治体ま

たは研究者が検討している綾町（現在はユネスコに

登録申請中）、南アルプス、対馬、それに世界遺産で

もある知床などの研究者、地元の自治体や市民が

J-BRnetのメンバーとしてネットワークに参画した。

今後も、BR 登録を検討している地域のメンバーを

加えるとともに、メールでの情報交換などを通じて、

BR 及び MAB 活動全体の活性化を図るとともに、里
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山活動など、利用と保全の調和に関する各地の取り

組みとの連携を促進するつもりである。 

 保全が主体である世界自然遺産において、さらに

国立公園などの自然公園では、シカ、サル、イノシ

シなどの野生鳥獣が増えすぎ、農林業被害だけでな

く、自然植生にも大きな影響を与えつつある（写真

３）。他方、多くの里山では過疎化と高齢化によって

伝統的な土地利用の維持が困難になり、人口予測に

よればそれは今後ますます深刻になると見られてい

る。日本の多くの地域には、まだ伝統的な里山の景

観が残っているが（写真４）、多くの里山景観は、30

年後には消滅の危機にある。 

 

 

写真３ 屋久島 BR のシカとサル Wild deer and 

monkeys in Yakushima Island BR (photo by T. 

Yumoto). 

写真４ 滋賀県米原市（醒ヶ井）の集落 Samegai 

Village, Maibara City (photo by H. Matsuda)  

 かつて、ニホンジカ（Cervus nippon）、ニホンザル

（Macaca fuscata）、ニホンカモシカ (Capricornis 

crispus)、ツキノワグマ（Ursus thibetanus）、ヒグマ

（U. arctos）、カワウ（Phalacrocorax carbo hanadae）

などは、いずれも絶滅の危機にあった。日本の野生

鳥獣に関する法制度は、乱獲を防ぐために整備され

たものと言えるだろう。その後、1999 年の鳥獣保護

法改正によって特定鳥獣保護管理計画制度が導入さ

れ、個体数調整のための許可捕獲が本格的に可能と

なった。しかし、天然記念物に指定された野生動物

は個体数が回復した後も駆除が制限されており、銃

を携行した自衛隊の動員、夜間発砲、消音銃の使用、

道路や線路上の駆除などは規制されるなど、様々な

制約がある。他方、中山間地域での人間活動が縮小

したために、イノシシ、クマ、サルによる人身被害

も増え、こうした野生鳥獣の被害のために人間活動

がさらに縮小する事態も生じている。 

 もう一度、中山間地での人と自然の関係を見直す

べき時代が来つつあるといえるだろう。 

 

Summary 

Japan has recently promoted the concept of 

“Satoyama” in Convention on Biological Diversity. 

Satoyama is defined as dynamic social-ecological 

landscapes comprised of different ecosystem types 

producing various ecosystem services for human 

wellbeing. There is a conceptual overlap between 

UNESCO’s MAB programme and Satoyama, 

although Satoyama does not necessarily include 

no-take area whereas in BR, core area need to be 

included. Similar bio-cultural landscapes are 

found in many places all over the world. 

Collaboration between the MAB programme and 

Satoyama Initiative might generate mutual 

advantage to each other. 
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（まつだ ひろゆき）
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ユネスコ人間と生物圏（MAB)計画 40周年記念シンポジウム 

「志賀高原ユネスコエコパークにおける環境教育の可能性」報告                   
横浜国立大学 若松 伸彦 

 

 

 

日時：平成 23年 11月 15日(火) 14:00-17:00 

場所：志賀高原総合会館 98ホール 

主催：文部科学省，日本ユネスコ国内委員会， 

共催：環境省、信州大学，志賀高原観光協会，日本 MAB

計画委員会 

後援：林野庁、山ノ内町、「持続可能な開発のための

教育の 10 年」推進会議、国連大学高等研究所 ESD プ

ログラム「ProSPER.Net」 

 

【プログラム】 

開会に際して 

・鈴木邦雄(日本ユネスコ国内委員会 MAB 計画分科会

主査／横浜国立大学学長） 

・竹節義孝（山ノ内町長） 

・文部科学省 

・春原良裕（志賀高原観光協会会長） 

 

