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は、10000 人を越えるボランティアの専門家とプロジェクトチーム・アクショングループが

所属し、種や生物多様性の保全、生息地や自然資源の管理に焦点を当てた活動を展開してい

る。IUCN は、多くの国で国家生物多様性戦略の作成を手伝い、その知識の活用やフィール

ドプロジェクトの指導を行っている。各事業の分権化を進め、主に発展途上国に存在する地

域事務所・国内事務所のネットワーク拡大を進めている。 
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前書き 
 
「管理計画」(Management Plan)は、保護地域の適切な管理を確保するために欠かせないも

のである。特に、21 世紀に入り、私達の自然公園や自然保存地域の管理が一層の複雑さに直

面している。近年の最良事例をとりいれた良い管理計画作りに欠かせない手順については、

かならずしも、公園管理官庁や計画の立案者には理解されていない。そのため、2 名の経験

豊富な計画立案者が編集したこのガイドラインの出版を嬉しく思う。 

 
これまで、典型的な管理計画の立案は、関係する情報を研究し、解釈し、その専門的経験に

基づいて考えうる最良の計画を考案する組織の指導を受けた計画立案の専門家集団によって

行われてきた。事実、計画地域を訪れない計画立案者もいた。観光業の進展、保護地域資源

の利用とともに計画立案をめぐる環境がますます複雑になる今日、これまでの仕方を継続す

る事は不可能だろう。保護地域の計画立案にとってきわめて重要なことは、利害関係者との

出来るだけ幅広い協議、合意可能な目的の立案、懸念のある地域の利用と存続に関心を持つ

すべての人々の支持である。そのため、このガイドラインは協議段階、特に地域共同体との

協議に力点をおいた。 

 
計画の準備にはかなりの費用と時間を費やすことになることを認識する必要がある。これを、

省略することも可能ではあるが、それは保護地域の損失となるだろう。管理に対して責任を

持つ団体は、戦略的な方向性を欠いた管理がはらむ長期的なリスクを低減するため、計画立

案に対して可能な限り深く関るよう求められている。 
 

過去の管理計画立案の強調点は、もっぱら、生物学的・生態学的・物理的・文化的側面に向

けられていた。このガイドラインでは、そのようなことを超える必要があるのを明らかにし

ている。このことは、これまで考えられなかった無数の利用の形態、しばしば複雑な組織上

の準備、保護区から生みだされる経済的サービス、財政的側面、保護地域の境界の外との「境

界を越える利益」を捉え、考慮する必要があり、計画立案者の仕事は新たな出発点を示して

いる。 

 
このガイドラインが、包括的な管理の計画立案を新たな時代（millennium）へと導く事を期

待したい。そして、このガイドラインが強く支持されることを望みたい。 

 
ケントン・ミラー      Kenton Miller 
世界保護地域委員会委員長  Chair World Commission on Protected Areas 
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１．イントロダクション  
 
 

保護地域の「管理計画」とは何なのか？ なぜ必要とされるのか？ 
 
単純な表現で言えば、「管理計画」とは与えられた期間にわたって保護地域で採用される文

書で、意思決定の枠組みとともに管理の手法、目標を定めたものである。計画とは、程度の

差こそあれ、規定的なものであり、その利用目的や法的要求に依存したものである。適用さ

れる計画立案のプロセス、計画の管理目的、基準は、通常、法的に定められたものか保護地

域計画立案者によって設定されるものである。 
「管理計画」は、保護地域の主要な特徴や価値を特定し、ふさわしい管理目的を明確に定

め、実施される予定の行動を示唆する簡潔な文書でなければならない。また、計画期間の間

に生じうる不測の事態を考慮できるよう充分に柔軟性を持ったものでなければならない。管

理計画に関係する文書としては、詳細な地域設定、実務の指針となる来訪者計画(visitor 
plan)・業務計画（Business plan）がある。しかし、管理計画とは、他の計画を左右し、疑

義や意見対立が生じた際に優先される上位の文書である。 
「管理計画」の立案プロセスは、保護地域の目的、その目的に対するリスクや脅威、競合

する関係者の数、利害関係者の関与の度合い、保護地域の外から生じる課題により、多かれ

少なかれ複雑なものとなる。計画が単純であろうと複雑であろうと、良い計画立案の原則を

計画立案プロセスの指針として採用し、完成した管理計画が綿密で有用な文書となるよう確

保されるべきである。世界中の多くの保護地域から得られた最良事例に基づいて作成された

このガイドラインは、保護地域の計画立案者が彼らの状況と必要とされる事項を考慮し、そ

れに応えるための仕事の枠組みを示している。 
管理計画の立案に関する参考文献は、IUCN のこれまでの出版物である、IUCN/カーディ

フ大学 Best Practice Series でも見る事ができる。特に、 
□ Number 1: National System Planning for Protected Areas  主に28ページ; 

□ Number 3: Guidelines for Marine Protected Areas  主に79‐87ページ; 

□ Number 5: Financing Protected Areas: Guidelines for Protected Area Managers 主

に26ページ; 

□ Number 6: Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing the Management of 

Protected Areas 主に11‐12ページ; 

□ Number 7: Transboundary Protected Areas for Peace and Co-operation 主に27‐29

ページ; 

□ Number 8: Sustainable Tourism in Protected Areas  主に41‐59ページ; and 

□ Number 9: Management Guidelines for IUCN Category V Protected Areas: Protected 

Landscapes/Seascapes  主に95‐102ページ、113‐117ページ。 

 

この本は、他の資料（参考文献参照）とともに、以前に出版された同シリーズで指摘され

た助言や経験にも基づきながら、確固たるものを作り上げている。ベスト・プラクティス・

シリーズのいくつかで実践されたことにならい、特定のガイダンスについては、ガイドライ
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ンという形で示している。 

 

本書の構成は以下のようになっている。 

 

■ 第 2章、基礎的概念と定義を紹介 

■ 第 3章、成功する管理計画作りに求められる条件を解説 

■ 第 4章、管理計画立案プロセスの記述 

■ 第 5章、管理計画作りに人々が関るために必要な事項の設定 

■ 第 6章、管理計画作りを国際的な次元で取り扱う 

■ 第 7章、完全なプロセスを採用できない場合に、簡略型管理計画立案システムを設定す

る 

 

付属文書では、管理計画の立案プロセスに参加した人々の役割と責任について議論する。 

 

この管理計画作りのためのガイドラインは、一般に、中央・州・地方行政府によって実施

される管理の文脈で書かれている。しかし、行政府以外の団体が管理責任を持つ保護地域の

数も増えている。実際、多くの国で、非政府組織、民間所有者、共同体グループ、先住民族、

が保護地域の設定と管理にますます関るようになっている。しばしば管理当局によって認識

されないことも多かったが、多くの共同体では、長期にわたって保護地域を効果的に管理し

てきた。保護地域官庁(protected are agency)や保護地域当局(protected are authority)

という用語は、広く解釈されるべきである。管理組織の種類に関りなく、ここで言及するガ

イドラインは、すべての保護地域で適用される事を意図している。 

計画のプロセスにおける共同体や利害関係者の関り方を題材とする第 5 章は、このガイド

ラインの特に重要な部分である。関与の機会は、計画作りの成功を支えるものである。優秀

な計画策定者が成果を挙げるために重要であるのと同時に、「管理計画」に影響を究極的に

受ける人々が参加するため、公開で行われるプロセスも重要である。この章の内容について

は、管理計画立案プロセスの全般において、充分考慮しなければならない。 
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２．定義と背景  
 
 

2.1 保護地域 
 

IUCN の保護地域の定義は以下となっている。 

「生物多様性の保護と自然資源や関連した文化的資源の保護を目的として、法的もしくは他

の効果的手法により管理される陸域及び海域」（IUCN,1994） 
 

保護地域はその管理目的に応じて 6 つのタイプに分類できる。 
 
カテゴリーⅠ 主として学術的目的や原生自然の保護のために管理される保護地域 

（I(a)厳正自然保護区、I(b)原生自然保存地域） 
カテゴリーⅡ 主として生態系保全とレクリエーションのために管理される保護地域（国

立公園など） 

カテゴリーⅢ 主として自然の特徴の保全のために管理される保護地域（天然記念物

natural monumentなど） 
カテゴリーⅣ 主として積極的な管理を通じた保全によって管理される保護地域（種と生

息地保全地域） 
カテゴリーⅤ 主として陸域景観/海域景観の保全とレクリエーションのために管理され

る保護地域（陸域･海域景観保護地域など） 

カテゴリーⅥ 主として自然生態系の持続可能な利用のために管理される保護地域（資源

保護管理地域など）1 
 

それぞれの保護地域カテゴリーはそれぞれ異なる管理目的を持つが、すべてのカテゴリー

は共通の特徴を持っている。すなわち、最適な成果を達成するよう「管理計画」プロセスを

適切に検討することである。 

生物多様性、文化的多様性に加え、多くの保護地域は社会的機能、経済的機能をも持つこ

とが広く知られている。これらには、流域、土壌、海岸線の保護、持続可能性にのっとった

自然産物の利用、観光やレクリエーションへの貢献などが含まれる。多くの保護地域は、伝

統的な文化や知識を持った人々・共同体の家でもあり、このような財産も保護されるべきだ

ろう。多くの保護地域は多様な目的を持つため、社会的な選好や価値（現在世代および将来

世代両方の）、組織の構造と境界線、思想的背景、知識の形態、何が重要かについての意見対

立など幅広く検討する必要がある。 
これらすべての要素が検討されなければならないので、保護地域の「管理計画」の準備の

仕事は、自然や文化資源がよりよく管理されるために必要なものであるが、とても、挑戦に

満ちたものである。 
このような保護地域管理により多くの視点を取り入れる手法は、近年になって現れてきた。

                                                 
1 全文は「保護地域管理カテゴリーのガイドライン」を参照 
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保護地域に関する新たな「パラダイム」は以下のような特徴を持っている（表 1）。 

