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 生物多様性条約（CBD）第 10 回締約国会議（COP10）が 2010 年 10 月に名古屋で開かれました。

「2010 年までに生物多様性喪失速度を顕著に減少させる」という 2010 年目標の節目の年であ

り、新たな目標（愛知ターゲット）、生物資源の利用と利益配分（名古屋議定書）、生物多様性

と生態系サービスに関する政府間科学技術プラットフォーム（IPBES）設置が合意された節目の

年でした。愛知ターゲットには 2020 年までに陸域 17％、海域 10％の保護区の設置などの数値

目標が含まれています。また、持続可能な利用についてはいわゆる「里山イニシアティヴ」が

盛り込まれました。COP10 を機に、日本の生物多様性の現状についてさまざまな文書が取りま

とめられました。環境省委員会の生物多様性総合評価（Japan Biodiversity Outlook）、国連大

学の日本里山里海評価、日本生態学会の Ecological Research 特集号、WWF のエコロジカルフ

ットプリントレポート日本 2009、TEEB（生態系と生物多様性の経済学）報告書などがあります。

これらに描かれた日本の生物資源利用と保全の現状を紹介しつつ、その調和を図る取組みの課

題を話し合うため、本会合を開催します。市民、企業、行政関係者、研究者、学生などの参加

を歓迎します。 

 

平成 23 年 2 月 

横浜国立大学 国立環境研究所グローバルCOEプログラム「アジア視点の生態リスクマネジメント」拠点リーダー 

横浜国立大学大学院 環境情報研究院教授 松田 裕之 

開 催 趣 旨 
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総合司会 挨拶 

金子 信博（横浜国立大学大学院環境情報研究院教授、生態リスクCOE拠点サブリーダー） 

 本日はご多忙のところ多数お集まりいただき、誠にありがとうございます。ただ今から、横

浜国立大学グローバル COE 国際シンポジウム「生物多様性条約 利用と保全の調和を考える」

を開催させていただきます。私は本日の司会を務めさせていただきます横浜国立大学大学院環

境情報研究院の金子です。最後までよろしくお願いいたします。 

 まず、横浜国立大学学長、鈴木邦雄より開会のご挨拶を申し上げます。 
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開会挨拶 

鈴木 邦雄（横浜国立大学学長） 

 横浜国立大学のグローバル COE プログラムが主催するシンポジウムの開会に当たり、学長の

私からご挨拶申し上げます。本日はご来賓の方々を含め、多数の方々にご来場いただき、誠に

ありがとうございます。 

 まず、簡単に横浜国立大学を紹介させていただきたいと思います。本学は、実践性、国際性、

先進性、開放性という四つの精神を掲げており、本グローバル COE ではアジア視点に立った新

たな環境理念の構築と、そのために国内外の研究者に参集いただき、世界をフィールドとした

学術分野での国際拠点の形成を行っております。環境分野の教育研究に関しては、本学の強み・

特色としています。昭和 42 年に全国の国立大学に先駆けて工学部に安全工学科を作り、昭和

48 年に環境科学研究センターも作りました。環境という名称をつけた研究所やセンターは、国

立大学としては初めてのものでした。その後、平成 13 年に大学院の環境情報研究院・学府をス

タートさせました。現在では、環境リスクマネジメントという専攻も設け、本グローバル COE

の要となっております。環境リスク管理という分野で、今年の文化功労者に選ばれた中西準子

先生を中心として国際的に拠点となっていることは、皆さまもご存じのことと思います。 

 あらためて私から申し上げるまでもなく、地球環境がますます悪化し、生物多様性、気候変

動、森林保全など、さまざまな環境イニシアチブが世界的な規模で進められています。個人的

にも生物多様性、気候変動、持続可能な社会に関する課題や方向性の理解を深めるために、今

後、この分野での教育を積極的に構築していく必要があると考えています。世界各国で、地球

環境、環境理念などの問題が、学問の壁を越えて議論され、それが総論からだんだん個別的、

戦略的なテーマの議論に移っています。ところが、わが国はというと必ずしもそこまで行って

いないということで、今日お集まりの環境分野の方々におかれましても、ぜひその分野で各論

的、戦略的と言いますか、いろいろな意味での普及啓蒙も含めて、今後は重要であると考えて

います。 

 また、昨年10月は名古屋において生物多様性条約のCOP10が開催され、私も参加しましたが、

2020 年までの戦略目標である愛知ターゲットや名古屋議定書が採択されたことは皆さんもご

存じだと思います。本日は、絶好なタイミングで、COP10 にも参加された先生方に多数お集ま

りいただきました。生物多様性にかかわる東北大学、九州大学の各グローバル COE のご協力を

いただき、あるいは本学のグローバル COE での連携機関である国立環境研究所の方々等ととも

に、本日の「生物多様性条約 利用と保全の調和を考える」と題するシンポジウムを開催でき

ることは、横浜国立大学にとっても大きな喜びです。 

 本日は、日本の生物資源の利用と保全の現状を皆さまとともに考え、その調和を図る取り組

みの議論を積極的にしていただければと思います。後半ではパネルも準備されていますので、

会場の方々から忌憚のないご意見も聞かせていただければと思います。最後になりますが、本

日は環境リスクに関心の高い方々にお集まりいただいておりますので、ぜひ有意義なシンポジ

ウムになることを祈念しまして、私からの開会のご挨拶とさせていただきます。本日はよろし

くお願いします。 
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1．里山里海に基づく取り組みと政策の主流化 

あん・まくどなるど（国際連合大学高等研究所） 

 

 2000 年、国連のアナン事務総長によって世界の生態系の科学的評価実施が呼びかけられ、その成

果として 2006 年にミレニアム生態系評価のフレームワーク（枠組み）が提示され、以降の生態系評

価・分析研究に適用されてきた。一方、日本においては、2006 年にはサブ・グローバル生態系評価

への連携努力による機運の高まりから、国連大学高等研究所によって「日本の里山・里海評価（JSSA, 

Japan Satoyama Satoumi Assessment）プロジェクト」が開始された。2010 年 10 月には、JSSA は政

策決定者向けに要点を整理し、第 10 回生物多様性締約国会議（COP10 名古屋）においてこれを提示

した。ミレニアム生態系評価において鍵となる目標は、科学的な調査研究と新たな発見を政策決定

にリンクすることである。JSSA は、意思決定者のための要約において、「われわれの目的は、里海・

里山の意義について科学的な信憑性を示し、政策に関連する情報を提供するとともに、経済と人間

開発の点でどのように貢献できるのかを、政策決定者が活用しやすく提示することである」と述べ

ている。本講演では、JSSA が見出した主な成果をレビューし、JSSA は政策決定者を動かし、政策主

流化による健全な里山・里海をもたらす潜在力となっているのか、また JSSA による政策決定者への

情報提供が本来の目的に適合しているのかという根本的な疑問を検討する。 

 

 

Good afternoon, everyone.  I have a feeling that we are starting off today perhaps on 

a wrong foot by having me first.  I am not sure how well my talk is going to actually 

contribute to or actually even take away from the talks that go on from here.  But I will 

try and do my best to contribute something of used to today's discussions. 

 日本語のフォーラムということで、これから日本語で話しますが、実はここ 3 年間は金沢に

いながら、主流言語は英語になっていて、職場の言語も英語になっていて、この里山里海につ

いての職場での議論は 99.9％が英語でなされています。里山里海について、今日、学者の皆さ

んにどれくらい学術的な言葉を使って話せるかは自信がないので、活字をたくさんパワーポイ

ントに入れましたので、それを参考にしながら私のつたない日本語を聞いていただけたらと思

います。 

 私は、学者がわれわれ北信越クラスターの事務局に出してくださったものをまとめる役とし

て、この JSSA の仕事をずっと見てきたのですが、学者たちが作ったものが、果たして政策者が

活用してくれる、生かしてくれるものなのかということは、日々の悩み、チャレンジでもあり

ます。ですから、今日は最後にそちらの方に話を持っていきたいと思います。 

 

JSSA の取り組み 

 皆さんご存じかと思いますが、里山ランドスケープを対象とした SGA（サブ・グローバル・

アセスメント）を始めようということは、当時、国連大学高等研究所の所長であったザクリか

らの提案でしたが、2006 年からスコーピングが始まって、もう少し具体化したのが 2007 年か

らです。日本のさまざまな大学、横浜国立大学をはじめ、北海道から九州まで声を掛けたりし

て、その結果、非常に複雑なガバナンス制度も出来上がっていきます（図 1）。 

 残念ながら沖縄は今回の日本の里山里海サブ・グローバル・アセスメントに入ってこなかっ

たのですが、北海道から九州までの学者、NPO のグループがたくさん手を挙げてくれました。
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全国版のナショナルレポートを

執筆していくため、クラスター

を作り、クラスターでまとめた

ものが大きなナショナルレポー

トになっていきました。最初の

仕事はどちらかというと里山里

海の生態系を評価していくため

のクラスター分けで（図 2、3）、

最終的に北海道・東北クラスタ

ー、北信越クラスター、横浜国

立大学が宇都宮大学と一緒に主

導してくださった関東・中部ク

ラスターと、西日本クラスター

になりました。 

 私は北信越クラスターを担当

したのですが、特に北信越クラ

スターの大きな特徴は、残念な

がら学者があまり執筆者になら

なかったことです。勉強会は県

庁や能登半島の役場などで政策

者たちと、どちらかというとボ

トムアップ方式でまとめたので

すが、やはり研究成果と政策と

の溝を感じながらの作業となり

ました。それにかかわった皆さ

んが今日はいらっしゃるかと思

います。 

 

