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論文要旨

第 1 章 研究の目的および方法
我が国の国立公園は，2017 年 1 月現在，33 箇所，面積 213 万 ha であり，国土の
5.7%を占める。国立公園は生物多様性国家戦略 2012-2020 において，我が国の生物
多様性保全の屋台骨として位置付けられており，国立公園の管理は，適正な国土管
理を実現する上でも非常に重要である。日本の国立公園制度は，土地所有に関わら
ず区域を指定し，自然の風景地を守るための規制等の観点から公用制限をかけるも
ので，地域制の自然公園制度と呼ばれる。このような特徴を持つ日本の国立公園の
管理を充実したものにするためには，国の出先機関，地方自治体，地域の民間事業
者や住民等の関係主体が公園管理に参画することが求められており，関係主体の参
画が国立公園管理に及ぼす影響について明らかにすることが喫緊の課題である。し
かしながら，自然環境の保全・再生や過剰利用に関する既往研究を見ると，多様な
主体の参画がそれぞれの施策に与えた影響を取扱った研究はこれまで行われてい
ない。
ここで，吉野熊野国立公園の大台ヶ原は，早い時期から自然保護に対する市民運
動が行われたこと，協議会方式による自然再生に係る計画策定と事業運用が行われ
たこと，利用調整地区が全国で初めて指定・運用されたことから，自然保護施策と
多様な主体との係りを探る本研究の対象としてふさわしいと考えられる。

以上のことから，本研究では，大台ヶ原を対象として，多様な主体の参画と自然
保護施策との係りについて明らかにすることを目的とした。
まず，大台ヶ原における自然保護施策を運営主体の構成の観点から分析し，変遷
の特徴を明らかにした（第 2 章）。次いで，環境省による大台ヶ原での自然再生手
法（防鹿柵整備，シカ個体数管理）についての考察を通じ，自然再生手法に対して
運営主体が与えた影響について明らかにした（第 3 章）。さらに，利用調整地区が
導入された背景，運営主体が同地区の運営に及ぼした影響について明らかにし（第
4 章），これらの結果を踏まえ，大台ヶ原における多様な主体の参画と自然保護施策
との係りについて考察した（第 5 章）。
第 2 章 大台ヶ原における自然保護施策の変遷
本章では，シカの個体数増加や自然再生のきっかけとなるトウヒ林の風倒被害が
発生した伊勢湾台風襲来の 1959 年度以降を対象として，大台ヶ原の自然保護施策
ごとに，「取組内容」と「運営主体の構成」の 2 つの観点から，取組の種類と取組
に対する関係主体の係りをもとに自然保護施策の変遷を分析した。分析に当たり，
環境省がとりまとめた 1983 年～2013 年の大台ヶ原自然再生推進計画調査 31 冊（事
業内容，議事録を含むもの）等を用い，取組内容と合意形成に参画した主体を抽出
した。また，地元自然保護団体（NGO）の会報から国への要望・提案・抗議内容を
抽出した。この結果を用い，取組内容については「植生調査，防鹿柵整備」，
「シカ
生息状況調査」，
「シカ個体数管理」，
「自然観察会」，
「利用調整地区の運用」等に該
当するか，運営主体については「国/自治体」，「専門家」，民間団体については「猟
友会」，「民間事業者」，「商工会」，「NGO・NPO」等に含まれるかを整理分析した。
その結果，運営主体の構成から自然保護施策は 4 期に区分された。第 1 期では市
民運動が契機となった国立公園の保護施策が開始され，第 2 期では第 1 期の運営主
体に専門家が加わり消極的ながらトウヒ保全のための保護施策が開始された。第 3
期では第 2 期の運営主体に猟友会，商工会，民間事業者（交通，宿泊等），NGO 等
の民間団体が加わって積極的な保護施策が実施されるようになり，第４期では利用
調整地区の制度創設を受け，運営主体にさらに観光協会，ガイド，山岳団体等も加
わり，保護と利用の両施策が両立した取り組みに進展したことが明らかとなった。
第 3 章 自然再生手法と運営主体との係り
本章では，自然再生手法（防鹿柵整備，シカの個体数管理）と運営主体との係り
について分析した。調査方法は，既存資料及びヒアリング・現地踏査に基づき，防
鹿柵整備については，トウヒ林保全対策事業報告書（1986～1999 年度），大台ヶ原
自然再生調査報告書（2002～2013 年）等を用い，検討経緯と整備内容を抽出し，整
備手法の決定に運営主体が与えた影響を考察した。また，シカの個体数管理につい
ても，同様の手法で，個体数管理手法の決定に運営主体が与えた影響を考察した。
その結果，防鹿柵整備について，まず第 1 期では，運営主体として国，自治体，
専門家，民間団体（森林組合，猟友会）が参画し，将来ビジョンを作成したことか
ら「防鹿柵整備に係る総合的な整備方針を立てるための準備期」と位置づけられた。