 
 

表  1 保護地域に関する新たなパラダイム  

トピック 過去の保護地域とは、、、 新しい保護地域は、、、 

目的 ・自然保護のために設定される 

・主として目を引く野生生物やすぐれた景

観保護のために設立される 

・主として来訪者や観光客のために管理さ

れる 

・原生地としての価値 

・保護に関するもの 

・社会的、経済的目的からも実施される 

・科学的、経済的、文化的理由に基づいて設

定される 

・地域の人々をより考慮しながら管理される 

・いわゆる「原生地」の文化的重要性の価値 

・保護および復元、回復に関するもの 

統治 中央政府によって運営 多くのパートナーによって運営され、多様な

利害関係者が関る 

地域の人々 ・地域の人々の方を向かずに計画され管理

される 

・地域の考えに関心を持つことなく管理さ

れる 

・地域の人々とともに、もしくは人々のため

に、場合によっては地域の人々によって運

営される 

・地域の人々の要求に合わせて管理される 

社会との関係 ・独立に展開する 

・「孤島」として管理される 

・国、広域、国際的なシステムの一部として

計画される 

・ネットワーク（厳格な保護地域、緩衝地、

みどりの回廊によるつながり）として展開

する 

認識 ・原則的に国の遺産としてみなされる 

・国の視点からだけでのみ捉えられる 

・共同体の遺産ともみなされる 

・国際的な視点からも捉えられる 

管理の技術 ・短期的視点かつ受身の管理 

・技術者による管理 

・長期的視点かつ順応的管理 

・政治的配慮をしながら管理される 

財政 ・納税者による支払い ・多くの資金源からの支払い 

管理手腕 ・科学者や自然資源の専門家によって管理

される 

・専門家主導 

・多様な専門性を持った人々による管理 

・ローカルな知識を描き出す 

 

2.2 管理計画の立案 
 
「管理計画」については多くの定義がある。基本的には、計画立案（Planning）という専門

分野の一部といえる。20 世紀中ごろから、先進国の一部で保護地域に採用されるようになり、

現在では世界中で（成功の程度の差こそあれ）実施されるようになっている。現場監督者や

関心を持つ集団が、現在そして将来にわたってある地域でどのように管理していくかを案内

する「道具」が計画立案なのである。その効果は、後の章で詳細に記述する多くの要素に依
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存している。 

管理ツールである計画立案は、保護地域管理者が、その関心の元、保護地域の使命を定義

し、そしてその使命を達成する事を助けるものである。Box..１のガイドラインで見られるよ

うに、管理計画の立案は、プロセスであり、イベントではない。管理計画の立案は計画の作

成をもって終わるものではなく、その実行が重要なのである。優良事例を見ると、計画の効

果を計るモニタリングを継続的に実行することが求められている。モニタリングから得られ

た教訓は、管理目的と管理政策の適切さを検討することに用いられなければならない。この

フィードバックの循環は、計画を正しい道筋へと調整するものであり、あるいは教訓は新し

い管理計画の発展に使われるものとなる。後者は、計画が法的文書であり、その計画期間中

は容易に修正できないような事例である。 

「管理計画」は、管理の計画立案プロセスの成果であることから、計画をどのように準備

するかという「マニュアル」以上のものが要求される。資金、技術、組織体制が、管理計画

立案の成功を確保するために必要となる。これらの課題は、後の章で詳細に取り扱う。 

Box. 1 管理計画立案に関するガイドライン  

成功する管理計画の立案は以下のような特徴を有している 
 

□ プロセスであり、イベントではない。計画の作成をもって終わるものではなく、その実

施あるいはその先まで継続するものである。 
□ 未来に関るものである。懸念事項や今後の活動について複数の方向性を定義し、因果関

係によって生じる事象、現在の意思決定からもたらされる効果を検証するものである。 
□ 脅威、将来展望、その他の困難な課題について考え、関った集団の中で、問題解決をし、

議論を促進するメカニズムである。 

□ 体系だったものである。あらかじめ定められた順序を経ることで、プロセスに一定の構

造を与え、論理的アプローチを奨励するステップで計画立案を進めていくことで成り立

つ。体系的なアプローチは、対象やその背景についての知識、分析に基づいた意思決定

を保障し、他の人々が提案されている活動の合理性を理解するのを助ける。 
□ 価値判断に関るものでもある。管理計画の立案は「保護地域とは何か、どうあるべきか、

内外の状況変化の中どのように望ましい状態で維持・保持するか、を包括的にとらえる

プロセス(Lipscombe, 1987)」と考えることもできる。ここでいう「あるべき」という言

葉は、「何か」と同様、価値判断が「どうあるべきか」を決定するのに役立つというこ

とを示唆している。保護地域の計画立案は、自然資源の客観的状況の分析のみならず、

人々やその考え方の分析もまた中心的な事柄となる。 
□ 全体的な視野で行われる。計画立案のプロセスは、仮に公開し、包括的に進めた場合、

非常に多岐にわたる課題、視点、考え方を考慮することになる。特定の地域に適用した

場合、その境界線の外側で生じたことと同様、その中で生じる全てのプロセス、課題を

含めるべきであろう。どのように総合的、「全体的」プロセスにするかは、どのように

プロセスを達成していくか、誰を参加させるか、どのように最終的な意思決定を行うか

に依存している。 
□ 継続的なプロセスである。決して固定的なものではなく、状況や目標の変化にあわせな
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ければならない。 

 

2.3 予算 

 
「管理計画」について始める前に、費用や資金の考え方については明確にしておく必要が

ある。資金や利用者調査、公聴会、コンサルタントの参加の可能性が予想される場合は特に

重要といえる。現実的な評価を行うには、計画立案に費やす期間を考慮し、計画に関る全て

の費用を確保させることが必要である。 
 資金が手に入らない場合、管理者はプロセスをしばらく延期するべきかどうかを決定しな

ければならない。あるいは、第 7 章では省略型計画立案プロセスを選択肢として取り上げて

いる。 
 重要なこととして、何を計画しているかと現実的に何を実行すべきと期待されているかの

整合性を測るためにも、計画実行の費用を認識することは必要である。 
 
2.4 時間的制約 

 
たとえ小さな地域でさえも、「管理計画」の準備に必要な期間が 12 ヶ月以下になることは

めったにない。幅広い協議が必要な場合、あるいは、複雑な課題に取り組まなければならな

い場合は、それ以上の時間を要する事もありうる。パブリックコメント、議論や文書の起草

を含むプロセスには多くの時間が費やされる。予算的制約とともに、業務を完成させるため

の時間の見積も、最初に行い、見越しておかなければならない。 

 
2.5 目的による管理 
 

多様な分野からなる管理学にでは、管理計画の立案を管理する様式として「目的による管

理 management by objective」が知られている。目的による管理は、受身というより積極的

なものであり、成果や達成度を強調する「結果主義 result-oriented」でもある。団体による

積極的管理を奨励するアプローチであり、関心の高い保護地域官庁の多くが採用している。 
 このタイプの管理、意思決定においては 4 つの異なるステップが特定されている。 
１．明確で簡潔な声明や目的の形成 

２．そこに到達するための現実的行動計画の立案（目的達成にかかる脅威の分析も含む） 
３．実行効率や達成度などの体系的なモニタリングと測定 
４．計画に定めた目標を達成するために必要な集約的な行動をとる 

 これらのステップは、管理計画立案プロセスにおける提言に合致するもので、後程、第 4
章で論述する。 
 

2.6 「管理計画」 
 
「管理計画」とは立案プロセスの成果物であり、管理手法、意思決定、またこれらの基礎、
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そして将来の管理に向けたガイダンスを文書化したものである。 

 「管理計画」は、保護地域全体を対象とするべきだろう。管理によって何が達成されるか、

管理についての意志決定に至る合理性についての情報を含むべきである。Box..2 では「管理

計画」についての有用な定義を紹介する。 

  

Box. 2 「管理計画」  

「管理計画」には様々な定義がある 

 
１．地域やその自然保護管理上の問題、将来展望、土地の形状や景観特性が記述され、回

覧され、承認された文書で、この情報に基づいた目的を、規定された期間にわたって

関連する仕事を通じて達成する事を可能にするもの(Eurosite 1999) 
 
２．カナダ公園庁(Parks Canada)が国立公園の資源と利用を管理する際の指針とするも

の。管理目的や管理手法、目的を達成するための戦略が含まれる。それ自身で完結す

るものではなく、むしろ枠組みであり、その中で実質的な管理や施行、計画立案が行

われる(Parks Canada 1978) 

