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我が国のユネスコエコパーク活動の概要と 

今後の展望について 
 

  日本ユネスコ国内委員会MAB計画分科会主査  礒田 博子  

                                                     

                                                      

                                    
１．はじめに 

前回、第41号（2015年9月30日発行）に寄稿さ

せていただいてから、早くも４年の月日が流れま

した。この間、人間と生物圏（以下、MAB）計画

分科会主査として、MAB計画国際調整理事会に３

度出席、国内のユネスコエコパーク（以下、BR）

にも足を運び、分科会においてはBRの更なる推進

について議論を重ねてまいりました。今回の寄稿

においては、ここ１-２年程の国内における活動状

況、世界ネットワークの一員としての我が国の取

組、国際調整理事会での議論を中心とした国際的

な動き、さらに今後の展望について述べさせてい

ただこうと思います。 

２．ユネスコエコパークは 10か所に 

日本のBRの登録は 2012年に綾BR が 32 年ぶ

りに登録された後、2014 年には南アルプス BR と

只見 BR の誕生と、志賀高原 BR の拡張登録が認

められました。その後、2015 年に白山 BR、大台

ケ原・大峯山・大杉谷 BR、屋久島・口永良部島

BR の拡張登録、2017 年に祖母・傾・大崩 BR、

みなかみ BR の新規登録が認められ、直近では 2

019 年 6 月に甲武信 BR が誕生し、これにより国

内 10 か所目の BR が誕生しました。最近の日本

の BR 活動の特徴については、『文部科学広報』（2

019 年 8 月号）に掲載されております（http://ww

w.koho2.mext.go.jp/237/html5.html#page=2）。 

３．国際的な取組 

―世界ネットワークの一員として― 

我が国のBRは世界生物圏保存地域ネットワー

ク（WNBR）のほか、EABRN（東アジア）、Sea

BRnet（東南アジア）といった地域ごとの国際ネ

ットワークに積極的に参画してきました。最近で

は、綾BR、みなかみBRが、MAB計画分科会の佐

藤委員、松田委員といった委員方とともに、それ

ぞれEABRN、SeaBRnetへ参加し、海外BRとの

情報交換などを図りました。 

また、2017年の第1回MABユース・フォーラム

（イタリア）には白山BRから、2019年9月に開催

されたMABユース・フォーラム（中国）には祖母・

傾・大崩BRから若手職員が参加するなど、ユネス

コエコパークの理念の１つである国際ネットワー

クを通じた学び合いが進んできたと感じています。 

今後も国内外におけるネットワーク活動が積極

的に行われることが望まれます。 

４．MAB計画調整理事会における議論 

2019年6月にユネスコ本部で開催されたMAB
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計画国際調整理事会においては、リマ行動計画を

中心とした加盟国／地域及び地域的・テーマ別M

ABネットワークによる活動報告の後、WNBRの

卓越性と強化並びに全ての加盟地域における質の

向上に関するプロセス、リマ行動計画の進捗・中

間評価の方向性、MABコミュニケーション戦略と

行動計画、MABユースの活動等について議論が行

われました。 

リマ行動計画の進捗・中間評価の方向性につい

ては、ユネスコ事務局から、進捗状況は良好であ

り、中間評価についてはユネスコ本部の内部監査

部を経て外部有識者に中間評価を委託する計画で

あること、経済開発協力機構/開発援助委員会（O

ECD-DAC）評価の5項目を応用しての調査とヒア

リング（必要に応じて）を実施するとのアナウン

スがありました。 

MABコミュニケーション戦略については、オー

プンアクセスをさらに推進するため、MAB事務局

のウェブページを再構築中で各BRの関係文書を

掲載できるようにすること、また各BRのビジュア

ル素材の提供や「#ProudToShare」という1分間

の紹介ビデオの作成が呼びかけられるなど、発信

力の強化が模索されています。 

また、MAB若手研究者奨励賞の受賞者について

発表があり、34か国から応募した51名の候補者の

うち、７名の受賞者が決定しました。我が国から

推薦したアイーダ・ママードウァ金沢大学・国際

機構・特任准教授（白山ユネスコエコパーク協議

会・学術部会部会員）が受賞という快挙を成し遂

げられました。[研究プロジェクト名：日本・ロシ

アのユースによるエコを意識した起業の可能性]

 本奨励賞においては先進国からの受賞は例外的

であり、従って内容が高く評価されたということ

になります。2年間の研究に対し、最大5,000米ド

ルの賞金が贈られますが、今後の研究成果に期待

をしたいと思います。 

なお、本理事会で我が国の甲武信を含む新規登

録18件、拡張等登録9件が認められ、ユネスコエ

コパークは世界124か国701地域となりました。 

 

５．今後の展望 

MAB計画国際調整理事会において、MAB計画

の卓越性の長期的な保証を検討するためのアドホ

ック・ワーキンググループが設置され、BRの定期

報告（レビュー）のプロセスや、定期報告に比し

て短期間で簡素なレビューを各国のユネスコ国内

委員会あるいはフォーカルポイントがコーディネ

ートするという案の検討が進めてられています。

来年ナイジェリアで開催される理事会においてア

ドホック・ワーキンググループからの報告が行わ

れる予定となっていますが、より良いBR活動のた

め、取組状況を振り返る機会が現在よりも増える

可能性があることは、MAB計画分科会として留意

しておくべきであると考えております。 

折しも、来年以降、日本のBRの10年に1度の定

期報告（レビュー）に向けた準備が本格化するこ

とが見込まれます。定期報告書づくりは、BRの保

全、研究、経済発展の各機能についてこれまでの

取組みを振り返りBRの付加価値について整理す

るとともに、今後の重点課題への対応を考える契

機ともなるものです。 

MAB計画分科会としても、定期報告が今後の充

実したBR活動に繋がるよう、支援してまいりたい

と存じます。 

（いそだ ひろこ） 
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甲武信ユネスコエコパークの概要と取組 
 

