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1．はじめに
　国立公園は貴重な自然景観と生態系を保護する場であ
る一方で、自然と社会の密接な結びつきの上に成り立っ
ている。一方的に厳しい規制をかけることによって原生
的な自然環境を保全するのでなく、積極的な利用を前提
としてきたため、両者の軋轢は必然的なものとなりがち
である。
　日本の国立公園は米国を模倣する形で発足したが、当
初から目的や土地の所有と管理などに関して、かなり異
質なものとして出発した。しかし、その後の自然環境や
社会情勢の変化、自然保護への関心の高まりなどから、
期待はより大きくなってきただけでなく、多様化してい
る。つまり、観光、商業的利用中心から、原生的な生態
系の保全も含めた、より広い役割を持つように変わって
きており、今後この流れは一層強くなっていくと考えら
れる。同時に、素晴らしい自然景観を少しでも多くの人
に楽しんでもらうという目標がゆえに生ずる過剰利用の
インパクト、大規模な自然災害が起きる可能性を人為的
にコントロールすべきか否かという議論、リゾートや地
下資源などの開発による莫大な経済的利益を犠牲にして
まで厳しい規制を保つことが妥当か、保護している野生
動物による生態系の攪乱にどう対処すべきかなど、多く
のジレンマも抱えている。
　本特集では森林を中心とする国立公園を対象とし、時
代の変化とともに移ってきた役割に始まり、今後ますま
す期待されるエコツーリズムや環境教育の場としての役
割へと受け継いでいくという構成を取りつつ、理想と現
実のはざまに生じる様々なジレンマに焦点を当ててい
る。さらに、トップダウン的なシステムが生む問題点は
地域との協働を抜きに解決できないという点にも焦点を
当てている。また、日本の国立公園の自然的特徴や社会
において果たすべき役割は海外と比較することによって

より鮮明となってくる。それだけでなく、海外の国立公
園がいかに多様な社会的背景のもとに生まれてきたか、
地域間の違いが興味深く語られている。こうした現状の
背景には、以下に述べるような基本的な考え方や価値観
の大きな変化があると考えられる。

2．積極的な利用促進から利用と保存の両立へ
　森林は木材生産や水土保全など、多面的な機能を担っ
ているが、国立公園でとくに重要な機能は、保健休養と
生物多様性の保全である。当初はもっぱら前者の重要性
を重んじ、積極的な利用を促進していた。しかし、世界
的な生物多様性の低下にともなって、後者の重要性が対
等に認識されてきたと言える。アメリカ合衆国において
も利用を積極的に進めるために、1970 年頃までは奥地
の山岳地帯へと自動車用道路をさかんに建設していた
（写真 _1）。その後、原生的な生態系の希少価値が高ま
るにつれ、レクリエーション利用のための道路・宿泊施
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写真 _1　利用促進のために奥地まで延びていた自動
車用道路（オリンピック国立公園、アメリ
カ合衆国）
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行えば、周辺域とコアゾーンで連続した、ある程度広い
面積で壮齢の天然林を常に確保することができ、生物多
様性の保全に有効である（Harris, 1984）。また、国立
公園のあり方と相容れない部分もあるが、一定地域内の
森林を細分して、それぞれの区域の伐期を短伐期から超
長伐期までランダムに割り当てていくことによって、生
物相や自然景観を全体として安定的に保護する方が効率
的であるという考え方もある。これは、小面積の保護区
を設定しても、火事などの自然的な災害や森林が老齢化
していく危険性は避けられないため、全体として一定の
自然環境を保護することは不可能な場合が多いという考
えによる。国立公園で何を保全しようとするのか、その
目標次第ではこのような森林管理もありうるかもしれな
い。

3．市場経済重視から生物多様性がもたらす生態系
サービスへ
　日本では 1931 年に国立公園法が制定されたが、政府
もマスコミも公園設置による観光資源としての経済効果
をおおいに期待した。自然公園法の冒頭、第二条に「国
立公園は傑出した自然の風景地」とあるように風景が当
初から最重視され、経済的に貧しかった時代の美しい自
然景観は日本が世界に誇れる観光資源であった（写真 _