 
３．保護地域の管理を指導し、調整する文書。将来にわたって地域を管理するために必要

な資金、利用、施設、人材を詳細にする。5-10 年間のプログラムを示す事業文書

working documentである。(Ndosi 1992) 
 
４．保護地域資源の管理、地域の利用、管理と利用を支援するために必要な施設の開発を

指導し、調整する文書。管理計画は、ある地域で実施される全ての開発活動および管

理活動を指導し、促進するための事業文書である。（Thorsell 1995） 
 

５．公園に関する基礎と開発理念 development philosophy を説明し、問題解決や指定さ

れた管理目的を 10 年単位で達成するための戦略を提供する文書。これらの戦略、プ

ログラム、行動、効果的な公園運営に必要な支援施設に基づいて、来訪者の利用、社

会への利益が特定される。計画立案を通じて、公園は、地域に影響を与え、あるいは

地域から影響を受けるという文脈でとらえられる。(Young and Young 1993) 

 
2.7 「管理計画」に関連するその他の計画 
 

「管理計画」は、通常、管理計画から派生するあるいは管理計画を支援する、多くの計画

や関係文書を伴う。以下の用語は、国ごとでその用語は変わり、重複する場合もある。 
 

□ 実施計画 operational plan（作業計画、行動計画、実行計画など）。いつ/どのように特

定の管理活動を実施するかについて、詳細な情報を示すために作られる。このような計

画は、多くの地域で準備すべきではあるが、特に、面積の大きい保護地域や複雑な保護
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地域で必要とされるものである。概して実務計画は、年間活動計画といった「管理計画」

よりも短い期間で定められている。 
 
□ 業務計画（コーポレート・プラン）は、保護地域官庁の業務計画である。保護地域官庁

が、どのように目的や優先順位を設定し、業務を行うかを説明し、それに関する業務効

率を測るための手法を提供する。業務計画は、「管理計画」から明確に派生し、あるい

は派生したとみなすべきものだろう。（IUCN Category Ⅴガイドライン参照） 

 
□ 経営計画（ビジネスプラン）は、保護地域の財政的独立を助けるための計画である。顧

客を基礎とした保護地域に関する財やサービス、市場調査や実施戦略を検証する。（ビ

ジネスプランの概念についての詳細やビジネスプランに関係する説明については IUCN 
2000a を参照） 

 

□ 地種区分（ゾーニング）計画。保護地域内のそれぞれの地域や「地種区分 zones」がそ

れぞれ異なる仕方で管理されるときに作成される。地域区分の境界線を特定し、それぞ

れの地域区分がどのように管理されるべきかについて詳細に記述される。ゾーニング計

画は、しばしば「管理計画」の一部となり、「管理計画」に付加的定義を提供し、実行

を助けるものとなる。 
 

□ 分野別計画 sectoral plansは、例えば、解説活動や来訪者管理、種の保護といった異な

る管理活動に関して求められる。これらは、「管理計画」から導き出されるものである

が、ずっと詳細なもので、「管理計画」で定めた地域の管理目的からその方向性を定め

る。 
 
□ 開発計画は、例えばビジターセンターといった特定の施設整備のように、地域のある部

分に影響を与える投資や業務に指針を与える事が求められる。 
 
□ 地域管理計画。大きな保護地域の中では、人気のある観光スポットのように意図的な管

理を求められる地域がさらに作られることもある。 
 
□ 保全計画。一般に、この計画はある地域をどのように保全するかについての指針を提供

する計画すべてを指すが、ここでは主に文化遺産の保全にこの用語を使う。所有者や管

理者、開発者がある種の行動をとる場合（例えば、復元、保全、古い構造物に近代的構

造物を導入するなど）、保全計画は、通常、文化的建築物や地域に関する計画となる。

保全計画は、なぜこの地域が重要なのか、どのようにすれば文化的重要性が最も上手く

維持され、保護されるかについて説明する。地域の重要性の評価・理解は、保全計画の

心臓部といえる。このアプローチは、自然遺産・文化遺産双方の特徴を有し、総合的ア

プローチが要求される複合地域の管理計画の立案に役に立っている。 
 
□ マスタープラン。アメリカや 1970 年代のカナダの公園計画に関する初期の文書では、

しばしば、マスタープランに対する言及があった。マスタープランは、公園の保護、管
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理、解説、開発を指導するものとみなされていた。しかし、IUCN の雑誌『Parks』の

1977 年の初期の号で、H.Eidsvik は「マスタープラン」という言葉で、その管理計画が

あたかも非現実的なまでに高い効果を持った文書のような含みを持ってしまうと主張

した。彼は、その代わりに「管理計画」という用語を使うべきだと考えていた。この立

場は、MacKinnon et al.(1986)（熱帯保護地域の管理に関する出版物）で支持された。

事実、「マスタープラン」という用語は 1970 年代以降使われなくなり、管理計画、戦略

計画、業務計画という言葉にとって代わられていった。 

 
仮にこれら全ての種類の計画が備わっていた場合、「管理計画」それ自身では何が求められ

るのかという疑問が生じてくる。そして実際のところ、ひとつの「管理計画」で「充分」な

のか、それとも別のタイプの計画が必要なのだろうか？ 
 「管理計画」に含まれる実務の具体性のレベルも、官庁が決定する重要事項の一つである。

その実務の中身に関してどれほど詳細な計画であるべきかということについては、おそらく、

組織内部の他のシステム（ワーキングプランの立案）の有無、あるいは、「管理計画」が現場

管理者の日々の詳細なガイダンスを提供するものと期待されているか否かにかかっている。

いかなるアプローチを取ろうと賛否が存在するものだが、情報が「管理計画」に書かれてい

ようと、あるいは別の実務計画に書かれていようと、重要なことは、戦略的な要素・実務的

な要素が何らかの形で明確に連携していることである。もし、戦略的方向性がない、もしく

は上手く立案されていないならば、計画は一貫性を欠くことになるだろう。同様に、実務的

な要素がない場合には、「管理計画」で定義された目的は決して達成される事はない（第 4
章では、「管理計画」の中でどれだけ詳細で、実務的な中身を含むべきか論じている）。 
 

2.8 なぜ計画するのか？ 
 
 保護地域の管理計画の立案には膨大な時間と労力を費したが計画が使われない、もしくは

使えないということがしばしばある2。これらの状況においてさえも、計画作成が望ましいと

一般的には同意されている。その準備には多くの自然保護官庁が支援しており、IUCN は全

ての保護地域に計画が備わる事を望んでいる（IUCN/Caracas Action Plan 1992）。「管理計

画」は、保護地域とその管理責任を負う団体、個人に対して多くの利益をもたらすもので、

もしそれがなければ、深刻な問題が後に起こる可能性がある。 
 

 仮に全体的な管理計画がなければ、将来予測を考慮することのない政治的圧力に対

して、基本的に場当たり的な保存、開発、利用活動をとることになるだろう。その結

果は、公園の資源や価値に回復不能な損害を与え、機会が失われることになる。(Young 

and Yound 1993) 
 
2.9 法律、制度、その他の要求 

 

                                                 
2 このガイドラインの第 3 章では、上手く機能する管理計画には何があるのか、逆に、どういう要因がダメ
にするのかを特定している。 
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保護地域の管理者が、法律上の要求に従い「管理計画」を準備する義務を負う国もある。

例えば、オーストラリア（Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act 
1999）、イングランド・ウェールズ(Environment Act 1995)の国立公園がその例に当たる。

そのような法律では、制度上で指示された管理団体が管理計画を作ることを求める（しばし

ば、法律や規定上の指針によって計画の形式や中身、準備に必要なプロセスを指示すること

もある）。 
 「管理計画」は、その他の法律上の要求を満たすことを求められることもある。多くの権

限の中で、管理計画が法的な文書としてのステータスを持ち、保護地域管理者に公園管理の

使命と公的資金の利用の権限を与えている。計画にそった保護地域管理の失敗が、違法行為

となり、法的行動を引き起こすこともある。法的基盤は、管理者による効果的な法律遵守、

執行力にとって重要なことである。 
この種の法律は、「管理計画」で定めるものを除く特定の行動を禁止することもできる。例

えば、計画の下で特別に指定されているもの以外の物や外来植物を国立公園に持ち込む事を

禁止するなどである。このように、法律上の要請は、注意深く検証し、関連する全ての規定

が計画で網羅されていることを確保する必要がある。 
通常、世界遺産リストへの記載を考慮している自然地域に対しては、「管理計画」が要求さ

れる。UNESCO の作業指針（第 6 章参照）では、この要求の本質を明確に特定している。 
 

推薦物件は管理計画を持たなければならない。推薦物件が世界遺産委員会での審査

の段階で管理計画を有していない場合、当該締約国は、管理計画がいつ用意されるの

かならびにこの新規管理計画の準備および実行に必要な資源をどのように動員するの

か明示するものとする。締約国は管理計画が完成するまでの間の現地管理の方法の指

針となる別の文書（例えば、運営計画など）を提供するものとする。（UNESCO 1999） 
 
保護地域管理プロジェクトに対する資金提供者（特に、二国間、多国間の資金提供）の多

くが、資金協定書の項目の 1 つとして「管理計画」の作成を要求する事もある。彼らは管理

計画を、地域を効果的に管理し、資金の賢明な利用を奨励し、プロジェクトに説明責任の枠

組みをもたらす中心的な文書と見ている。 

 
2.10 管理計画立案の利益 
 

法律上の要求を満たすということから離れて、「管理計画」を作成する事の最も切実な理由

は、良い管理に基づいて保護地域に利益を提供することにある。スタッフや地域の人々の支

援を受ける良い管理計画立案のプロセスは、以下の利益を生み出す。 

 
保護地域のよりよい管理 
管理計画立案の第 1の成果は、保護地域のより効果的な管理である。以下の事柄によって、

管理計画の立案はより効果的な管理を進めることになる。 
 
１．保護地域やその目的、重要な資源、それに関わる価値を明確に理解し、それに基づい

た管理の決定を確保すること 
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２．日々の実務と長期的な管理の枠組みなど、管理者のための指針を提供すること。「管理

