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田圃園田園特集・種の保存とランドスケープ-21世紀における自然と人との共生のあり方を考えるー園田園田国

生物多様性保全のための絶滅危慣種目復行動計画
---PHVAプロセスとその実際~
Recovery Action Plan in Endangered Species for Biodiversity Conservation 

-PHV A Processes and its Practices幽

羽 山伸一*村山 品** 

Shin-ichi HA Y AMMA AkirαMURAYAMA 

1.絶滅危慎種の回復と行動計酪の意義

2008年版のレッドリスト 1)では， 16，928穏もの絶滅危

慎穫が掲載されており，このような状況がさらに続けば，

生物の多様性は大きく損なわれ，人類の生存基盤でもある

生態系を健全に維持できなくなることは論を待たなL、。そ

のため，絶誠危慎種の回復は科学的にも政策的にも喫緊の

課題といえる。

また，絶滅危倶穏を屈復させるためのさまざまな取り組

みは，結果的に地域の自然の再生や地域社会の発展に効果

が期待されるト 3)。このような事例は，わが国で-もニホン

コウノトリの野生復帰の例などをはじめとして明らかとなっ

てきたU 。各地の白然再生事業を発展させるためには，む

しろ絶誠危慎穣を回復させるための行動計画を事業化する

ことが効果的であり，また生物多様性を保全する観点から

優先されるべきであると考える。

しかし，わが国では絶滅危慎穫の保護に関わる法制度や

体制の整備が遅れており，種の保存法が 1992年に制定さ

れて久しいにも潤わらず，国内希少動植物種に指定された

のは未だに 81種のみである (2008年 11月現在)。これは

環境省のレッドリストに掲載された 3，155稜 (2007年 8

月現在)の 2.7%にすぎなL、。

これらの指定種のうち，保護増殖事業計画が策定されて

いるのは 38種にとどまり (2008年 11月現在)， しかもそ

の内容は，ほとんどがA4 版 3~4 ページ程度に関係省庁

邦政府に義務付け，現在までに1.000種を超える回復計画

が公表されている(表 1，一部の分類群のみ記載)。こ

の臨復計画は，連邦政府が種毎に任命した専門家によって

構成される冨復チームが策定にあたり，科学的なデータと

ともに実務レベルの具体的な事業内容が予算を含めて記載

されているもので，行動計画として評価できるものが多L、。

また，欧州では 2000年以降に，オオカミ，クマ，オオ

ヤマネコ(リンクス)など 10種の絶誠危慎種について再

導入を含めた保全行動計画が策定されている 5)。欧州連合

(EU)および欧州評議会では，エコロジカルネットワーク

による自然再生事業が本格化したことを受けて，自然保護

の地域条約であるベルン条約に基づき，大型の肉食動物を

再導入して自然生態系の複元に取り組むこととなったから

である。これらの計画は， 1997年に欧州評議会が示した

「動物種の蒋導入における行動計画ガイドラインJに沿っ

て策定される O

このように，地域の実情によって行動計画づくりの取り

組み状況は千差万別であるが，その意義が認識されている

ために，わが国を含めたいずれの地域でも行動計画づくり

が行なわれている。絶滅危'撰種の回復や自然再生にあたっ

ては，事業の対象が自然環境であるために不確実性が大き

し科学的かっ計画的な順応的管理のシステムを導入しな

ければ事業が立ち行かなくなるおそれがある。したがって，

が合意した「方針」レベルの事項が記載されているだけで， 表一 1 日米における絶滅危慎種の法指定状況 (2008年11月現在)

およそ行動計画と呼べるものではなL、。ただ，いくつかの

種については保護増殖事業計画に基づく事業実施計画が策

定され始めており，具体的な事業展開が国られているもの

もある。

絶滅危悦施数 司!ifj剖"l¥:fl[(数 磁の保存法 百i誌U;十ftbi策定種数
分瀬群

米1mキ 日オ三 米1* 日本 指定積数

'，H乳類 72 42 14 18 4 

}，'J;猿 75 93 15 18 38 

限虫獄 16 31 24 17 1 

両生類 13 21 10 14 1 

*・米国絶滅危慎稜法での指定種数
一方， 1976年に制定された米国絶滅危倶種法では，原

期としてすべての絶滅危慎種に対する回復計画の策定を連 * *種の保存法における保護増殖事業計画策定種数
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これらの事業では行動計画づくりが不可避となっている。

