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１．はじめに 
本年 5 月、鈴木邦雄先生のあとを受け、日本ユネ

スコ国内委員会自然科学小委員会MAB計画分科会

の主査を拝命いたしました。最近の我が国における

MAB 活動の概要や今後の展望について述べたいと

思います。 
 

２．MAB 活動報告 
（１）南アルプス、只見の新規登録 
日本の BR（生物圏保存地域）の新規登録は、2012

年に綾 BR が約 30 年ぶりに登録された後、益々活

発になっております。2014 年 6 月、新たに、「南ア

ルプス」と「只見」が登録されました。両 BR にお

いては、それぞれの特徴を活かした、人と自然の共

生に向けた取組が行われています。なお、これら２

地域の登録により、日本の BR は７地域となりまし

た。 
 
（２）拡張登録 
 上記の２地域の新規登録と同時に、既登録地域で

ある「志賀高原」の拡張登録が認められました。こ

の拡張登録は、BR の３つの機能と関連しています。

志賀高原が登録された 1980 年当時は、「保存機能」

と「学術的研究支援」の機能に重点が置かれていた

ため、「核心地域」と「緩衝地域」のみで登録され

ました。その後、1995 年にユネスコによるセビリ

ア戦略（BR 世界ネットワーク定款含む）が策定さ

れ、「経済と社会の発展」の機能と「移行地域」の

設定が、BR の要件として追加されたため、今回、

移行地域を含めるかたちでの拡張登録が必要とな

ったものです。 
 
（３）国内ネットワーク 
 国内の BR によるネットワーク組織が整備され

つつあります。MAB の趣旨として世界の BR ネッ

トワークを構築するということがある訳ですが、世

界ネットワークの基盤となる、より基本的なネット

ワークして国内のネットワークを組織するという

ことは有意義であると思います。国内ネットワーク

の会合は、これまで、2013 年 10 月（福島県只見町）

と 2014 年 11 月（石川県白山市）の２回開催されて

います。その後も、ネットワークをより組織的かつ

強固なものとするための検討が、各 BR の担当者に

より進められています。 
 
（４）MAB 国際調整理事会と、MAB 戦略 
 本年 6 月には、第 27 回ユネスコ MAB 計画国際

調整理事会が、フランスのパリで開催されました。

この会議はMAB全体の意思決定を行う重要な会議

で、ユネスコ総会で選出された３４の理事国で構成

されています。日本はこのメンバーであり、今回の

会議には国内委員会MAB計画分科会の松田裕之教

授（横浜国立大学）ほかが出席されました。この会

議では、今後 10 年間の MAB 活動の指針となる文

書「MAB 戦略 2015～2025」が採択されました。 
 この MAB 戦略については、2014 年の国際調整理

事会で議論され、その後、世界各地域の専門家から

成るワーキンググループにおいて検討が行われ、本

年の国際調整理事会に諮るドラフトが作成されま

した。なお、本ワーキンググループのメンバーとし
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て、松田教授が参画されております。MAB 戦略は、

４つの戦略目標と、５つの戦略行動領域から構成さ

れています。それぞれの要点は以下のとおりです。

2008 年に採択され、これまで BR 活動のよりどこ

ろとされた「マドリッド・アクションプラン」への

敬意を払いつつ、MAB が「我々が望む未来」を実

現するための有効な手段たらんとすることを宣言

する文書と言えます。 
 
＜４つの戦略目標＞ 
１．生物多様性と生態系サービス 
２．持続可能な経済・社会と人間居住 
３．サステナビリティ・サイエンスと ESD（持続

可能な開発のための教育） 
４．気候変動等への対応 
 
＜５つの戦略行動領域＞ 
Ａ．持続可能な開発のモデルとなる BR から成る世

界 BR ネットワーク 
Ｂ．MAB 計画及び世界 BR ネットワーク内での協

働、ネットワーク 
Ｃ．外部との効果的なパートナーシップと資金調達 
Ｄ．総合的でオープンな情報コミュニケーション 
Ｅ．MAB 計画及び世界 BR ネットワークの効果的

なガバナンス 
また、本年の国際調整理事会においては、日本から

の申請地域はありませんでしたが、世界のユネスコ

加盟国から申請のあった新規 BR の登録が審議さ

れ、結果として、世界の BR は、６５１地域となり

ました。 
 
（５）ESD、サステナビリティ・サイエンス 
ユネスコの事業は、教育、科学、文科の領域にわ

ったており、それぞれが効果的に連携していくこと

が重要と考えます。MAB と関連することとして、

２点述べたいと思います。それは、ESD（持続可能

な開発のための教育）とサステナビリティ・サイエ

ンスであり、前述の「MAB 戦略」においても、そ

の重要性が指摘されているところです。 
 昨年 11 月、「持続可能な開発のための教育（ESD）

に関するユネスコ世界会議」が、日本において開催

されました。ESD は、持続可能な地球社会構築の

担い手を育てる教育ですが、世界会議で採択された

「あいち・なごや宣言」においては、BR のネット

ワークを ESD の推進のために動員することが謳わ

れております。 
 サステナビリティ・サイエンスは、地球規模課題

の解決のために、人文・社会科学も含めた多様な領

域の科学による統合的なアプローチを採用すると

ともに、政策立案者や地域コミュニティの参画も得

つつ進めていくという新しいコンセプトですが、

MAB においては従来から実践されてきたものであ

り、今後も益々重要となる考え方と言えます。 
 
３．今後の展望 
（１）３地域の拡張申請 
 次に、今後予定されている日本における主な

MAB 活動について述べたいと思います。まず、志

賀高原のところで述べましたが、1980 年に登録さ

れた BR については、移行地域が設定されていない

ことから、昨年拡張登録が認められた志賀高原を除

く３地域（白山、大台ヶ原・大峯山、屋久島）につ

いて、MAB 計画分科会において審議の上、拡張登

録のための申請を行う必要があります。申請の締め

切りは本年の９月末日となっております。 
 
（２）EABRN 
 国際的な活動としては、本年 10 月に、東アジア

生物圏保存地域ネットワーク会合（EABRN）が、

志賀高原で開催されることとなっています。日本の

BR にとって、海外との交流を促進させる絶好の機

会と考えます。 
 
（３）第 4 回 BR 世界大会 
 また、来年の 3 月には、ペルーのリマにおいて、

第 4 回 BR 世界大会が開催されます。この世界大会

において、前述の MAB 戦略を具体的な実施に移す

ための新たな行動計画が策定される予定になって

おります。 
 
（４） ポスト 2015 年開発アジェンダ 
最後に、より大きな視点からの話になりますが、

本年 9 月の国連総会において、今後の国際社会の在

り方を規定する重要な課題として、ポスト 2015 年

開発アジェンダが採択される予定です（あるいは、

この冊子が発行される時点で既に採択されている

かもしれません）。現下の地球社会は、地球規模課

題と言われる一国のみでは解決できない問題が頻

発しており、MAB においても、様々な国や多様な

関係者の知見と実践を高い次元で融合しつつ、同開

発アジェンダの実施に貢献していくことが重要と

考えます。 
 

（いそだ ひろこ） 
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利根川源流地域および谷川連峰における水と森林と人を育む取組 
－赤谷プロジェクトや谷川岳エコツーリズムによる源流地域の保全－ 

 
小池俊弘＊1・出島誠一＊2・阿部利夫＊3・朱宮丈晴＊2 

1．みなかみ町、2．公益財団法人日本自然保護協会、3.谷川岳エコツーリズム推進協議会 

 