甲武信ユネスコエコパーク推進協議会 事務局 

山梨県森林環境部みどり自然課 秋山康弘 

はじめに 

令和元年６月１９日（水）、パリで開催された第３

１回人間と生物圏（MAB）計画国際調整理事会にお

いて「甲武信」（構成都道府県：山梨県、埼玉県、長

野県、東京都）について審議が行われ、ユネスコエ

コパークの登録が決定されました。 

登録決定の当日は、甲武信ユネスコエコパーク推

進協議会委員である各市町村の首長等が山梨県庁に

参集し、現地パリに派遣した職員から、テレビ電話

を通じて、直接、審査結果の報告を受け、登録の喜

びを分かち合いました（写真１）。 

写真１ 登録決定時の様子 

今回は、豊かな生態系や生物多様性を保全し、文

化的にも経済・社会的にも持続可能な発展を目指す

地域のモデルとなる甲武信ユネスコエコパークにつ

いてご紹介します。 

甲武信ユネスコエコパークの特徴 

甲武信ユネスコエコパークのエリアは、荒川、多

摩川、笛吹川（富士川）、千曲川（信濃川）等の日本

有数の大河川の源流域（写真２～５）に当たり、山

肌を覆う深い森は、近接する首都圏や周辺地域の水

源として古くから守られてきました。 

写真２ 荒川源流 

写真３ 多摩川源流 

写真４ 笛吹川（富士川）源流 
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写真５ 千曲川（信濃川）源流 

この地域は、山岳や森に加えて御岳昇仙峡等の渓

谷が、四季折々に彩りを変える日本的で素朴な美し

い自然に恵まれており、首都圏近郊にありながら、

自然度が高く、そのエリアが広範囲に連続的である

ことから、生物多様性に富む貴重な環境として広く

保全されています。 

また、それぞれの地域の長い歴史を背景とする文

化の多様性も高く、山間部や麓の居住地では、古く

から人々を楽しませてきた民俗芸能が保存・伝承さ

れ（写真６）、金峰山や両神山、三峯神社、秩父神社

等の山岳・神社信仰にまつわる多様な文化が、今も

なお息づいています（写真７）。 

写真６ 一之瀬高橋の春駒（山梨県甲州市） 

写真７ 秩父夜祭（埼玉県秩父市） 

甲武信ユネスコエコパークのゾーニング 

（１）核心地域 

核心地域の総面積は13,364haに及び、最も広い

面積で中心となるのは、甲武信ヶ岳（2,475ｍ）（写

真８）一帯から雁坂峠（2,082ｍ）、笠取山（1,953

ｍ）、大洞山（飛龍山）（2,077ｍ）、雲取山（2,017

ｍ）に至る稜線部及び岩岳（1,520ｍ）一帯です。こ

れら一連の地域の西に国師ヶ岳（2,592ｍ）及び瑞牆

山（2,230ｍ）を配した金峰山（2,599ｍ）一帯があ

り、両地域は稜線により結ばれています。この地域

の南北に両神山（1,723ｍ）一帯、大菩薩嶺（2,057

ｍ）一帯、乾徳山（2,031ｍ）一帯、御岳昇仙峡（写

真９）一帯の核心地域が島状に位置します。 

核心地域は主に自然公園法により長期的な保護が

担保されています。自然公園法では、特に厳重に景

観の維持を図る必要のある地区を特別保護地区、そ

れに準じた保護が必要な地区を第一種特別地域とし

ており、核心地域はこれに重なるように設定してい

ます。なお、この地区では自然公園法に基づき様々

な人為的行為が厳格に規制されています。 

このほか、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正

化に関する法律（以下「鳥獣保護管理法」という。）

により、狩猟が認められない鳥獣保護区、水源涵養

等公益目的を達成するため森林法により指定されて

いる保安林等が地域内に広く分布しています。
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写真８ 甲武信ヶ岳 

写真９ 御岳昇仙峡覚円峰 

 

図１ 甲武信ユネスコエコパークゾーニング図 

（２）緩衝地域 

緩衝地域の総面積は70,858haに及び、秩父多摩甲

斐国立公園の第二種特別地域、第三種特別地域及び

普通地域に重なるように設定していることから、核

心地域と同様、主に自然公園法により保護が担保さ

れています。また、同地域は、核心地域に隣接し、

これを取り囲むように設定しているため、バッファ

ーとしての機能を有しています。 

緩衝地域のうち国有林については、管理経営法に

基づく地域管理経営計画を策定し、森林の多面的な

機能を発揮するための保全・管理を行っています。 

このほか核心地域と同様に鳥獣保護管理法により

狩猟が認められない鳥獣保護区、森林法により指定

される保安林等が地域内に広く分布しています。 

緩衝地域は、バッファーとしての機能の他、エコ

ツーリズムや環境学習の利活用の場として位置づけ

られており、様々な団体等による調査研究、モニタ

リング、教育、研修が行われていることから、ユネ

スコエコパークへの登録を契機に、更なる持続的な

利活用の促進に繋がるものと考えます。 

また、緩衝地域の約45％が、第3次山梨県県有林

管理計画（2016-2025 山梨県）に基づき管理される

山梨県有林です。国内の公有林としてはFSC森林管

理認証を初めて取得（2003）しており、持続的な森

林資源の利活用が図られています。 

（３）移行地域 

移行地域の総面積は106,381haに及び、秩父多摩

甲斐国立公園に隣接し、自然資源の持続可能な利活

用が行われ、住民の社会経済活動がある地域を基本

として設定しています。 

移行地域は、主に秩父多摩甲斐国立公園外にある

居住区を設定していますが、地形的には大部分が山

間盆地や山間地であり、その地形的制限から第一次

産業を主とした土地利用がなされています。社会経

済活動の基盤が自然環境や天然資源に負うところが

大きく、自然環境の保全と調和した持続可能な発展

を念頭においた取り組みが行われています。 

山梨県小菅村では、村内の有志グループが、伝統

的な竹カゴ作りの手法をヒントに、林地に残された

丸太の根本を活用した「きおび編み」を開発しまし

た（写真１０）。未利用資源と伝統的な手法を組み合

わせた地域の新たな特産品として注目されています。 
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写真１０ きおび編み 