2）。このような見方はしばらく続いたが、1970 年代に

設などの整備や過剰な利用が問題視されるようになり、
より厳格な規制を行う区域を区分（ゾーニング）すると
いう方向へ転換した。日本では国立公園に民有地が多く
含まれ、特別保護地区のようなゾーニングはかなり以前
から導入されていたが、奥地への観光用道路の建設やリ
ゾート開発ブームの終焉は 1990 年代以降になるので、
「利用と保存を対等に」という見方が広く定着したのは
むしろ近年になってからと言えよう。
　国立公園を管轄する環境省にとっては、民有地だけで
なく林野庁所管の国有林との間での調整も必要となる。
林野庁は 1996 年度以降、全国の森林を①「水土保全
林」、②「森林と人との共生林」、③「資源の循環利用林」
の 3つに機能区分することとし、国有林と民有林を所
管する地方自治体で独自にゾーニングを行っている。こ
れらの区分に求められる目標は、①健全な水循環や安全
で快適な生活・国土基盤の確保、②生物の多様性の維持・
回復や快適な森林環境及び森林景観の保全・創出、③木
材の安定的かつ効率的な供給である。環境省が定める国
立公園の主目的は②であると言えるが、規制が緩やかな
普通地区、中間的な特別地域、とくに厳しい特別保護地
区に至るまでかなり差のある区域が含まれており、実際
には①から③の全ての機能が配置されている。
　国立公園局が全ての土地を保有しているアメリカ合衆
国においても全てできる限り自然のままというわけには
いかない。「原生的自然を尊重する」という方向性が定
着した後、自然発生した火事を消すか放置するか、捕食
者の絶滅や人為的な植生の変化で増加したシカを密度管
理するか、公園内での狩猟をどこまで認めるか、道路や
宿泊施設などをどこまで整備するか、公園設定以前に移
入された動植物を除去すべきか、公園内の道路の渋滞を
どうするかなど、議論がまちまちな多くの問題を抱える
ようになった。
　広域的な景観の保護、移動性あるいは行動圏の広い動
物の保護など、国立公園域だけではその機能を十分果た
すことが難しい場合がある。こうした問題の解決の一助
となりうるのがゾーニングであり、まず公園管理の目標
をはっきり定めてから、ゾーニングの基準などを決める
ことになる。日本のように民有地が混在する場合、規制
の厳しいコアゾーン（禁伐）とその周辺での利用をある
程度規制するバッファゾーン（天然林施業、長伐期、択
伐、小面積皆伐などに限定）を設ける解決策がある。周
辺域で長伐期施業を一定の地理的なパターンで周期的に

写真 _2　スイスアルプスにも匹敵すると自負された
中部山岳国立公園
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関心がなかなか向かなかったことも影響しているであろ
う。さらに、生物多様性の概念は、遺伝子からランドス
ケープに及び、多様な種の存在だけでなく、生物間の相
互作用の多様さまで、幅広いレベルとさまざまな要素を
含んでいる。また、専門家の間でも種を概念の中心に置
く場合から幅広さを強調する場合までイメージが異な
る。いろいろな説明を受けると、門外漢の人達には必然
的に非常にわかりにくいものとなる。
　国立公園に限らず、生物多様性を保全するためにはど
のような形で森林を維持管理すべきか、という議論がし
ばしばなされるが、生態系としての森林でなくランドス
ケープをベースに考えるべきである。ランドスケープは、
異質の生態系の組み合わせからなり、同様の組み合わせ
が一定地域の中に繰り返し現れると定義されている。動
物はいくつかの生息環境を利用することによって、個体
群を維持していることがあり、湿地や草地を主たる餌場、
森林を繁殖、休息や隠れ場所として利用している鳥類や
哺乳類は多い。また、両生類や昆虫では生活史の段階に
よって生息場所を大きく変えるものも多い。遷移が進む
にしたがって同じ場所に生息する種も変わっていく。下
層植生は遷移の前期で多様性が高いが、動物相の多様性
は後期の方が高くなることが多い。多様な生態系で構成
されるランドスケープはそれぞれの生態系をとくに好む
生物群で構成され、分類群によって多様性の高い地域が
異なることも明らかにされている。これらのことから、
ランドスケープ構造の多様性が生物多様性の保全に貢献
する可能性は高い。たとえば、イエローストーン国立公

なると山岳地帯における観光目的の道路開発が自然保護
運動のなかで大きな批判の的になった。今は大変人気の
高い尾瀬国立公園において、水力発電用ダムの建設計画
と自然保護運動との対立が最も激しかったのもこの頃で
ある（写真 _3）。その後もリゾート開発ブームが 1990
年代前半まで続き、国立公園内の広大な地域がその対象
になった。しかし、地球環境問題への関心の高まりと並
行して急激な変化が訪れ、国立公園の価値を市場価値を
基準に見る代わりに、自然の生態系が人間社会を根本か
ら支える「生態系サービス 1）」として、かけがえのない
恵みを与えているという認識が広まってきた。とくに国
立公園で重要となるのが生物多様性のもたらす生態系
サービスであると言える。
　我が国で国立公園内の生物多様性の保全が公に重視さ
れるようになったのはようやく今世紀に入ってからであ
る。最近では優れた自然の風景というよりも、限られた
地域に固有の生物が多く生息するという価値観から、沖
縄や奄美群島の森林を国立公園に指定しようとする動き
がある（写真 _4）。長い間生物多様性が注目されなかっ
た背景には、市場経済重視の傾向が長く続いたばかりで
なく、個々の生物学者の関心が特定の種や限られたグ
ループに偏りがちな一方で、生物多様性の保全に対して