六つの Questions 

 まず、里山里海を対象とする

生態系評価をするというところ

では、六つの課題を設けました

（図 4）。 

 第 1 は、里山里海とは何か。

ここから始めなければいけなか

ったのです。今日いらっしゃる

執筆者の方々は覚えていらっし

ゃるでしょうが、印刷所に入れ

るまでずっと、終わりのない議

論が続いていました。学者たち

が定義を議論していくときこの

図 1 
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JSSA の難しいところは、メイン

ストリーミング（主流化）や、

国内の政策者たちにこれを提供

して、政策に役立てるような研

究成果を届けるという、とても

野心的な目的があることです。

また国内、そしてグローバル社

会へ提案していくためには、里

山里海とは何なのか、日本語で

の議論もしていかなければなら

ないと同時に、英語でこれをど

う定義していけばいいのかとい

う難しさもありました。英語の

定義によって、また日本語の定

義の議論に戻ったりしなければならず、両者の議論を行ったり来たりしました。グローバル社

会の中で生きていく私たちにはこういう課題が常にあるのではないかと思っています。英語で

通じる定義と日本語でふさわしい定義が、時には合わないこともあります。今日は定義の議論

はここで終わりにしますが、里山里海とは何かというところからスタートして、里山里海はこ

こ 50 年間どう変化してきたのかという点が第一の課題でした。 

 第 2 に、里山里海で生物多様性や生態系サービスはどのように変化してきたか。また、その

主な原因は何か。そのために、直接的また間接的なドライバーを作っていきます。 

 第 3 に、里山里海の変化はなぜ問題なのか。乱暴に言ってしまえば、国土の 4割ぐらいが里

山と定義されているので、これは環境省や農林水産省の問題だけではなく、国土の問題である

ということで、里山里海を国の問題として考えていく必要もあるのではないかということは、

この JSSA が静かに科学的に政策者に提案しているところでもあると思います。 

 第 4 に、里山里海のシステムを促進するためには、国や国際レベルでどのような対策が取ら

れてきたのか。これは非常に答えにくい部分があるのではないかと思っています。国と国際レ

ベルまで持っていくのはなかなか大変で、これから答えが出るか出ないかが分かるでしょう。

私は、去年、COP10 名古屋で SATOYAMA イニシアチブが採択されて、これから里山は、ひょっと

したら里海も含めて、国際的な舞台の上でいろいろな役割が果たせる日がやってくるのではな

いかと期待しています。そうすると、このクエスチョンは今回は答えは出なかったかもしれな

いけれど、この課題が国内だけではなく国際舞台に上がるためには、この課題をあえて入れた

ことは重要ではないかと思います。 

 政策者がいろいろなことを意識してくれるまで、どんどん提案していくことが大事だと思う

のです。科学者は答えが出なければ、確率が低ければ、あまり公式に出さない方がいいという

傾向が強いように思うのですが、政策者は、個人的な意見に過ぎませんが、何回もねばり強く

課題を訴えていくことによって、問題意識や危機感を持ってくれるようになり、科学により目

を向けるようになっていくので、その対話がとても重要だと思います。この JSSA によって、学

者と政策者の対話がより設けられるようになりましたので、里山里海の主流化は今後大いに可

能ではないかと思います。対話ができて、そういう道を歩めることになるのではないかと思い

ます。 

図 4 

6 Questions
１）里山・里海とは何か、里山里海は過去
５０年間でどのように変化してきたのか？

２）里山・里海で生物多様性や生態系サー
ビスはどのように変化してきたか、また、
その主な原因は何か？

３）里山・里海の変化はなぜ問題なのか？

４）里山・里海のシステムを促進するため
に、国や国際レベルで、どのような対策が
とられてきたか？

５）シナリオのもとで里山・里海ランドスケ
ープの将来はどのようになるのか？

６）JSSAから何がわかったか、今後に向け

た政策立案者への示唆は何か？
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 第 5 に、シナリオの下で里山

里海ランドスケープの将来はど

のようになるのか。後ほど石川

県におけるシナリオづくりにつ

いての政策者と学者の間の議論

を紹介したいと思います。 

 最後が、この JSSA から何が分

かったのか、今後に向けた政策

立案者への示唆は何かというこ

とです。 

 

里山里海のシナリオづくり 

 里山里海とは何かというとこ

ろから政策者と語り合うために

は、図面が必要だと思います。

「里山とは」という定義はビジ

ュアルから入っていくのですが、

日本列島の北海道から九州まで

里山里海を定義して、また視覚

的なイメージを入れていくとき

には、本当に日本は活字では定

義しやすいのですが、一つの絵

では、定義できないような気が

します。里山を思うとき、皆さ

んはどういうビジュアルなもの

がまず浮かび上がるのか。学者

の頭の中で浮かび上がるイメー

ジもあれば、政策者と議論しよ

うとするときには、彼らは彼らの独自の里山里海のイメージを持っているので、主流化してい

くためには、やはりその人がビジュアルに持つ里山里海のイメージを把握することもとても大

事なのではないかと思います。また、里海というのは 1998 年に生まれた言葉ですが、それもど

のように定義していけばいいのかという問題があります（図 5、6）。 

 まさに学者と政策者の溝があると思ったのは、このシナリオの議論のときだったので、ここ

で少し紹介したいと思います（図 7、8）。シナリオはどちらかというとナショナルレポートの

ために作ったものです。しかし、われわれは北信越クラスターレポートと石川県での政策づく

りとを何らかの形で結び付けるためには、シナリオづくりでもできたらいいということで、シ

ナリオの執筆者に石川県庁に来ていただいて、現場の農業者、漁業者、農林部、地域振興課、

環境部の人たちを呼んで検討したのです。 

 そこで面白かったのは、霞が関から出向してくる役人の発言と、ずっと石川県庁で勤めてき

た方のシナリオに対する意見も違っていましたし、また現場の人たちは「学者たちはネガティ

ブなものしかシナリオに入れていないので、もう少し現場に希望を持たせてくれるようなもの

図 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 

里山・里海ランドスケープとは？
JSSA定義──
人間の福利に資する様な様々なサービ
スを提供する管理された社会・生態学的
システム構成される動的モザイク

里山・里海ランドスケープの主な特徴は？

１）里山は、森林、植林地、草地、放牧地、ため池、水
路など、陸上生態系を中心としつつ陸域、水域の両方
を含む生態系のモザイク

２）里海は、海浜、磯、干潟、サンゴ礁、藻場など、水
界生態系を中心としつつ陸域、水域を両方を含む生
態系のモザイク

３）里山・里海ランドスケープは伝統的知識と現代科学
の融合により（社会・生態学的な背景を反映して）管理
されているもの

４）生物多様性は、里山・里海ランドスケープの回復力
（レジリアンス）と機能のための重要な要素

日本の里山・里海の生態系

衰退

JSSAによれば：
過去半世紀の間、日本の里山・里海の生態系は衰退してきた。
これには経済的な変化、都市化、技術の進歩、文化的な変容
などの間接的な要因が起因している。最も影響力のある直接
的原因は、安価な木材の輸入、日本の建設需要を満たすため
の人口林の造成、農村社会から高度な都市社会への移行など
に起因する土地利用の変化であった。次に重要な要因は、里
山・里海システムの維持に必要とされる労働力を減少させる
急速な高齢化である
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を入れてくれないと大変」とか、

どちらかと言うと政策者たちが、

これはアイディアリスティック

（理想的）すぎるということで、

もう少し現実的なものをシナリ

オとして入れてくれないと困る

とか、いろいろな意見が聞けた

ことです。やはり政策者のシナ

リオづくりと、学者のシナリオ

づくりが違うような気がしまし

た。学者たちが自分たちの研究

成果を政策者に、特に地方でそ

れを結び付けようと思えば、彼

らが政策づくりをするときには

どのようにシナリオを描くのか、

逆に彼らのシナリオづくりを勉

強することも必要ではないかと

思います（図 9）。主流化してい

くためには、学者と政策者との

間の対話がちょっと少なすぎる

気がしていて、もう少し対話が

あればと思います。 

 

里山里海の主流化に向けて 

 国のレベルでは、SATOYAMA イ

ニシアチブが COP10 で採用され

て、環境省は本当にこの 2年間

すさまじいスピードで、国内と

海外に「里山」を広めていきま

したし、国のレベルと海外のレ

ベルで主流化はどんどん前に進

んでいると思います。ところが、

地域レベルではどうなっている

のか。私はやはり里山里海政策

を、国のレベルではなく各県が

取り組んでくれない限りは、主

流化はかなり困難だと思います。

では、各県が里山里海の大切さ

を考えて、政策づくりをしてく

れるためにはどういうことが大

事かということを考えるため、

図 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 

JSSAから何が分かったか？

①　里山・里海ランドスケープの重要な特徴は、人間の福利に対し様々に生態系サービスをもたらす、人
間により管理された異なるタイプの生態系のモザイク構造である

②　里山・里海は、過去５０年間に大きく変化し、それにより生態系サービスを持続的に提供する結合的な
社会生態学的生産システムの回復力（レジリアンス）の低下が生じてきた