講演 

・酒井暁子（横浜国立大学）： 

ユネスコエコパークとは 

・井田秀行（信州大学志賀自然教育園）： 

志賀高原ユネスコエコパークの自然環境と教育 

（休憩） 

・竹節高四郎（地元有識者）： 

志賀高原地域における自然を利用した人々の暮らし 

・志賀高原観光協会： 

志賀高原ユネスコエコパークにおける観光の現状 

 

 

コメント 

・環境省、文部科学省 ほか 

質疑応答 

 

閉会挨拶 

・春原良裕（志賀高原観光協会会長） 

・松田裕之（日本 MAB計画委員会委員長） 

 

*この行事は文部科学省ユネスコパートナーシップ事

業として開催しました。 

 

開催趣旨 

志賀高原ユネスコエコパークとその周辺地域は、年



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Page 8 

 

 

間約 220万人を越える人々が訪れる、日本有数の観光

レクリエーション地です。1960年代以降、スキー場を

中心とした急速な開発が進められました。レストラン、

駐車場、園地、遊歩道、ビジターセンターが存在し、

93軒の宿泊施設には約 15,000人の収容が可能です。

その一方で、核心地域はほとんど人為の影響が無く、

原生的な森林が大面積で保たれています。緩衝地帯に

も、幽玄な亜高山性針葉樹林に美しい湖沼や高層湿原

が点在しています。近年、志賀高原ユネスコエコパー

クは、これら豊かな自然を活用したエコツーリズムに

加え、環境教育にも活用されており、同地域の重要な

観光資源の一つとなる可能性があります。ユネスコエ

コパークの理念や同地域における環境教育の現状を

紹介しつつ、その発展的可能性と取り組みへの課題を

話し合うことを目的として、本シンポジウムを開催し

ました。 

 

講演内容 

開催に先立ち、日本ユネスコ国内委員会 MAB計画分

科会の鈴木邦雄主査（横浜国立大学学長）、竹節義孝

山ノ内町長、文部科学省ユネスコ第３係長、春原良裕

志賀高原観光協会会長が挨拶を行いました。 

最初の講演では、酒井暁子日本 MAB計画委員（横浜

国立大学）が MABとユネスコエコパーク（BR）の概念

や制度の説明を行いました。同じユネスコの管轄下に

ある世界自然遺産との違い、ゾーニングの意義や各ゾ

ーンの役割を解説しました。ドイツのレーン BR での

具体的な取り組み事例を交え、今まで MABに馴染みの

薄い人にも分かりやすい講演でした。 

続いて、井田秀行日本 MAB計画委員（信州大学教育

学部志賀自然教育園）が志賀高原 BR でおこなわれて

いる信州大学の学生実習の様子や、地元の子供達を対

象とした環境教育の取り組みを紹介しました。聴衆の

大部分は地元の方々でしたが、志賀高原 BR の自然の

素晴らしさを改めて認識されたのではないかと思い

ます。 

休憩を挟んだ後、地元有識者の竹節高四郎氏が志賀

高原の伝統文化や入会（いりあい）の歴史について講

演しました。志賀高原地域の大きな特徴として、国立

公園にかかわらず、地域の大半が民有の入会地として

共同管理されていることを挙げ、地域住民自身の努力

によって豊かな自然が守られてきた経緯が説明され

ました。 

最後の講演として、志賀高原観光協会局長が志賀高

原の観光の歴史と現状について講演をおこないまし

た。志賀高原は日本のスキーのメッカとして、バブル

期には多くの来訪者があったものの、近年は客数が右

肩下がりとのことです。そのため志賀高原では、もは

や冬のスキーレジャーに頼った観光業だけでは立ち

ゆかないことを指摘し、環境教育等と組み合わせた夏

季の観光への期待が述べられました。 

講演に続いて文部科学省と環境省の関係担当官か

ら、志賀高原における ESD活動の可能性について積極

的なコメントがありました。 

 

 

写真 1 山ノ内町町長、文部科学省 MAB 担当官、環境

省国立公園地元担当官をはじめ、志賀高原 BR の山ノ内

町部分の関係者が一同に会する初めての機会となった。

地域住民も含めて 72名が参加した。 

 