利根川源流地域のみなかみ町の取組 

 みなかみ町は、群馬県の最北部に位置しており、

隣接する新潟県境は谷川連峰をはじめとする山岳地

域である。太平洋側と日本海側の大気がぶつかり合

う中央分水嶺となっており、厳しくも豊かな自然環

境と多様な生態系を生み出している。また、日本を

代表する大河川である、流路延長 322km（日本第２

位）、流域面積 16,840 キロ㎡（日本第１位）の利根川

最上流域に位置しており、人口･経済が世界最大規模

である東京都市圏の約 8 割、3000 万人の命とくらし

を支える水の最初の一滴を育んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005 年 10 月に市町村合併により誕生したみなかみ

町は、2008 年 9 月、水をテーマとして、自然と人間

の共存共栄の関係をマネジメントする力「環境力－

水と森林をまもる・いかす・ひろめる力－」を育み

源流域に暮らす者としての責務を果たしつつ地域の

活性化を図ることを目指した『みなかみ・水・「環境

力」宣言』を行い、「まもる・いかす・ひろめる」た

めの様々な取組を推進している。 
 代表的な取組として「赤谷プロジェクト」が挙げ

られる。この取り組みは、生物多様性の復元と持続

的な地域づくりを目的に、国（林野庁）、NGO（日本

自然保護協会）、地域（赤谷プロジェクト地域協議会）

の３つのセクターが協働により、科学的な森林管理

に取り組んでいるものである。 
また、エコツーリズム推進法に基づいた、自然に

配慮しつつ、観光や地域の振興、環境教育を推進し

ていくための全体構想が全国で３番目、国立公園内

では初めてとなる認定を受けた「谷川岳エコツーリ

ズム」なども挙げられる。 

 一方で、少子高齢化や農林業をとりまく状況の変

化により、手つかずの山林や、耕作放棄された遊休

農地等が増加し、観光と農業を主産業とするみなか

み町にとって大きな問題となっている。 

2014 年度に町の将来像を定めるための諮問機関

「まちづくりビジョン策定委員会」において、町の

最大の強みであり財産である、美しい自然と里地・

里山を大切に保全し、観光・農業など様々な分野を

横断的かつ有機的に連携し適切に活用することが重

要であることが示された。その実現に向けて、人間

と自然が共生する持続可能な地域づくりを目指すユ

ネスコエコパークの理念を将来のまちづくりの柱と

して取り組むべきであると答申され、現在登録に向

けた申請準備を進めている。 

 

 利根川源流地域および谷川連峰の自然 

利根川最上流部は標高 2000ｍ前後であるが、人の

手が入らない原生的な自然環境が残され、谷川岳周

辺はヨーロッパアルプスを彷彿させる非対称山稜の

美しい山岳景観を形作っている。稜線付近の標高

1900m 以上の森林限界上部では高山景観となり、低木

群落や雪田草原、高山植生（草原、ハイデ）など特

異な植物群が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真２ 谷川岳トマの耳(1963m)よりオキの耳(1977m)

を望む。稜線を挟んで左側が西側の風上側の緩傾斜地、

東側の風下側は一ノ倉沢の大岩壁を形成する。 

写真１ 利根川源流と谷川連峰 
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植生の垂直分布は、標高 600ｍ以下は本来アカガシ

、ウラジロガシなどの暖温帯常緑広葉樹林（丘陵帯

）に相当するが、人為の影響によりコナラやミズナ

ラなどの二次林、スギやカラマツの人工林が多く見

られる。また標高 450～800ｍの崖地はモミやイヌブ

ナが分布し、中間温帯として区分される場合もある

（須藤 1977）。標高 600～1600ｍはブナを優占種とす

る冷温帯落葉広葉樹林（山地帯）、標高 1600ｍ以上は

、本来はオオシラビソやトウヒからなる亜高山性針

葉樹林に温度領域としては相当するが、チシマザサ

、ダケカンバなどが優占する植物群落が卓越する（

大森 印刷中）。標高が低いにもかかわらず高山植物

が見られる山頂や稜線付近は、亜高山性針葉樹林帯

が欠如する山頂現象が観察できる。特に、谷川岳周

辺は亜高山性針葉樹林の発達が極めて悪く、苗場山

や武尊山周辺の良く発達した針葉樹林と対照的であ

る（環境省 2015）。偏西風の影響が強くなる冬季には

、北西の季節風（ジェット気流）が吹きつけ、稜線

の西側では雪が吹き飛ばされ、反対側の東側に吹き

溜まりを形成する。風上側は、傾斜が緩やかでハイ

マツ群落、チシマザサなどの風衝草原が、反対の風

下側には地すべりによって急傾斜地となり、崩落し

た岩石が堆積した崖錐には高茎草原や雪田植生など

が見られる。こうした立地は針葉樹やハイマツの生

育が抑制されることから、その隙間に高山植物が分

布可能になっている。 
利根川の最上流部の群馬県、新潟県境域は、大陸

からの季節風が日本海を通る距離がもっとも長く、

遮る大きな山脈がないことから、日本の中でも最深

積雪深の年平均値が最も大きい地域の一つとなって

いる。日本に多雪をもたらしている対馬海流は、今

から約 1 万 2000 年前までの寒冷な最終氷期には、海

面低下の影響で日本海には流れ込んでいなかったと

考えられている。現在の多雪環境は、約 1 万年前以

降に形成されたものであり、雪田植物群落はこうし

た条件の下ではじめて成立していることから、非常

に貴重で脆弱とも言える（辻村 2015）。 
利根川源流地域の生態系をより多様にしている要

因に複雑な地形や地質が挙げられる。山地は大きく

脊梁山脈を形成する谷川連峰に代表される非火山性

の構造山地（三国山脈あるいは越後山脈）と成層火

山である武尊山や過去の大火砕流が堆積してできた

三峰山や大峰山の利根溶結凝灰岩からなる三峰層な

どの火山の影響を受けた火山性山地からなる（久保 

印刷中）。構造山地は古第三紀以前の古い岩石である

蛇紋岩、蛇紋岩中の結晶片岩、奧利根層群、花崗岩

類、輝緑岩などが見られる（斉藤 2010）。特に至仏山

や谷川岳で見られる超塩基性岩である蛇紋岩は、マ

グネシウムを多量に含む岩石であり植物の水分吸収

を阻害するだけではなく、ニッケルなど希少金属類

を含むことがあり、生育阻害を引き起こすといわれ

ている。そのため特殊岩地に適応したホソバヒナウ

スユキソウやジョウシュウアズマギクといった特異

な植物種が見られる（宮前・須藤 1979）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、冬季の大量の積雪は、谷川岳の一ノ倉沢に

代表される急峻な岩壁や露岩地を形成し、雪食凹地、

氾濫原、河岸段丘、湿原など特徴的な地形が見られ

る。そのため、隔離分布種や立地特異的な種群、北

方系の種群が見られる。例えば、雪解けにより崩壊

した砂礫は太平洋側直下のＶ字谷に堆積し、独特の

広い氾濫原を形成している。 
こうした立地には最大樹高 15m、最大胸高直径

60cm に達する絶滅滅危惧種であるユビソヤナギか

らなる山地河畔林が見られる（阿部 印刷中）。ヤナ

ギ科を中心とした河畔林は北日本で発達するが、融

雪による春先の水位上昇と夏場にかけて安定した低

水位がはっきりしていることによる（新山 2002）。春

季の雪解けは、降水による供給以上に流域から水を

集め、利根川を経て太平洋側に流下する。ユビソヤ

ナギは 5 月下旬に水位が低下すると砂礫面が現れる

氾濫原に定着することから大きな水位変動がみられ

る立地に適応した種といえる。 
このように、利根川源流地域の自然の大きな特徴

は、冬季に強風が吹きつけ多雪で湿潤な日本海側か

ら、風下側ではフェーン現象により乾燥する太平洋

側に至る移行的な環境が見られ、かつ多雪により形

成された地形や蛇紋岩など古い岩石類などが見られ

るといった多様な自然環境に適応した特異な生物相

が見られることである。群馬県自然史博物館に収蔵

されているみなかみ町産の種子植物とシダ植物は、

亜種や変種を含め 1339 種、外来種や種間雑種をいれ

ると 1410 種にも上る（大森 印刷中）。 
 

源流地域を保全するための取組 

赤谷プロジェクト 

「赤谷プロジェクト」は、正式名称を「三国山地

／赤谷川・生物多様性復元計画」といい、対象地域

である赤谷の森の生物多様性の復元と持続的な地域

写真３ ホソバヒナウスユキソ
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づくりを実現することを目的とした事業である。プ