③　里山・里海ランドスケープの消失が続き、人間の福利や生物多様性に重要で潜在的にネガティブな結
果がもたらされてきた。しかし、里山・里海やその人間の福利への将来的な寄与については、さらなる研究
が必要である

④　生物多様性の変化に対処し、環境資源を保護するためのアプローチが、統合性に欠け、断片的であっ
ては、その正解は限定的なものとなってしまう。市民参加に基づく統合的による取り組みが、過去１０年間
で増えてきており、こうしたアプローチにより、生物多様性の喪失に歯止めをかけ、生態系サービスの持続
的な供給を維持することができるようになると期待される。

⑤　生態系管理へのより統合的、包括的なアプローチの成功に必要なのは、民有地および公有地での生
態系サービスや生物多様性の共同管理システムとして、また、社会による直接的および間接的な利用に
供する様々な生態系サービスを生産する単一システムとして理解される、新たな「コモンズ」の創造である。
新たな「コモンズ」は開発途上国および先進国での持続可能な開発の競うとなると考えられる。

今後に向けた政策立案者への示
唆は何か？

①　生物多様性と生態系サービスの管理において、生態系モザイク構造やそこに内在するインターリン
ケージを認識した里山・里海アプローチをとる政策を展開する

②　民有地と公有地の両方を管理するランドスケープ・ガバナンスの視点で、新しい制度を設計する。こ
れは、ことなるタイプの生態系のモザイク構造において、土地や水の利用に関し分権型意思決定を可
能とする、あらたな「コモンズ」を統治するために必要である

③　里山・里海の生態系サービスの公平なアクセスと利用を確保する、あらたな「コモンズ」を補完する
制度を設計する

④　「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」や「生物多様性および生態系サービスに関する政府間
プラットフォーム（IPBES)」のような国際的な評価プロセスに資するような、里山・里海の生態系の動的

構造やインターリンケージ、また里山・里海の生態系と人間の福利や生物多様性との関係性について
の理解を深めることを目的として、充分な資金と人材に基づく、１０年間の研究プログラムを確立する

⑤　生態系サービスのベースラインを確立すると同時に、継続的に里山・里海ランドスケープを評価し、
政策立案者への情報提供する、国内外の学識者や実務者の知的コミュニティを形成することを目指し、
多くの開発途上国や先進国にみられる里山・里海と同様な生態系に関する総合的・統合的な評価を開
始する

satoyama satoumi scenarios
シナリオのもとで里山・里海ランドスケープの将

来はどのようになるのか？

グローバル・テクノトピア
i) 国際的な人口・労働力の移動
ii) 大都市圏への人口集中
iii) 貿易と経済の自由化
iv) 集権的な統治体制のもとでの技術立国の推進
v) 環境改変型の技術の活用、人口の志向

地球市民環境市民社会
i) 国際的な人口・労働力の移動
ii) 地方回帰、交流人口増加
iii) 貿易・経済の自由化、グリーン化
iv) 集権的な統治体制のものでの環境立国の

推進
v) 近自然工法・技術活用、順応的管理の推進

地域自立型技術者会
i) 大都市への人口集中
ii) 保護主義的な貿易・経済
iii) 技術立国を国家的に推進
iv) 地方分権の拡大
v) 環境改変型の技術による対処、人口化の志向

里山・里海ルネッサンス
i) 地方回帰、交流人口増加
ii) 保護主義的な貿易・経済
iii) 経済や政策のグリーン化
iv) 環境立国を国家的に推進
v) 地方分権の拡大
vi) 順応的管理、伝統的知識の再評価

グローバル化に進展

ローカル化の進展

適
応・
自
然
共
生
志
向

技
術
活
用・
自
然
改
変
志
向
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COP10 では環境省と国連大学は

石川県と共に、知事サミットを

作りましょうということになり

ました。これは長い大きな夢な

のですが、各都道府県のトップ

が里山里海政策がとても大事だ

と、例えば里山保全税のような

制度を作るといった意識を持っ

てくれる知事が各都道府県にい

れば、主流化が確実に可能にな

っていくということで、その第

一歩として COP10 では、五つの

県の知事にお願いしてサミット

を開催しました。 

 これでうまく一つの火がつけられたと言えると思いますので、この動きが冷めないうちに、

インドで 2012 年に COP11 が開催されるときには、その舞台でまた大きな里山知事サミットを開

きたいと思います。実は、2010 年 12 月 18～19 日に、石川県金沢市で国際生物多様性年のクロ

ージングイベントがあったときに出された、一つインフォーマルな案は、COP11 では日本の知

事だけではなく、グローバル里山知事サミットにしたらどうかという話です。実現するかしな

いかはこれからの 2年間の勝負どころでもあるかと思いますが、そういう自治体のリーダーを

もっとうまく取り込めたら、主流化が可能になるのではないかと思います。 

 もう一つは、今あるプログラム、あるいは新しく導入するプログラムで、里山里海保全の主

流化と結び付けるような活動が可能かどうかということです。国連大学の武内先生からのアド

バイスを受けスタートしたもので、今、石川県と新潟の佐渡が一緒になって、FAO の GIAHS

（Globally Important Agricultural Heritage System：世界重要農業遺産システム）というプ

ログラムに、能登半島一つを能登里山里海ランドスケープというサイトとして、申請中です。

そのプログラムでは、5 年間のアクションプランを作らなければいけないので、これはまさに

里山里海政策づくりともつながっていくものです。 

 これはやはり JSSA があって、COP10 で知事サミットがあって、谷本知事がものすごく里山里

海に燃えてくださったおかげで、こういう動きが生まれてきているのではないかと思います。

また 4月には石川県で里山創成室ができますが、里山里海関係の政策づくりをしていくために

は、横断的な仕組みがとても重要です。縦割り行政の中では里山里海の主流化は非常に困難な

ので、その創成室には農林部、環境部、地域振興課の人たちも含めて、横断的な仕組みを作っ

た上で、里山里海保全の政策を県レベルで作っていくことになります。 

 また、主流化を考えていくときには、県のレベルだけでなく、市町村のレベルもとても大事

だと思います。これにはさまざまな面白い動きがあるのですが、里山ばかりではなく里海の小

さな動きがあります。私は来週、三重県志摩市に行ってきます。志摩市長は里海の方ではかな

り支持してくれている方で、そこで日本で初めて里海推進室を市で作るそうです。そこで市か

らどのように政策の中で主流化していくかはこれからの課題だと思いますが、いろいろな動き

がある中で、日本は今、ナショナルとグローバルで非常にうまい具合に走っていますが、地方

ではこの里山里海が本当に主流化していくかは、答は今日は出せないと思いますが、地道な活

図 10 

自治体レベルでの動き──

①　里山知事サミット＠COP10名古屋

②　FAO 世界重要農業遺産
Globally Important Agriculture Heritage Systems 
Noto Satoyama Satoumi Landscape Site + Sado Coexistence Site

③　石川県里山創成室

④　三重県志摩市里海推進室
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動があるということは言えるでしょう（図 10）。 

 特にこれにかかわった人たちは、ぜひこれから自分たちの研究成果を県庁やいろいろな役所

に持っていってほしい。そこで対話を設けて、自分たちの研究が主流化の道を作っていく。レ

ポートができて終わりではなくて、これからが学者の仕事ではないかと思います。 

 生意気なことを高いところから発言して終わりにするのはあまり良くないのですが、私の話

をここで終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 
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2．アジア保全生態学がめざすもの 

矢原 徹一／三村 真紀子（九州大学 保全生態 COE） 

 

 気候変動や森林の消失など、急激な地球環境変動下において、人類の基盤を支える生態系の劣化

が指摘されています。生物多様性・生態系サービスの持続可能な利用を実現し、多種多様な生命体

と共存できる「自然共生社会」の実現は、日本の「二十一世紀環境立国戦略」おいて想定された「低

炭素社会」「循環型社会」の実現と共に、重要な国家的課題の一つです。しかし、食料品や材木ひと

つをとってみても、日本国内における活動は他国の生物多様性に大きく依存しており、国内外の生

物多様性に大きな負荷を与えています。本事業の目的は、世界でも高い生物多様性を持ち、劇的に

経済成長を遂げているアジアを主たる対象に、遺伝子・種・生態系に関する地上観測と地球規模の

衛星観測とを結びつけ、保全生態学と地球システム科学を統合した「アジア保全生態学」を発展さ

せることです。この観測と評価をとおして、保全事業と開発事業の双方において、「自然共生社会」

実現のための有益な情報を提供できるものと考えます。本シンポジウムでは、本事業において推進

する生物多様性観測評価事業（屋久島、カンボジア）における実例を紹介し、国際協同的な取り組

みによる生物多様性観測・評価事業における今後の課題を提案します。 

 

 