続いての質疑応答では、志賀高原 BR において今後

どのように ESD活動を展開するべきかについて、地元

住民を中心に活発な討論が行われました。ホテル経営

などの観光業に従事している住民が多いことから、と

りわけユネスコエコパークでの環境教育を唄ったツ

アーの実行の可能性に関する質疑が多く交わされま
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した。 

当日はあいにくの雪で、足下が悪いにも関わらず、

会場はほぼ満席になりました。地元の観光産業に携わ

る多くの方々が参加し、環境省及び文部科学省の関係

者も参加したことで、質疑応答もより活発に行われた

ように感じます。講演とその後の質疑応答を通じて、

志賀高原ユネスコエコパークの意義と、それを活用し

た環境教育の重要性について、認識を共有出来たと思

います。 

 

 

写真 2 会場入り口付近には、志賀高原に加えて白山、

大台ケ原・大峰山、屋久島の 4つの BR、新規 BRに申請

中の綾、新たに申請を目指している南アルプス地域を紹

介するポスター展示場を設けました。 

 

シンポジウムを開催して見えてきた課題 

国内４つの BR のどこもが抱える問題として、地元

の認識が極めて低いことが挙げられます。地元の人の

ほとんどは、自分の住んでいる地域がユネスコエコパ

ークに指定されていることを知りません。他の地域と

同様に、志賀高原でもユネスコエコパークであるとの

認識の無いまま、登録から 30 年が過ぎてしまいまし

た。一方で、志賀高原で生活を営んでいる人々は、地

元の自然を大切にし、持続的に利用してゆこうと努力

してきたことが感じられます。MAB の理念を正しく伝

えることで、これらの活動を後押しできると考えます。

今現在、自主的におこなっている活動は、MABの理念

に沿った ESD活動そのものであると認定し、周知する

ことは、地元にとっても大きなメリットにつながるは

ずです。 

一方で、これらの活動の多くは単発的に行われてい

る印象があります。これをいかに体系づけるかが今後

の課題であり、これが達成されれば、明るい未来が拓

けると感じました。そのために MABの枠組みを有効に

活用していただきたいと思います。 

 

シンポジウム開催後の動き 

 シンポジウム開催の翌日に、MAB 計画委員会のメン

バーと、地元のホテル経営者やエコツーリズムのガイ

ド関係者等の方々とで、今後の志賀高原ユネスコエコ

パークの利用に関するミーティングを行いました。そ

の結果を踏まえて、2012年 2月には志賀高原観光協会

内に研究委員会が発足し、ブランド価値の利用など、

BR であることを活用するための具体的な検討が始ま

っています。行政サイドとしても、山ノ内町が主導し

て志賀高原全域を対象とした連絡協議会を設立する

動きもあります。地元の気運は高まっており、今後の

志賀高原ユネスコエコパークの活動には期待が持て、

目が離せない状況です。 

 

 

当日配布のアンケート結果 

◆ユネスコエコパークのことを知っていましたか？ 

0 7.9 18.4 26.3 47.4

名称も何かも、かなり知っていた（%） 名称も何かも、だいたい知ってた（%）
名称も何かも、少しは知っていた（%） 名称は聞いたことがあったが、何かは知らなかった（%）
名称も何かも、全く知らなかった（%）

 

 

◆本シンポジウムはどの程度参考になりましたか？ 
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33.3 35.9 28.2 2.60

非常に参考になった（%） かなり参考になった（%） いくぶん参考になった（%） 普通だった（%）

若干、物足りなかった（%） かなり物足りなかった（%） 非常に物足りなかった（%）

 

 

 

◆今後、ユネスコエコパークの理念を利用してゆきた

いと思いますか？ 

47.4 26.3 18.4 7.9 000

非常に思う（%） かなり思う（%） いくぶん思う（%） どちらともいえない（%）

あまり思わない（%） ほとんど思わない（%） 全く思わない（%）

 

 

◆今後、ユネスコエコパークの理念を何に利用してゆ

きたいと思いますか？（複数解答可） 

87.5%

28.1%
18.8% 12.5% 9.4%

 

 