計画」は、保護地域の長期的展望とその展望に向け、いかに保護地域の管理を導いて

いくかという指針を管理者に提供しなければならない。複雑な問題に関する日々の意

思決定を、管理目的の明確化と優先課題の設定によって支援しなければならない。「管

理計画」は、対立を解き、危険なリスクに取り組み、地域管理方法の曖昧さを取り除

き、どのように意思決定に至るかを説明しなければならない。 
３．管理の継続性を提供すること。当該地域で合意された「管理計画」を持つことは、新

しいスタッフのための有用な概説書を提供し、彼らが管理の方向性と推進力を維持す

ることに役立つ。このことは、スタッフの異動が多く、管理を後任のスタッフやボラ

ンティアが実行するという小さなボランティア団体にとっては特に重要である。 

４．管理の「効果」を特定し、定義するのに役立つ。「管理計画」の中で管理目的を上手く

記述し、特定し、測定可能なものとすれば、「管理計画」は、保護地域の管理が効果的

かどうか、管理方法の変更（あるいは計画の変更）が必要かどうかを決定するための

基礎として使う事ができる。（このトピックに関する全体的な議論は、Hockings et al.
編、ベスト・プラクティス・ガイドライン No.6（2000）で見る事ができる） 

 

財的資源・人的資源の利用法の改善 
管理計画の立案は資源の有効利用を進めるのに役立つ。例えば 

 

１．「管理計画」（および付随する実施計画、業務計画、経営計画）は、保護地域の目的達

成に必要な管理活動を特定し、記述し、優先順位を定める。この業務のリストは、管

理者が、必要なスタッフ、資源、資材を配分するのに役に立つ。多くの団体も、より

効率的な財政計画と調整を確保するため、年間予算と保護地域関連の活動計画とを結

びつける。 
２．「管理計画」は、追加的な資源が求められる分野を強調することもある。こうすること

で、計画が資金調達の道具として機能する。団体が計画の実行に必要な全ての資源を

持たない場合は、単なる希望のリスト wish listになるよりも、その状況を改善するこ

との方がよりよいだろう。 

 
説明責任を充分に果たす 
管理計画の立案は、説明責任を高めるためのメカニズムを提供できる 

  
１．保護地域管理者の説明責任。管理者は、「管理計画」の中において、その活動の付託を

受けるべきであり、「管理計画」はその達成に向け、到達すべき目標、作業目標の基準

を特定するのに使われることもありうる。 
２．管理団体・官庁の説明責任。計画は、保護地域がどのように管理されるか、どのよう

に将来にわたって保護されるかを示した、管理者・地域共同体・来訪者の間で結ばれ

る公的契約書の機能を果たす。「管理計画」は、一般の人々が管理の決定事項を検証し、

目的に対する成果を監視する事を可能にする道を提供できる。 
 

コミュニケーションを高める 
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管理計画立案プロセスは、保護地域の管理者とその地域に関心を持つ人々、管理と将来像

の間に有用な結びつきを提供する事ができる。それには以下のことが行われる。 
 
１．管理者がコミュニケーションをとる必要のある主要な人物 Key Audiences を特定する

こと、そして伝えるべきメッセージを明確にすること 
２．方針や提案を説明するための、一般の人々とのコミュニケーションの手段を提供する

こと。特に、「管理計画」（およびその立案プロセス）は、一般の人々や非政府団体（NGO）

の協力を得るために利用することができる。このため、計画の形式・プレゼンテーシ

ョンは、専門家以外の人々にも容易に理解できるようにする必要がある。「管理計画」

は、翻訳文書の役割を果たし、管理者と同様一般の人々に向けたものとなるべきだろ

う。計画立案は、一般の人々の関心を高め、計画に対する支援が得られるように作ら

れるべきである。 
３．幅広い利害関係者 stakeholders に対して、保護地域を普及、広報すること 

アメリカ国立公園局は以下のように要約している。 
「国立公園局は、（管理計画立案プロセスへの）一般の人々の参加を通じ、立案プ

ロセス・課題・提案されている管理活動についての情報を共有し、資源と訪問者の経

験と他の人々・グループが考える地域の価値について学び、計画の実行に対する地域

の人々・訪問者・議会・その他からの支援の確立をめざす。（USNPS 1998）」 

図  1 典型的な計画の序列  

 
 

法律 

 
 

官庁の方針・ 
戦略・業務/ 
経営計画 

 
地域計画、大規模土地利用計画 

 
保護区の個人/グループのための管理計画 

 
 

補助計画や文書 例えば、開発計画 

 
 

現場の管理計画、作業プログラム 

 
保護地域管 ANZECC ワーキンググループ（2000.5）での最良実践報告より引用 
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2.11 国内政策・地域政策の実施と業務戦略 
 
管理計画の立案は、しばしば、地域レベルでの解説とより広範囲な政策へと展開していく

ことがある。すなわち、広範な戦略の地域展開である。計画は以下のことも記述しなければ

ならない。 
 

１．国際的な義務も満たさなければならない。例えば世界遺産条約、ラムサール湿地条約

などの国際条約、EU 鳥類・生息地指令のような地域協定などである（第 6 章参照） 
２．保護地域の計画に対して国家システムが出す現場レベルの勧告を実施する 

３．国の自然保護・環境に関する指令・活動を実施する。（例えば、イギリスの国内種・生

息地行動計画は、イギリスの土地管理計画から作られる） 
４．保護地域の管理目的が、管理団体の業務戦略に影響を与えるよう確保する。（例えば、

財務管理責任） 
このように、管理計画の立案は多くの目的を満たすことができ、満たさなければならない。

また、それは、それぞれの保護地域ごとに変わり、保護地域の目的や管理団体の方針に依存

する。計画は、それぞれの目的でそれぞれの利用者の役にも立つだろう。それゆえ、管理計

画の著者は計画立案プロセスを始める前に、計画に何が求められているかを明確に特定する

ことが望ましい。 
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３．「管理計画」の作成実施における成功要件  
 
 

3.1 はじめに   その役割 
 
前章では「管理計画」が保護地域やその管理にもたらす数々の利益について列挙した。たし

かに企画官や管理者、援助提供者はみな管理計画を立案することの価値については意見が一

致しているのであるが、保護地域の「管理計画」として成功していると見なしうるものは比

較的少ない。 
 

「もっともよく見受けられる状況とは、一般的な管理・開発計画がその準備に投入さ

れた国家規模（及びしばしば国際規模）の膨大な技術協力にも関わらず、店ざらしに

なるか、せいぜい最小限度の実行しかなされない傾向にある、ことである。」

(Budowski及び MacFarland 1982)  
 

本章では、このような問題をいかにすれば克服することができるか、有用かつ実践的であ

り、実行可能な「管理計画」として成功を収めるには何をなすべきかについて論じていく。

これらを左右する要因については次の４つの見出しを付けて論じてみたい。 
 

1. 計画準備期間中に用いるプロセス（第 3.2節）;  
2. 成果としての計画の発表・スタイル・内容（第 3.3節）;  
3. 計画運用に適用される枠組み（第 3.4節）; 
4. 計画実行に必要な資源・実行責任・能力（第 3.5節）  

 

これらの要因が、第２章で概説した「管理計画」の利益を実現できるか否かに影響を及ぼす。  
 
3.2 計画準備期間中に用いるプロセス  
 
このプロセスのあるべき姿は、「保護地域管理の影響を受ける人びとを関らせる「参加型」

である。参加は可能なかぎりプロセスの初期から実施し、最後まで継続すべきである。参加

要員には二通りある。（地域の人びとやビジター、利害関係者などの）外部の要員と（計画の

実行に責任を負うスタッフなどの）内部の要員である。いずれの場合も、関係のある参加要

員が地域の開発に関与しており、ある意味で『所有意識を共有』している場合の方が、計画

の実行が有望になる。」  
保護地域に関する計画立案や管理に地域共同体その他利害関係者を組み入れる事例が増え

つつある。これを実現しやすくするために管理委員会や共同管理システム、その他参加型の

機構がつくられつつある。これら団体のメンバーは、保護地域に関心をもっている一般市民

グループの多くが行っているように、「管理計画」の草案及び最終案の写しを含む、保護地域

関連情報にアクセスする必要がある。また草案に関する協議も必要であり、場合によっては

それを要求すべきでもある。（オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダなどの
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ように）インターネットが広く普及しているところでは、これを活用して広範囲のユーザー