アジア生態保全学の概要 

 九州大学では、アジア生態保全学プロジェクトが立ち上がっています。保全学、保全生態学

というだけあって、保全をセンターに据えて、生物多様性の利用との調和を図る試みがなされ

ています。昨年、日本で COP10 が開催され、2010 年のターゲットの評価と反省を踏まえて、10

年後（2020 年）の愛知ターゲットが合意されました（図 1）。まず、生物多様性の価値を人々が

認識するという目標を第一に掲げ、また生育地の保全、持続可能な利用、保護区の設定、種の

保全などが目標として掲げられています。 

 その背景には、人々が生態系の異変ともいえる著しい変化に気付いていることがあります（図

2）。たくさんの例の一つにしかすぎませんが、国内ではシカの個体数が急激に増加していると

報告されています。屋久島でもヤクシカの個体数が増加傾向にあり、シカの個体数が多いとこ

ろでは、森林の林床の植物が食

害に遭い、一掃されるような現

場も見られています。屋久島に

は固有植物が多く存在し、多く

の希少植物に絶滅の危機が迫っ

ていると考えられています。 

 また近隣諸国においても、例

えば東南アジアにおいて、森林

面積の著しい減少が見られてい

ます（図 3）。森林が失われると

いうことは、そこに生息する多

くの生物の生育地が失われると

いうだけではなく、水資源やカ

ーボンシンクといった生態系サ 図 1 
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ービスの低下にもつながります。

そのために森林生態系の保全と

ともに、持続可能な利用を図る

必要性があり、持続可能な利用

を図るためには、生物多様性の

観測・評価が欠かせません。 

 アジア生態保全学では、世界

でも高い生物多様性を持ち、劇

的に経済成長を遂げているアジ

アを主たる対象に、地域～アジ

ア規模での遺伝子・種・生態系

に関する生物多様性の変動を観

測し、評価し、保全する手法を

確立しようとしています。また

教育面においても、アジアから

の留学生には国内の保全現場で

実習を積んでいただき、また日

本の学生には中国やカンボジア

といった経済成長が著しい場所

での保全あるいは生物多様性の

観測事業に参加していただき、

国際的な経験と視野を持つ人材

の育成を目指しています。 

 私たちが具体的に取り組んで

いるものは、まず生物多様性の

観測方法の確立です。種多様性、

系統的多様性、形質的多様性と

いう三つの角度からの生物多様

性の検証や希少種などの分布モデリング、種同定のための DNA バーコーディング等を通して、

生物多様性を評価し、政策提言へつなげることを目指しています。また、実行された政策など

に対して、今度は検証といった生物多様性の観測を行い、より良い政策に向けた順応的な管理

方法の確立を最終的には目指しています。もちろん保全において最も重要な人との交流、相互

理解を推進するために、国内外の協力体制の確立や人材育成に努めています。 

 これだけ多くの目指すものがあるのですが、現実にはすべてが達成されているわけではあり

ません。今日は国内では屋久島、国外ではカンボジアを例に私たちが今取り組んでいる課題に

ついて、お話しさせていただきます。 

 

屋久島プロジェクト 

 屋久島は九州の南方に位置する、約 500km2 の比較的小さな島です。そこに九州の最高峰、

1900m 強の高地を有し、この屋久島の中だけでもさまざまな環境を生物に提供しています。そ

のため高い生物多様性を有し、かつ人とのかかわりも深いために、UNESCO の MAB 計画や世界遺

図 2 
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産に登録されています。 

 この屋久島で私たちがまず観

測を開始しているのは、最も基

本的な情報である種の多様性

（種数）です。さらに遺伝情報

を追加した進化的な背景を重み

付けした系統的多様性、そして

形質的な多様性、例えば植物で

したら光合成能力や、木本種か

草本種か、そういった情報で重

み付けした多様性の観測を開始

しています。系統的多様性は、

例えばある区画（プロット）の

中での種のコミュニティが、近

縁なもの同士で構成されている

のか、あるいは遠縁なものも混

じった状態で構成されているの

かということを計測しています

（図 4）。 

 数年前に屋久島では、約 250

のプロットから種の出現データ

を取っています（図 5）。この種

多様性、種数という基礎情報を

基に、各種の遺伝情報を解析し、

また形質を解析し、系統的多様

性と形質的多様性を測定してい

ます。残念ながら、まだすべて

のデータがそろっていません。

なので、この図はあくまでも観

測中の初期データということを

ご了承ください（図 6）。 

 横軸に種多様性、縦軸に左側

は系統的多様性、右側は形質的

多様性をプロットしています。

赤い点が先ほどお見せした各プ

ロットの実測値です。灰色、緑

色のポイントは種数からランダ

ムに派生させた系統的多様性と

形質的多様性のポイントです。

生物学的な理由から、また計算

上の性質から、種多様性と系統

図 4 
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的多様性、形質的多様性は強い

相関関係にあります。しかし、

種多様性に対して、どのような

多様性がそこに存在するのかと

いった深さを測ることを可能に

してくれます。例えば、同じ種

数を持つプロットの中でも、系

統的多様性が高いプロット、低

いプロット、形質的多様性が高

いプロット、低いプロットがあ

ります。このポイント一つ一つ

に位置データがあります。この

情報を使い、空間的な相関解析

を行うことによって、屋久島と

いう地域の中でどこが多様性の

ホットスポットとなり得るのか

ということを解析し、多様性の

保全戦略に活用したいと考えて

います。 

 また、このような多様性が環

境要因によってどのような影響

を受け得るのか解析することも

可能です。例えば、ヤクシカ問

題は屋久島において特に問題視

されている環境要因です。シカ

の目撃数が多い場所、つまりお

そらく個体数も多いだろうと考

えられる場所で、どのような生物の多様性が失われ、あるいは得られるのかといったことを今

後解析していく予定です。 

 また、シカ柵実験も行い、植生発達におけるシカの影響も解析しています（図 7）。シカ柵と

いうのは高いフェンスを設けて、シカが入ってこられないようにして、柵の中とシカのアクセ

スが自由な柵の外を比べ、植生に対する影響を見る実験です。上側は柵内、下側は柵外で、写

真の大きさが違うのですが、これは植物の大きさにスケールを合わせているためにそうなって

います。このホウライイヌワラビは絶滅危惧植物として認定されています。柵内でシカの影響

がないところでは、順調に個体サイズを増加させているのに対して、柵外では常に食圧を受け

ているために、大きく成長できないという結果が得られています。 

 このように、種の保全という政策上において高い保全優先順位を有するであろう植物に対し

ては、その出現データから分布に関連する環境要因を解析し、分布予測を行い、どこに保全の

エフォートを配分するべきなのかという情報も提供しています（図 8）。屋久島プロジェクトは、

最終的には種多様性、系統的多様性、形質的多様性や、種の固有性を考慮に入れた保護区の優

先順位の決定などを通して、シカ食圧や人の利用下での生物多様性の保全の対策を立てること

図 7 
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を目的としています。そして、

モニタリングを継続的に行うこ

とによって、観光業やヤクシカ

などすべてを含むものを生態系

として、生態系を維持するため

の順応的な管理を目指していま

す。 

 

カンボジアサイト― 

Capacity Building から 

管理へ向けて 

 屋久島は非常に恵まれた場所

です。高い生物多様性を有し、

しかも、日本という政治的にも

経済的にも安定した国に属して

いるために、いろいろな情報、

協力が簡単に得られます。しか

し、どこでもそうした環境が用

意されているわけではありませ

ん。カンボジアでは、まず基礎

情報を収集し、その情報を共有

するというところから始めてい

ます。 

 東南アジアでは森林面積が減

少傾向にあることを冒頭でお伝

えしましたが、カンボジアはそ

の中でも比較的多くの森林面積

が残されている国です（図 9）。

1998 年にカンボジアの森林省が設定した、主に木本種を対象にした植生プロットで観測が行わ

れています。昨年、九大とカンボジア森林省、ゴム林庁の間で正式に学術協力提携が締結され、

共同での多様性観測を開始しました。 

 私たちが最初に取り組まなければいけなかったことは、種の同定です。現地の植物学者によ

って観測された木本種 246 種のうち、およそ 36％に及ぶ 88 種が不明種のまま記載されていま

す（図 10）。現地の名前が付いているものの、学名どころか属する科すら分からないものがあ

るというのが現状でした。そのため、まずカンボジアでは、DNA 情報と標本データを使って種

の同定を行い、基礎情報の収集を行っています。 

 その努力は最近実を結び始めました。不明種であった多くのものが、遺伝情報と標本データ

から種名が判別されました。この情報は図鑑として、現地のステークホルダーや研究者間で知

識の共有を図るという目的でまとめられ、出版される予定です。この図鑑にはプロットに出現

するすべての種の系統的な位置関係も同時に掲載される予定です（図 11）。 

 カンボジアのプロジェクトはまだ始まったばかりです。たくさんの森林が残されていると言

図 9 
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っても、その多くは人に利用さ

れています。選抜的な伐採、里

山にも通じるコミュニティフォ

レスト、そしてゴム林などのプ

ランテーションです。私たちは

屋久島で培ってきた生物多様性

の解析を行い、その知識を共有

することで、検証という意味で

の生物多様性のモニタリングを

施業別に行い、さらに地域経済

や生態系サービスといった複合

的な影響も評価しつつ、順応的

な管理を目指しています（図

12）。 

 そのために、他にもさまざま

な基礎情報を収集しています。

動植物相、光合成などの機能的

形質、ガスフラックスや水循環

などの生態系機能、気象などの

物理的環境、そして、木材以外

の、例えば薬草や染料などとい

った森林から得られる資源をイ

ンタビューや聞き取り調査を通

して収集し、知識の共有を図ろ

うとしています。 

 

