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参加者の方々への御案内

Information for Participants 



視聴されたい言語を選択

Select language you would like to listen to

同時通訳機能の使い方/How to use Interpretation function



[日本語]  https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/event-article/

[English] https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/event-article-en/

講演内容に関する質問は チャット に記入お願い致します。
※送信先は「すべてのパネリストおよび出席者」にしてください。

If you have any questions on the presentation, 
please fill in the chat.
※When you use the chat for questions, please send it to “All panelists and attendees”.

講演資料/Presentation Materials

Q&A

https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/event-article/
https://q-aos.kyushu-u.ac.jp/event-article-en/


5



田中俊徳 (としのり）
鹿児島県出身
専門：環境政策（自然環境、自然資源）

2002-2006
大阪大学文学部（西洋史）

2006-2011
京都大学大学院地球環境学舎（環境政策/修士、博士）

2011-2012 
北海道大学大学院法学研究科 博士研究員⇒特任助教（国際法）

2012- 2021
東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任助教⇒准教授（サステイナビリティ学）

2021.4.1-
九州大学アジア・オセアニア研究教育機構 准教授 着任



人新世における生物多様性保全: 
自然保護地域の「外」をどう守るか

April 28, 2021
Brown Bag Seminar @ Q-AOS

田中俊徳
九州大学アジア・オセアニア研究教育機構

准教授



自己紹介

鹿児島県出身

専門：環境政策、ガバナンス論

環境省、IUCN、鹿児島県、ユネスコ人間と生物圏（MAB)計
画など、様々な委員・有識者・代表団を経験



学歴・職歴

2008-2011 京都大学にて修士号・博士号（環境政策）
2012-2021 東京大学大学院にて特任助教⇒准教授

研究対象：自然環境に関する法律・制度・行政

実証研究
自然保護地域の管理; 

国立公園、世界遺産、
ラムサール条約湿地

自然資源の管理
自然観光資源、野生生物
登山道



研究のパッション

自然や文化を保全しながら、人類の福利
を高めるためにはどうすればよいのか？



人新世における生物多様性保全

「人新世における環境法の未来」（Lim eds. 2019）



人新世とは何か？

• 人類が地球の地質や生態系に重大な影響を与
える発端を起点とした最新の地質時代

• 人新世の起点については、農耕の開始（一万年
前）からWWII以降の大加速期まで議論がある

https://socratic.org/questions/throug
hout-most-of-
human-history-did-human-
population-size-skyrocket
-remain-at-c (Oct 29 accessed) 



人新世の特徴: 
生物種の大量絶滅

• 人新世＝6度目の大量絶滅期
小惑星の衝突で生じた5度目の大量絶滅（6500万年
前) と異なり、今般の大量絶滅は、人類がその原因と
なっている（生息地の破壊、違法な狩猟、気候変動、
汚染・・・）

• そして、とても急速である

（恐竜時代= 1000年に一種の絶滅スピード）
6th = 13分に一種の絶滅スピード (1975-2000の平均)



過去100年に日本で絶滅した生物



生物多様性条約
COP10 @ 名古屋
• 愛知生物多様性ターゲット11
2020年までに陸域・内水域の17％、沿岸・海域の10%を自
然保護地域に統合すること・・・

生物多様性を守るためには、原生自然だけでなく、「海域、
沿岸、二次的自然」など幅広く保護する必要

- 日本では、絶滅危惧種の約50%は、里地里山と呼ば
れるような二次的自然に生息/生育する（棚田、溜池、
灌漑用水、雑木林、礁湖など/環境省2010）

- 既存の自然保護地域の「外」を包含していく必要



ツシマヤマネコ (絶滅危惧IA類)

Prionailurus bengalensis euptilurus 
https://www.env.go.jp/nature/kisho/hogozoushoku/tsushimayamaneko.html

生息域：

落葉樹林、田んぼ（田猫と呼ばれ
るほど）

リスク：
落葉樹林の現象、道路開発、
護岸工事、農薬の使用・・・



コウノトリ(絶滅危惧 IA類)

Ciconia boyciana

生息域：
大きな松の木、田んぼ、小河川

絶滅リスク：
狩猟、農薬、護岸工事、宅地開発

どうやって、保護地域の「外」を守る
か？



二つの主たる方法

• 経済的手法
生息地の取得（効果的だが、財源に限り）

環境保全型農林水産業への転換

市場メカニズムの構築 (例：遺伝子資源)
自然保護債務スワップ 等

• ガバナンス的手法
保護地域が中核的役割

ポスト2020枠組み: 
保護地域を30%まで増加



保護地域の「外」のガバナンス

• 従来型保護区 (公有地を専用するイエローストー
ンモデル)とは異なり、 “Beyond the boundary” で
は、異なる特徴と政策アプローチが必要. 