やビジターグループに情報へのアクセスの便を提供できるばかりか、協議の手段とすること

も可能である。 
公用語と異なる独自の言語を使う地域共同体に対しては、その独自言語を用いて「管理計

画」を提供することが望ましい場合もある。「管理計画」や協議プロセスについて地域住民の

理解が得がたい状況にあれば、そのためのコストに配慮する必要はあるものの、独自言語に

よる提供の効果は非常に高い。 
第５章では計画立案プロセスに対する地域共同体その他利害関係者の関与についてより詳

細に論じていく。これを実行することによりプロセスとその成果を地域社会が自分のものと

する度合が大幅に高まるであろう。 
 
外部からの参加者と内部の要員を巻き込んでの準備プロセスは次のように実施すべきである。 
 

□ まず何よりも管理目的を特定することにより、明確で論理的なものとすること、 
□ 保護地域の重要な自然・文化資源の保護に関する明らかな問題点に焦点をあてるこ

と、 
□ これら問題点に対応する特別な行動または代替オプションを立案するとともに、こ

の行動の実行責任者を明確にすること、 
□ 実行のためのアプローチについて、必要な資源を含め、明確に示すこと。 

 
さらに、公園スタッフが自分たちこそ公園の所有者であるという意識をもち、「管理計画」の

実行に対する意欲がある場合には、「管理計画」の準備に対し充分かつ重要な貢献ができるよ

う彼らに必要な権限をもたせなければならない。公園スタッフは実行計画の単なる一員とし

て指名される存在であってはならない。公園スタッフの間に管理計画が自分のものであると

いう感覚を抱かせるためのガイドラインについては Box.３に記載する。 
 

Box. 3 保護地域スタッフ間に管理計画に対する「所有者意識」を向上させるためのガイドライ

ン 

1.上層部、管理委員会メンバー、地方自治体、官僚などによる「管理計画」の重要性に対

する強力で広範囲のバックアップを確保すること。  
2.計画立案の勧告内容と組織内における予算割当との間に目に見える形の真のつながりを

もたせること。  
3.「管理計画」の作成に先立ち、公園スタッフに「管理計画」について情報提供する会合

を公園レベルで開催し、スタッフが計画内容や立案過程にいかに影響を及ぼせるか明白に

すること。  
4.ワークショップにスタッフまたはその代表者を参加させ、計画草案を労働者評議会やス

タッフ委員会に回覧させて討議やコメントを求めるなど、計画策定の重要段階にスタッフ

を関与させること。  
5.「管理計画」の実行に必要と思われる初動項目、日程項目などをスタッフ各メンバーに
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任せること。  
6.スタッフが参照できるよう作業計画のコピーを入手可能にしておくこと。  
7.「管理計画」を年度別実績評価に直結させること。 

 
 
3.3 「管理計画」の発表・スタイル・内容 

 
管理計画が完成したときの提示方法、スタイル、内容は、その計画が一般市民を含む利用者

によく受け入れられ理解されるか否か、また保護地域の価値及び計画の中で予定されている

行動を効果的に伝達できるか否かに大いに影響を与える可能性がある。これらの特徴はまた

管理計画の実行及び公園の管理を一般市民がどの程度サポートするかにも影響するものとな

ろう。  
Box.４には「良い」管理計画に関するガイドラインを掲載する。このリストは以下の項目

の採用及びそれへの志向のための健全なチェックリストとなるものである。 
 

Box. 4 良い管理計画のためのガイドライン 

管理計画のあるべき姿とは：  
 

1.明確で親しみやすい：読みやすく、専門用語がなく、良くまとめられていること。  
2.簡潔で包括的: 絶対に必要な長さを超えることはないが、その役割を果たすに充分な内容

を盛り込んでいること。 
3.正確で客観的: 重大な誤りも時代遅れの説明もなく、かつあらゆる判断基準を明確に記載

していること。 
4.系統的で論理的: 管理方針は現地評価に基づき、あらゆる提案は合理的で論理的な根拠に

基づくこと。 
5.現地に権益を有する人びとや愛着心のある人びとにとって受け入れやすく、動機づけを与

えるものであること。 
6.精緻かつ現実的: 目的が明確で、その達成方法が現実的であり、モニタリング可能な望ま

しい成果をもたらすこと。 
7.集中的かつ効果的: 現地管理ツールとしてその目的を遂行し、ユーザーのニーズに応え、

かつ法的その他の責務を果たしていること。 
出典: Clarke and Mount (1998) 

 
 
Box.４のアドバイスに加え、管理計画は調整しながら、下記の目的も持つべきである： 

□ 柔軟性をもった正確さ、 
□ 平易を旨とした包括性、 
□ 一般市民の理解しやすさを主眼とした管理  
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柔軟性 
論理的には「管理計画」はその有効期間中を通じて変更を受け入れるにふさわしい柔軟性

を充分にもつべきである。状況変化に対応して管理ができるためにも柔軟性は必要である。

計画が時間的枠組みを超えて実行されるにつれ、管理者は経験から学ぶことができ、それに

応じて実務を変えていかなければならない。これは、順応的管理アプローチが不可欠な自然

地域を管理する場合に特に重要である。 
  ただし、保護地域管理者に与えられる柔軟性の度合は、「管理計画」を作成する際の法的統

制によって和らげておくべきである。たとえばオーストラリアの場合のように管理計画が議

会の承認を得ているときは、「管理計画」の変更は主務大臣の承認を受け、一般市民の意見陳

述期間が経過した後にのみ可能である。このような場合、計画が正式に再検討され、改訂版

に必要な変更が含まれるようになるまで待った方が適切であるかもしれない。あるいは代替

案の中から選定するための判断基準を明確に規定しておけば、ある程度の柔軟性を組みこむ

ことも可能である。 
 
平易さ 
 

下記の引用文は計画を明白かつ平易に保つことの重要性を強調しているものである： 
 
“計画が平易であればあるほど、展開し実行しやすくなるであろう。作成にあまり時間を

取られず、費用も少なくすみ、変更に対しより柔軟になり、読みやすさ・理解しやすさが

増し、また開発途上国にとって特に重要なことであるが、スタッフの人数も少なくてすみ、

トレーニングのレベルも低くすむであろう。計画が定期的に更新され、サポートも増えて

くるにつれ、当然のことながらより詳細に、より複雑になるものである。”(MacKinnon et 
al., 1986).  

 

控えめの管理計画立案に努める方が、より洗練されたものをめざすよりも費用対効果が高ま

るようであり、資金や資源を他の目的に回すことができるようになる。 
 

管理の方向づけ 
 
「管理計画」が焦点をあてるべき事柄とは、将来展望、その実現に必要な管理の目的、目的

達成に要する戦略・行動についてはっきりと説明することである。保護地域そのものに関す

る説明情報に力点を置きすぎたために、インパクトと明瞭さを欠いてしまう管理計画が多く

見受けられる。詳細な説明情報を求めることは、計画立案作業を大幅に遅らせることもあり

うる。 
計画の持つ説明的機能または広報機能の実現が求められることによって、「管理の焦点」が

薄められていると管理計画の文書担当が感じる場合、または「管理計画」を簡潔なものとし

ておきたいという希望によってこのような他の機能が効果的に実行できないとすれば、これ

らの必要事項については他の方法にて取り組むべきである。たとえば、独立した資金・人材

計画文書、政策文書、管理活動に関する報道発表、情報文書などが作成可能である。 
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理解しやすさ 
 
Box.４の第１の要点では、管理計画とは明確で親しみやすく、専門用語がなく、読みやすく、

良くまとめられているよう強調している。管理計画の訴求対象はしばしば広範囲で多様であ

るのだが、これを満たすことは困難であるかもしれない。従って、管理計画の「書き方」に

は大いなる配慮と注目を払わなければならない。これはしばしば訓練と実践を要求する技能

であり、管理計画立案経験のほとんどまたは全くないスタッフがこの非常に重要な責任に貢

献するまたは負うよう求められるときには忘れてはならない事柄である。  
 
 

3.4 計画運用に適用される枠組み 
 
地域的統一 
 
「管理計画」は保護地域を取り巻く土地、問題、人びとという枠組みの中で作成実施され

なければならない。保護地域管理者が担当する保護地域について計画を立案するとき、すな

わち緩衝地帯や保護地域に適う利用について計画を立てる場合や教育的・説明的・市民参加

のプログラムの設計に当たっては、その直近の境界線を越える視野を持つ必要がある。他の

管理者が保護地域の境界線を越えた地域の管理責任を負っているときは、地域的統一が特に

重要となってくる。このことは、中央政府が国立公園に対し責任を負い、地方自治体が国立

公園以外の地域に責任を負っているような国においてよく見られる特徴である。 
長期的に見た保護地域の成否は、全般的に、開発に関する持続可能な様式を求める観点か

ら見なければならない。従って、「管理計画」は地域の開発プロセスや保護地域で活動する他

の機関や組織の活動と統合すべきであり、少なくともリンクさせるべきである。保護地域（内

に居住する地域社会はもとより）周辺の地域社会の要望やニーズを、計画立案プロセスにお

いても最終案においても特定し、取り組まなければならない。 
 
国内システム内の計画その他の計画立案及び法制度とのリンク 
 
「管理計画」の作成は保護地域に関する国内システムという枠組み内で行うことが望まし

い（Davey, 1998参照）。これにより国内の他の計画立案システムや機関及びその他の保護

地域との協力体制がとれるようになろう。これはまた個々の管理計画に対しても戦略的ガイ

ダンスを提供することになる。システム計画の展開がない場合は、「管理計画」は他のしかる

べき計画（たとえば、地方自治体の計画や開発計画）及び立法体系とリンクさせるべきであ

る。 
保護地域の計画立案はしばしばこれと並行する環境保護政策や世界遺産保護に関連する政

策と整合性をもたせる必要がある。野生生物や環境に広範囲のインパクトを与える恐れのあ

る重要な新規開発が計画されているところや改変が提案されているところでは、実行よりも

まず他の法的要件を満たすことが必要となるかもしれない。一例を挙げると、アメリカ合衆

国の国家環境政策法、オーストラリアの環境保護・生物多様性保護法、ヨーロッパの鳥類生

息地指令などである。 
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承認された政策という明確な枠組み  
 