また，納税者への説明責任を果たすために，合意形成手法

のーっとして行動計画作りが利用できることも，大きな意

義となっている。

2.行動計闇づくりの課題

前述のように，絶滅危倶種の回復や自然再生に関わる事

業では，行動計画づくりが重要となっているが，一方で行

政サイドは，科学的調査や合意形成などに係る経費的ある

いは労力的な負担や計画の遂行責任が増大してゆくことを

嫌う傾向にある。

米田絶滅危慎種法では，国復計画が策定された場合，科

学的なデータに基づいて 5年ごとに計爾の見直しを連邦政

府に義務付けている。しかし実際には，時の政権の判断や

連邦政府の財政状況などによって，多くの回復計画が見直

されること無く 10年以上にわたって放置されていること

は珍しくない。自然保護法の最高峰と称される米国絶滅危

倶種法でさえ，回復計聞によって順応的な管理をすすめ難

い状況にあるのが実態である。

欧州では，ベルン条約に基づき，常設委員会に専門家グ

ループが設置され，生物種(分類群)ごとの保全行動計画

の策定や技術支援などが行われるようになったト 5)。

また， EUでは，財政的インセンティブによって行動計

画の実効性を担保しようとしているo 1992年に設置され

たLIFE(環境財務機構:The Financial Instrument for 

the Environment)は， EUの環境政策推進機関として位

置つやけられ，関係国から環境保護に関わるプロジェクトを

公募し， EU委員会の審査によって採択されたものに出資

している。 EU委員会は，採択されたプロジェクトの収支

決算や事業の履行を監視する。

LIFEは，年間約1.6億ユーロの予算を持ち， 自然保護

プロジェクトを所管する LIFE-Natureがその半分程度を

運用している。 LIFE-Natureの白的は， EUの自然保護

法である野鳥指令(1972)と生息地指令 (1992)およびそ

の内部規定であるナチュラ 2000のネットワーク構築に寄

与することへ特化している O

一方， NGOも手をこまねいているわけではなL、。行政

だけに行動計画づくりを任せておけば，いつまでFたっても絶

滅危慎穫の回復は実現できないため，いくつかの NGOが

その支援に乗り出している。著者らは，このような活動を

国際的に展開している NGOの一つである CB 8 G (保全

繁殖専門家グループ)が開発した行動計画づくりのための

P H V A (Population & Habitat Viability Assessment : 

個体群と生息地の存続可能性評価)プロセスを調査し，そ

の有効性に気づかされた。そこで，これ以降の本稿では，

PHVAプロセスの意義について論じるとともに，わが国

での実践状況とその評価を紹介する。
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3. CBSGによる PHVAプロセス

CB8Gは，国擦自然保護連合(1 U C N)穏の保存委

員会 (88 C)に約 170ある専門家グループのうち最大規

模のもので，全世界で約 850名のメンバーが参加している。

これまでに 65カ国， 170種以上の絶滅危慎穫に関わる行

動計画づくりを支援してきた。

これらの行動計画づくりでは，目的や保全すべき対象に

応じて， C B 8 Gが開発してきた手法を用いる O そのなか

でPHVAプロセスは，最も早くから開発されてきたので，

15年以上の実績があり世界的に広くその成果が認知され

ている。 PHVAプロセスでは，ワークショップ手法が採

用され，のべ 250回以上にわたって実施されてきた。この

ワークショップは，絶滅危俣種とその生息地の戦略的な回

復のための行動計画づくりを呂的として開催される。

ワークショップでは，対象となる絶誠危倶種への人為的

な影響を評価するために，種の生態、や遺伝的特性などのデー

タを使って個体群動態モデルを作成し， P V A (Popula-

tion Viability Analysis :個体群存続可能性分析)を行う。

PVAは，保全生物学の教科書などで紹介され，それ自

体は目新しいものではなL、。従来の PVAは対象種のおも

な絶滅原国の推定や絶滅確率の予測に利用されるのが一般

的である。正確なデータさえあれば， PVAが開発された

当初の目的である，絶滅確率の推定をある程度正確に行う

ことができるO しかし，現実には個体数がすでに少なくなっ

ている絶滅危倶種の場合では， PVAに必要とされる人口

統計的データ等の正確な情報の入手は非常に難しい。

CB8Gではそのデータの質と量に従って， PVAの目的を

変え，データ不足による不確実性に対応している。 PHV

Aプロセスでは，情報が極めて少ない場合には，近縁穫の

データ等も活用しながら，保全対策が個体群動態、に与える

影響(効果)の感度分析を行ない，個体群の存続可能性を

定量的に評価しながら保全のための具体的な対策(行動)