◆意見（抜粋） 

 今後も開催していただければ是非参加したいで

す。 

 大変参考になりました。 

 おもしろかったです。素晴らしい。竹節高四郎さ

んの話もとてもよかったです。 

 出席させて頂き、勉強になりました。 

 自然保護と、自然との共生のバランスをどのよう

にとってゆくべきか、地域住民と専門家の方々の

意見を取り入れて、探っていけたら良いと思いま

す。 

 地元住民、行政、地域が一つになっての取り組み

による、ユネスコエコパークの活性化を望みます。 

 保護のみを目的とする世界遺産は活用しにくい

が、 ユネスコエコパークは移行地域では事業活

動が可能なので、志賀高原の希少な大自然を利用

したブランド化、自然材の再利用を目的とした商

品開発をユネスコエコパークの名をもっと前面

に出して活用してゆきたいと思います。 

 志賀高原地域の活性化は山ノ内町の活性化であ

り、ユネスコエコパークの理念を生かして少しず

つでも進んでいきたい。 

 ユネスコエコパークの理念は是非とも次世代に

もつなげていきたいと感じました。地道な ESD活

動の大切さを感じました。 

 自然環境の利用だけでは限界が来ているので、ド

イツ BR での活動事例にあったような農業や製造

業に結び付く取り組みが、志賀高原地域でも必要

と感じました。 

 志賀高原ユネスコエコパークが更に認識され、国

民に利用して頂けるような活動を望みます。 

 これからの人間生活や、教育に関する重要な概念

の一つとして『ユネスコエコパーク』が周知され

ることを願います。 

 他地域のユネスコエコパークの活用事例をより

詳しく紹介して頂ける場があれば、今後の志賀高

原の取り組みのヒントになると思います。 

 ユネスコエコパークのこと、志賀高原の歴史につ

いて楽しく知ることが出来ました。これを期に、

実際に志賀高原ユネスコエコパークとしてどの

ような活動をしてゆくかをテーマにした、次のス

テップへの会議があると良いと思います。 

 次回はユネスコエコパークについての勉強会、ま

た具体的な活用方法の研修を希望します。また、

国内外の他の BR との連携の可能性も考えてみた

いと思います。 

 1 回だけでは理解しにくいので、外国を含めた他



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Page 11 

 

 

地域の活用方法について改めてシンポジウムを

開いて欲しいです。 

 

 

（わかまつ のぶひこ） 

 

「宮崎県綾 もり・かわ・うみ いきものバンザイ！ツアー」

に参加して 

横浜国立大学 若松 伸彦・桜井 良・小出 大 

 

 

 宮崎県の「綾地域」は 2011 年 9 月 28 日、「日本

ユネスコ国内委員会 自然科学小委員会 人間と生物

圏（MAB）計画分科会」において、ユネスコエコパ

ークに推薦されることが決定した地域です。認定さ

れた暁には、地元主導の活動により誕生した、日本

初のユネスコエコパークとなります。今回参加した

「宮崎県綾もり・かわ・うみ いきものバンザイ！

ツアー」は、ユネスコエコパークへの推薦にあたり

重要な役割を果たした日本自然保護協会（NACS-J）

が、地元の「綾の照葉樹林プロジェクト連携会議」、

上畑自治公民館、NPO「てるはの森の会」とともに

企画し、実現したエコツアーです。横浜国立大学か

らこのツアーに参加した 3名がその様子を報告しま

す。 

ツアーの初日、宮崎空港で自然保護協会の小此木

氏と合流し、レンタカーで綾町へ向かいました。空

港から車で約 40 分、なだらかな里山に囲まれた綾

町に到着しました。綾は人口約 7,000 人で、決して

大きな町ではありませんが、訪れた日はちょうど「綾

ひな山祭り」ということもあり、役場付近は多くの

訪問客で盛り上がっていました。 

 町内で昼食後、綾の照葉樹林の最も近くに位置し、

いわば綾の森の入口の集落と言える上畑地区を訪問

しました。ツアー参加者は、地区公民館で簡単に自

己紹介をした後、上畑地区公民館長の案内により地

区内を散策する上畑ふれあいツアーが始まりました。

上畑地区では、3 年以上前に、照葉樹林プロジェク

トの一環として、地域で大切にされてきた自然や営

みについて住民自身で調べる「ふれあい調査」が実

施され、地区の全住民への聞き取りを経て、その結

果をマッピングした「綾町 上畑 人と自然のふれ

あいマップ」が作成されています（写真 1）。 

写真 1．綾町 上畑 人と自然のふれあいマップ 
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写真 2．上畑ふれあいツアーの様子 