承認された政策という枠組み内でかつ保護地域担当機関内において管理計画立案を行うこと

が重要である。この枠組みは保護地域管理の各種局面を指導し、また制限するという両面に

おいて充分明白であるべきである。 
管理計画の展開及び実行を導く明確な政策枠組み内において、個々の保護地域管理者は努

力を重ねるばかりでなく、利害が対立するまたは相容れない解釈や指針に直面するという同

じような問題に対し独自の政策を確立すべく奮闘することであろう。 
最後に、計画立案は他の「良い」事柄のようにくじ引きのようなものといえよう。健全な

統治または優秀な管理がなければ大した価値もないものとなろう。 
 
 

3.5 資源・実行責任・能力 
 
必要な資源の判別 
 
公園計画立案と予算及び予算編成とを統合する明確なプロセスも存在しなければならない。

これが実現しなければ、管理目的はそれを達成する「コスト」と両立することができない。

そうなればこの計画は保護地域管理を主導する効果的手段としての信頼性を失うことになる。

これに対し、資金が利用できる状態にあれば、この計画は実行すべき行動の「希望リスト」

となるのである。コストを無視してしまえば、計画立案の努力もその成果も価値の少ないも

のとなる。  
管理計画とその実行のために必要な資源の詳細財務分析を作成し、関連するビジネスプラ

ンに組みこむべきである。政府機関の場合はこの分析を独立文書として作成することもあろ

う。保護地域運営に必要な経常経費はその組織に対する年次予算編成プロセスに関連づけ、

特定プロジェクト実行に必要な追加資金を明確にし、その資金源を明示すべきである。（保護

地域に対する財政計画立案へのアドバイスについては、IUCN, 2000aを参照のこと)。  
 
計画立案能力 
 

管理計画立案プロセスは、その立案プロセスについてスタッフ（特に保護地域管理者）に教

育訓練を施し、その仕事に関与する上で必要な技能を身につけさせる努力が払われれば、よ

り一層円滑にすすむであろう。従ってそのような能力を構築することが管理を行う上の優先

項目となる。 
「管理計画」は、外部コンサルタントを採用するか、あるいは内部の専門知識を活用して

作成する。計画の準備に外部コンサルを採用するとある種の利点が得られる。（彼らは「専門

性を活かした」文書の他に客観性、専門知識、フレッシュな洞察力などを提供することがで

きる。）ところが、一旦計画が作成されてしまうと、コンサルタントが取得した専門知識や経

験が彼らとともに立ち去っていくことになる。内部で作成した計画は時間もかかり、「洗練さ」

で見劣りがするかもしれないが、内部スタッフの活用がスタッフの成長に寄与するとともに、
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自分たちの保護地域であるという意識がより深まることになる。 
保護地域管理者として責任を有する大規模組織の中には、計画立案プロセスの調整を行い、

プロセスに携わるスタッフにサポートと訓練を提供する計画立案部門または個人のスペシャ

リストを抱えているものが多い。スタッフという人材が主として計画立案に専従するか否か

を問わず、計画立案システムの設計及び採択は管理を行う組織が行うよう勧告する。このシ

ステムでは計画の作成・監視・実行・修正がどのように行われ、誰がこれに関与するか正確

に特定すべきである。また計画の作成実行については予算的裏付けをもたせるべきである。 
また計画立案に従事しているスタッフをより緊急性のある作業や優先順位の高い、締切間

際の仕事にふり向けたいという誘惑に駆られることがしばしばある。計画立案成果が時宜を

得た、高品質のものとなるよう、計画立案スタッフは可能なかぎり日常の管理問題への関与

から隔離しておくべきである。他方、スタッフは計画が理想的でピントがあったものとなる

よう管理問題には関心を払うべきである。 
 

確約及び説明責任  
 
管理計画を実行するという確約は組織全体で行うべきである。誰が管理計画実行責任者で

あるのか明らかにするとともに、その行動をも監視すべきである。経営上層部のサポートが

得られれば、計画立案プロセスはより強固になり、スタッフも一層身を入れることになる。

計画立案が組織体の優先事業やその組織の特定「機能」とは見なされない場合は、その努力

は確実性を失ってしまうであろう。資源も時間もそのために浪費してよいものではない。良

好な計画立案プロセスと管理計画こそ行政機関と一般市民に対する説明責任にとって本質的

な重要事項である。 
 
分野横断的協力 
 

管理計画立案に関与するスタッフ全員の間には効果的なパートナーシップが存在しなけれ

ばならない。計画の作成実行において社会科学・自然科学分野からの協力者が互いに、また

保護地域管理者たちと、緊密に作業を行うことが特に重要である。このような協力が得られ

ないときは計画立案及び管理を台無しにしてしまう恐れもある。 
 
3.6 計画立案及び実行において生ずる恐れのある問題 
 
管理計画立案において生ずる恐れのある問題には次の２種類がある。 
 

□管理計画の立案時に直面する問題 
□管理計画の実行時に直面する問題 

 

これら問題はこれまで見てきた問題点に取り組まなかったために生ずるものがほとんどであ

る。直面してきた難問とその原因の中でよくある例を挙げるとつぎの通りである。 
 

計画立案段階における問題 
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難問の一例：  
 
□計画立案プロセスを実行できる優秀な公園スタッフの欠如 
□資金・機材の欠如  
□技術的サポートの不足及び企画官の狭量 
□保護地域に関する地域社会の否定的な受け止め方 
□保護地域の資源や特徴に対する開発圧力など、外部からの経済的圧力  
□一般市民その他利害関係者との間のコミュニケーション不足 

 

このような問題が議論の中心議題になってくると、スタッフは計画立案プロセスに従事す

る意欲も動機も集中力も失っていくことが多い。これにより管理計画の立案は本題からはず

れて、遅れが生じ、計画作成にも影響が出てくる。一般市民から批判が出てくるとスタッフ

のやる気はさらに萎える。計画案に必要以上の説明資料が大量に含まれていると読むのに時

間のかかる大部の書類となってしまい、スタッフや、特に一般市民との話し合いも困難にな

ってしまう。このように細部にわたる説明があると計画に組みこまれる主要行動や優先事項

から注意がそれてしまう。さらに計画内で使用する用語についても混乱が生ずるおそれがあ

り、意志決定のために文書内で行う理由付けも困難になる。これらすべてによりスタッフや

一般市民とのコミュニケーションが困難なものとなる。 
 
実行段階の問題  
 

計画実行中に遭遇する問題の発生原因は、計画自体の内容、スタイル、責任領域などが強固

でないとき、あるいは達成実行について根拠のない期待を抱くとき、あるいは組織の特質や

文化の一部をなしているときなどに見られる。 
計画がどのように作成されたか（どの段階で誰が関与したかなど）ということが、後日こ

の計画が成功裏に実行されるか否かに影響を及ぼすことがしばしばである。よくある問題と

は次の通りである。 
 

□予算問題に対する配慮が十分でない（財務情報が含まれていない、または利用できそ

うな資金との関係をほとんど確立していないなど） 
□組織の管理能力に関して非現実的な想定がなされている  
□目的の策定が充分ではない（公園の特徴を発揮できていない、目的と手段とを混同し

ているなどで、これは非常によく見られる）  
□（取り組むべき問題の範囲など）きわめて重要な細部を論ずることは避けがたいこと

であるにも関わらず、追って検討などとして、先延ばししている 
□計画実行に対する責任の割り振りが行われていない  
□実施内容が曖昧で不明確であるため、現場における行動に根拠が与えられていない  
□観光やレクリエーションなど、管理のある局面を不当に強調することにより、保護地

域の他の重要局面に資源が届かない 
□財務・管理・さらには政治的安定度の欠如  
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□明確な義務内容や優先事項を設定していない：組織が実施すると決定した事柄に対す