を関係者で合意しながら決めてゆくために PVAは利用さ

れる。

CB8Gとその協力機関は PHVAプロセスで利用する

ためのツーlレキットとして，さまざまなコンビュータシュ

ミレーションを開発してきた。なかでも PVAに用いられ

る Vortexは， PHVAプロセスのためだけではなく，フ

リーウェアとして，基礎から応用研究，現場にL、たるまで

世界中で普及している。また， CBSGは動物閣関係団体

との関わりが強いことから，域内保全に加え，生息域外保

全についての行動計画策定に携わることも多L、。飼育繁殖

個体群の遺伝的管理のために開発された PM2000 (Popu-

lation Management 2000)は，いまや世界の動物園にお

ける血統管理には欠かせない存在となっている。

このようなプロセスで行なわれる PVAは生物学的には

非常にシンプルなものであり，対象種に関わる当事者たち

LRJ 72 (4)， 2009 



が自覚を持って合意形成し，情報共有を国るための助けと

して利用される O これは， PHVAプロセスにおける PV

Aが，生物学の専門家以外の人々が個体群の生態と「現実

の」問題とを関連付けるために使用することができる技術

であるためと推察される。

ワークショップの最後に，提案されたさまざまな保全対

策をより効果的なものにするために，参加者の中から責任

ある推進者を指名し，計画の実行期限や必要な予算など詳

細に示した「推奨される行動計画jを策定し，後臼公表す

ることになる O これらの一連の過程がPHVAプロセスで

ある。

4. ワークショップのタイムライン

行動計画作りのワークショップは，通常 4日間程度かけ

て行われる O 参加者，特に専門知識をより多く持つ者の中

には，背景の共有や課題抽出，データ収集と分析に時間を

かけることにいらだち， Iこんな面倒な過提を踏まなくと

も，自分たちだけで行動計画は作れるJといった発言も開

かれる O しかし，こうした手順をふまずに， しかも専門家

だけで作られた行動計画では，往々にして見落としがあり，

また関係者の合意が得られないままに作成された行動計預!

となりがちであることから実現可能性が低い。

一般的に，わが国の行政による計画作りでは 1由に 2

~3 時間程度の関係者による会議を年に数田開催して策定

される。そのため，これほど長時間にわたって拘束される

経験がないことも，拒否反応の一因かもしれなL、。しかし，

PHVAプロセスは，人間の心理学的な研究成果を背景と

し，合意に向けた生産的な議論を生み出すために必要なタ

イムラインで構成されている。つまり，細切れの会議を繰

り返すよりも，数年に一度でよいから数日関連続した時簡

を共有する方が，効果的な行動計画が生まれ，普段は別々

に仕事をしている関係者が，その後，数年にわたって同じ

目的意識を維持しながら保全活動に当たることができると

いうことである。

PHVAプロセスにおける一般的なワークショップでは，

課題抽出から行動計画策定までのプロセスの関に，参加者

全員による全体セッションとテーマごとに分かれるワーキ

ンググループの作業を 4回程度繰り返す(図 1)。これ

と平行して，各ワーキンググループでの議論を受けながら

個体群のモデリングやPVAのシミュレーションを行ない，

これらの結果を随時，全体セッションにフィードパックし

てゆく。また，全体セッションでは，各ワーキンググルー

プの中間報告を行なうが，これがそれぞれのグループの議

論にも相互効果をもたらし，より横断的で実現可能な行動

計爾の策定に役立つ仕組みとなっている。

ワークショップでは，参加者会員が快適に発言しやすい

雰閤気づくりを行い，また特定の意見だけが採用されるこ

ランドスケープ研究 72(4)， 2009 
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図一 PHVAプロセスにおけるワークショップのタイムライン