生物多様性のための 

国際協力への参加 

 このような取り組みは屋久島とカンボジアだけでなく、伊都の新キャンパス、特に保全再生

技術に特化した新キャンパスや、河川生態系に特化した中国太湖においても行われています。

こうしたコアサイトやサブサイトで大学院生に実習に参加していただき、それを通して国際的

な人材の育成を図っています（図 13）。 

 またこうしたプロットベースの努力をアジアスケールで広域に展開するために、生物多様性

のための国際協力への参加も積極的に行っています。AP-BON と呼ばれるアジア太平洋生物多様

性ネットワークの取り組みでは、アジアスケールにおいて生物多様性の変動を観測・評価する

モデルとツールの開発を目指しています。種の多様性から生態系の多様性まで、さまざまなレ

ベルで観測を行い、それらの情報の統合を試みています。そして、最終的には人類の土地利用

や開発状況などを加味したレッドデータブックの作成、保全優先区画の特定、ゾーニング・管

理指針の提案を目指しています（図 14）。 

 生物多様性の価値は、生態系サービスと比べて分かりづらいものかもしれません。例えば、

人類はこれだけたくさんの生物が地球上に生息しているにもかかわらず、ほんのわずかな種し

図 11 
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かその食料源として利用してい

ません。これはそれしか利用し

ていないのではなく、それだけ

しか人類が栽培化や家畜化に成

功しなかったということです。

それらの種は高い繁殖能力があ

り、人が扱いやすく、かつ毒性

がないといった特徴を備えてい

る必要があります。こうした形

質の組み合わせや多様性を生み

出し、維持し、提供してきた生

物多様性は、人類にとって貴重

な資源です。それは将来にわた

っても同じことが言え、将来私

たちが直面する問題や、あるい

は要望や欲求、そうしたものに

オプションを、選択肢を提供し

てくれるのが生物多様性です。

その生物多様性の価値を理解し、

認識し、持続的利用の努力を続

けていくならば、この先の長い、

生物多様性保全の取り組みも達

成できると考えています。あり

がとうございました。 

 図 13 
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3．日本列島の環境史から学ぶ 

―地球研分野横断型プロジェクトから― 

湯本 貴和（総合地球環境学研究所） 

 

 生物多様性条約は、1）保全、2）持続的利用、3）利益の公平・衡平な分配が、三本柱で、COP10

ではとくに伝統的知識の重要性が強調され、国際里山イニシアティブも採択されました。日本列島

に生きてきた人々は、地域の自然からさまざまな恵みを受けていたと同時に、自然を改変すること

でさまざまな土地利用のあり方を生み出してきました。そして、そこから動植物を持続的に利用す

るための、地域それぞれの伝統的な知恵を養ってきました。定住した人々が地域の自然と相互にや

り取りをすることで、生物にとっての多様な生息環境が作り出され、豊かな生物多様性が育まれて

きたのです。しかしながら、そのような人間と自然との関わりが常に持続的であったわけではあり

ません。さまざまな社会・経済の変化や社会的葛藤によって変容し、ときには破綻を喫しながら現

在に至っています。人と自然のよりよい関係は、現在の姿だけをみていても語りきれません。過去

の自然とのつきあい方を学びつつ、先人が生んださまざまな知恵を発展的に継承して、これからの

社会に生かす方法を考えていきたいものです。今回は地球研プロジェクト「日本列島における人間—

自然相互関係の歴史的・文化的検討」で総勢 120 名あまりの分野横断型の共同研究の成果を基に、

持続的な利用とその破綻を分かつ条件について、お話をしていきます。 

 

 

人間生活と資源利用 

 総合地球環境学研究所は、2001 年に文部科学省が地球環境問題の解決に資する研究に特化し

た中核機関として設立されました。そこは完全プロジェクト制で、ほとんどの教員は任期が付

いており、5 年のプロジェクトをするためだけにやってきて、終わればどこかに去ってしまう

という組織です。私は地球研のプロジェクトとして、日本列島の環境史をやろうと思いました。

私はこれまで、屋久島やボルネオなど、あまり人が関与していないような自然の研究を主にし

ていたのですが、地球環境問題を考えると、人間のインパクトがどのように自然を変えてきた

のか、それはどのように持続可

能だったのかということを、今

回ちゃんと考える必要があると

思ったからです。 

 Conservation International

というワシントン D.C.にベー

スがある国際 NPO が作った、世

界生物多様性ホットスポットの

図があります（図 1）。34 カ所あ

るうち、その一つが日本です。

ボルネオなどを含むマレーシア、

スンダランドはもちろんありま

すし、マダガスカルなど、いわ

ゆる開発途上国はたくさんある

• ホットスポットを保全できないなら，絶滅の危機に瀕して消
滅しつつある生物の大半を失ってしまう

生物多様性ホットスポット：地球規模でみて，生物多様性が
高いにもかかわらず，破壊の危機に瀕している地域

Conservation International 2007
（http://www.biodiversityhotspots.org/xp/hotspots/resources/Pages/maps.aspx）より引用

図 1 
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のですが、先進国はあまりなく、特に日本のような非常に人口密度が高いところはほとんどな

いわけです。ここでの問題は、日本はなぜこのような生物多様性のホットスポットなのかとい

うことです。もちろん日本はそんなに大きな国ではありませんが、南北に長く地形が複雑なの

で、いろいろな環境があり、さらに降水量が十分にあるという良い条件にあるのは確かですが、

それだけではないでしょう。一つは、地質学的な時間スケールで、特に最終氷期最盛期、今か

ら二万数千年ぐらい前から今にわたるような時間スケールで見たときに、いろいろな生き物が

日本のどこかで生き延びてきたということを一つ考えました。 

 もう一つは、例の SATOYAMA イニシアチブなどにも関係するのですが、日本では人と自然の調

和的関係が長く維持されてきたという、「『賢明な利用』仮説」があります。例えば、ジャレド・

ダイアモンドの『文明崩壊』という有名なベストセラーの中でも、日本は森林管理に成功した

例として取り上げられます。ただ、例えば SATOYAMA イニシアチブのときにも文科系の方からす

ごく批判があったのは、日本はそんな調和的なものではないと。過去には森林破壊の歴史もた

くさんあるし、絶滅の歴史があるということが必ず言われました。だから、「『賢明な利用』仮

説」というのはなかなか一筋縄ではいかないわけです。日本といっても非常に広いですし、時

間も、おそらく 1～2万年のスケールで見なくてはいけないので、なかなかそれは簡単にはでき

ないはずなのです。 

 当然ながら、人間と自然との関係、すなわち資源利用とその反作用というのは 1回成立した

ら何万年ももっているわけではなく、枯渇したり破綻したり、それがまた復活したりして、別

の自然資源利用のパターンができるというような、一種の断続的平衡が地域によって何回か日

本列島で起こっているはずなのです。そのような複雑なダイナミクスを考えないと、今の「賢

明な利用」の実態には応えられません。 

 