ロジェクトの対象地域である通称「赤谷の森」は、

みなかみ町新治地区に位置する国有林で、その面積

は約 1 万ヘクタールに及ぶ。 
赤谷の森を含む新治地区は、三国街道の旧宿場町

であり、湯治場としても長い歴史がある。新治地区

では森林が 85%の面積を占め、昭和初期までは木

炭・材木の一大産地であった。しかし、その後エネ

ルギー革命や外国からの木材流入に伴い林業は衰退

した。また観光開発や首都圏の水瓶としての水源開

発が盛んとなり、周辺地域では 1980 年代から 90 年

代にかけてスキー場開発やダム開発が進められた。

新治地区においても猿ヶ京スキー場や川古ダムの建

設計画が持ち上がった。この開発計画は地域の重要

な観光資源でもある温泉の水源地域を含んでいたこ

とから、旅館経営者らが中心となって「新治村の自

然を守る会」が 1990 年に結成され、全国的な自然保

護 NGO である日本自然保護協会（以下、NACS-J と
いう）も加わって、開発反対運動が行われた。地元

団体と NACS-J の調査の結果、国内希少野生動植物

種に指定されるイヌワシの重要な繁殖・生息地であ

ることが明らかとなり、さらに国の公共事業見直し

の動きと相まって2000年には両開発計画とも中止さ

れることとなった。 
その後、地域住民と NACS-J により、土地所有者

である林野庁関東森林管理局に国有林の共同管理の

提案がなされた。その結果、2004 年に林野庁関東森

林管理局・財団法人日本自然保護協会・赤谷プロジ

ェクト地域協議会（地元地域住民からなる組織）の

３者による、プロジェクトが始まることとなった。 
この赤谷プロジェクトは先進的な取組として、そ

の後宮崎県の綾の照葉樹林プロジェクトや岐阜県木

曽のヒノキ林の保全、高知県のヤナセスギの保全な

ど国有林における官民協働の取り組みのモデルとな

っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１．科学的な森の管理 
赤谷の森の現状を科学的に把握するために、森林

生態系の豊かさを指標する野生動植物に注目してい

る。例えば、大型猛禽類であるイヌワシとクマタカ

は森林生態系の食物ピラミッドの頂点に位置する野

生動物である。赤谷の森には、１つがいのイヌワシ

が上流域に行動圏をもち、その下流域に連続して４

つがいのクマタカが生息している。つまり、このイ

ヌワシとクマタカの各つがいが、安定して子育てを

しながら生息できるかどうかは、赤谷の森の豊かさ

（＝生物多様性の状況）にかかっているといえる。

そのため、各つがいが子育てを行っているかどうか、

どこでどのような獲物を獲っているか等についてモ

ニタリング調査を行っている。 
また、自然科学だけでなく社会科学面も重視し、

赤谷プロジェクトや赤谷の森に対する地域住民の意

向を把握するアンケート調査や、座談会などを行い、

それらを森の管理にいかす取組を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．森の豊かさと恵みを向上させる取組 
赤谷の森の豊かさを向上させるため、スギやカラ

マツの人工林を、ブナやミズナラの自然林に戻して

いくことに取り組んでいる。今後、現在３割ある人

工林を１割に減らしていく予定である。現在は人工

林を伐採した後、植栽を行わずに自然林に復元する

手法を確立するため、自然林からの距離、伐採の幅

や形、伐採前に生育していた樹種の違いなどに着目

して試験的な取組を行っている。また、渓流環境に

おいて防災と生物多様性保全を両立させるために、

既存の治山ダムの中央部を撤去し、上下流の連続性

写真４ 赤谷の森のイヌワシのつがい 

写真５ 紅葉の赤谷の森 

図１ 赤谷プロジェクトの枠組み 
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を保ちつつ、防災機能を発揮できる治山施設の改修

も行っている。 
モニタリング調査の結果からニホンジカの分布域

と個体数が急激に拡大していることが明らかになっ

た。近い将来に、ニホンジカによる植物の過剰な摂

食により、森林生態系への悪影響がでることが予測

されるため、地元猟友会等の関係者との情報交換を

行い、低密度に維持する方法を検討している。 
 
３．森の恵みを持続的に利用した地域づくり 
「赤谷の森」は、木材や地域の水源・温泉源など

自然資源を供給するとともに、地域住民の原風景を

形成し、自然体験や環境教育の場を提供している。

現在は、地域住民のくらしと森林とのかかわりが希

薄になっており、人々のくらしの中に自然環境の持

続的利用を新たに位置付ける取組が必要であると考

えている。 
これまでに、小中学校を対象とした環境教育、観

光業の方々と連携した赤谷の森のハイキングマップ

の作成、地元にある日本のカスタネット発祥の工場

や製材工場と連携した赤谷の森の木材によるカスタ

ネット製造など、赤谷の森の豊かさや魅力を伝え、

森の恵みを持続的に資源利用することで、赤谷プロ

ジェクトの先進的な取組が付加価値となって地域に

貢献する試みを行っている。 
 
４．国民の森の管理にかかわる仕組みづくり 
国有林である赤谷の森では、広く国民が主体的に

森の管理にかかわる仕組みとして、赤谷プロジェク

ト・サポーター制度を運営している。定期的に毎月

１回行っている「赤谷の日」の他、赤谷プロジェク

トが主催する会合、各ＷＧのモニタリング調査、サ

ポーターによる自主的な活動など、多様な興味や関

心に対応できる機会の設定に取り組んでいる。 
 

谷川岳エコツーリズム 

2008 年 12 月、エコツーリズム推進法（以下「法」）

の理念に基づき谷川岳エコツーリズム推進協議会準

備会が発足した。その２年後には谷川岳エコツーリ

ズム推進協議会（以下「推進協議会」）として取組の

強化を図るとともに、国の指針であるエコツーリズ

ム推進基本方針に則した「谷川岳エコツーリズム推

進全体構想（以下「全体構想」）」を策定し、2012 年

6 月 29 日に全国で３番目、国立公園内では初めての

国の認定を受けた。 

 エコツーリズムを推進する背景として温泉保養な

どで発展してきた町の観光産業の衰退に加え、第１

次みなかみ町総合計画やエコタウンみなかみ、みな

かみ・水「環境力」宣言など、町の最大の特色であ

る自然を「守り、活かし、広める」といった町の方

向性が示されたことなどが挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 谷川岳のエコツーリズムは、自然環境保全、観光

振興、地域振興、環境教育などの法の基本理念に則

し、谷川岳ならではの自然環境、歴史や文化を守り

活用しながら持続可能性を探り、訪れた人たちと交

流を深め広げることで町の経済発展に寄与すること

を基本方針としている。全体構想の具現化を図る取

組として主に次の三点を掲げている。 

 