埼玉県秩父市では、NPO法人 秩父百年の森や菓

子職人らが、秩父地域に豊富に見られる複数種のカ

エデから採取した樹液を原料としたメープルシロッ

プやキハダの皮の苦味を活かしたジュース等、地域

の森林資源を活かして現在のライフスタイルに合っ

た商品を開発しています。 

山梨県側の峡東地域では、江戸時代以前からブド

ウの産地として知られ、ブドウやモモ、カキ等の果

実は「甲斐八珍果」として珍重されてきました。現

在も優良な果樹園が広がり、ブドウやワインの一大

産地となっており、全国的な知名度も高いです。こ

の地域の農業は、自然の地質・気候を活かした産業

として、日本固有の品種である「甲州ぶどう」を守

るなど、持続可能な形で進められています（写真１

１）。また、世界で初めてブドウの種なし化を実現し

た地域でもあります。 

写真１１ ブドウ畑 

（４）３地域における相互作用 

四大河の源流部に当たる核心地域の森林環境が保

全されることにより、森林の水源涵養機能が醸成さ

れ、下流の緩衝地域及び移行地域における水辺の生

物の生息・生育環境が守られ、良質な水が育まれる

ことにより飲み水・各種産業用水の確保が可能とな

ります。また、環境教育にも役立てることができ、

渓流を利用した釣りやトレッキング、エコツーリズ

ム等の観光も可能になるなど、河川流域の上下流と

して深い繋がりが見られ、この繋がりに焦点を当て

た取り組みが各地で行われています。 

山梨県小菅村では、地方自治体と都市部の複数の

大学、NPO法人多摩源流こすげが協働し、上下流域

に暮らす人達の交流を促し、山村地域の持続可能な

振興を図っています（写真１２）。また、埼玉県や東

京都で暮らす人々の水源地、秩父の森を買い取る活

動「水のトラスト」や、埼玉県秩父市、山梨県山梨

市、長野県川上村による源流域の自然環境の保全等

を目的とした「甲武信源流サミット」、東京都水道局

によるボランティアで森づくりを行う多摩川水源森

林隊、様々な民間団体による水源林の保全と育成等、

全域で水の繋がりを重視した取り組みが展開されて

います。 

 

写真１２ 多摩源流大学実習風景 
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甲武信ユネスコエコパーク推進協議会における推

進体制 

（１）総会 

甲武信ユネスコエコパークの活動方針や管理運営、

事業予算などの重要事項の決定を行う機関です。総

会は、関係自治体の代表者及び保全活用委員会の代

表者で組織されており、甲武信ユネスコエコパーク

の活動を総括します。 

（２）幹事会 

総会で検討する活動方針や管理運営、事業予算な

どの重要事項の実務レベルでの整理を行うほか、ユ

ネスコエコパーク活動の推進に関係する各自治体に

おける行政各課や住民、民間団体、企業などの各主

体との調整を行い、事業の実行を担う機関です。 

幹事会は、関係自治体の事務担当者で組織されて

おり、実務レベルでの各主体との連携強化が図られ

ています。 

（３）保全活用委員会 

自然環境等の専門家である大学教員や日本MAB

計画支援委員会委員、研究者、国立公園の管理機関

である環境省や国有林の管理機関である林野庁、東

京都水道水源林の管理機関である東京都水道局、

NPO団体職員、民間の活動団体や農林業事業者、教

育関係者などが参加しており、それぞれの専門的見

地や関連する業務及び活動を行う立場等から検討し、

総会と相互に提案・協議し、連携して事業に取り組

んでいます。 

また、特定の課題に対しては、必要に応じてワー

キンググループを設置し対応しています。 

甲武信ユネスコエコパークにおける今後の取り組

み 

甲武信ユネスコエコパークの登録に際しては、水

資源としての豊かな生態系を保全し、林産物をはじ

め天然資源を継続的に活用する努力をしている点が

高く評価されました。 

引き続き、生態系の保全と持続可能な利活用の調

和を目的とするユネスコエコパークの理念に基づき、

地域の様々な主体と連携し力を合わせ、この地域の

優れた自然や固有の文化を保全・継承するとともに、

地域の資源を活かした持続的な発展に取り組んでい

きます。 

また、世界のネットワークの一員として、国内の

他のユネスコエコパークとも協働し、教育や研修な

どを通じた、保全活動の担い手の育成や、自然と人

間社会との共生に関する取り組みを推進していきま

す。 

（あきやま やすひろ） 
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「早池峰ユネスコエコパーク」の登録を目指して 

 

早池峰フォーラム実行委員会 

岩手県立大学総合政策学部 渋谷晃太郎 

 

 

 

早池峰山（はやちねさん）は、岩手県のほぼ中央

部にある標高 1,917m の山です。北上山地の最高峰

で日本百名山、花の百名山に選定されています。山

頂は宮古市、遠野市、花巻市の 3 つの市の境界とな

っています。古くから山岳信仰の山として知られ、

早池峰神社は柳田国男の遠野物語にもしばしば登場

します。また、宮沢賢治も地質調査の一環でたびた

び訪れています。 

現在民間団体の早池峰フォーラムが中心となって

ユネスコエコパーク登録に向けた活動を行っていま

す。2015 年からユネスコエコパーク登録に向けた活

動を行っています。2017 年には、早池峰フォーラム

の地域課題提案により岩手県立大学の地域協働研究

として「早池峰ユネスコ・エコパークの登録促進に

関する研究」が認められ、筆者と早池峰フォーラム

が協働して登録促進に向けた検討を行いました１）。

その後の動きは残念ながら遅々として進んでいませ

んが、現在までの活動状況について、筆者の検討結

果を報告いたします。 

 

写真１ 早池峰山の南側斜面 蛇紋岩の露頭が見ら

れる 

１ 早池峰地域の概要 

早池峰地域の範囲は、早池峰山を中心とした地域

を想定することとなりますが、どこまでを早池峰地

域とするかについては地政学的にはっきりとしてい

ません。このため、ここでは早池峰山を中心とする

山塊の流水域を、早池峰山の「水の恵み」の受益範

囲と考え暫定的な早池峰地域の範囲としました。こ

の範囲は暫定的なものであり、今後登録手続きが進

められる中でさらに検討されるものと思われます。

以下、中核となる早池峰山の概要と早池峰ユネスコ

エコパークの計画案をご紹介します。 

1－1 早池峰山の自然環境 

早池峰山は北上山地の最高峰で、草地開発などが

進んだ同山地の中ではかなり自然性の高い地域とな

っています。国内の蛇紋岩山地の中でも特に典型的

な地形・地質学上の特性を有しており、ハヤチネウ

スユキソウ等の固有の植物種が多くみられるなど、

植物層もそれを反映したものとなっています。この

ため、明治以降多くの植物学的な研究が進められて

きました。 

（１）地形・地質 

早池峰山では、氷河期の凍結破砕作用によって蛇

紋岩の基盤が壊され、移動して形成された岩塊斜面

が見られます。また、蛇紋岩の岩質に由来する、日

本のものとしては大型のトア（岩塔）や岩塊原を中

心とする周氷河現象による地形が見られます。 

（２）植物相 

蛇紋岩に由来する超塩基性土壌での特色のある植

生が見られ、ハヤチネウスユキソウ（写真２）、ナン

ブトラノオ、ヒメコザクラ等の早池峰固有種や、ナ
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ンブイヌナズナ、ヤブヒョウタンボク等の北上山地