 

参加者は、案内人の公民館館長とともに、このマ

ップを手にしながら集落内を歩きました（写真 2）。

マップには、地区での昔からの言い伝え（通行人に

しゃべりかける石、春になると照葉樹林の森から下

りてくるカッパなど）や、住民の思い出（子供の頃

よく飛び込んだ川等）など、人と自然とのかかわり

あいが詰まっています。 

 MAB 計画の理念は、「自然環境の保全と地域の持

続的発展の両立」ですが、これを実現する上でまず

重要なのは、昔からの地域の人々の、自然とのかか

わりあい方や、自然の持続可能な利用方法、そして

これまで取り組まれてきた自然を守るための取り組

みを明らかにすることです。上畑のふれあいマップ

は、持続可能な地域づくりを考える上で重要な資料

です。 

またこうしたマップ作りは、地域住民にとって、

自分たちの地域の良さを再確認し、誇りと愛着を持

つきっかけにもなります。地区や集落での言い伝え

や昔話は、どの地域でも存在するものですが、時が

経つにつれ、忘れ去られてしまいがちです。それを

地図にまとめること、形に残すことで、自分たちの

住む地区の文化を守り受け継ぐ意識を高めることに

もつながります。上畑地区を歩いて最も印象的だっ

たのは、住民の一体感でした。住居や農地の周辺は

きれいに手入れされており、庭木は綺麗に剪定され

ていました。公民館館長の話によれば、住民それぞ

れが刈り払い機を使って、やぶの手入れを定期的に

手分けして行っているとのことです。マップ作りは、

直接的な成果であるマップそのものだけではなく、

郷土を愛する気持ちをより高めることで、さまざま

な貢献をしているようです。 

人々の思い出や知識を形にすることは、ユネスコ

エコパークが掲げる「価値の創造」につながります。

ツアーの参加者は地区の伝統知に価値を感じるから

こそ、ツアーを楽しむことができるわけです。ふれ

あいマップは、作成に加わった地域住民にとっても

それを手にする訪問者にとっても、持続可能な発展

のための教育（ESD）の理想的な教材であり、上畑

地区は理想的なフィールドであり教室なのです。 

 綾町におけるツアーの 2 日目は、午前中はスギ人

工林の伐採体験、午後は照葉樹林の観察会でした。 

伐採作業には、ツアー参加者以外にも、小学生を

連れた親子から年配の方まで、幅広い年齢層の 20

人程度が参加しました。まずお互いに簡単なあいさ

つをし、全員で準備体操、そして作業内容の説明を

受けました（写真 3）。その後、ノコギリ、鉈やヘル

メットなどの用具を受け取り、九州森林管理局の方

の案内でスギの人工林に入りました。ここで、5 人

程度のグループに分かれ、作業方法や安全確認につ

いて、また営林に関する説明を受けました。 

 

写真 3．伐採作業の説明の様子 

 

その後直径 20cm 程度の木を、一人一本ずつ倒し

ました（写真 4, 5）。切り倒す際には、周囲の木に当
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たらないように倒す方向を決め、倒す側に、くの字

型の切り込み「受け口」を鉈で作ります。次に、受

け口とは反対側に水平な切り込み「追い口」をノコ

ギリで作ります。ノコギリの歯は受け口の 3cm 手前

で止め、「つる」を作って倒し、長さ 2m くらいに切

り分けて一ヶ所に集めました。 

写真 4．伐採作業の様子 

 

写真 5．伐採手順の模式図 

 

伐採の主な目的は、スギ単一の人工林を針広混交

林、さらには照葉樹林へと変えてゆくことです。こ

うした針葉樹人工林の広葉樹林化は、近年全国的に

広がっていますが、その多くは森林管理局などが業

務として行っています。綾町では「綾の照葉樹林プ

ロジェクト」の一環として、人工林を照葉樹林に復

元することを町の行動指針として採択し、住民参加

型の森林作りとして実践している点が特徴的です。

こうした住民参加型には、人工林の伐採事業を進め

る上での労力の確保のみならず、地域本来の自然林

の重要性を啓発する環境教育にとっても有効です。

また今回のようなツアーにも取り入れることは、外

部の人にも参加の機会を提供することになります。 

 