• 規制と監視/制裁⇒情報と誘発、ネットワーキン
グ



“Beyond the Boundary” の特徴
(田中2012, 2014, Tanaka 2019)

1. 複雑な土地所有（多様な土地利用）
2. 重複した法制度と組織
3. 多様な利害関係者
4. 脆弱な行政資源と弱い権限

→いかなる政策手法が可能なのか？



日本の国立公園:
期せずして“beyond the boundary”モデル

34 NP/ 国土の5.7 %
1931 法制化（アジアで最古）



1. 土地所有の状況

アメリカ、カナダ、オーストラリア、NZなど多数の国
→国立公園 = 公有地 (Yellowstone Model)
・ 主目的は保護と適切な利用

日本、韓国、台湾、イギリス ….
→土地所有者と公園当局は異なることを認める
・ 土地利用の目的は多様で複雑

60%⇒国有林（林野庁）
26%⇒私有地
12%⇒地方自治体
0.4%⇒環境省

MOE 2006



2. 重複した法制度と組織

・国立公園 (自然公園法)
・ 国指定鳥獣保護区 (鳥獣保護管理法)
・ 生息地保護区 (種の保存法)
・ 自然環境保全地域 (自然環境保全法)
・ 森林生態系保護区 (林野庁の内規)
・ 天然記念物 (文化財保護法)

・自然公園/鳥獣保護区
・天然記念物

環境省

林野庁

文化庁

都道府県

市区町村

森林法、河川法、漁業法、港湾法、
道路交通法、都市計画法、等々



絶滅危惧種のロードキル

• アマミノクロウサギ、イリオモテヤマネコ (夜行性)
→観察のため、ナイトツアーが増加＋個体のロードキル
も増加（因果関係は科学的には証明されていないが・・）



イリオモテヤマネコの
交通事故発生件数

19
環境省西表野生生物保護センターより引用

2018年11月
環境省による“緊急事態宣言”

八重山毎日新聞より引用



アメリカでは？
公園当局が即座に道路を閉鎖可能

http://goingcoastal.bangordailynews.com/2016/03/02/weather/warm-winter-results-in-early-roads-closure-in-acadia/

ルール策定に多大
な利害関係者



3. 多様な利害関係者における合意形成の困難

• 政府 (環境省, 林野庁,警察,教育委員会,地方自治体)
• 自然保護団体

• 地域の農林水産漁業の協同組合

• 地域の商工会（宿泊、飲食、バス・タクシー等）

• 地域の観光産業・エコツアーガイドなど

• 自治会、

• ボランティア、専門家、観光客など

政策形成において、森林部局や道路部局との対立や政
策矛盾が見られる（田中2012、田中2017）



4. 弱い政府
4カ国における国立公園の行政資源の比較

日本 英国 韓国 アメリカ

職員数 346 1,400 2,467 19,832

国立公園数 34 16 22 60

公園あたり職員数* 1-6 60-230 50-160 800

年間予算 $98mil $115mil $217mil $2840mil

地域計画の
策定権限

× ◎ ○ ◎

利用制限の権限 ○ ○ ◎ ◎

Modified from Tanaka (2012)*単純な割り算ではなく、実数を記載。アメリカは参考として
ヨセミテ国立公園



弱い法的権限

• UK “サンドフォード原則” (環境法62条)
“保全と利用の二つの利害が衝突する場合には、前
者を優先させる“

• 日本 “開発調和原則” (自然公園法4条)

“法律の適用にあたっては・・・関係者の所有権、鉱業権
その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発
その他の公益との調整に留意しなければならな
い”