１．モニタリング調査 

モニタリング調査は、科学的見地による適正利用

を図るために実施しており、2011 年度と 2012 年度に

本格的な調査を実施した。平行して、ツアー実施者

やガイドがツアー中に気づいた変化を協議会に報告

するといった簡易モニタリングを実施し、協議会ホ

ームページなどで公表し各種関係者へ情報提供する

とともにガイド研修などにも活用している。 

２．魅力の発信 

地域内において、全体構想の理念を担保したツア

ーを認定し、推奨ツアーとしてパンフレットを作成

し、スポーツ店や関係事業者に広く配布するなどの

周知を行っている。また、各種ツアーの利用拡大を

図るため、協議会主催のエコツアーカーニバルや一

ノ倉沢ナイトツアー、スノーシューフェステイバル

写真６ 地元の新治小学校による赤谷の森での遠足 

図２ 赤谷プロジェクトの活動で作成した 

旧三国街道のハイキングマップ 
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などを行うほか、環境教育として町内小中学校谷川

岳エコツアー体験などを実施している。また、ガイ

ドのスキルアップを目的とした各種研修会や、新人

ガイドの育成も実施しており、ツアーなど多方面に

わたり活躍している。また、推進区域内における案

内看板やベンチの設置、案内ボードや一ノ倉沢簡易

橋などの施設整備にも取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．安全の確保と環境保全 

 観光名所でありロッククライマー達が集う一ノ倉

沢までの国道は、乗り入れる車両により歩行者の安

全が脅かされる状況であり、それを改善する為段階

的に車両規制が行われ2013年度から年間を通じて車

両の乗り入れが規制されている。観光事業者からは

反発もあったが、年々歩行者数が増加していること

に加え、滞在時間が延長され、宿泊者数の増加にも

寄与している。2014 年度からは、子供やお年寄り、

障害者の方を対象に環境に優しい電気バスの導入も

行われている。 

 自然環境保全についてはモニタリング調査に基づ

き実施しており、特定外来生物に指定されているオ

オハンゴンソウの除去活動に一般参加者を募り、

2013 年から計６回、のべ 200 名の参加があった。 

 今後の課題として、更に地域活性化に資する取組

を推進し、エコツアーが旅の目的になる谷川岳のブ

ランド化を図ること、フィールドの整備をすすめる

こと、団体客（海外から日本に来る観光客であるイ

ンバウンド対策を含め）への対応強化、谷川岳関係

者との連携強化、情報発信の強化などが挙げられる。 

 

目指す「みなかみユネスコエコパーク」の概要 

みなかみユネスコエコパークは、みなかみ町を中

心として、隣接する新潟県（魚沼市、南魚沼市、湯

沢町）の一部から構成され、総面積は 91,368ha でそ

の 90％以上が森林となっており、標高約 300～2000

ｍの間に位置している。 

 核心地域の予定エリア（9,100ha）には、源流部の

美しい山岳景観や、手つかずの自然や特徴的な地形

地質、貴重な動植物などが多く残されており、今後も厳

重に保護していく地域であり「利根川源流部・燧ヶ岳周

辺森林生態系保護地域【保存地区】」、「利根川源流部

自然環境保全地域」、「上信越高原国立公園特別保護

地区及び、第 1 種特別地域」に指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緩衝地域（60,862ha）の予定エリアは、原生的な広葉

樹の森林や、長年林業が営まれてきた山林など里山的

な自然環境が広がっている。この豊かな森林が多様

な野生動植物を育んでいる証として、豊かな森林を

必要とし、その存在が森の豊かさを指標となるよう

な野生動物が生息している。 

写真８ 一ノ倉沢と電気バス 

図３ 予定エリア内の自然保護制度等 

写真７ 自然や歴史を学ぶエコツアー 
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このエリアでは、赤谷プロジェクトや谷川岳エコ

ツーリズムなど、豊かな自然環境を保全しながら持

続的に利用する先進的な取組が行われている。また、

エリアのほとんどが国有林であり、「国有林野の管理

経営に関する法律」に基づき適切に管理されており、

自然公園法や群馬県自然環境保全条例に基づく指定

地域も多く含まれている。 

移行地域（21,406ha）は、みなかみ町内の国有林

以外の町内全域を設定する予定である。 

 このエリアは、生活の中で守られてきた農村景観

や里地・里山がひろがり、歴史や農村文化などが今

なお息づいており、「みなかみ町文化財保護条例」や

「美しいみなかみ町の風景を守り育てる条例」など

により保全されている。「たくみの里」ではそれらを

活用し、継承していくために農村文化や伝統文化の

体験や人材の育成が行われている。また、開発によ

る破壊や高齢化による耕作放棄などにより、失われ

つつある自然環境や荒廃した里地・里山を保全する

ため、「みなかみ町自然環境及び生物多様性を守り育

てるため昆虫等の保護を推進する条例」や森林組合

の指導のもと「利根川源流森林整備隊」が組織され

森林整備活動ボランティアなどが行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

豊かな水を育む町内には7つのダムと13ヶ所の発

電所が設置されており、このダムの治水機能により、

流域の人々の安心、安全が守られ、また、利水とし

て農業用水や水道用水、工業用水など多くの役割を

果たしている。さらには発電にも利用され、温室効

果ガスの削減などにも貢献している。 

 雄大な自然と変化に富んだ地形は観光資源として

も活用され、スキーや登山、ラフティングなど多く

のアウトドアスポーツが盛んに行われており、「アウ

トドアスポーツ振興条例」を制定するなど、保全と

利用のバランスを常に意識した中で、持続可能な地

域づくりを目指していく地域である。 

このように、利根川の最初の一滴を生み出す源流

域に位置するみなかみ町には、豊かで貴重な自然が

数多く残されており、私たちは、その自然の恵みを

享受し、観光や農業にいかしながら暮らしてきた。 

この豊かな自然や、水をはじめとするたくさんの

森林の恵みは、地域の最大の宝であり資源である。

この大切に守り引き継がれてきた自然を次世代へと

つなぎ、自然と人間社会が共生する持続可能な地域

として、さらなる発展を目指すと共に、町のすばら

しさを再認識し、世界に発信していくため「ユネス

コエコパーク」の登録を目指し、その理念を核とし

たまちづくりを推進していく。 
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（こいけ としひろ・でじま せいいち・ 

あべ としお・しゅみや たけはる） 

図４ みなかみユネスコエコパーク土地利用区分
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日本の MAB 計画委員会の歴史 
－有賀祐勝さんへの聞き取り 