続く第 2 期では，第 1 期の運営主体に NGO が加わり，NGO が防鹿柵整備の計画性
のなさを指摘するもとで，整備のためのデータが蓄積されたことから「計画的な防
鹿柵整備のためのデータ蓄積期（移行期）」と位置づけられた。さらに第 3 期では，
第 2 期の運営主体に民間事業者，商工会が参画する委員会において，専門家は科学
的な観点，NGO は全体をチェック・指摘する観点から発言し，国は両者の意見を
斟酌し，順応的な管理手法が獲得されたことから「複数年にわたる優先度評価に基
づく計画的な防鹿柵の整備期」と位置づけられた。その計画に従って，毎年度，柵
の整備後，植生等を調査し，結果評価を踏まえた合意が継続された。
シカ個体数管理については，2002 年度から国，自治体，専門家，猟友会が参画す
る検討会に続き，2005 年度からは NGO，森林組合，商工会，民間事業者が加わっ
た委員会で議論が継続され，順応的な取組みが行われたが，捕獲達成率をみると低
調期と回復期の 2 期に分かれた。低調期での議論では，装薬銃やくくり罠等の新た
な捕獲手法の導入に対し，専門家が慎重な態度であったが，回復期への移行のきっ
かけとして，シカ動態情報といった科学的根拠の蓄積や罠規制に係る国の制度が改
正されたこと，捕獲現場で，猟友会と捕獲作業に当たる委託業者との連携が図られ
たことが考えられた。
また，上記の自然再生手法の運営においては，国，自治体，専門家，NGO，猟友
会，民間事業者，商工会が参画する委員会の成立により，透明性や衡平性が確保さ
れ，そのことにより効果的な順応的管理が獲得されたと考えられた。
第 4 章 利用調整地区運営と運営主体との係り
本章では，大台ヶ原自然再生推進計画等を用い，利用調整地区が導入された背景
を整理するとともに，西大台地区利用適正化計画検討協議会の議事録等から，発言
者・発言内容と運用の変化との関係を整理し，利用調整地区の運用と運営主体との
係りについて考察した。
その結果，国，自治体，専門家，観光協会，商工会，NGO 等が参画する協議会
において，長年にわたる市民運動の働きかけを背景として，利用調整地区指定の合
意形成が短期間で行われたことが明らかとなった。また，同地区制度創設後，同協
議会において，特に制限人数に関しては，科学的根拠を重視し一日当たりの制限人
数を土日祝日等により 3 区分し統計的な数字よりも少なく設定すべきと主張する専
門家に対し，総量規制を主張する山岳団体や NGO との意見の対立が見られたが，
モニタリング等に基づき見直すことを前提に，制限区域や制限期間等の合意形成が
短期間で行われたことが明らかとなった。さらに，協議会が継続して順応的に運営
される中で，ガイド，山岳団体，観光協会等が利用者の視点から積極的に発言し，
立入認定手続きの時間短縮，立入り認定手続きの簡素化などに係る課題が，徐々に
解決されたことが明らかとなった。
第 5 章 大台ヶ原における多様な主体の参画と自然保護施策との係り
本章では，第 2 章から第 4 章までの結果を踏まえ，大台ヶ原における多様な主体
の参画と自然保護施策との係りについて検証した。