る確たる意志決定が見られず、選択肢や一時的な「勧告」を組みこんだ計画が多いた

め、計画の権威が損なわれている。  
□実践的でない「管理計画」：行動の基礎として利用する事ができない 

 
最後に、該当する管理者が「管理計画」の作成責任者でなかったとき、または少なくとも作

成に完全には関与してこなかったときは、最終案に対しほとんど「所有者意識」を感じるこ

とはなくなり、その実行に向けた意欲が薄れることになる。組織内に説明責任が欠如してい

るとき、または実行した作業に対する監視や報告に代わる内部システムがほとんどないとき

に、特にこのことが言えるであろう。 
 
3.7 省略型の計画立案  
 

時間的、資源的制約のために完璧な「管理計画」に取りかかれない場合は、短縮型または省

略型の文書を展開することも可能である。このようなプロセスに役立つガイドラインについ

ては第７章にて提供する。  
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４．管理計画立案プロセス 
 
 

4.1 プロセス概説 
 
管理計画立案は次の三大要素の「循環」で成りたつ継続的プロセスである：  

1. 管理計画の作成  
2. 管理計画の実行 
3. 管理計画のモニタリングと見直し  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

この点に関し、実際の計画立案プロセスはつぎの 13ステップに分解することができる。 
 

図  2 保護地域管理計画立案ステップ  

1. 事前準備：「管理計画」作成の決定、計画立案チームの指名、作業範囲の決定、採用する

プロセスの定義づけ。 
↓ 

2. データ収集：問題点の明確化、専門家協議 
↓ 

3. データ及び資源情報の評価 
↓ 

4. 制約事項、機会、脅威の特定 
↓ 

5. 管理に関する将来展望と目的の展開 
↓ 

6. ゾーニング（地種区分）を含む、長期展望と目的達成のための選択肢開発 
↓ 

7. 管理計画案の作成 
↓ 

8. 管理計画案に対する一般市民との話し合い 

計画作成 
見直し 

モニタリング 計画の実行 
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（図 2．保護地域管理計画立案プロセス（続）） 
↓ 

9. 提案内容の評価、管理計画案の改定、最終管理計画案の作成、提案内容の分析及び協議

プロセスの結果に関する報告書作成 
↓ 

10. 管理計画の承認または受け入れ 
↓ 

11．実行 
↓ 

12. 監視及び評価 
↓ 

13. 管理計画の見直し更新に関する意志決定、説明責任に対する配慮 
 

これらのステップを理解し、論理的順序で実行することが重要である。秩序だったアプロ

ーチを採用することによって、関連要因のすべてを特定し、取り組むことが体系的・合理的

に行える。これは複雑な事例にあっては特に重要である。ただし、慎重に段階を追っていく

ことが望ましいが、経験によれば厳密に順序立てたプロセスで必ずしもすべてが上手く機能

するわけではない。このことは、情報収集評価がほとんど同時に行われることが多い初期段

階に特に言えることである。これにより遅延状態が克服され、複数の計画立案段階が一挙に

進展するので、作業が日和見的に進展することもある。枠組み全体が理解され順守されれば、

情報収集を並行させるアプローチは正しい計画の発展を妨げるものではないであろう。 
このプロセスにとって基本的に重要な事柄は「フィードバック」であり、これにより企画

官は過去の経験に照らして将来の行動を是正することができる。このフィードバックの輪は

「品質の輪」とも見なされ、この輪の中では計画の監視と見直しであらゆる部分が適正かつ

現実的、効率的、経済的、効果的であることが確認できる。その成果としての管理が柔軟性

に富み、状況変化に適応し、その結果として適正な品質のものが得られることになる。 
 
 

4.2 管理計画の作成 
ステップ 1. 事前準備段階 

 

事前準備段階は計画立案プロセスにおいてもっとも重要な段階のひとつである。この段階で

はプロセスが達成する事柄、これを実行する方法、タイミングの配慮、関与すべき人物など

を明確にする。これら決定事項は可能なかぎり最高の経営管理レベルでおこなう必要があり、

計画立案プロセスが正しい足場に立ってスタートするうえで重要である。この事前準備段階

には一般的につぎのステップが含まれる。  
 

1. 保護地域の目的と管理目的を明確にし、関係者全員に理解されるようにすること。こ

の広範囲の目的は法規（または地域を指定する正式協定書）の形で明記しておいた方

がよいが、これが管理計画のスタート時点における方向を設定するので、内容の再吟

味及び意義の確認が必要であるかもしれない。その目的は IUCN の保護地域管理カテ
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ゴリーシステムによる分類に当然反映されるべきものである。 
 
2. 計画立案プロセスの適用において順守すべきステップやその順序、その使用される手

法を特定すること。多くの組織には、順守すべきアプローチに対する独自の「マニュ

アル」またはガイドラインがあり、これはその組織のニーズや政策を実行するために

設定されたものである。これが存在しない場合は、保護地域及びその管理内容にふさ

わしい管理計画立案の基本ステップ（あらゆる計画立案プロセスに共通のもの）を含

むアプローチを設計すべきである。  
 

“保護地域に関する計画立案への健全なアプローチがあれば、「正しい」回答が

たくさんあっても驚くことではない。当該国家の社会環境や制度環境に最も適し

たものが最善のアプローチである。”（Child 1994）。  
 

3. 「管理計画」の対象者が誰であるか確定すること。「管理計画」は主として保護地域

管理者が通常使用するために作成されるものであるが、作業プログラムをくわしく示

すものとしては考えられていない。一般市民、官僚、商業権益者、近隣住民たちも重

要なユーザーである。状況によっては、伝統的所有者、地方政府、商業事業者なども

主要なユーザーとなる可能性もある。プレゼンテーションのために採用するスタイル

は最重要ユーザーグループを反映すべきである。状況に応じて、地方のユーザーの要

求に応えて、管理計画をその国の公用語と地方の言語で作成することも必要であるか

もしれない。 
 

4. 保護地域は全体として考慮する、すなわち、「システムアプローチ」を採用すること。

これは個別の問題分析の重要性は認識しているものの、あらゆる問題の全体像、すな

わち関連する「システム」全体を強調するものである。  
 

5. 保護地域の将来的な管理について論じるために専門家と利害関係者をとりまとめる

学際的アプローチを採用すること。 
 

“このアプローチにおいては、問題を分解せずに解答を考え出すため、いろい

ろな分野の意見を加えて全体として取り扱う（学際的アプローチで採用される

方法）。これにより学術的知識、技術、人間性を統合する。各専門分野を統合

することによって方法と知識をより広範囲に統合し、これにより通常はより完

全で有用な解答をもたらすことになる”(Kelleher 及び Kenchington 
1991).  

 
6. 「計画立案チーム」を決定すること。管理計画立案は「チームとして」に行動するも

のであるべきだが、この中では、計画作成の責任を一人の人間に付与するべきである。

この個人は明確に定義された管理者に対し説明責任を負うべきである。作成を外部契

約で行う場合は、契約の管理に関して計画が効果的に要件を満たすことが確認できる

ようにすべきである。そのような場合、計画立案作業に着手する前に、契約相手と保
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護地域管理責任組織との間で「概要」について合意しておくことが肝要である。注： 付
属文書に計画立案チーム内で必要とされる技能に関する情報を記載している。  

 
7.管理計画立案プロセスに対する作業スケジュールを練りあげ、これを遵守すること。 

この作業を実施するにあたり、しばしばプロジェクト管理技法が採用される。この技

法は管理計画作成を体系付け、管理するうえで役立つものである。「プロジェクト」と

は「管理計画の作成」と定義され、「プロジェクトマネージャ」とはプロジェクトの完

成までを調整管理する人物をいう。  
 
8. 管理計画の作成に（計画立案チーム外の）人びとを関与させるプロセスを確認するこ

と。この人びととは、その他のスタッフ、専門家、政府職員、地域社会、その他利害

関係者をいう。これらの人びとやその他の利害関係者に対してはいつ、どのように参

加が行われるかを明確にしておくべきである。 
 
9. 管理計画最終案に対する承認手順を明確にし、経営上層部の同意を取り付けておくこ

と。（たとえば、資金援助団体、諮問委員会、省庁などの）外部当事者の承認が必要な

ときは、それを得るための手順を明確にするとともに、承認用として最終案を提出す

るタイムテーブルについて同意を得ておくべきである。  

 

ステップ 2. データ収集、背景調査、最初の実地調査 

 
計画立案及び管理は信頼性の高いデータに基づいて行うべきである。データ収集と管理目的

の設定との関係については２つの見方がある： 
 
1. まずデータの収集分析を実施後、管理目的の精度を高め、同意を得ること、 
2. 当該保護地域に対する管理目的を定め、それにより収集すべきデータを決定する。  
 

現実には、（たとえば、希少な生息地と種を保護するなどの）管理目的を決定するために使用

する初期データセットに基づいて保護地域が設定されている。計画立案プロセスにおいて、

何らかの管理オプションの評価判定のためにはより多くのデータが必要であると結論づける

ことは避けられないことである。多くの場合、過去における計画立案や調査努力の歴史があ

り、これによりさらなるデータ収集が必要な主要分野が明確になることがある。従って、し

かるべき保護地域の管理目的によって相当程度のデータ収集がほとんどつねに実施されてい

ることになる。データ収集にはつぎのような段階がある： 
 
ⅰ) 利用可能な背景情報を集める（歴史上のデータはかけがえのないものである）； 
ⅱ) 情報の再点検（及び必要に応じて追加情報の入手）のために現地台帳調査を行う；  
ⅲ) 保護地域解説書の形で文書化する（「保護地域現況報告書」と呼ばれるときもある）。  