写真 _3　危うくダムの底に沈みそうになった尾瀬ヶ原
（尾瀬国立公園）

写真 _4　特異な生物多様性を根拠に国立公園化が検討
されている亜熱帯林（奄美大島）

1）　生態系サービスは、木材や山菜・きのこや渓流魚などの資
源がもたらす供給サービス、気候緩和、水保全、昆虫や鳥
による花粉媒介、天敵による害虫制御などの調整サービス、
景観、レクリエーション、エコツーリズムなどがもたらす
文化的サービス、これら三者のサービスを支える栄養循環
や光合成による有機物生産などの基盤サービスなどに分類
されている。
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意にたどり着くことが難しいことが経験的にわかってき
た。そこで、地域住民に対して意見を求めるだけでなく、
異なる価値観の定量的評価、複数の案に対する投票など、
住民参加を進めるための様々な手法が提案されている。
その効用が広く認められている北米や西欧などでは住民
参加が政策決定の過程において義務づけられている国が
多い。
　日本では国立公園関連の法律に限らず、一般的に地域
住民や市民団体の意思決定への参加は制度化されていな
い。地域との協議で利用や管理の方法が決められる共有
林制度が旧来から国有林にあるが、国立公園ではこのよ
うな体制が必ずしも活かされておらず、経済状況の変化
によっては、再びリゾート開発の洗礼を浴びかねないと
言える。これに対して、たとえばオーストリアでは市民
運動が発端で国立公園が生まれ、その域外の高速道路建
設に際しても市民団体との協議でルートが決められるよ
うな場合がある（写真 _6）。住民や市民の政策決定への
参加レベルについては「Arnstein（1969）のはしご」
がよく知られている。最も低いレベルの「事業者による
操作（情報は公開しない）」から、我が国のレベルに当
てはまる「情報提供」、「意見の徴収」、「代表の参加」を
経て、「市民・住民によるコントロール」に至る。地域
住民主導の国立公園というのは想像しにくいかもしれな
いが、その管理にあたって住民主導は一つの問題解決策
と言えよう。

5．おわりに
　最も長い歴史を持つイエローストーン国立公園は、多

園では自然火災によって焼失した森林の更新がシカなど
の草食動物によって抑制され、草地・湿原と森林がモザ
イク状に混在するランドスケープを形成し、生物多様性
は高い（写真 _5）。国立公園には、標高差はもとより、
湖沼や湿原など、多様な景観要素、つまり生態系が含ま
れ、同時に極めて優れた景勝地であることから、生物多
様性を含めたランドスケープの保全が重要となることが
理解できよう。

4．国主導から住民参加へ
　国が一方的に、威信をかけて優れた自然景観を国立公
園に指定すると、地域住民の生活を犠牲にすることもあ
る。こうして生まれる国家事業と地域住民との軋轢を科
学的な立場で解決していこうとする動きは、1970 年代
以降、環境政策学という技術的な分野を発展させた。こ
れは、人と環境の関わりについて客観的に解析したうえ
で、取るべき施策を選択しようとする手法の確立をめざ
すものである。施策の決定に至るプロセスは、情報公開、
専門家の意見の取り込み、住民参加、代案の比較評価な
どを含み、通常複雑なものになる。政策選択のための手
法はいくつか提唱されているが、選択を誤らないために
重要なことは、人間社会も含めた生態系やランドスケー
プの構造と機能について広い視野でできる限り客観的に
把握することである。
　かつてはコンピュータを用いた複雑な計算を繰り返
し、最適と判断される案を採用するような試みがアメリ
カ合衆国などを中心にさかんであった。しかし、このよ
うなアプローチでは、価値観が異なるグループや利害関
係者間の感情論にもとづく対立が激しい場において、合

写真 _5　多様な生態系を擁するランドスケープ（イエ
ローストーン国立公園、アメリカ合衆国）

写真 _6　市民運動によって生まれた国立公園（カルカ
ルパン国立公園、オーストリア）
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くの研究者やスタッフを抱え、生態系管理に関わる情報
の蓄積や経験では抜きん出た存在の一つである。しかし、
第 4部で述べられているように、いまだに試行錯誤的
な管理が続けられているのは何故だろうか。それは、自
然に対する価値観や国立公園の社会的意義が時とともに
変遷してきたうえに気候変動などの自然的要因も加わ
り、何が是か非かという判断が変わり続けているからで
あろう。また、かつては国立公園の名のもとに、先住民
を生活の場から追い出すような行為が公然と行われてい
た。国という組織による「素晴らしい自然景観」という
定めと観光開発や利用が生む、地域の社会や生態系との
間の軋轢について、この特集を通じて理解を深めて頂け
れば幸いである。