自然保護施策の変遷は 4 期に分けられ，国立公園管理の初期段階から，市民運動
が保護施策にプラスに影響したと考えられた。また，保護施策推進に対しては，国，
自治体，専門家に加えて，猟友会，森林組合，NGO 等の参画，利用施策推進に対
しては，観光協会，ガイド，山岳団体，民間事業者等の参画が重要と考えられた。
自然再生手法と運営主体との係りでは，防鹿柵整備は，取組の特徴から 3 期に分
けられ，「取組＋調査＋評価＋多様な主体による合意」をセットとする順応的な管
理手法は 3 期目で獲得されたことが明らかとなった。このことは 2，3 期を通して，
国，自治体，専門家，民間団体等が参画する会合において，それぞれの立場からの
発言を通じて確立されたと考えられた。また，シカの個体数管理においては，科学
的な根拠が蓄積されるまでは，関係者間の合意形成のための必要な根拠が得られず，
順応的な管理手法の効果が発揮できないと考えられた。
利用調整地区運営と運営主体との係りでは，利用施策を推進する上で，専門家，
民間事業者，NGO など関係者間で意見対立が生じる課題については，モニタリン
グ等に基づいて見直すことを前提としたコンセンサスによって，取組が進められる
と考えられた。また，協議会方式を用い，利用施策に係る課題を順応的に改善する
には，ガイド，山岳団体，観光協会等の利用者の立場からの積極的な意見を反映さ
せることが重要であると考えられた。
以上のように，大台ヶ原では，当初，特定主体による国立公園管理が行なわれた
が，市民運動による批判を受け，多様な主体が参画するようになった。その結果，
透明かつ衡平な討議の場は成立したが，科学的な根拠の不足等により試行錯誤的な
施策が運営された。取組を進める中で，科学的なデータが蓄積され，多様な主体の
コンセンサスが形成されるようになり，最終的に順応的な管理手法が獲得されたこ
とが明らかとなった。この大台ヶ原の多様な主体の参画による国立公園管理手法は，
自然環境の保全・再生や過剰利用への効果が期待できるものであり，増えすぎた野
生生物や人の手が行き届かずダメージを受けた全国の他の国立公園でも活用する
ことが可能と考えられた。

審査結果の要旨

日本の国立公園は、国土の 5.6%を占め、生物多様性国家戦略 2012-2020 において、
生物多様性保全の中核として位置付けられている。日本の国立公園制度は、土地所
有の形態に関わらず区域を指定し、自然の景勝地を守るための規制等をかけるもの
であることから、様々な関係主体が公園管理に参画することが求められている。し
かし、近年の国立公園の課題である自然環境の保全・再生や過剰利用に対して、こ
れまで多様な主体の参画がそれぞれの施策に及ぼした影響は明らかにされていな
い。そこで本研究では、早い時期から自然保護に対する市民運動が行われたこと、