固有種が数多く見られます。また、山地帯のヒノキ

アスナロ林や亜高山帯のコメツガ林の発達も蛇紋岩

山地の特性を示すものとされています。さらに、北

海道以外では唯一のアカエゾマツの自生地が見られ

ます。アカエゾマツはかつて寒冷な時代には東北地

方に広く分布していたといわれていますが、現在、

遺存隔離分布をしているのは蛇紋岩地であることが

その一因にあげられています。 

写真２ ハヤチネウスユキソウ 

（３）動物相 

ニホンカモシカ、ツキノワグマ、ニホンジカ、コ

キグガシラコウモリ、ヤマネ等の哺乳類やクマタカ、

イヌワシ、ノゴマ等の鳥類が生息しています。また、

ハヤチネヌレチビゴミムシ、ハヤチネホソハマキ、

エゾナガムシ等の早池峰特産種、稀産種の昆虫類の

生息が記録されています。なお、近年、早池峰山周

辺ではニホンジカが急増しており、早池峰山の高山

植物帯への侵入が始まっています。 

（４）世界自然遺産の候補地 

以上のような貴重な自然があることから、2003

年に環境省・林野庁共催で開催された「世界自然遺

産候補地に関する検討会」では、19 の詳細検討対象

地域の一つとして「早池峰山」がリストアップされ

ましたが、残念ながら世界自然遺産候補までには至

りませんでした 2)。 

この検討会の岩槻邦男座長コメントでは、「（遺産

候補地）以外については、それぞれの特質に応じて、

世界遺産における文化的景観の分野やユネスコが進

めている人間と生物圏（ＭＡＢ）計画の生物圏保存

地域等の観点からも検討する余地があろう。」という

見解が示されました。また、その後の 2013 年に環

境省と林野庁の共催により設置された「新たな世界

自然遺産候補地の考え方に係る懇談会」のまとめの

中でも、「それぞれの地域の自然度や目指すべき保全

管理・利用のあり方に応じて、それぞれの地域にふ

さわしい国際的な取組の活用について議論すること

は有益である」と結ばれています。 

これらのことから、早池峰山を中心とした地域が

ユネスコエコパークの対象となりうるのではないか

と考え、2017 年岩手県立大学の地域協同研究として、

筆者が中心となり「早池峰ユネスコエコパークの登

録促進に関する研究」を実施し、その中で実現可能

性の検討を行いました。以下その検討結果について

概要をご紹介いたします。 

２ 早池峰のユネスコエコパークの実現可能性の

検討結果について 

2-1 早池峰ユネスコエコパークの登録範囲の検討 

 

図１ 水の恵みの受益範囲 

早池峰地域でのユネスコエコパーク設定目的を果

たすために適度な広さとしては、様々な自然的、社

会的要素が考えられますが、ここでは早池峰山系の
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生態系の恵みのひとつである「水の恵み」の受益範

囲が重要な要素のひとつであると考えて、「尾根・水

系図」（図１）を作成し、早池峰山系における「水の

恵み」の受益範囲を検討しました。また、基盤とし

ての地形、地質も重要な要素であると考えられるこ

とから「赤色立体地図」や「地質図」等も参考にし

て、登録範囲を検討しました。この結果、図１の範

囲が適当ではないかということとなりました。 

2-2 機能 

ユネスコエコパークは、保存機能、経済と社会の

発展、学術的研究支援の３つの機能を有することが

必要とされています。このため早池峰地域が、この

3 つの機能を有しているかどうか検討しました。 

2-2-1 保存機能 

保存機能は、人間の干渉を含む生物地理学的区域

を代表する生態系を含み、生物多様性の保全上重要

な地域があることとされています。前述のとおり、

早池峰山は北上山地の最高峰であり、自然性の高い

地域となっています。国内の蛇紋岩山地の中でも特

に典型的な地形・地質学上の特性を有しており、蛇

紋岩に由来する超塩基性土壌での特色のある植生が

みられ、ハヤチネウスユキソウ等の北上山地固有種

が数多く見られるなど十分要件を満たすものと考え

られます。 

2-2-2 経済と社会の発展  

経済と社会の発展については、自然環境の保全と

調和した持続可能な発展の国内外のモデルとなりう

る取組が行われていることとされています。早池峰

山の自然環境の保全の取組としては、早池峰地域保

全対策事業推進協議会等によって、登山者へのマナ

ー向上の啓発、清掃活動、携帯トイレの普及、山麓

トイレの使用奨励、マイカー規制等の通行規制等が

行われています（写真３）。 

自然環境の保全と調和した持続可能な発展の国内

外のモデルとなりうる取組としては、遠野市の NP

O 遠野エコネットによる、間伐材を搬出して薪にす

る事業、松枯れ対策として、枯れた松を処分するの

ではなく松を炭にする炭焼き、ごみを拾いしながら

湧いてきた想いを川柳に詠む田瀬湖一斉掃除＆ごみ

川柳大会、間伐の推進として山仕事などを教える山

仕事はじめの一歩講座等が行われているほか、宮古

市川井地域にある「木の博物館」では、森を歴史、

文化、生活を結びつけ、丸ごとミュージアムとして、

森とフィールドで、調査結果説明板や樹木プレート

の設置、観察コースがつくられ、案内人が同行する

ことにより見学し学習することができます。このほ

かにも多くの先駆的な取組が行われていることから

十分に持続可能な発展の国内外のモデルとなりうる

と考えられます。 

写真３ マイカー規制 

2-2-3 学術的研究支援 

学術的研究支援については、宮古市木の博物館、

宮古市北上山地民族資料館、花巻市総合文化財セン

ター、（早池峰山岳博物館併設）、早池峰と賢治の展

示館、大迫郷土文化保存伝承館、遠野市文化研究セ

ンター、遠野市立博物館などの多くの研究・博物館

展示施設が設置され持続可能な発展のための調査や

研究、教育・研修の場を提供しています。 

2-3 ゾーニング（案） 

ユネスコエコパークに登録するためには、核心地

域、緩衝地域、移行地域の３地域に各地域の基準に

合わせてゾーニングに区分する必要があります。図
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１に示した水の恵みの受益範囲をユネスコエコパー