Beyond the Boundary では・・・

1. 高い複雑性と取引費用 (土地所有権、重複した法
制度と組織、政策矛盾・・・)

2. 脆弱な政府 (行政資源、法的権限の弱さなど)

⇒政府部門を強化することが正攻法。ただし、政治
的で不確実かつ時間がかかる。

⇒手持ちのリソースで、このギャップを埋めるために、
どのような政策手法がとりうるか？（＝いかに、取引
費用を減らせるかがポイント）



3. Beyond the boundary のガバナンス

a. プラットフォーム
(多様な利害関係者を包含する枠組み)
b. パートナーシップの推進
c.  ソフトローの有効活用



プラットフォームの創出：多様な利害関係者を内包

当局：協議会などを通じて、合意形成を促進する役割

地方自治体、関係省庁、各種協同組合、自治会などの
関係者、NPO、専門家などを包含
情報を共有し、認識を高め、合意形成や協働の気運を高
めるための「場」づくり（取引費用を低減させる仕組み）



パートナーシップ

企業や地域など、協力者を増やす

例： 国立公園オフィシャルパートナーシップ

105社が国立公園や自然保護に協力



OECM：パートナーシップ

「その他の効果的手法」

（other effective conservation measuresの略）

公的な自然保護地域として認知されていないが、生物多
様性の保全に貢献しているエリア

＝ 社寺林、管理された漁場、水源林、企業の森・・・

OECMの同定とネットワーキング（日本の国立公園やユネ
スコ生物圏保存地域に多く存在）

例：緑の回廊
注：OECMは、名の通り、effectiveである地域が前提。実際の
beyond the boundaryは課題だらけ。あらゆる手法を動員すべし



OECMの事例: 九州大学



ソフトローの効果的利用

ソフトロー：法に基づかない規範（MOU、覚書、協定・・）
立法や施行：時間がかかり、柔軟性を欠き、モニタリングにコストがか
かることが一般的

ソフトロー：より柔軟に対応でき、地域性を反映しやすく、暫定的な合
意を可能にする

Tanaka (2014)
UNESCO World Heritage Paper Series 38



規範
• Constitution (憲法)
• Law (Act/Code) （法律）
• Ordinance/Directive/Decree （政省令、条例）
• Enforcement regulation/rules of practice（施行規則）
• Government’s circular letter (通達)
• Bylaw (内規)
• Self regulation (自主ルール/業界内の取決め)
• Agreement (協定)
• MOU (覚書)
• Mutual consent (申し合わせ、取り決め)
• (Declaration (宣言))
• (Speech (談話))
• (Moral (モラル), manners, custom（慣習, 習慣，掟）)



Beyond the boundaryガバナンス

1. 複雑な土地所有
2. 重複した法制度と組織
3. 多様な利害関係者
4. 脆弱な行政資源
→Platform, Partnership, Soft laws (+政治的圧力)



次回（？）：政府の役割

• 意思決定や実施において、取引費用を低減
させる仕組みを作ること（地域の文脈を読ん
で、デザインする）

• ナッジ (情報を効果的に活用すること）

• 信頼関係を構築する(取引費用を低減させる
最大の武器は信頼に他ならない)



Beyond the Boundary ラボ

月１～隔月で、オンラインの研究会を開催予定
国籍・大学・年齢問わず誰でも参加可能

関心のある人は、下記にご連絡ください
tanaka@q-aos.kyushu-u.ac.jp



Thank you!



ユネスコ生物圏保存地域

自然保護,研究教育の支援,地域の持続的発展を目的

南アルプスユネスコエコパークネットワークHP http://minami-alps-br.org/about.html



ベッコウトンボ (絶滅危惧 IA類)

Libellula angelina
https://www.env.go.jp/nature/kisho/hogozoushoku/bekkotonbo.html

生息域：
平地の池沼に生息
（かつては関東以西の全域）

絶滅リスク：

埋立、護岸工事、宅地開発、外来
種

＊韓国では絶滅？



質疑応答（Q&A）

12:40-12:50
Multi-disciplinary

Seminar
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アンケート (Questionnaire) 

Please Scan Here 
for the questionnaire (6 questions)
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