写真 6．人口林内に定着した照葉樹 

 

写真 7．照葉樹林復元予定地に設置された防鹿柵 

 

照葉樹林の復元には、まずは人工林内で自然に芽

生えてある程度に育った照葉樹を見つけ、これに光

が当たるよう、択伐（１～数本の小規模な伐採）を

行います（写真 6）。移植やどんぐりの播種などの人

為的な方法によらない、こうした森づくりは天然更

新と言います。これをスムーズに行うためには、例

えば、伐採後にほかにどのような植物が定着し、そ

の結果、植生はどのように推移するかといった学術

的な知見が欠かせません。綾町では、こうした調査

研究には日本自然保護協会が協力し、研究結果を踏

まえて施行計画を立てています。近年はシカによる
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被害も大きくなっており、同協会では、フェンスを

設置するなど対策を講じつつ、天然更新技術の検討

をさらに進めているとのことです（写真 7）。 

 

午後の照葉樹林観察会では、ガイドボランティア

お二人の案内で、照葉樹林の中を散策しました。ガ

イドの方々からは、照葉樹林を構成する樹種の説明

はもとより、それらの生態学的機能や特徴、人間に

よる利用の仕方など、様々な事柄について説明を受

けました。照葉樹林の中で、特に目を引くのはタブ

ノキやイチイガシなどの大径木です（写真 8）。その

雄大な姿は、神の存在を感じさせるとともに、様々

な生き物の存在を許容し内包するような優しさが感

じられました。今回は植物や環境を対象とした、い

わゆるエコツアーでしたが、そうした独特の雰囲気

を持つ綾の照葉樹林は、森林セラピーを目的とした

ツアーにも活用されています。 

綾町は外部資金を得てガイドボランティアの養

成と認定を行っており、現在は宮崎市在住者を中心

に 20 名程が登録し、活動を行っています。しかし

若手ガイドの育成や、ガイド間での連携、他の機関

とガイドとの情報共有には、若干の課題があると感

じられました。ボランティアとして運営しているた

め困難な部分もあると思いますが、環境教育は今後

ますます重要であり、またエコツアーには地元にと

っての経済的なメリットも期待されるので、さらな

る充実を期待したいと思います。 

 

写真 8．照葉樹の大径木 

 

ツアーの最後に、照葉樹林大吊橋を訪問しました

（写真 9）。長さ 250m、高さ 142m と、歩いて渡る

吊り橋としては非常に大きなもので、眼下を見下ろ

すとなかなかスリリングでした。しかし橋自体も凄

いのですが、やはり対岸に見える照葉樹林の広がり

も綺麗なもので、眺めていると照葉樹林に対する綾

町の誇りが感じられました。綾町の観光名所であり、

日曜日だった事もあって観光客も多く、賑わいを見

せていました。近くには「照葉樹林文化館」があり、

照葉樹林に生息する動植物や、それらとの共生によ

って育まれた伝統文化を学ぶことができます。 
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写真 9．照葉樹林大吊橋から眺める照葉樹林 

 

2 日間のツアーを通じて、自然と人間との共生の

あり方や、照葉樹林の保全・復元作業を主に見させ

ていただきました。そして綾町の住民の、自然環境

への意識の高さや様々な取組みへの積極的な参加を

知る事が出来ました。いずれも興味深い内容でした

が、現状に加えて、ツアー参加者への見せ方、アピ

ールの仕方をさらに工夫されると、より良い宣伝や

教育につながると感じます。初日と２日目でツアー

の内容が大きく異なるので、ツアー全体を通して統

一したテーマを明示し、綾町の、そして照葉樹林の

何を参加者に訴えかけ、それによって企画者と参加

者はそれぞれがどのようなメリットを得るのかを明

確にされると良いと思いました。 

綾町の未来像の構築とその実現のために、是非今

後とも MAB のユネスコエコパークを、持続可能な

地域づくりのためのプラットフォームとして、最大

限に活用していただければと存じます。 

 