クの区域としてその中のゾーニング案を検討した結

果が図２です。 

 

図２ 早池峰ユネスコエコパークゾーニング計画案 

2-3-1 核心地域 

早池峰山頂周辺は、早池峰国定公園特別保護地区、

早池峰自然環境保全地域特別地域、早池峰山周辺森

林生態系保護地域保存地区（最も広い）、特別天然記

念物「早池峰山及び薬師岳の高山帯・森林植物群落」、

天然記念物「早池峰山のアカエゾマツ自生南限地」

等が指定されており、厳重に保護されています。他

の核心地域の要件もクリアしていることが確認され

ました。なお、核心地域として適切な地域は、最も

広い面積を持つ早池峰山周辺森林生態系保護地域保

存地区が適していると考えられます。 

2-3-2 緩衝地域 

核心地域の周辺又は隣接する地域であり、核心地

域のバッファーとしての機能を果たしていることが

重要な要件となりますが、森林生態系保護地域保存

地区に外部からの影響が直接及ばないような緩衝の

役割を果たす森林生態系保護地域保全利用地区、岩

手県自然環境保全地域等の地域が適していると考え

られます。さらに、この周辺部には国有林が広く分

布し、一部は「北上高地の回廊」にも指定されてい

ることからこれらの国有林地域を加えることにより、

より有効な緩衝地域となるものと考えられます。ま

た、核心地域に悪影響を及ばさない範囲で、持続可

能な発展のために地域資源を活かした持続可能な観

光であるエコツーリズム等の利用がなされているこ

と、環境教育・環境学習を推進し、自然の保全・持

続可能な利活用への理解の増進、将来の担い手の育

成を行っていることといった要件についてもクリア

していることから、緩衝地域の基準を満たしている

と考えられます。 

2-3-3 移行地域 

写真４ 早池峰神楽 

移行地域の基準は、核心地域及び緩衝地域の周辺

または隣接する地域であること等の要件を満たすこ

とが必要ですが、早池峰山系の生態系の恵みの受益

範囲（図１）内の核心地域及び緩衝地域の周辺また

は隣接する地域が移行地域として適していると考え

らました。これらの地域内には持続可能な観光であ

るエコツーリズムや環境教育など環境関連の活動や

文化的な活動が行われています。たとえば、環境面

では前述した NPO 遠野エコネットの活動など多く

の活動が行われています。文化面では、2009 年ユネ

スコ無形文化遺産保護条約に基づく「人類の無形文

化遺産の代表的な一覧表」に「早池峰神楽」（写真４）

が記載されました。文化庁の文化遺産オンラインで

は、「早池峰神楽は花巻市大迫町の大償(おおつぐな

い)・岳(たけ)の２地区に伝承される神楽で、もと早

池峰山を霊山として信仰した山伏によって演じられ



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Page 12 

 

 

た。」と紹介されており、早池峰山のもつ生物多様性

の生態系サービスの一つでもあると考えられます。

以上のことから早池峰地域は、移行地域の基準を十

分に満たしていると考えられます。 

３ 早池峰ユネスコエコパーク登録への取り組み

状況 

3-1 民間団体「早池峰フォーラム実行委員会」の

活動 

ユネスコエコパークの登録事務は、行政（地方自

治体）が行うことになっていますが、早池峰地域で

は、民間の任意団体である「早池峰フォーラム（実

行委員会）」が登録を進める活動を行っていることが

大きな特徴となっています。 

「早池峰フォーラム」とは、早池峰山の自然環境

を保全するために活動している複数の民間団体から

構成され、早池峰のおかれている現実を認識し、受

けている傷の深さを確かめ、「早池峰がいつまでも早

池峰であり続けるため」に、何をすべきなのかを共

に考えることを目的として、1998 年に設立された民

間団体（任意団体）です 3)。設立のきっかけは、早

池峰山避難小屋のトイレが垂れ流し状態であったこ

とから岩手県が土壌浄化式のトイレに切替えようと

したことに端を発します。トイレの整備には大きな

環境改変が必要であったことから早池峰山の自然環

境に関心のある登山団体や自然保護団体などから見

直しを求める動きがあり、早池峰山の自然環境を考

える場として「早池峰フォーラム」が設置されまし

た。その後、議論の結果、早池峰山避難小屋のトイ

レは従前の規模の汲み取り式となり、たまったし尿

は、早池峰フォーラム参加団体によって人力で担ぎ

下ろされることとなりました。しかしながら近年、

担ぎ下ろしの担い手が減少したこと、東日本大震災

以降「携帯トイレ」の認知度が高まってきたことな

どによって「携帯トイレ」に移行しています。 

写真５ 早池峰山頂避難小屋 

最近では、早池峰山の持続的な保全活動を行うた

めには早池峰地域全体を考える必要があり、そのた

めには、ユネスコエコパークが適当であること、早

池峰山の高山植物帯にニホンジカが侵入をはじめ、

高山植物の食害が見られるようになったことなど新

たな問題へ対応するための活動が行われています。 

 

写真６ 早池峰フォーラム 

「早池峰フォーラム」は、実施のための実行委員

会が組織されており、実行委員会が主催して毎年 1

2 月に早池峰の自然保護等に関する情報交換や講師

を呼んで講演会等を行なう「早池峰フォーラム」を

開催しています（写真６）。一般公開の会議で、早池

峰の自然環境に関心のある一般市民、行政、研究者

などが参加しています。2015 年以降ここ数年は、早

池峰ユネスコエコパーク登録に向けたテーマとニホ

ンジカの問題が中心となっています。ユネスコエコ
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パークについては、市民への普及啓発を図る観点か