とが無いように配慮をするファシリテータの存在が重要で

ある。当然，ファシリテータは，生物学や保全に関わる知

識にとどまらず，人心を掌握する技術も持ち合わせている

必要がある。 CBSGでは，こうしたファシリテータを養

成するコースを毎年開催し，また各地で開催される PHV

Aのワークショップに専門のファシリテータを派遣する活

動を行なっている。

5. PHVAプロセスによる日本産絶滅危慎穣の回復行動

計画づくり

CBSGは， 1980年代から世界各地でPHVAプロセ

スによる行動計闇づくりを支援してきた。一方，わが国で

は，そもそも行動計画の意義すらなかなか理解が進まず，

絶滅危慎穫の対策は，関係する行政機関，動物闇，自然保

護団体，研究者などが個別に実施する状況が長く続いてき

fこ。

しかし，すでにいくつかの日本産絶滅危倶種では，生息

域内および生息域外における保全対策が始まっていながら，

十分な連携が取れないなど，回復へのシナリオが描けない

状視にあった。そこで，著者らをはじめとする CBSG

Japan (C B S Gに8つある地域委員会のひとつ)のメン

バーが中心となって，これまでに 3種の B本産絶滅危慎積

でPHVAプロセスを導入した回復行動計画づくりを行なっ

てきた。これらのワークショップでは， C B S G本部に専

門のファシリテータとモデラー(コンピュータ・シミレー

ションや個体群動態モデリングの専門家)の派遣を依頼し，

協力を得ることができた。

最初に開催されたツシマヤマネコを対象としたワークショッ

プと行動計画については，村山ら 6)によって詳細に報告さ

れている。また 3種のワークショップとその行動計画に

ついて，表-2にまとめた。

結果的には，いずれのワークショップも期待以上の成果
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表-2 CBSG/PHV Aプロセスを採用した日本産絶滅危慎種のワークショップ開催状況

対象種 ツシマヤマネコ

開催地 長崎県対罵市

開催期間 2006年1.Fl9日-11EI 

参加者数 119名

野生{固体群の推定個体数(WS時点) 80-11口頭

ファウンダの個体数(WS時点) 5頭

飼育個体群の個体数(WS時点) 20宣E

生息域内保全(地域社会づくり)

生息域内保全(モデリングとPVA)

ワーキンググループ 宣耳育下繁殖

感染症リスク評価

飼育個体詳の呂標{団体数 100ilJi 

透伝的多様性が維持可能な年数 100年

導入が必要なファウンダの個体数 3年!こ1頭

交通事故対策

優先順位が高い対策 イエネコ対策(感染疲対策)

WS後の地域伎民への周知方法 ws最後の全体会を一般公開

対馬市に自然共生班設設

感染症高リスク地域での集中対策関始

イエネコ登録の条例化検討開始

交通事故対策協議会設援
WS後の動き

環境省飼育下繁殖計画策定

飼育下館{本群の分散飼育開始

差是内各地で生怠地再生活動開始

島外でのヤマネコ関係集会部催

が得られ，またここで策定された行動計画の効果はきわめ

て大きかった。ただし，これはPHVAプロセスが科学的

背景と豊富な経験に裏打ちされたものであるからであり，

むやみにワークショップを繰り返せばよいという開題では

ないと考えている O

IUCNは， 2008年に絶滅危慎種保全戦略の策定ガイド

ラインを公表したり。これは，種の保全に関する計画策定

プロセスを確立することの必要性が，世界的に高まってい

ることへの対誌で‘ある O しかし，過去に使用されてきた手

法について，詳細そして客観的に分析・評価が行われたこ

とは皆無に近L、。今後，著者らは，わが罰の事例のみなら

ず，海外事例を含めて PHVAプロセスの効果について科

学的に検証してゆく予定である。

ここでは，これら 3種のワークショップにおいて共通す

ると考えられた効果や課題を指摘しておきたL、。

(1)ワークショップの日程確保

これまでの 3菌のワークショップでは， PHVAプロセ
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ヤンバルクイナ アカガシラカラスパト

沖縄県国頭村 東京都小笠原村

2006年1月13日-14日 2008年1月10日-13日

90名 120名

700-1000il.員 40-60iljIj 

2~買 3ilJi 

2liJ! 19頭

生息域内保全 主主怠域内保全

生怠域外保全 生息域外保全

飼育下繁殖の必要性

モデリングとPVA

地域社会づくり

100頚 100頭

20年 20年

10ベア(当初のみ) OilJi(20年後から導入が必要)