 
2014 年 11 月 10 日、有賀さんの東京事務所にて。聞き手：池谷透博士 

編集 日本 MAB 計画委員会事務局 
 

１. 1980年のBR指定について、中心的な科学者は? 
４地域選定の経緯、当時の国内委員会とMAB活動を担

う研究者(科研費受託者)との関係は？ 
 
有賀： 私がMABに関係したのは1984年からなので、

それ以前のことはよくわからない。日本のMAB計画は

おそらく1970年代から沼田眞さんが最初に担い、門司

正三さんがそれを手伝っていた。その後、高井康雄さ

んが引き継いだ。MAB-ICC理事国である日本に一つも

BRがないのはまずいという話になり、文部省、林野庁、

環境庁が相談して４か所を選んだ。しかし、国立公園

という制度があるのに二重に指定することへの異論も

あったという。その時に、林野庁と環境庁に迷惑をか

けないという約束を交わしていたという。文部省には

MAB活動のための予算がなく、環境庁と林野庁もそれ

ぞれの制度として予算がついていたが、BRのための予

算はなかった。登録の時から地域住民との十分な話し

合いもなく、その後もBRとして維持するための予算措

置がなかった。 
その後に新規BRが必要という意見は当時からあっ

たが、上記の状況では、BRを準備する仕組みそのもの

がなかった。 
 MABに関する初期の事情については、 Japan 
InfoMAB No.1 (1987)の門司さんの記事ならびに同

No.2 (1988)の沼田さんの記事を参照されたい。 
 
２. 1986年頃にJapan InfoMABを発行した経緯につい

て。当時の編集部と国内委員会、文部省との関係は？ 
 
有賀： Japan InfoMABについては、高井さんが主導し、

恐らく文部省科研費の環境科学特別研究メンバーが捻

出したと思われる。非公式ではあるが同班内に編集委

員会を設置し1987年2月にNo.1を発行した（編集は小倉

紀雄さん・原口紘炁さん・有賀祐勝が1990年発行のNo.7

まで担当した。その後のNo.8～21は小倉さん・原口さ

ん・岡崎正規さんが、No.22～は鈴木邦雄さん・石田朋

靖さん・村上雄秀さんが担当した。）。これを印刷して

出すための別枠の予算はなく、その後も科研費研究メ

ンバーが捻出してきた歴史がある。日本のMAB活動と

して何をやっているか問われているので、とりあえず

Japan InfoMABというニューズレターを高井さんが中

心となって年に一度発行し、ユネスコ本部をはじめ関

係者に配布することにしたのが始まりである。当時は

英語の号もあった。 
 
３. 以前は科研費申請時に「MAB枠」というのがあ

ったと聞いたが、いつ頃からなくなったのか？ 
 
有賀： MAB活動を支援するため、科研費ではないが、

日本のユネスコ供託金の中から、東・東南アジア地域

セミナーMICE（Man’s Impact on Coastal and Estuarine 
Ecosystems）開催のために資金提供するという話がで

きていた（この地域セミナーは５回ほど続き、引き続

き同地域セミナーとしてBICEM、ECOTONE、

ECOTONE-PhaseⅡなどが日本主導で行われてきた）。 
文科省から直接日本のMAB活動を支えるための予

算（研究費）がついたことはない。IBP（International 
Biological Programme, 国際生物学事業計画）を引き継

ぐユネスコの国際的共同事業として1971年にスタート

したMAB（Man and the Biosphere Programme, 「人間と

生物圏」計画）は、当初は13プロジェクトエリア、後

に14プロジェクトエリアをカバーする形で実施された

が、MAB活動をも考慮した形で1971年に始まった科研

費の特定研究「人間生存にかかわる自然環境に関する

基礎的研究」があり、1977年からは他の環境関係の特

定研究と合体して設定された特別研究「環境科学」の

「環境動態」領域班に改組され、その中に「MAB検討

班」が設けられた。つまり、MAB活動を支えるための
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固有の科研費枠があったわけではない。 
MAB計画についてユネスコ本部は各国に法的枠組み

を作らせることを考えていたが、日本政府は最後まで

それに反対し、ユネスコも最終的に断念した。しかし、

法的枠組みができなければ日本ではMAB独自の予算は

つかない。予算がないと研究者も動かない。そこで、

1984年頃から、非公式に科研費にMAB枠と言われるも

のがあり、MAB活動の一環としての研究であることを

付記して申請することにより、ヒアリングを行って採

択していた。おそらく、研究者側の要請と文部省国際

学術課の意向でできた非公式の枠組みであっただろう。

あくまで非公式の枠である。従って、上記特定研究・

特別研究の終了に伴って消滅したものと思われる。 
 
４. 「計画委員会」初代委員長は誰か? いつ頃に設

立されたのか？ 初期にはJapan InfoMAB編集部と計

画委員会は同じと考えてよいか? 
 
有賀： 編集部は事務局機能をはたしていたわけでは

ない。新宿中村屋でカレーなど食べながら編集作業を

進めていた。特別な事務局はなかったし、委員長と呼

ばれる責任者もいなかったが、実質的には高井さんの

主導で任務は進められた。研究者メンバーのボランテ

ィアで原稿の依頼・作成と編集がなされていた。 
通称「計画委員会」と呼ばれることが多かったが、

MABの「計画委員会」ではなく「MAB計画（Man and the 
Biosphere Programme）」の世話をするための委員会（対

外的にはJapanese MAB Coordinating Committeeと称した

―「調整委員会」と呼んだ方が適切であったかもしれ

ない）であって、正式に認定された組織ではない。 
 日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会の中に

MAB計画分科会があったが生物系の国内委員はごく

少数で、当時のMAB関係者は調査委員（２～３名）と

して実務を担当した。ユネスコ国内委員会のMAB関連

活動を補完するために1986年頃から非公式にMAB計
画委員会が発足した。この委員会の活動のための予算

措置はなく、公式の組織ではない。 
 Japan InfoMABはNo.1の発行が1987年2月で、編集委

員会はあっても委員長はいなかった。枠組みを作った

時は、高井さん、有賀、小倉紀雄さん、原口紘炁さん

が担当した。文部省との関係が明確に決まっていたわ

けではない。ユネスコとの窓口は、文部省国際統括官

付であった。文部省の担当者は２～３年で交代してい

た。担当者により積極さは様々であったが、Japan 
InfoMABに対する資金援助はなかった。そのほかに英

文の研究報告（Researches Related to the UNESCO’s Man 
and the Biosphere Programme in Japan）を毎年出してい

たが、研究予算も十分につけない状況で執筆を依頼し

たため、研究者の不満が高かった。その後、Japan 
InfoMABの編集はNo.8 (1990) から小倉さん、原口さん、

岡崎正規さんに引き継がれた。 
 私が最初にユネスコ本部で開かれる第11回
MAB-ICCに出席したのは1990年で、日本からは研究者

が２名（高井さんと私）参加した。この時から1993年
まで副議長を務めた。MAB-ICCは2年に一度の開催だ

ったが、間の年にもパリで事務局会議（ビューロー会

議）があった。アジア太平洋地域の加盟国の中から３

～４か国が理事国として選出された。当時は、アジア

で日本以外の国はあまり熱心でなく、日本がアジアの

世話役であった。パリの会議に文部省の係官と在パリ

の大使館の担当者が同席したこともあるが、会期全体

ではなかった。会議の記録は研究者が毎日作成し、そ

の日のうちにユネスコ日本代表部を通して東京の外務

省と文部省に報告していた。私は日本ユネスコ国内委

員会委員（したがってMAB計画分科会主査）として

1993年から1999年まで務め、理事国である日本代表と

して1998年の第15回MAB-ICCまで毎回出席した。私の

後任は岩槻邦男さんになった。 
 日本はずっと東・東南アジア地域セミナーの世話を

してきたが、その活動の中で東南アジア生物圏保存地

域ネットワーク（SeaBRnet）の設立があった。一方、

韓国からの供託金に基づいて東アジア生物圏保存地域

ネットワーク（EABRN）が発足した。EABRNの参加

国は中国、韓国、北朝鮮、日本、モンゴルであったが、

途中から極東にBRをもっているロシアが参加した。

EABRNの第１、２回会議は中国で開催され、第３回は

韓国、第４回は鹿児島大学と屋久島、第５回はモンゴ

ル、第６回は中国、第７回はロシアのウラジオストク

とシホテアリニBRで開催された。第８回はモンゴル、

次の第９回が韓国済州島だったが、そのあと私は参加
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していない。 
 
５. MAB-ICCの理事国から日本が外れた経緯について 
 
有賀： 理事国は地域ごとにMAB-ICCで選出されるこ

とになっていた。ユネスコ本部での会議の直前にアジ

アの加盟各国代表と相談して理事国候補を決めて申出

し、全体会議で最終決定された。1971年のMAB発足当

初から日本は引き続き理事国を務めており、インドネ

シア、タイ、フィリピン、中国、オーストラリアなど

も交代で理事国を務めた。また、タイが副議長国にな

ったこともあった。私が務めた最後の頃から韓国が（崔

さんを中心に）理事国になりたいと申し出ていた。岩

槻さんになってから日本は遠慮して韓国と交代したの

ではないだろうか。日本は長らくやってきたから交代

しただけで、外されたというわけではない。このあた

りの事情は岩槻さんにも訊いてほしい。 
 
６. MAB計画委員会という組織は他国にありません。

なぜこれが必要だったのでしょうか? 
 