ら日本自然保護協会の朱宮丈晴氏、横浜国立大学酒

井曉子先生、みなかみ町エコパーク推進課職員など

をお招きし、ユネスコエコパークに関するお話をし

ていただきました。このほか、早池峰フォーラムで

は、関係する自治体に対して早池峰ユネスコエコパ

ーク登録促進を進めていただくよう文書等による要

請を行ってきました。しかしながら自治体の動きが

はかばかしくないことから、昨年からは、議会関係

への説明やお願いを行っています。 

また、早池峰フォーラム実行委員化は、自主的な

勉強会として、先行登録されたユネスコエコパーク

を訪問し、登録までの経緯や取り組み状況等につい

てご担当の方々から詳細にご説明をいただいていま

す。これまで、只見、綾、みなかみユネスコエコパ

ークを訪問しました。この場をお借りし厚く御礼を

も仕上げます。先進地の訪問からは多くの示唆を得

ており、早く早池峰も登録できればという思いを強

くしているところです。 

４ 今後の方向性と課題 

早池峰ユネスコエコパークの取る奥に当たっては、

以下のような様々な課題があります。 

（１）地政学的な課題 

また、早池峰ユネスコエコパーク計画地の全域が

岩手県内ですが、岩手県の地域行政組織である広域

振興局が盛岡、沿岸、県南の 3 つに分かれているこ

と、市町村が、花巻市、宮古市、遠野市、盛岡市、

紫波町の 5 市町に跨っているためなかなか足並みを

揃えるのが難しい状況にあります。 

また、行政界が岩手県内ではありますが、岩手県

の地域行政組織が盛岡広域振興局、沿岸広域振興局、

県南広域振興局の 3 つに分かれていること、市町村

が、花巻市、宮古市、遠野市、盛岡市、紫波町の 5

市町に跨ることなどからなかなか連携が難しいとい

う課題があります。 

（２）日本ジオパークとの関係 

早池峰山は、2013 年に認定された日本一広大なジオ

パークである三陸ジオパークのジオサイトの一つに

なっています。この三陸ジオパークは、2017 年ジオ

パークの認証機関である日本ジオパーク委員会の現

地審査の結果、条件付き再認定となってしまいまし

た。このため、岩手県はジオパーク再認定のために

全力をあげることとなり、エコパーク新規指定など

の余裕がなくなってしまいました。岩手県による集

中的な取り組みによって 2019 年 12 月 25 日日本ジ

オパーク委員会が早池峰山をジオサイトとして含む

三陸ジオパークを再認定したことにより 4）、ようや

く障害が一つ片付きました。 

（３）早池峰山の環境変化の顕在化 

早池峰山では、最近次のような課題が顕在化して

おり解決のめどが立たないことから、地元には新た

にユネスコエコパークに登録することは難しいので

はないかという誤解があります。 

① ニホンジカによる課題 

前述しましたが、早池峰山周辺部でニホンジカが

急増していることから早池峰山の高山植物への影響

が出始めています。このため、林野庁と岩手県がシ

カ防護柵の設置を進めるなどの対策を講じ始めてい

ます。 

② 登山道の崩壊 

2016 年 5 月 26 日、集中豪雨によって主要な登山

道であった河原の坊登山道が大規模に崩壊し、通行

止になっています。復旧の目処が立っていないため、

小田越え登山道のみとなり利用の集中が進んでいま

す。このための対策についても現時点では検討中で

す。 

（４）行政や市民の理解の不足 

これまで 5 年以上にわたり、行政や市民に向けて

登録を進めるための活動を行ってきましたが、行政

や地元の住民が登録に向けて動き出す気配は見られ

ません。これは、地域が早池峰をユネスコエコパー
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クする必要性を感じていないためというご意見があ

ります。こうしたご意見は、謙虚に受け止める必要

があると考えています。これまでの早池峰フォーラ

ムの取り組みがひとりよがりであった可能性があり、

早池峰フォーラムの活動がまだ十分ではなく力不足

で、ユネスコエコパークに登録することの意義など

が地元の関係者に伝わっていないということであろ

うと思います。今後も、弱小団体ではありますが、

登録に向けた活動について地域の活動団体とさらに

連携し、あきらめることなく粘り強く継続していこ

うと考えていますので、皆様方からのご支援・ご指

導をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

関連情報 

1）H28 地域協働研究(地域提案型・後期) 「早池峰

ユネスコ・エコパークの登録促進に関する研究 

https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/?action=reposito

ry_uri&item_id=3360&file_id=22&file_no=1 

（2019.12.10 閲覧） 

2）世界自然遺産候補地に関する検討会 2003 年 5 月

26日第 4回資料 4  http://www.env.go.jp/natur

e/isan/kento/030526/mat_04.pdf（2020 年１月

閲覧） 

3）早池峰フォーラム http://www.aiina.jp/environ

ment/digieco/kankyou_jimoto/02shiru_shizen/

h04.html （2020 年１月閲覧） 

4）三陸ジオパーク(n.d.)中部エリアの見どころ ht

tp://sanriku-geo.com/highlight/central/ （2020

 年１月閲覧） 

 

      （しぶや こうたろう）

日本 MAB 計画支援委員会活動報告(2017.3～2019.12) 

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 

⚫ 2017/5/16-17:  第 10 回東南アジア BR ネットワ

ーク(SeaBRnet)会議が、インドネシア国ジャカ

ルタで開催。国連大学OUIK飯田義彦氏が参加。 

⚫ 6/12-15: 第 29 回 MAB 国際調整理事会開催（パ

リ）。みなかみ（群馬県、新潟県）、祖母・傾・大

崩（大分県、宮崎県）が生物圏保存地域（ユネス

コエコパーク、BR）に新規登録承認。日本の BR

は 9 地域、世界の BR は 120 か国 672 地域に。 

⚫ 9/3-9: 中国北京でEABRNワークショップ開催。

日本からは不参加。 

⚫ 9/11-14: EABRN GIS 研修会が中国 Gwangnue

ng Forest BR で開催。日本から国連大飯田義彦

氏が参加。 
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⚫ 9/18-23: イタリア国 Delta Po にて MAB Youth 