マングース対策 イエネコ対策

交通事故対策 科学的知見の集筏

地域住民への十分な情報提供

メディア等で広報 主催者による住民説明会

マングース行動遮断フェンス設置 飼育下繁罰宣言十盛の検討開始

交通事故対策事業開始 東京都獣医師会動物医療団派遣

ヤンバルクイナ保護シェJl-J;lーの設蚤 NPOによる獣医師派遣

環境省ヤンバルクイナ保護検討WG設置 上野動物閤アカポッポ祭り開催

環境省飯育下繁殖計画策定

NPOによる飼育下繁殖隣始

環境省飼育繁殖施設設霞

スが求める 4日開の日程を確保することができなかった。

多忙な専門家や行政関係者の日程調整が難しく，また開催

地が遠隔地であったことなどから， 2 ~ 3日間で実施せざ

るを得なかった。

このため，行動計画を文書化する作業をワークショップ

中に行なうことができず，メール上のやりとりで完成させ

ることになり，かえって時間的コストは大きくなってしまっ

た。

また，短時間で結論を出さざるをえず，合意を得られな

いまま行動計画に盛り込めないものもあった。 PHVAプ

ロセスでは 2晩以上の時間を共有することが必要と考え

られている。これは， i一晩寝て頭を冷やす」という行動

が人間の意思決定において普遍的な意味を持っているため

であるという。つまり，合意に至らなかった理由は，単に

時間的制約が原田というより，むしろ共有する時間が短かっ

たために十分な参加者間の信頼関係が築けなかったためと

言えるかもしれない。
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(2)事前ワークショップの必要性

ワークショップで効巣的な行動計画を生み出すには，さ

まざまな立場や背景の参加者がワークショップの意義や議

論の進め方などを十分理解していることが必須条件となる。

しかし，どのワークショップでも，議論の進め方や PVA

の結果などに不満が出て，時として感情的な対立にまで発

展することがあった。

こうしたトラブルは，参加者に対する事前の十分なレク

チャーや，研究者だけを集め，事前に PVAのベースライ

ンモデルづくりなどを行い，ワークショップ手法や趣旨を

理解した上で参加してもらうことで解決できる。

このような問題は，海外でも発生しており，最近ではC

BSGでもいくつかの事例でワークショップに先立つ事前

ワークショップ(おもに PVA)を開催して効果をあげて

L 、ると L、う。

(3 )住民参加と結果の周知

通常のワークショップにおける参加者は， 30から 50人

程度であり，またこのくらいの人数が最も効率的に議論で

きるとされている。しかし，わが国では対策の専門家が少

ない一方で，関係者の数は多く，さらに議論に欠かせない

地域の利害関係者などを含めるといずれも 100名前後とな

り，海外に比べて参加者数がきわめて多くなる傾向があるO

しかし，このことは日本型の合意形成手法として必要な条

件であると考える。また， 100名器震のワークショップは

十分可能であるが，一方でファシリテータの力量が問われ

ることとなる。

それでも，ワークショップに関係する地域住民のすべて

が参加できるわけではなL、。一方で，結果を十分に地域に

局知させないことによる弊害も予想されることから，わが

国でのワークショップでは，必ず事後に地域住民に対する

'情報提供を心がけてきた。

(4) ワークショップ効果

いずれのワークショップでも，多くの参加者が立場を越

えた一体感を得ているようである。これは，その後の行動

計画の成果に直結する重要な体験と評価できる。

また，行動計画自体は，民間主催の形式をとっているた

め，行政機関に対して強制力の無い提言に過ぎなL、。しか

し，ワークショップの対象とした絶滅危倶種に関わる専門

家や関係者の大半が参加して策定された行動計画であるた

め，ほとんどの行政機関は無視することはできなL、。

一方で，提言された行動計画は最善の対策を記述してい

るが，それをすべて行政として実現できるとは眠らなL、。

しかし，行政主導では決して書くことができない内容が提

言されることは，その後の政策決定に大きな影響を与える

可能性もある。このことが， PHVAプロセスを民間主導
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で進める大きな利点であると考えられる。

表 2では，一部の例を示したに過ぎないが，行動計画

で示した対策が次々と実現している。もちろん，すべてで

成果が見られるわけではないが，多くの具体的な行動を引

き出したことは，ワークショップ効果と言えるであろう。

ただし，これらの結果は科学的に評価し，かっ}I憤応的に対

策の軌道修正が必要である。そのためのモニタリングやワー

クショップ後のフォローアップが，きわめて重要であるこ

とは言うまでもなL、。

なお，これらのワークショップで策定された行動計画は，

願次， C B S Gのホームページで公表される予定である

(ツシマヤマネコの行動計画は公表済み:http://www.cb 

sg.orgjcbsgjworkshopreportsj23jtsushima_leopard_ca 

tJ)hva.pdf)。

6.おわりに

本稿で紹介したように，優先順位の高い対策を短期間で

実施して成果をあげるためには，その行動計画を合意形成

しながら効率的に策定できる PHVAプロセスの採用が効

巣的である。今後，さまざまな絶滅危慎種の田復やこれら

の穏をシンボルとした自然再生などを対象にして， PHV 

Aプロセスによる行動計画づくりが普及することを期待す

る。
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