（わかまつ のぶひこ 

さくらい りょう 

こいで だい） 
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「人間と生物圏」計画 Man and the Biosphere Programme について 

◎MAB計画事業は、第１６回ユネスコ総会（1970）にて発足が承認された「人間とその環境との相互関係を研究す

る政府間学際的長期計画」の一環として行われています． 

◎よりよい人間ｍａｎの生存のためには、よりよい生物圏 the bｉｏｓｐｈｅｒｅ(環境)を維持することが必要です． 

◎現在、日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会 人間と生物圏（ＭＡＢ）計画分科会と日本ＭＡＢ計画委員会
が中心になって日本のMAB計画事業を推進しています． 

 
－MAB国内委員会 Japanese National Committee for MAB 委員リスト－ 
  （日本ユネスコ国内委員会・自然科学小委員会・人間と生物圏（ＭＡＢ）計画分科会） 2012年 4月現在 

 主査 鈴木邦雄・ 横浜国立大学学長 

 国内委員 寶  馨・京都大学理事補、教授  

重 政子・特定非営利活動法人持続可能な開発のための教育の 10 年推進会議代表理事 

 調査委員 伊藤元巳・ 東京大学大学院総合文化研究科教授 

 岩熊敏夫・ 独立行政法人国立高等専門学校機構函館工業高等専門学校学校長 

 大澤雅彦・ 雲南大学教授 服部 保・ 兵庫県立大学自然・環境科学研究所教授  

 馬場繁幸・ 琉球大学熱帯生物圏研究センター教授 堀  道雄・京都大学大学院理学研究科教授 

 正木 隆・ 森林総合研究所群落動態研究室長 松田裕之・ 横浜国立大学大学院環境情報研究院教授 

  文部科学省（担当官庁） 国際統括官付 ユネスコ第 3 係 

  関係官庁 内閣府日本学術会議事務局，外務省文化交流部国際文化協力室， 

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課，林野庁森林整備部研究・保全課森林保全推進室， 

水産庁漁港漁場整備部計画課，国土交通省総合政策局政策課，環境省自然環境局自然環境計画課 

 

－日本MAB計画委員会 Japanese Coordinating Committee for MAB 委員リスト－ 
2012年 4月現在 

 委員長 松田裕之・ 横浜国立大学大学院環境情報研究院教授 

 副委員長 酒井暁子・横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授 

 委員 岩槻邦男・ 兵庫県立人と自然の博物館館長 大澤雅彦・ 雲南大学教授 

 鈴木邦雄・ 横浜国立大学学長 中越信和・広島大学大学院国際協力研究科教授

 三浦慎悟・ 早稲田大学人間科学研究科教授 朱宮丈晴・ 日本自然保護協会保全研究部長 

 増沢武弘・静岡大学理学部教授 松井 淳・奈良教育大学教授 

井田秀行・ 信州大学教育学部准教授 湯本貴和・京都大学霊長類研究所教授 

石井信夫・ 東京女子大学教授 岡野隆宏・鹿児島大学特任准教授 

◇詳細･お問い合わせ 
 日本ユネスコ国内委員会・自然科学小委員会・人間と生物圏（ＭＡＢ）計画分科会 

  －MAB 国内委員会 Japanese National Committee for MAB－ 

   事務局：文部科学省国際統括官付ユネスコ第３係  〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞が関３－２－２ 

      電話：０３－５２５３－４１１１（内線２５５７） FAX：０３－６４３４－３６７９ 

      HP アドレス：http://www.mext.go.jp/english/topics/unesco/mab-j/top01.htm 

  日本MAB 計画委員会 Japanese Coordinating Committee for MAB 

  事務局：横浜国立大学大学院環境情報研究院酒井暁子研究室 〒２４０－８５０１ 横浜市保土ヶ谷区常盤台７９－７ 

      電話：０４５－３３９－４３６０    E-ｍａｉｌ：gyoko@ynu.ac.jp 

   HP アドレス：http://risk.kan.ynu.ac.jp/gcoe/Projects.html 

※ 本誌は文部科学省日本／ユネスコ・パートナーシップ事業による委託費で制作されたものです。  
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