Forum 2017が開催され、白山BR近藤佳奈氏（郡

上市）らが参加。 

⚫ 2018/5/22-26: タイ国チェンマイにて東南アジ

ア BR ネットワーク（SeaBRnet)会議。国内委員

会事務局齋藤氏，松田計画委員長，田中計画委員，

みなかみ BR の高田悟氏が参加（写真１）。 

⚫ 5/29-6/2: EABRN開催（カザフスタン国Almaty）。

佐藤哲ユネスコ国内委員会MAB分科会調査委員、

綾 BR の河野円樹氏、金沢大 Aida Mamadova 氏

が参加。 

⚫ 7/23-27:  第 30 回 MAB 計画国際調整理事会（イ

ンドネシア国 Palembang)。TGBR(BR 技術指針）

WG が組織され、日本からユネスコ国内委員会

MAB 分科会調査委員の佐藤哲、吉田謙太郎氏が

参加。 

⚫ 11/15-17: 韓国順天 BR 登録記念行事 Internatio

nal Forum on Implications of Protected Are

as for the Achievement of SDG 15 が順天市

にて開催され、田中俊徳計画委員が日本における

MAB 計画の実施状況について講演。 

⚫ 11/28-29: ベトナム BR ネットワーク会議で田中

俊徳計画委員が「BR 管理の標準枠組み」につい

て基調講演。 

 

写真１ SeaBRnet 会合で講演する田中計画委員

（チェンマイ) 

⚫ 2019/3/26-28: フィリピンの Albay BR で

SeaBRnet 開催。金沢大飯田義彦氏、イオン環境

財団西方氏が講演。 

⚫ 5/17: 甲武信 BR 推薦地に対し、IACBR（諮問委

員会）が登録勧告。 

⚫ 6/17-21: MAB 国際調整理事会（パリ）。甲武信ユ

ネスコエコパークの新規登録承認。これで、日本

の BR は 10 地域、世界の BR は 124 か国 701 地

域に。金沢大学の Aida Mammadova 氏が若手科

学者賞を受賞。 

⚫ 9/6: UNESCO Biosphere Reserves: Supporting Bi

ocultural Diversity, Sustainability and Society” Pr

ice M, Reed M (eds) Earthscan が刊行され、松田

支援委員らが分担執筆。 

⚫ 9/16-20: WNICBR(世界島嶼海岸 BR ネットワー

ク）会議が南アフリカ国 Gouritz Cluster BR で開

催。田中俊徳支援委員が招待講演。 

⚫ 9/16-19: UNESCO regional strategic coordination 

meeting “Science to Enable and Empower Asia 

Pacific for SDGs II”がインドネシア国ジャカル

タで開催。飯田支援委員が招待講演。 

⚫ 9/16-20: WNICBR(世界島嶼海岸 BR ネットワー

ク）会議が南アフリカ国 Gouritz Cluster BR で開

催。田中俊徳支援委員が屋久島・口永良部島 BR

として招待参加。 

国内行事 

⚫ 2017/3/18: 日本生態学会大会（早稲田大学）にて

企画集会「地域が主体となる日本型国際自然保護

制度としてのユネスコエコパーク－現状と課題

－」開催。酒井、土屋計画委員などが講演。 

⚫ 10/27: 東京大学柏キャンパス一般公開にて

GPSS-GLI 企画シンポジウム 「ユネスコエコパー

ク: 環境保全を通じた地域の持続的発展」を田中

計画委員が企画講演し、白山、祖母･傾･大崩、み

なかみ、南アルプス BR、イオン環境財団が講演。 

⚫ 11/21: 和歌山大学の公開セミナー「UNESCO 世
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⚫ 界自然遺産における自然保護とサステイナブ

ル・ツーリズム」にて若松計画委員が国内のユネ

スコエコパークの現状について講演。 

⚫ 2018/3/2-3: 東京大学柏にて MAB 関連行事 The 

6th GPSS-GLI International Symposium が開催。 

⚫ 3/31: 石川県白山市で国際ワークショップ白峰

2018「多様な関係者とつくる山岳ユネスコエコパ

ークの大学教育」が開催。Martin Price 博士講演 。 

⚫ 4/4: 長野市芸術館 にて「山と人のシンポジウム」

で Martin Price 博士が基調講演。 

⚫ 4/10: 文部科学省国際課応接室にて Martin Price

氏を招いたセミナー。 

⚫ 7/2-23:  金沢大学にて世界展開力事業「ロシア文

化交流プログラム～ユネスコエコパーク体験学

習～」が開催。 

⚫ 9/18:  日本景観生態学会宮崎大会公開シンポジ

ウム「ユネスコエコパークは地域の景観と生活に

なにをもたらすか？」にて比嘉計画委員が講演。 

⚫ 9/26: 朝日地球会議「環境活動における民間セク

ターの役割」でイオン環境財団が特別講演。 

⚫ 10/13-14: 中部地方 ESD 活動支援センター主催

「ESD 推進のためのダイアログ（第 2 回／信州）: 

ユネスコエコパークにおける交流と協働による

ESD の推進」が開催され、水谷計画委員が講演。 

⚫ 2019/3/12: ユネスコ本部 MAB 担当者 Miguel 

Clüsner-Godt 氏が文科省来訪。磯田 MAB 国内委

員会主査らと面談。 

⚫ 3/16: 日本生態学会神戸大会にて企画集会「世界

遺産とユネスコエコパークを問い直す」が開催

（写真２）。 

⚫ 4/5: 松田裕之・佐藤哲・湯本貴和編『ユネスコエ

コパーク―地域の実践が育てる自然保護』が 京

都大学出版会から出版。 

⚫ 5/4: 毎日新聞でユネスコエコパーク特集「ユネス

コエコパークを知ろう 恵みと共生、地域の誇

り」が組まれ、掲載される。 

⚫ 10/1: 月刊「地理」773 号（古今書院）に特集「自

然と共生するまちづくり:ユネスコエコパーク」

が掲載され、若松支援委員、朱宮支援委員、水谷

支援委員、酒井支援委員らが執筆。

 

⚫ 写真２ 日本生態学会企画行事 (2019/3/16) 