多様な主体が参画した協議会方式による自然再生に係る計画策定と事業運用が行
われたこと、利用調整地区が全国で初めて指定・運用されたことから、自然保護施
策と多様な主体との係りを探るうえで適切であると考えられる吉野熊野国立公園
大台ヶ原地区を研究対象とした。
本研究では、まず大台ヶ原における自然保護施策の変遷を運営主体の構成から整
理し（第 2 章）、次に自然再生手法（防鹿柵整備・ニホンジカ（以下、シカ）の個
体数管理）対して各運営主体が与えた影響（第 3 章）、さらに利用調整地区の導入
や運営に各運営主体が及ぼした影響（第 4 章）を明らかにし、これらの結果を踏ま
え、大台ヶ原における多様な主体の参画と自然保護施策との係り（第 5 章）につい
て考察した。本研究で得られた成果は、下記の通りである。
大台ヶ原における自然保護施策の変遷（第２章）では、1959 年度以降を対象とし
て環境省がとりまとめた大台ヶ原自然再生推進計画調査、地元自然保護団体からの
国への要望・提案・抗議内容をもとに、大台ヶ原で実施された自然保護施策を、
「取
組内容」と「運営主体の構成」の 2 つの観点から整理分析し、自然保護施策の変遷
を 4 期に区分して考察している。第 1 期から第２期への移行では、国と自治体から
なる運営主体に専門家が加わり、消極的ながらトウヒ保全のための保護施策が継承
されたこと、第３期への移行では、運営主体に新たに猟友会、商工会、交通・宿泊
等の民間事業者、NGO 等の民間団体が加わって積極的な保護施策が実施されるよ
うになり、第４期では、利用調整地区の制度創設を受け、運営主体にさらに観光協
会、ガイド、山岳団体等も加わり、保護と利用の両施策が両立した取り組みに進展
したことを明らかにした。
自然再生手法と運営主体との係り（第３章）では、自然再生の取り組みである防
鹿柵整備・シカの個体数管理と運営主体との係りについて、既存資料及びヒアリン
グ・現地踏査に基づき、1986 年から取り組まれた計画・整備・調査・評価の内容を
時系列的に整理し、整備および管理手法の決定に各運営主体が与えた影響を考察し
ている。その結果、防鹿柵整備については、整備のためのデータ蓄積が進むにつれ、
国、自治体、専門家、民間団体等が参画する会合において、各運営主体がそれぞれ
の立場で発言することで、「取組、調査、評価、多様な主体による合意」を一連の
ものとする順応的な管理手法が獲得されたことを明らかにした。シカ個体数管理に
ついては、2002 年度からの捕獲達成率を分析した結果、低調期と回復期に分かれ、
低調期から回復期への移行のきっかけとして、シカの動態情報といった科学的根拠
の蓄積や罠規制に係る国の制度が改正されたこと、捕獲現場で猟友会と委託業者と
の連携が図られたことを明らかにした。また、これらの自然再生手法の運営におい
ては、国、自治体、専門家、NGO、猟友会、民間事業者、商工会が参画する委員会
の成立で、透明性や衡平性が確保されたことにより効果的な順応的管理が獲得され
たことを明らかにした。
利用調整地区運営と運営主体との係り（第 4 章）では、長年にわたる市民運動の
働きかけを背景として、利用調整地区の指定が短期間で合意形成されたこと、同地
区制度創設後の制限人数等に関して運営主体間で意見の対立が見られたが、モニタ
リング等に基づき見直すことを前提に、制限内容も短期間で合意形成されたこと、

さらに協議会運営の中で、ガイド、山岳団体、観光協会等が利用者の視点から積極
的に発言し、立入認定手続きの時間短縮などに係る課題が解決されたことを明らか
にした。
以上の結果を踏まえ、第 5 章では大台ヶ原における多様な主体の参画と自然保護
施策との係りを整理するとともに、多様な主体による順応的な管理手法の獲得に至
るプロセスを明らかにしている。大台ヶ原では、当初、特定主体による国立公園管
理が行なわれたが、市民運動による批判を受け、多様な主体が参画するようになっ
た。その結果、透明かつ衡平な討議の場は成立したが、科学的な根拠の不足等によ
り試行錯誤的な施策が運営された。取り組みを進める中で、科学的なデータが蓄積
されたことによって、多様な主体の合意が形成されるようになり、最終的に順応的
な管理手法が獲得されたことを明らかにした。ここで得られた順応的な管理手法は、
自然環境の保全・再生や過剰利用への課題を保有し、増えすぎた野生生物や人の手
が行き届かずダメージを受けた全国の他の国立公園でも活用することが可能と考
えられる。
以上の研究成果は、国立公園の管理運営に係わる実務領域や地域生態学並びに緑
地環境科学の発展に大きく寄与するものである。従って、最終試験の結果と合わせ
て、博士（緑地環境科学）の学位を授与することを適当と認める。