有賀： 前記４のところで述べたように、MAB活動の

推進にかかわる日本国内の特殊な事情に基づくもので、

国内でも非公式の組織である。これがないとユネスコ

に提出する書類の作成もできない状況があったためで

ある。この委員会で原案を作成し、日本ユネスコ国内

委員会（MAB計画分科会）の承認を経てユネスコ本部

に提出するという形をとっていた。 
 
７. InfoMAB1-10号あたりの記事に、国内BR指定地の

取り組み、国内の新規登録の動きなどがほとんど記載

されていないが、それはなぜか？ 
 
有賀： 前述のようにMAB活動に関する独自の予算措

置が無かったために動きがとれなかったこと、環境庁

や林野庁の積極的な支援が得られにくかったこと、「生

物圏保存地域」という聞きなれない呼称のため認知度

が低く、地元の関心がなかなか高まらなかったことな

どが主な理由であろう。MAB関係者の間ではしばしば

議論にはなっていたが。 

８. セビリア戦略やマドリッド行動計画に日本のBR
が適合しないことは認識されていたと思うが、対応策

を検討されたか? 
 
有賀： BR登録の時だけ名前を借りるような形をとっ

たから後から困ったというのが本音。ユネスコからの

BRの認定証が2か所（志賀高原BRと白山BR）しか残

っていなかったりで（後述）、本来の担当事務局である

文科省もしっかりしていなかった。「Catalogue of 
UNESCO/MAB Biosphere Reserves in Japan, 日本のユネ

スコ/MAB生物圏保存地域カタログ」を1999年に作る

ときに探したが見つからなかった。 
 セビリア会議には私が行くつもりだったが都合が悪

くて行けなかった。代わりに東京農大の長野敏英さん

が行ってくれた。既存のBRがセビリア戦略に合わない

ことはわかっていたが、特に対応できなかった。各BR
の実質的な連絡先は環境省だが、中々難しかった。こ

れも初めからわかっていたことである。今後の見直し

の時に検討してもらうしかない。 
 
９. 国内MAB研究者は、沿岸域分野が多いように思

うが、国内BR登録地は山岳地が多い。この違いはなぜ

か？ 国内で西表を登録しようという動きはいつ頃か

らで、なぜ実現しなかったのか？ 
 
有賀： 実際の活動を（沿岸域分野の方々に）お願い

しやすかっただけで、特別な理由はない。強いて言え

ば、日本が支援してきた東・東南アジア地域セミナー

のテーマがMICEやECOTONEなどであったからかも

しれない。国内のMAB関連研究者の研究分野とBR登
録地とは直接の関係はない。日本の場合、沿岸域を含

む保護地域は比較的少なく、BRに沿岸海域を含めなけ

ればならない場合には海域の扱いが難しいという実情

がある。前記英文年報の寄稿者の顔ぶれを見ればわか

るように、当初のMAB活動は14［スタート時は13］の

プロジェクトエリアにわたっており日本でも広くいろ

んな研究分野の研究者の協力があった。しかし、セビ

リア会議以降はMAB活動の中心はBRにおかれ、核心

地域（core area）の厳格な保存だけでなく、移行地域

（transition area）や緩衝地域（buffer zone）の活用が重
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視されるようになった。 
西表の登録については、現地の人々との連携がどう

してもうまくいかず、イニシアティブを取る機会がな

かった。初めから次は西表か小笠原しか有力な登録地

候補はないだろうとの話はあった。国立公園であるた

め、何も二重に登録しなくてもよいのではないかと思

われていたようだ。現地で熱心な人がいればBRに登録

できたであろうが、実現しなかった。本当は、西表は

早くBRに登録して保護すべき場所だった。その後に小

笠原は世界遺産へ登録された。 
 知床も新規BR登録の話はあった。また、北方四

島の新規登録の話もあった。日本とは別にロシアが

熱心で、日ロ共同で国際BRを作ろうという猛烈な

誘い話があった。ロシアの研究者も招いて北方四島

のセミナーを2001年1月に日本でやった（報告書は

UNESCO/MAB-IUCN Workshop: Nature Conservation 
Cooperation on Kunashir, Iturup, Shikotan and Habomai 
Islandsとして出版されている）。ユネスコ事務局のHan 
Qunli氏も参加した。この時は岩槻邦男さんの協力があ

りIUCNと一緒にやることになった。外務省は「南クリ

ル」という言葉を使うことに強く反対した。もちろん、

北方四島を新規BRとして日ロで共同提案することな

どありえない。北方四島は我が国の領土であるから。

というわけで、ロシア側も断念したようだ。 
ロシアMABの代表者Neronov氏がこのセミナーの時

に来日した。彼は北方四島を日ロ共同管理のPeace 
Biosphere Reserveにしようなどと言っていた。以上のよ

うな経緯で北方四島を新規BRとして共同提案する計画

はなくなった。結局、知床は単独で世界遺産になった。 
 
10. 松浦さんがユネスコ事務局長在任中、彼と人脈が

あったか？ 何か国内MABで有利だったことはある

か？ 
 
有賀： 私が日本ユネスコ国内委員会委員を退任する

最後の時に松浦さんがユネスコ事務局長に当選した。

日本ユネスコ国内委員会委員として松浦さんの当選に

向けていろんな形で支援した。個人的には彼とは１度

くらいしか会っていない。事務局長当選以前にユネス

コ本部でMAB関連の会議があって出席した時も彼と

会う機会はなかった。その後の岩槻さんの時代に松浦

さんと関係があったかもしれない。 
 
11. 1980年代から世界遺産とBRでこんなに知名度に

差があったのか? 
 
有賀： 生物圏保存地域という名前でやってきたので、

知名度はあまり上がらなかった。日本のMABは独自の

予算を全く持っていなかったので、BRに看板や標識な

どを立てることはできず、例えば屋久島BRでは世界遺

産の看板や標識だけが一般の人々の目に入るという状

況だった。（社）東京クラブの支援を受けて白山BRや
大台ケ原・大峰山BRの調査を行い、上記「日本のユネ

スコ/MAB生物圏保存地域カタログ」（1999）を作った。

行方不明だった白山BRの登録認定証はこの時に発見

された。 
 私がMABに関係したのは門司さんに頼まれて1984
年に浜松町の弥生会館で開催されたMABの東・東南ア

ジア地域セミナーMICEを手伝った時からである。こ

のセミナーの責任者のお一人であって、その後もMAB
関係で長くお付合いすることになったのが高井康雄さ

んで、まだお元気である。高井さんについては鈴木さ

んの方が岩槻さんより古くから知っているはずである。 
 MAB計画委員会という組織を作ってなんとかしな

いと、日本のMAB活動は国際的に恥ずかしいというこ

とで、活動を続けてきた。日本ユネスコ国内委員会

（MAB計画分科会）としては直接対応できなかったた

めの苦肉の策であったと思う。Japan InfoMABや年報の

原稿をいろいろな人にお願いするのもなかなか大変で、

場合によってはMAB自体についての説明からしない

といけなかった。 
 アメリカはユネスコを一時脱退していたが、オブザ

ーバーとしてMAB-ICCには常に参加していた。BR自
体は米国にはたくさんあるし、世界のBRのネットワー

ク化に熱心で、BRネットワーク活動も熱心であった。

アメリカはユネスコを脱退してはいたが、MAB活動の

一部はスミソニアン研究所がずっと続けていたし、独

自のBRモニタリングをしていたため、正式のメンバー

ではなかったが、実質的な活動は続けていた。 
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12. 現在の日本のMAB活動についてのご感想 
 