JBRN、各 BR 関連行事等 

⚫ 2017/6/17: 延岡市にて祖母・傾・大崩 BR 登録記

念祝賀会が開催され、酒井計画委員が招待。 

⚫ 6/18: みなかみユネスコエコパーク報告会（FM

ぐんま公開収録）がみなかみ町カルチャーセンタ

ーにて開催。酒井計画委員が登壇。 

⚫ 6/20-21: JBRN 運営ワーキンググループが大台ヶ

原・大峯山・大杉谷 BR にて開催され、田中計画

委員と水谷計画委員が参加。 

⚫ 7/7: 「山の日」シンポジウム（岐阜県、郡上市主

催、白山 BR 協議会共催）が開催。 

⚫ 8/7: JBRN 大会が東京にて開催。イオン環境財団

と JBRN が連携協定を締結。 

⚫ 12/9: 早池峰フォーラム（実行員会主催、第 19

回ユネスコエコパークへの道）にて酒井計画委員，

朱宮計画委員が講演。 

⚫ 12/9: 山梨県韮崎市にて南アルプス自然環境全活

用連携協議会主催のライチョウサポーター養成

講座にて若松計画委員が講演。 

⚫ 2018/2/10-12:  全国エコツーリズム大会 in 屋久

島ユネスコエコパーク分科会にて田中計画委員
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がコーディネータを務める。  

⚫ 7/20: JBRN 運営委員会がイオンタワーにて開催。 

⚫ 10/2-3: JBRN 大会・フォーラム 綾 BR にて開催

予定だったが、台風 21 号のため中止。 

⚫ 10/20-22: 只見にて全国ブナ林フォーラム開催。

約 200 人が参加し、只見宣言を採択。 

⚫ 12/15:  高千穂町主催『世界農業遺産・ユネスコ

エコパーク合同シンポジウム』にて西脇計画委員

が講演。 

⚫ 12/26: 口永良部島BR島民会議で田中計画委員が

講演。 

⚫ 2019/1/13: みなかみ町成人式で田中俊徳計画委

員が講演。 

⚫ 1/20: 甲斐市にて甲武信ユネスコエコパーク推進

協議会主催 「ユネスコエコパークを活かした地

域の取組」にて朱宮計画委員が講演。 

⚫ 7/24: JBRN 大会を大手町タワーにて開催。 

⚫ 10/7: 甲武信ユネスコエコパークの登録証授与式

が山梨県甲府市で行われ、長崎幸太郎知事に登録

証が贈られた。 

⚫ 10/26-27: JBRN とイオン環境財団の連携協定に

基づき，イオンレイクタウン（埼玉県越谷市）に

て「第２回 志賀高原ユネスコエコパークフェア」

を開催。 

国内委員会、計画委員会（計画支援委員会） 

⚫ 2017/3/18: MAB 計画委員会を早稲田大学 3 号館

で開催。Japan InfoMAB 42 号発行。 

⚫ 3/21: 日本ユネスコ国内委員会 MAB 計画分科会

（以下「MAB 国内委員会」）懇談会開催 

⚫ 8/7: MAB 計画委員会を開催（ホテルベルクラシ

ック東京）。 

⚫ 12/7: 文科省にて日本ユネスコ国内委員会の第

38 回 MAB 計画分科会が開催。 

⚫ 2018/3/6: 文科省にて MAB 国内委員会が開催さ

れ、甲武信 BR の推薦を決定。 

⚫ 4/10: 文科省にて MAB 国内委員会が開催。 

⚫ 7/12: 文科省にて MAB 国内委員会が開催。 

⚫ 2019/2/6: MAB 国内委員会が開催。松田調査計画

委、朱宮計画委員、水谷計画委員が話題提供。 

⚫ 3/18: 商工会議所会館にて MAB 計画委員会開催

される。 

⚫ 3/20: MAB 国内委員会開催。田中計画委員が話題

提供。 

⚫ 5/1: 日本 MAB 計画委員会を「日本 MAB 計画支

援委員会」（以下「MAB 支援委員会」）と改名。 

⚫ 7/12: 文科省にて MAB 国内委員会開催。 

⚫ 11/29: 大澤雅彦元調査委員・計画委員が第 11 回

東急財団社会貢献環境学術賞受賞。 

 

⚫ 以上の取り組みについては、日本 MAB 計画支援

委員会のウェブサイトにて随時公開する

（http://mab.main.jp)。 

 

（まつだ ひろゆき） 

 

 

 



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

「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、日本ＭＡＢ計画支援 

委員会、日本ユネスコエコパークネットワーク（JBRN）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） 2020 年 1 月現在 

主査 礒田 博子・ 筑波大学生命環境系教授 学長補佐／地中海・北アフリカ研究センター長 

国内委員 大野 希ー・ 島原半島ジオパーク協議会事務局次長 

 立川 康人・ 京都大学大学院工学研究科教授 

調査委員 伊藤 元巳・ 東京大学大学院総合文化研究科教授   上條 隆志・ 筑波大学生命環境系教授 

 佐藤 哲・ 愛媛大学社会共創学部教授 

 田中 信行・東京農業大学国際食料情報学部国際農業開発学科教授 

           松田 裕之・ 横浜国立大学大学院環境情報研究院教授  宮内 泰介・ 北海道大学大学院文学研究科教授

 吉田謙太郎・九州大学エネルギー研究教育機構教授 

渡辺 綱男・自然環境研究センター上級研究員／国際自然保護連合（IUCN）日本委員会会長 

 

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 計画支援委員会 Japanese Coordinating Committee for MAB 委員リスト－ 

2020 年 1 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教授 

委員  飯田 義彦・金沢大学環日本海域環境研究センター連携研究員 

井田 秀行・信州大学教育学部准教授          崎尾 均・新潟大学佐渡自然共生科学センターセンター長 

渋谷晃太郎・岩手県立大学総合政策学部教授     朱宮 丈晴・日本自然保護協会生物多様性保全部 

鈴木和次郎・元只見町ブナセンター館長      田中 俊徳・東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授 

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・金沢大学名誉教授, 石川県立自然史資料館館長 

西脇 亜也・宮崎大学農学部教授                比嘉基紀・高知大学理工学部講師 

増澤 武弘・静岡大学理学部名誉教授            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所長 

吉田 正人・筑波大学大学院人間総合科学研究科教授 

若松 伸彦・横浜国立大学大学院環境情報研究院産官学連携研究員 

◇詳細･お問い合わせ 
  日本 MAB 計画支援委員会 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 環境情報 3 号棟 208 号 

     電話：０４５－３３９－４３６１    E-ｍａｉｌ：gyoko@ynu.ac.jp 

  HP アドレス：http://mab.main.jp  
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