列島プロの取り組み 

 地球研では、文理融合、文科系と理科系の学問的なコラボレーション、あるいは分野横断的

とも言いますが、いろいろな研究分野が寄ってたかって何かをやろうというのが、プロジェク

トのほとんど唯一の定義です。「日本列島における人間－自然の相互関係の歴史的・文化的検討」

というタイトルで、100 人あまりのメンバーで、自然系が三十数人、人文社会系が五十数人と、

どちらかと言うと人文社会系の方が多くを占めるようなプロジェクトを作りました。 

 あんさんも言いましたが、日本といっても非常に広いし、北海道、沖縄、九州、四国、近畿

と、ガバナンスも随分違うので、一筋縄では扱えません。ですから、地域としては北海道、東

北、中部、近畿、九州、奄美・沖縄という六つの地域プラス、プロジェクトでは旧石器時代か

ら扱っているので、地続きだったサハリンをターゲットにした、七つの地域班があります。そ

こで過去の人間と自然の関係の復元と、その背景となる社会的・経済的なシステムの解明に取

り組むことにしました（図 2）。 

 一方で、花粉分析、あるいは今生きている植物の DNA の研究から、まず、過去のリフュージ

ア（逃避地）がどのようだったのかということを解明するために、古植生と古生態、および植

物と動物の分布変遷の解明というチームを作りました。それから、人間の問題を扱うため、人

間生態的な観点が必要だったので、安定同位体を使って過去の人間が何を食べていたのか研究

するチームがあります。また、先ほどの演者の矢原さんや最後に話される松田さんなどで、人

間－自然関係の理論的モデルというか、ある種の統合をやるチームがあるという構造になって

います。 
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 安定同位体分析ですが、縄文

時代後期の古人骨のコラーゲン

から安定同位体比を炭素と窒素

について調べると、北海道の集

団と本州・九州の集団と、奄美・

沖縄の集団は、オーバーラップ

はしますが、かなりはっきりと

パターンが違うのです（図 3）。

それを考えると、北海道の集団

は海産物中心、本州・九州の集

団は魚類＋C3 植物という普通

の植物を食べていることになる。

一方、奄美・沖縄の人たちはラ

グーン産物を中心に食べている

というようなパターンが出まし

た。実は、江戸時代の人骨から

取ったものを見ても、このパタ

ーンはあまり変わらないのです。

それぞれ少しは広くなるのです

が、こういう地域性はしっかり

と残っています。さらに現代、

髪の毛からコラーゲンを取って

集めると、縄文後期に地域差が

広がり、江戸時代でさらに差が

出てくるところ、現代はみんな

同じような流通の同じようなも

のを食べている。このことは皆

さんもちろん知っていますが、

こうしたスキームでちゃんと形

になるくらい、はっきりした違

いがあります（図 4）。 

 古生態については、花粉分析

のデータは日本にたくさんある

のですが、ちゃんと年代測定が

細かくされているものはそれほ

ど多くはないので、どれが使え

てどれが使えないかということ

をスクリーニングして、トウヒ

やカラマツ、スギ、ツガ、コウ

ヤマキ、ブナ、コナラ、アカガ

シなどまとめています。花粉分

4) 人間−自然関係の理論的モデルの構築
(湯本貴和、矢原徹一、松田裕之）

1) 古植生・古生態および植物
と動物の分布変遷の解明

2）古人骨の食性
分析による人間
生態学的な解析

古生態
(高原 光）

植物地理
(村上哲明）

古人骨
(米田 稔）

3) 過去の人間−自然関係の復元と、その背景となる社会・経済
システムの解明

北海道
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析では大抵、属しか分かりませ

んから、何の種なのかを同定す

るのに必要な葉や種実などの大

型植物遺体もマッピングしまし

た（図 5）。さらに、古生態の研

究者は、最終氷期最盛期にどの

ように植物の個体群が分布した

のかということを花粉分析で説

いているのですが、実は、DNA

による植物地理学的研究も、最

終氷期最盛期にそれぞれの集団

が小さくなったときから、どの

ようにそれが広がっていたのか

という、同じテーマを別のアプ

ローチで研究しています。もち

ろんこれまでも部分的にはコラ

ボレーションもあったのですが、

今回そういうコラボレーション

を大規模にやっています。 

 例えば森林総研の津村さんな

どが行っているスギの遺伝構造

の研究では、2万5000年前から、

1万 1000 年前、8000 年前、2000

年前に至るまで、どのようにス

ギ花粉が見られていたのかとい

うことを組み合わせることによ

って、より正確にどこにリフュ

ージアがあって、どういうプロ

セスで個体群が拡大してきたのかという研究ができるわけです。これは非常にラフなスケッチ

ですが、二万数千年前の最終氷期最盛期の植生図です（図 6）。スギと常緑広葉樹のリフュージ

アが分かります。 

 では、それに人間がどのようなインパクトを与えているのか。コウヤマキというのは日本に

1 属 1 種しかありませんから、花粉もちゃんと分かるし、材も同定できるので、これを使って

調査をしました。よく知られている話ですが、古墳時代の人間の遺体を入れる木棺にコウヤマ

キが使われています。京都大学の生存圏研究所が、発掘された、あるいは昔の木材をきちんと

切片を作って同定したものを集大成してデータベースを作っているのですが、そことも私たち

は協働しています。例えば、古代、中世、近世と、どのようにコウヤマキ製品が出てくるのか

という分布変遷を調べます（図 7）。そうすると、古代では結構広いのですが、中世になると狭

くなって、近世でさらに狭くなるという結果が出ます。それに対して遺伝解析をすると、特に

近畿・四国（三重県、高知県、滋賀県）辺りのコウヤマキの集団は随分偏っていて、どうもボ

トルネック効果、つまり過去に著しい個体群の縮小があったということが証明されました。 

●

上部野尻湖層Ⅲ下部（AT～15?）650m
ﾋﾒﾊﾞﾗﾓﾐ，ﾄｳﾋ，ｶﾗﾏﾂ属，ｺﾒﾂｶﾞ，ｺﾞﾖｳﾏﾂ類，
ﾋﾒｼｬｸﾅｹﾞ，ﾂﾙｺｹﾓﾓ

●

広島町（ 22.7±1.0 ）32m
ｸﾞｲﾏﾂ

●

厚沢部町富里（15.1±0.5）73m
ｱｶｴｿﾞﾏﾂ，ｸﾞｲﾏﾂ

●

十和田東麓（19.0－14.4）100-200mﾄｳﾋ属*，ｶﾗﾏﾂ属*，ﾓﾐ属*

●

多度町（18.3±0. 4）200m ﾊﾞﾗﾓﾐ節，ｶﾗﾏﾂ，ﾓﾐ属，ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ，ﾂｶﾞ，
ﾐｽﾞﾒ，ﾊﾝﾉｷ亜属，ﾌﾞﾅ，ｺﾅﾗ，ﾄﾁﾉｷ，ﾋﾒｼｬﾗ属，ﾏﾀﾀﾋﾞ属，ﾆﾜﾄｺ

●

●

富沢遺跡９層（20.5±0.4）7m cf.ﾋﾒﾏﾂﾊﾀﾞ，cf.ﾋﾒﾊﾞﾗﾓﾐ，cf.ｶﾗﾏﾂ，
cf.ｸﾞｲﾏﾂ，ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ，cf.ｹﾔﾏﾊﾝﾉｷ

福島市鳥谷野（21.0±0.9）60m cf.ﾋﾒﾏﾂﾊﾀﾞ，ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ，ﾊﾝﾉｷ，
ｻﾜｸﾞﾙﾐ，ｵﾆｸﾞﾙﾐ，ｴｺﾞﾉｷ

●

花泉金森（21.4±0.8）32mﾄｳﾋ節，ｱｶｴｿﾞﾏﾂ，ｸﾞｲﾏﾂ，ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ

●

●
相馬郡新地（21.4±0.4）18m cf.ﾋﾒﾏﾂﾊﾀﾞ，ﾂｶﾞ，ｱｶﾏﾂ，ﾊﾝﾉｷ，ｵﾆｸﾞﾙﾐ，ｺﾌﾞｼ

●
桑折町根岸（18.8±0.5）74m ｱｶｴｿﾞﾏﾂ, ﾄｳﾋ節，ｶﾗﾏﾂ，ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ，
ｼﾗｶﾊﾞ ｹﾔﾏﾊﾝﾉｷ

●●

安達町（21.8±0.7）198m cf.ﾋﾒﾏﾂﾊﾀﾞ，ｼﾗﾋﾞｿ，ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ，ｼﾗｶﾊﾞ
白沢村（20.7±0.6）238m cf.ﾋﾒﾏﾂﾊﾀﾞ，ﾄｳﾋ節，ｺﾒﾂｶﾞ，ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ，ﾈｽﾞｺ

●

会津若松（15.6±0.3）197m cf.ﾋﾒﾏﾂﾊﾀﾞ
新鶴村松阪（17.9±0.6）354m ﾄｳﾋ節，ｼﾗﾋﾞｿ，ｺﾒﾂｶﾞ，ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ

小金井市（21.3±0.6）46m cf.ﾋﾒﾏﾂﾊﾀﾞ，ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ，ｶﾗﾏﾂ，ﾂﾉﾊｼﾊﾞﾐ

●

二宮町原分（20.3±0.8）48m cf.ﾋﾒﾏﾂﾊﾀﾞ，ｶﾗﾏﾂ属，ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ，ｼﾗｶﾊﾞ

●

御殿場市蓮花寺（16.5±0.4）410m cf.ﾋﾒﾏﾂﾊﾀﾞ，ﾄｳﾋ節，ｶﾗﾏﾂ属，ｼﾗｶﾊﾞ，
ﾔｼｬﾌﾞｼ亜属，ﾊﾝﾉｷ亜属，ｻｸﾗ節

最終氷期最盛期（ MIS2 ・23～15千年）の大型植物化石群(26)の種組成

ATテフラ：C14年代値21～26千年(町田1992)より上位と考えられる化石群

●

村上市南部（23.0±0.4）20m ﾄｳﾋ節，ｺﾒﾂｶﾞ，
ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ，ｳﾗｼﾞﾛﾓﾐ，ﾈｽﾞｺ，ｽｷﾞ，
ﾊﾝﾉｷ，ﾊｼﾊﾞﾐ，ﾂﾉﾊｼﾊﾞﾐ，ﾌﾞﾅ，ｴｺﾞﾉｷ

●

十日町（22.6±0.9）170m ﾋﾒﾊﾞﾗﾓﾐ，ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ

●

明科（15.8±0.4）600m cf.ﾋﾒﾊﾞﾗﾓﾐ，ﾄｳﾋ節
ｼﾗﾋﾞｿ，ｺﾒﾂｶﾞ，ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ

●

板井寺ヶ谷（ATの上）208m ﾊﾞﾗﾓﾐ節，ｶﾗﾏﾂ，ﾓﾐ属，ﾋﾒｺﾏﾂ，ｼﾗｶﾊﾞ，ﾊﾝﾉｷ亜属

●

八束（21.7±0.8）430m ﾋﾒﾊﾞﾗﾓﾐ

●

神城（ATの上）750m ｶﾗﾏﾂ属，
ｹﾔﾏﾊﾝﾉｷ，ｶﾊﾞﾉｷ属，ﾐﾔﾏﾏﾀﾀﾋﾞ

●

南軽井沢（19.8－16.9）900m ﾄｳﾋ属*，ｶﾗﾏﾂ属*，ﾓﾐ属*，ﾊｲﾏﾂ

●
●

木曽平沢（22.8－21.5）920m ﾊﾞﾗﾓﾐ節，ﾄｳﾋ節，ｼﾗﾋﾞｿ，ｺﾒﾂｶﾞ，ﾋﾒｺﾏﾂ，ｼﾗｶﾊﾞ

秦野（16.5±0.4）90m ﾊﾞﾗﾓﾐ節，ｶﾗﾏﾂ属，ﾓﾐ属，ﾊﾝﾉｷ節，ﾔｼｬﾌﾞｼ節

●

古生態班 百原新による

15

グイマツ，ハイマツを中心とする疎林と草原

亜寒帯針葉樹林（グイマツを含む）

亜寒帯針葉樹林（グイマツを含まない）

温帯針葉樹林（マツ科針葉樹）

温帯針葉樹林（マツ属中心とする）

温帯針葉樹と落葉広葉樹混交林

常緑広葉樹林

Tsukada (1985)（関東北陸以西）と五十嵐 (1991）（東北，北海道）を合成して作成

最終氷期最盛期の植生

南西諸島

スギのリフュージア

常緑広葉樹のリフュージア

図 5 
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 葉緑体 DNA ハプロタイプの分

布図がいろいろ作られています

（図 8）。ブナ、アカシデ、ツリ

バナ、ホオノキ、ウワミズザク

ラといった冷温帯性樹種は、ど

うも中国地方辺りに東と西の集

団の境が来るのです。森林性の

動物のツキノワグマやニホンザ

ルでも、東西の分布の境目はこ

の辺に来ます。なかなか分かり

やすい地理的、地質的な境界が

思いつかないのですが、実は黒

ボク土という土の分布があり、

これは過去の草原の分布であろ

うと考えています。日本の場合

は草原は火で維持されますから、

草原が燃えた跡の化石的なもの

が黒ボク土だろうと考えられる

のです。こういうものが結構こ

の辺にあります。いろいろなデ

ータから、このような草原は 1

万年ぐらい前にさかのぼること

ができるので、中国地方には大

きな草原があったために、森林

性の植物、動物の移動の障害に

なっていたのではないかと考え

ています。 

 また、動物についても後期更

新世から日本にいろいろなもの

が来て、今は絶滅したものもい

ます。縄文時代については貝塚

のデータベースがありますから、

そこからずっとデータを拾って

いっています。シカやイノシシ

など、いろいろな動物をやって

います（図 9）。それから、江戸

時代（1730 年代）には各地の産

物を江戸幕府にレポートしたも

のがあったので、それを自然研

の方々が研究されたものと、

1978年と2000年ごろの環境省、

アカシデ

ウワミズザクラ
ツリバナ

ブナ

ホオノキ

（ブナはFujii et al. 2002；他の4種は岩崎、未発表データ）

冷温帯性樹種の葉緑体DNAハプロタイプの共通した分布

jomon 1730s

ca. 1978 ca. 2000

jomon 1730s

ca. 1978 ca. 2000

縄文・近世・現代における哺乳類の分布

縄文時代 1730年代

1978年頃 2000年頃

縄文時代は遺跡データベースのデータ，1730年代は古文書のデータ，
現代は環境省のセンサスデータによる．■は存在，■は不在，を示す．
Tsujino et al. (2010) Mammal Study 

縄文時代 1730年代

1978年頃 2000年頃

ニホンジカ（Cervus nippon） イノシシ（Sus scrofa）

近代，東北地方でさまざまな哺乳類の個体群が激減した

23

古代

中世

近世

コウヤマキ製品の出土数の時代変遷

図 7 
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環境庁の時代のセンサスを見て、

どのような変遷があるのか見ま

した。どうも近代に東北日本で

さまざまな哺乳類の個体数が激

減したことが分かります。これ

も当たり前と言えば当たり前な

のですが、私が大学生のときに

は、東北は雪が深いからニホン

ジカやイノシシが住めないのだ

と聞いたものですが、どうもそ

うではなく、江戸時代や縄文時

代、あるいはもっと昔の時代、

今よりも随分寒くて、しかも雪

も降っていただろうと思われる

時代に、ニホンジカもイノシシ

も大量に東北にいたのです。ニ

ホンザルではもう少し詳細が分

かっていて、大正 12 年ごろの分

布からだんだん減って、昭和 50

年代になったら増えているとい

うパターンがあります。多かれ

少なかれ、シカもイノシシも同

じようなパターンを持っていま

す。 

 

日本列島における人と 

自然のかかわり 

 これについては、どのような

事件が起こったのかという人間の歴史を考える必要があります。最近、GIS は皆さん普通にお

使いですが、いろいろな地理的なデータを重ねていくものです。今、私たちの人間文化研究機

構では、例えば気候変動の年表、日本の人口の変遷の年表、あるいは、文字情報のレコードな

どをずっと入れていって、GIS のように重ね合わせるというデジタル年表を作っています（図

10、11）。今日は時間の関係でスクリーンショットしかお見せしませんが、例えば 1751 年、秋

田藩の男鹿半島という、今は 1頭もシカがいないところで、秋田藩が 9300 頭のシカを捕ったと

いう話があります。このころ雪が少なかったわけでは決してありませんから、雪がたくさんあ

ったにもかかわらず、ここにはそれだけ捕れるほどシカがいたわけです。だから、それ以降の

激減は明らかに人間の影響なのです。 

 これを簡便化して、もう少し分かりやすい年表を作りました。これは過去 2000 年の日本の、

特に自然と人間との関係史です（図 12）。古代に最初の開墾が始まって、いわゆる戦乱の時代

を経て徳川時代になり、それから明治になっていろいろな戦争などが起こります。特に戦争が

あったおかげで、ロシアや中国に出兵する兵隊のために毛皮を大量に捕って売ったという記録

日本列島における人と自然のかかわり
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日本列島の環境史年表