有賀： 松田さんに直接話をしたかった。鈴木さんが

横浜国大でMAB活動をやりだしてから、文科省とのよ

い協力関係も構築されてきた。新たなBRの登録やBR
候補地の検討も進んでいるようで、日本MABの今後の

更なる発展が期待される。「ユネスコエコパーク」とい

う名称が使われるようになってから日本国内における

認知度が高まって、新候補地の検討を進める地域が増

えているのは喜ばしいことではある。しかし、BR本来

の核心地域の厳格な保存（生物種と生物多様性の保存）

という目的がぼやけることのないように明確に認識し

てもらうことは極めて重要であると考える。勿論、緩

衝地域と移行地域の有効な活用（教育・研修の場とし

ての活用、あるいは地域住民のための有効利用）も忘

れてはならないが。 
また、BRを使ってBRとしての特徴を活かした学術

研究の実施も極めて重要であろう。特に若手研究者の

BRを活用した研究を期待したい。アフリカや中東の国

などから、BRを対象地にした学術研究を奨励する資金

が出ていたと思う。ユネスコMABには若手研究者奨励

賞もある。 
 
有賀追記： 
私は 1984 年からMAB と関係をもち、初めは日本ユ

ネスコ国内委員会自然科学小委員会の調査委員であっ

たが、1993 年から 1999 年まで日本ユネスコ国内委員

会委員となり、自然科学小委員会「人間と生物圏(MAB)
計画」分科会主査を務めた。 
 1990 年にユネスコ本部で開催された第 11 回

MAB/ICC に高井さんと初めて出席し、理事国の中か

ら日本は副議長国に選出されたため副議長を押しつけ

られ、1993 年まで務めた。MAB/ICC の期間中と次回

の MAB/ICC の中間に開かれるビューロー会議には

1993 年まで、MAB/ICC には 1998 年の第 15 回まで毎

回出席した。その間、以下のような地域セミナー等の

世話を分担した。（*を付けたものには出席していない） 
 東・東南アジア地域セミナーMICE：1984（東京）、

1986*（インドネシア）、1986（タイ）、1987（沖縄）、

1888（中国）。 

東・東南アジア地域セミナーBICEM：1989（東京、

富士宮）。 
UNESCO/MAB 国際セミナーFRTM: 1990（東京）。 
東・東南アジア地域セミナーECOTONE: 1992（マ

レーシア）、1993*（インドネシア）、1994（フィリピン）、

1995（タイ）、1996（ベトナム）、1997（中国）、1998
（ミャンマー）、1999（タイ）、2000（フィリピン）、2001
（ベトナム）。 
 東・東南アジア地域セミナーECOTONE (PhaseⅡ): 

2003*（カンボジア）、2005*（ラオス） 
 東アジア生物圏保存地域ネットワーク会議 

EABRN: 1994（中国北京）、1994（中国Mt. Changbai）、
1995（韓国Mt. Surak）、1996（鹿児島、屋久島）、1997
（モンゴル,ウランバートル）、1999（中国 Jiuzhaigo）、
2001（ロシア Sikhote-Alin）、2003*（モンゴル Hustai 
Nuur）、2005（韓国 Jeju）。 
 ASPACO（アジア太平洋地区生物圏保存地域等にお

ける再生可能天然資源持続的利用のための協力会議）: 
第 1 回 2001（インドネシア）、第 2 回 2001（サモア）。 
 UNESCO/MAB-IUCN Workshop: Nature Conservation 
Cooperation on Kunashir, Iturup, Shikotan and Habomai 
Islands, 2001.  
新規BR 設立申請のための現地視察と申請書検討会

議: 1996（タイ、ラノン BR）、1998（ベトナム、カン

ザ・マングローブBR）。 
 

日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会「MAB 計

画」分科会主査（敬称略）： 
田中信行（東北大学）→水科篤郎（京都大学）→田丸

謙二（東京理科大学）→沼田眞（淑徳大学）→高井康

雄（東京大学、東京農業大学）→有賀祐勝（東京水産

大学、東京農業大学）→岩槻邦男（放送大学）→鈴木

邦雄（横浜国立大学）と引き継がれた。 
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日本 MAB 計画委員会活動報告(2013.10～2015.9) 

横浜国立大学 松田裕之 

Report of Japanese Coordinating Committee for MAB 
Hiroyuki Matsuda (Yokohama National University) 

 

国際会議参加等の国際行事 

2013.10.15-17：カナダ国Brockville, Ontarioにて欧州

北米MAB会議（EuroMAB 2013)が開催され、日本からは佐

藤哲調査委員などが傍聴参加。 

2013.10.21-25：モンゴル国ウランバートルにおいて第13

回東アジアBRネットワーク会議が開催され、大澤調査委

員、酒井計画委員、志賀高原BR酒井義之氏が参加。 

2013.10.3：JICA、マレーシア大学サバ（UMS)とサバ州主

催のThird Country Training Program of Integrated 

biodiversity and Ecosystem ManagementがUMSで開催さ

れ、大澤調査･計画委員が講義。 

2013.11.13-17：仙台においてアジア国立公園会議が開催

され、松田調査委員が日本のBRの取り組みについて口演

など多くの関係者が参加。 

2014.11.13-14: ユネスコ本部にてMAB新戦略と行動計画

の会合が行われ、松田調査・計画委員が参加。 

2014.6.10-13：ユネスコMAB国際調整理事会がスウェーデ

ン国ヨンショーピンで開催され、11日に南アルプスと只

見が新規BRに登録され、12日に志賀高原BRの拡張申請が

承認される。 

2014.6.6-9 「第2回国際照葉樹林サミット in 屋久島」

で湯本計画委員、朱宮計画委員が講演。 

2014.8.8-10：JICA、マレーシア大学サバとサバ州主催の

Third Country Training Program of Sustainable 

Development of Biodiversity and Ecosystem 

ConservationがUMSで開催され、松田調査･計画委員が講

義。 

2015.1.28 .国連大学サスティナビリティ高等研究所

（UNU-IAS-OUIK）主催国際シンポジウムにてユネスコNY

科学専門官Ana Persic氏、田中俊徳計画委員、白山BRの

山口隆氏が講演。 

2015.2.16：計画委員会・総合地球環境額研究所地域環境

知MAB-TF共催の国際ワークショップ「日本･カナダのMAB

活動及びMAB新戦略」開催。カナダのReed教授が参加。 

2015.3.24-26：世界島嶼沿岸生物圏保護地域ネットワー

ク会合がマルタ国バレッタで開催され、屋久島から岩川

卓誉氏、田中計画委員が参加。 

2015.6.8-12：第27回ユネスコMAB国際調整理事会(ICC)

がパリにて開催され、MAB戦略（2015-2025）が採択。大

臣官房国際課板倉課長補佐、松田調査・計画委員らが参

加。 

 

国内行事 

2013.10.25-26：只見町においてユネスコ国内委員会主催

の日本ユネスコエコパークネットワーク会合が開催。27

日には只見町主催のシンポジウム｢ユネスコエコパーク

と地域振興」が開催され、佐藤調査委員が基調講演。 

2013.12.14-15：屋久島離島開発総合センターにおいて屋

久島学ソサエティー設立大会開催。湯本計画委員が暫定

会長に就任。 

2014.1.17：大台町にて大台ヶ原・大峯山ユネスコエコパ

ーク保全活用推進協議会設立総会とシンポジウムが開催。

文科省、松井計画委員らが講演。 

2014.1.27: 白山市において、白山ユネスコエコパーク協

議会の設立総会が開催。 

2014.3.16： 第61回日本生態学会大会企画集会「ユネス

コエコパーク：持続可能社会を実現するための実効性の

ある制度を目指して」が広島にて開催（下の写真）。 

 

2014.5.2： 日本地球惑星科学連合大会において白山市

の中村真介氏らが「白山におけるジオパーク、ユネスコ

エコパーク、国立公園の連携」を講演 

2014.6.6 第５回自然公園研究会「ジオパーク・エコパ

ークを考える」において酒井、朱宮計画委員が講演。 

2014.7.14 第1回屋久島口永良部島ユネスコエコパーク

地域推進協議会が開催。 
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2014.7.15 計画委員会主催の公開勉強会「国際的な自然

保護制度を対象とした国内ネットワークの比較研究‐世

界遺産条約、ラムサール条約、ユネスコMAB計画、世界ジ

オパークネットワーク‐」を横浜国大にて開催し、田中

俊徳計画委員が講演。 

2014.8.3-4：只見ユネスコエコパーク登録記念シンポジ

ウム.松田調査・計画委員が基調講演 

2014.9.19-20: 志賀高原総合会館９８において「第１回

ユネスコエコパーク全国サミットin志賀高原」開催。鈴

木国内委員主査が基調講演。 

2014.09.28第５回日本ジオパーク全国大会（南アルプス

大会、長野県伊那市）において、分科会「ジオパークと

ユネスコエコパーク」が開催。 

2014.11.8：岡山コンベンションセンターにおいて「第６

回ユネスコスクール全国大会/ESD研究発表会」が開催さ

れ、MAB計画委員会事務局がユネスコパートナーシップ事

業の成果をポスター報告。 

2014.11.12:国連大学IAS・環境省・地球環境パートナー

シッププラザ主催「地域のステークホルダーをESDでつな

げよう」が「持続可能な開発のための教育（ESD）に関す

るユネスコ世界会議」の併催行事として名古屋で開催さ

れ、朱宮計画委員が講演。 

2014.11.15-16､29： 白山ユネスコエコパークリレーシン

ポジウム「ユネスコエコパークで再発見する地域の魅力」

（郡上市、高山市、白山市）を開催。 

2014. 11.27-28: 白山国立公園センターにおいて第2回

日本ユネスコエコパークネットワーク会議開催（右上写

真）。既存７BRを含む10地域の自治体関係者らが参加。 

2014.12.13:日本エコミュージアム研究会主催「エコミュ

ージアムとジオパーク、エコパーク お互いの経験から

学び合う」開催。酒井計画委員が講演。 

2015.2.14: 南アルプスユネスコエコパーク登録記念式

典が北杜市で開催。増澤計画委員が講演 

2015.2.21 第1回自然保護地域管理シンポジウムが東京

農工大学で開催され、綾BRについて綾BR石田達也氏など

が講演。 

 

新規BRを目指す動き 

2013.11.19: 十和田市において「ユネスコエコパーク講

演会」が開催され、酒井計画委員が講演。 

2013.12.1：木曽ユネスコ協会主催「木曽のブランド化 

ユネスコエコパーク講演会」が木曽郡民会館にて開催さ

れ、酒井計画委員が講演。 

2014.11.7: 白神山地財団主催「第一回白神山地未来会

議」が弘前市で開催され、酒井計画委員がユネスコエコ

パークについて講演。 

2014.2.20： 竹田、豊後大野、佐伯３市にまたがる祖母

傾山系のユネスコエコパーク登録を目指す「祖母傾ユネ

スコエコパーク推進協議会」が発足。 

2015.2.4: 祖母傾ユネスコエコパーク大分・宮崎推進協

議会が佐伯市で開催。酒井計画委員が講演。 

 

広報活動など 

2013.11.10：産業技術総合研究所にてサイエンスアゴラ

主催ワークショップ「ジオパークとユネスコエコパーク」

が開催され、酒井計画委員が講演。 

2013.12.9 ストックホルム・レジ リエンスセンターが

行った屋久島BRに対するアンケートに回答。 

2014/4/22: 河野耕三綾町専門監が宮崎県地域づくり顕

彰大賞受賞。 

2014.5 「世界自然環境大百科」（第9巻、大澤雅彦調査・

計画委員監訳、朝倉書店）がMAB計画との共同企画出版事

業として刊行。 

2014.10.2：朝日環境フォーラムでセッション｢豊かな森

と人～おいしい水がわき出るエコパーク」で松田調査･

計画委員と南アルプスBR関係者2名が登壇。 

2015.4月 山梨英和女子高校生徒が南アルプスBRテーマ

に ユネスコスクール高校生ESD作文コンテストにて入賞 

 

国内委員会、計画委員会 

2014.7.5：ユネスコパートナーシップ事業「ユネスコエ

コパークを活用したESD教材の開発」第1回会合、ならび

に日本MAB計画委員会が南アルプス市地域防災交流セン

ターで開催。翌日には計画委員会が南アルプスBR広河原

を現地調査した。 

2014. 9.8: ユネスコ国内委員会MAB計画分科会が文科省

内で開催 

2015.3.20：2014年度第２回日本MAB計画委員会(鹿児島大

学中央図書館)開催 

 以上の取り組みについては、日本MAB計画委員会のウ

ェ ブ サ イ ト に て 随 時 公 開 す る （ http:// 
risk.kan.ynu.ac.jp/gcoe/Projects.html）。 

（まつだ ひろゆき） 
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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） 2015 年 10 月現在 
主査 礒田 博子・筑波大学生命環境系教授、筑波大学北アフリカ研究センター長 
国内委員 寶  馨・ 京都大学防災研究所所長 
 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・ 北海道大学名誉教授 
 大澤 雅彦・ 雲南大学教授 鬼頭 秀一・ 星槎大学共生科学部教授 
 佐藤 哲・ 大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所教授  
 服部 保・ 兵庫県立大学名誉教授                         馬場 繁幸・ 琉球大学名誉教授 

 正木 隆・ 国立研究開発法人森林総合研究所植生研究領域長   松田 裕之・ 横浜国立大学大学院環境情報研究院教授 
関係官庁 文部科学省（担当官庁） 国際統括官付 ユネスコ第 3 係 
内閣府日本学術会議事務局，外務省外務報道官・広報文化組織国際文化協力室，農林水産省大臣官房環境政策課地

球環境対策室， 林野庁森林整備部森林利用課・森林整備部計画課・国有林野部経営企画課，水産庁漁港漁場整備部

計画課， 国土交通省総合政策局環境政策課, 環境省自然環境局自然環境計画課・国立公園課 
 
－日本 MAB 計画委員会 Japanese Coordinating Committee for MAB 委員リスト－ 

2015 年 10 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 井田 秀行・ 信州大学教育学部准教授 崎尾 均・  新潟大学佐渡演習林教授 
 朱宮 丈晴・ 日本自然保護協会保全研究部長          鈴木和次郎・ 只見町ブナセンター所長 

田中 俊徳・ 東京大学特任助教                      辻野 亮・  奈良教育大学准教授 
土屋 俊幸・ 東京農工大学大学院農学研究院教授      中村 浩二・ 金沢大学理学部教授 
西脇 亜也・ 宮崎大学農学部教授                    増沢 武弘・ 静岡大学理学部特任教授 
松井 淳・ 奈良教育大学教授  水谷 瑞希・ 信州大学教育学部助教 
湯本 貴和・ 京都大学霊長類研究所教授 若松 伸彦・ 横浜国立大学産官学連携研究員 
  

◇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：０３－６７３４－３６７９ 
      HP アドレス：http://www.mext.go.jp/unesco/ 
  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：０４５－３３９－４３６１    E-ｍａｉｌ：gyoko@ynu.ac.jp 
   HP アドレス：http://risk.kan.ynu.ac.jp/gcoe/Projects.html 
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