鳥獣害の記録

シカの袋角猟

飛鳥奈良弥生

古代の略奪期 中世の略奪林業

日本列島の人口

古墳 平安 鎌倉

危険な罠の禁止

檻穽・機槍による狩猟

階層による分化

天皇など：鷹狩・大規模巻狩・薬猟
民間：罠・追込み猟 → 狩猟集団

狩猟集団の解体

農村部への雇われ猟師と
マタギ集落の発生

源頼朝，富士の巻狩り

日本書紀

法隆寺の創建
東大寺大仏殿完成 東大寺大仏殿再建

藤原京遷都

平城京遷都
長岡京遷都

平安京遷都

三世一身法
墾田永年私財法

令義解

武士の登場

延久の荘園整理令

応仁の乱

鉄砲による狼駆除

官牧（東北・信州）

対馬でイノシシ殲滅

生類憐みの令

猪ケカチ（仙台藩・八戸藩）
シカによる
森林荒廃

各地で農林業被害

カモシカ保護カモシカ保護

各地でシシ垣の構築と維持

鳥獣害の激化

鉄砲伝来 鉄砲による狩猟

刀狩り 「諸国鉄砲改め」1680年

狩猟の二重構造成立

村田銃の払下げ開始

狩猟規制の緩和狩猟規制の緩和

各地で
哺乳類の激減 → 増加
各地で
哺乳類の激減 → 増加

オオカミ絶滅オオカミ絶滅

日清戦争
日露戦争

狩猟規制と鉄砲管理狩猟規制と鉄砲管理

高度経済成長

燃料革命

木材の輸入
関税引下げ

地租改正

江戸 明治室町 昭和

近世の略奪林業 育成林業（植林の普及）

産業興隆による伐採，禿山化

拡大造林

1年 500年 1000年 1500年 1600年 1700年 1800年 1900年 2000年

長野県のシカ
生息頭数イメージ

東大寺大仏殿再々建

朱印船貿易

天明の大飢饉

天保の大飢饉

明治維新明治維新

神仏分離令

文禄・慶長の役

戦乱の時代

寛永の大飢饉

宮崎安貞「農業全書」

15年戦争
長篠の
合戦

市場流通目的と農耕獣害対策

富国強兵・殖産興業

鎖国状態

元禄の飢饉

明暦の大火

農地解放

牛馬の渡来 軍用馬・馬術（江戸中期まで）

古代の牧（くじゅう・阿蘇） 中世の牧として継承

軍事演習場

平安時代の競馬 軍用馬（海外出兵）農用馬・荷馬・馬借

戦後の馬減少と肉牛・乳牛増加

下野の狩り（神事）

焼狩の禁止（朝廷）草地に火を入れての狩猟

↓
日本各地に黒ボク土形成？

新田開発ブーム

労役牛

刈敷き・飼葉・萱場の利用 金肥・魚肥使用開始

化学肥料・輸入飼料

スキー場
ゴルフ場

草地放棄

過疎
高齢化

火入れによる草原維持

火入れの制限

競馬

延喜式

社会・人口

森林利用

狩猟

獣害・牛馬

草地と草

牛馬

図 10 
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日本列島の環境史年表

育成林業
天然林面積の推移

人工林面積の推移

鉄砲所持禁止令公布

獣害

近現代の枯渇

江戸 明治 大正

各地で農林
業被害
各地で農林
業被害

高度経済成長

燃料革命

昭和 平成

拡大造林政策近世における育成林業

野生哺乳類の激減 オオカミ絶滅

狩猟規制の緩和

村田銃の払下げ開始

農業害獣駆除・防除

オオカミ捕獲の
賞金制度開始

オオカミが集団
で牛馬を襲う

被害が極小

日清戦争 日露戦争 シベリア出兵

太平洋戦争満州事変

日中戦争

木材輸入関税引下げ

第1次世界大戦

森林法改正

地租改正

明治維新

神仏分離令

長野県でシカが絶滅危惧

天然記念物に指定

狩猟獣から除外
カモシカ

下北半島で
イノシシ絶滅

下北半島で
オオカミ絶滅

下北半島で
シカ絶滅

戦時体制化の統制狩猟

軍需用・輸出用毛皮の需要が高まる

森林法公布

狩猟法改正狩猟法公布

岩手県の
オオカミ被害

この頃本州でカワウソ絶滅

東北大冷害
全国で大凶作

戦後復興等のため，木材需要急増

木材輸入の全面自由化

野生哺乳類の増加傾向

建築用の木材需要増加
木材製品が廃れ，石油製品へ　道路網整備

山菜ブーム

道の駅開始

朝鮮戦争 第1次オイル
ショック

第2次オイルショック

神武景気 岩戸景気 いざなぎ景気 第14循環拡大期バブル景気

変動相場
制へ移行

野鼠やノウサギによる森林被害
シカによる森林被害

ー 5万 ha ー

シカによる
農産物被害面積

シカによる
林業被害面積

富国強兵・殖産興業

軍需用木材の需要が高まる？

農地解放

1850年 1860年 1900年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年1870年 1880年 1890年 1910年 1920年 1930年 1940年 2010年

ー 1000万 ha ー

ー 1600万 ha/ 年ー

シカ捕獲頭数
ー 14万頭 / 年ー

スポーツハンティングブーム
特定鳥獣保護管理計画制定特定鳥獣保護管理計画制定

鳥獣保護法

官牧（東北・信州）

戦後の馬減少と肉牛・乳牛増加

化学肥料・輸入飼料

スキー場・ゴルフ場

草地放棄→二次林化

火入れによる草原維持 火入れの制限

ほとんどが競走馬

放牧地→人工草地

刈敷き・飼葉・萱場の利用 草地面積の推移
萱屋根→トタン屋根

放牧→舎飼

野生哺乳類の激減

里山ブーム

ー 400万 ha ー

社会・人口

森林利用

狩猟

草地と草

牛馬
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がたくさん出てきます。同時に、

村田銃という当時新式の銃が軍

需から民需に流れていくのです

が、そういうものが哺乳類の乱

獲につながっていて、戦前著し

く哺乳類が減っています。その

後、戦後になって、毛皮へのプ

レッシャーがなくなってきて、

哺乳類がだんだん増えてきて今

に至っているというような、分

かりやすい年表が書けるわけで

す。 

 例えば森林で言えば、1900 年

ごろの神戸・六甲山の荒廃があ

りました。これは当時、燃料と

田畑の緑肥のために、薪や草、

落ち葉を過剰に利用したためで

す。マツの根っこまで掘り起こ

して燃料にしたようですが、随

分とはげ山があるわけです。こ

れを称して歴史の人たちは、里

山は別に持続的でも調和的でも

なかったということをおっしゃ

るわけです。しかし、実はいろ

いろなケースを見ると、確かに

持続したケースもあり、破綻し

たケースもあるのです。 

 近畿のいろいろな場所での持

続性を考えてみました。ここに、近畿のいろいろな場所の地名があります（図 13）。ゴシック

体は持続したと考えていいだろう場所で、明朝体は破綻したと思われる場所です。どのような

ファクターが持続と破綻を分けるのかということを考えてみます。ここでは、横軸に外部によ

る管理と内部による管理を取っています。外部による管理とは法律などによるコントロールで、

内部による管理とはいわゆる共同体の掟ですが、そのどちらが優位だったかという軸を一つ作

りました。縦軸は、自給自足的に内部の需要に応えたのか、あるいは外に売ったのかというこ

とです。この二つの軸で考えると破綻と持続は交じり合っているので、この軸では分かれませ

ん。 

 そこで、外部の関与が強い・弱いという軸と、それが意識的に管理されていた、あるいは管

理される法律があった、管理された事実があったというような管理の強さという軸で考えてみ

ると、管理されていないとみんな破綻してしまって、管理されると持続されます（図 14）。 

 そういうことを考えると、天然林から再生林、はげ山まで、いろいろな森林がありますが、

弱い管理だと崩壊の道を歩むのだけれども、ここで適切な管理をすると、何とか持続性に持っ

日本列島における人と自然のかかわり

近世初期
の略奪

哺乳類乱獲

育成林業

産業興隆

村田銃の普及
と狩猟規制の
緩和

狩猟規制

外国材輸
入自由化

拡大造林

里山林と人工林の放棄

獣害対策と市場目的の狩猟

古代の略奪

狩猟集落と雇われ猟師

人との接触・獣害の記録

明治政府 WWII終戦

巨大建築と
遷都ブーム

開墾の拡大

殖産興業・富国強兵

国際戦争

パックス・トクガワーナ

人口増加と開墾，
都市建設

戦乱の時代

土木技術
の発展

記念碑的
建築物

燃料革命

高度経済成長

哺乳類増加

獣害増加

第１の危機 過剰利用

第２の危機 過少利用
第３の危機 侵略的外来種

社会の状況

持続的利用
枯渇的利用

輸入に頼
る生活

石油に頼
る生活

都市開発
北方に出兵す
るための毛皮

近現代の枯渇

低い
狩猟圧

29

持続か破綻か 内部 vs. 外部？

内部による
管理

外部による
管理

内部の需要

北摂
京阪奈

木津川
吉野

甲賀伊賀
田上

朽木

伊香立 京都盆地

比良山麓

饗庭野

丹後半島

近畿の里山の場合

外部の需要

近畿班
大住克博氏まとめ
湯本改変

図 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 



 

横浜国立大学グローバル COE「アジア視点の国際生態リスクマネジメント」シンポジウム 

26 

ていくということが分かりまし

た（図 15）。 

 一言で言うと、持続性という

のは作りだされるものです。も

ちろんいろいろな条件はありま

すが、積極的な管理志向が、持

続的な自然資源の利用につなが

っていった。新たな段階への移

行、つまり、常に技術的なイノ

ベーションは起こりますから、

そのときにどうなるのかという

ことを考えると、やはり管理、

あるいはそれを支えるような技

術があって初めて、持続可能な

利用があった。例えば近畿で言

うと、コナラの薪炭林や吉野林

業のようなスギの造林など、ち

ゃんとした管理のガバナンスが

徹底していて、しかも、それを

支える技術があると、森林資源

は持続するが、管理がなければ

破綻するという、当たり前とい

えば当たり前ですが、そういう

ことがいろいろな例で示された

わけです。 

 

日本の生物多様性が 

高いのはなぜか 

 そこで、最初の問題に戻って「逃避地仮説」、リフュージアというものがあるのかどうかとい

うのは、花粉分析と DNA の植物地理学という、割と小さい異分野交流で、氷期でも生物は逃避

地で生き延びて、それがその後、回復してきたというプロセスを復元できたわけです。 

 それから文科系と理系という、少しややこしい方の異分野交流で、日本列島の歴史は自然の

持続的利用と破綻の繰り返しであったことがわかった。当然それは両方ともあったわけです。

前近代の自然資源利用は必ずしも持続的だったわけではありません。それは前近代もそうです

し、いわゆる先住民社会でもそうですが、ingenious な社会が必ずしも資源利用が持続的だっ

たわけではありません。しかも、伝統的知識（traditional knowledge）があれば資源が持続さ

れるのではなくて、ちゃんとそれを使うガバナンスがあって初めて持続性につながるのです。

人間の意志がはっきり働いて持続させようとなると、持続が可能になるということです。 

 もう少し言うと、木だけではなく動物も魚も含めて、再生しやすい生物ほど持続しやすい。

技術革新は持続に利く場合もあるし、枯渇を導く場合も往々にしてあります。市場経済で多く

の人に消費されると枯渇しやすく、資源管理は必ず持続的利用に効果的です。結局、生物の資
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源利用の持続性を決める最も重

要な要因は、それを望む人間の

意志であるという、全く自然科

学らしくない結論になっていま

す（図 16）。 

 これら、100 人の共同研究の

まとめを本に出すことにしまし

た。「日本列島の三万五千年―人

と自然の環境史」というシリー

ズで、全 6冊です。第 1巻は一

月ぐらい前に出て、本屋に並ん

でいますが、あと 2カ月で 6巻

全部出ます（図 17）。 

 以上です。どうもありがとう

ございました。 

生物資源の持続と破綻を分かつもの
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1. 再生しやすい生物の場合ほど持続しやすく，

2. 技術は持続にも枯渇にも導き，

3. 市場経済で多くの人に消費されると枯渇しやすく，

4. 資源管理は持続的利用に効果的だった．

• 生物資源利用の持続性を決める最も重要な要因は，
それを望む人間の意志にある．

だれがだれの？

積極的・消極的管理

技術革新

自家消費・市場消費

生物の再生速度

生物資源利用

持続と枯渇
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