 

このようにして収集した情報には保護地域の現況とそれに影響を及ぼす動向とを含めるべき

である。このデータは保護地域の物理的特性及びその社会的・文化的・経済的意義の双方に
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関わるべきものである。（Box.５のガイドラインを参照のこと。） 
現地における文書情報の点検は費用の点からそれほど頻繁には行われていない。ところが、

これは情報の正確さを確認する上で非常に有用である。たとえば、史跡地域では現在の物理

的状況を検証し、当該地域がどのように発展し、どのように活用されてきたかを理解するう

えでよい機会ともなる。さらに、有意のデータが収集されたという確認が、計画立案プロセ

スに対する一般市民の信頼感を高めるためにも役立つものである 1。 
各保護地域について長期的調査プログラムを明確にすることが必要であるかもしれない。

これは経時変化が明らかであるまたは予測されるある種の要因に対しても適用できるであろ

う。このプログラムは管理計画の記述の一部となるものだろう。 
ある保護地域に関して収集した情報のすべてを管理計画に盛り込むことは必ずしも必要で

はない。全文とともにその概要を記載するか、これが既に存在する場合は、当該組織のホー

ムページにその概要を掲載すべきである。 
ステップ２はこの情報の評価に移行する前に完了となるものであるが、実際にはある程度

は重複したり反復したりすることが多い。いつものことであるが、この段階にどれほどの努

力を投入できるかは時間と資源が決定することである。ただし、どのようなデータを収集す

べきかについては以下のガイドラインが参考となる。  
 

Box. 5 データ収集に関するガイドライン 

情報収集する必要性の高い一般的事項のチェックリストを以下に示す： 
 
□生態学的資源とその現況  
□文化的資源とその現況 
□美的側面 
□物理的施設（たとえば、道路、建物、休憩施設、電力、上下水道）  
□社会/経済環境の主要な特徴 2 
□現在及び今後の利用を支える保護地域及び周辺地域における施設の収容能力  
□ビジターの特徴と保護地域に対する影響力  
□上記各要因の将来における状況の予測  
□周辺の土地及び国立公園内民有地・貸与地の土地利用状況及び計画立案規定  

 

                                                 
1 保護地域における資源の収集及び展示の例として、ノーフォークアイランド国立公園及びブーデリー国

立公園のホームページが挙げられる。 

www.ea.gov.au/parks/publications/norfolk-pom.html 

www.ea.gov.au/parks/publications/booderee-pom.html 
2 居住人口の多い IUCN 保護地域カテゴリー（たとえば、カテゴリーV と VI）では社会経済データの必要

性が高い。このように“カテゴリーVの保護地域においては、環境状態、地域住民及び自然の社会経済条

件、これら資源に影響を及ぼす利用のインパクトなどに関するデータベースが必要とされる(Phillips、

2002、p.107). 
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説明文の範囲としては、保護地域自体の特徴、保護地域に影響を及ぼす外部要因、将来意

味をもってくる可能性のある要因にも言及すべきである。現在の影響をはじめ、それがどの

ように変化しているかも説明すべきである。さらに、保護地域内外における利用及び活動の

うち、保護地域の価値や資源またはビジターの体験を損なうまたは悪影響を及ぼす活動、ま

たその保護保全のために公園が設立された利用及び活動を明示することも重要である。 
多くの場合、企画官は調査結果から数量化した情報を作り出す必要があろう。この情報に

は、保護地域へのビジター数、車両台数、バス・乗用車利用客の比率などが含まれる。この

ような情報は基本データを提供するまたはある傾向を立証することになる。この種の情報を

収集するには、通常 12 ヵ月以上にわたる専門家によるアプローチが必要である。この種の

データ収集は計画立案期間のかなり前に実施すべきである。ある保護地域に対する最初の管

理計画にとって、主要な管理行動としてさらなるデータ収集を行う場合もあり、そうするこ

とで将来の計画の焦点や目標をよりよく定めていくことができる。  
説明文に記載すべき情報に関するガイドラインを Box.6 に示す。記載すべき情報は当然

のことながら保護地域ごとに変わるものであり、保護地域自体の特色に依存するものである。

地域関連情報の収集に加え、当該地域の計画立案に影響を及ぼす政府の法規を特定し、理解

することも必要である。適用される法規は中央政府から地方政府まであらゆるレベルに存在

するかもしれないので、慎重に考慮して確実に順守するようにする。自然保護関連法規の他

にも、たとえば、上水道、文化遺産、漁業、狩猟、電気通信、道路、電力等の社会基盤に関

連する法規などが保護地域に影響を与える可能性がある。 
 

Box. 6 説明文に記載すべき情報に関するガイドライン 

□ 所在地（緯度経度）  
□ 面積 
□ IUCNの保護地域管理カテゴリー 
□ 法的位置、たとえば、（保護地域内の土地及び特徴の双方に対する）指定及び関連法規 
□ 法律上の所有権、占有権、通行権、保有期間、その他の条件及び制約  
□ 管理機関及び地域管理当局の住所 
□ 組織上の問題点 
□ （林業、砂利・砂・魚介類など他の資源の採取を含む）現在の土地利用  
□ 保護地域内及び保護地域に対する公共事業 
□ 当該地域に至る主要な交通経路 
□ 歴史に関連する情報（土地利用と景観の歴史、考古学、建造物）  
□ 生物学的情報（群落、植物相、動物相）  
□ 物理学的情報（気候、地質学、地形学、水文学、土壌の特徴など） 
□ 文化的景観的情報（景観、景観的特徴、文化団体） 
□ 社会経済的情報（地域社会に関する基本データ及び傾向並びに保護地域に対するその依存

度） 
 
企画官はまた当該保護地域に影響を及ぼす国際的責務の存在も念頭に置くべきである。こ
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の中には、世界遺産条約などの国際条約や（ヨーロッパにおける Natura 2000等の）地域

協定に基づき既に指定されているサイトを含んでいる（第６章も参照のこと）。企画官は国際

協定に基づく認定を受けていない多くのサイトでも類似の指定を受ける可能性があることを

念頭に置くべきである。管理計画の質的側面が、国際条約等による当該地域の指定を決定づ

ける重要要因であるかもしれない。国境または地方レベルの境界線に接しまたは近接して、

別の法制の下に指定されている/される可能性のある保護地域の場合は、特別な問題点（及

び機会）が生ずることがある。IUCN ではそのような状況においては国境を越えた協力を強

く推奨しており(Sandwith ら、2001)、管理者に対し「共同管理計画または補完的管理計

画を策定し、これら計画の国境間の要素に関する戦略的共同管理会議を促進するよう勧告し

ている。」(同、p.28)。 
同様に、企画官は他の制度的要因の中にも保護地域にインパクトを与える可能性のあるも

のが存在するので、これを考慮に入れるべきことを認識する必要がある。これに含まれるも

のとしては、保護地域内・周辺を居住地とする地域社会、天然資源管理当局、資源採取企業

（鉱山、林業など）、及び観光団体・観光企業などが挙げられる。企画官はまた将来問題が生

ずる可能性のある課題を予測する必要もある。たとえば、一定の収入目標を達成するとか、

特定の野生生物保護で成果をあげるなどである。保護地域説明文作成ガイドラインを Box.7
に示す。 
 

Box. 7 保護地域説明文作成ガイドライン 

1. 情報の不足を確認する。 
 
背景情報がほとんどない保護地域も多い。そのような保護地域では、情報の不足を説明文

にて明らかにするべきである。知識の不足を認めることもこの段階の計画立案プロセスの主

目的のひとつである。一旦その不足が明らかにされると、さらなる情報を入手する（または

既存情報を適正に照合する）必要性が保護地域に対する最初の計画の目的になることもある。 
情報不足によって当該地域の適正な評価ができないときもある。そのような場合はこれを

明らかにすべきである。重要データ収集中は、中間管理計画が必要となることもある。 
  

2. あらゆる情報が入手できるまで計画立案プロセスを延期するようなことは避ける。 
 
IUCN の海洋保護地域に対する管理計画作成ガイドラインはこの点に関しては厳しく指摘

している。すなわち、「後期の意志決定段階に必要なあらゆる情報が入手できるまで初期の意

志決定段階における決定を先送りすることは、ほとんどつねに誤りである」 (Kelleher 
1999)。組織としては適正な情報もない段階で微妙な意志決定をしなければならない事態に

直面すると「意志決定マヒ」に陥る傾向がある。自分たちには充分な情報があるとか、一般

的にこの状態を認めなければならないと思いつく管理者（及び企画官）はめったにいないも

のである。情報が不足していたとしても計画作成の遅れに対する言い訳とすべきではない。 
 

“優秀な計画は保護地域の物理的・生物学的・社会経済的特徴を相対的にシンプルに
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説明することから展開できる。より洗練されたデータがあれば管理者または企画官の

自信につながるであろうが、そのために計画が劇的に変貌することなどはめったにな

い。サイト特有の情報の欠如は通常は、さらなる調査を求めて管理を延期するための

正当なる理由になることはない”(Kelleher 1999)。 
 

3. 関係資料のみを照合し、含める。 
 

説明部分にもっとも重点を置いたために分厚い、扱いにくい文書となる管理計画が多いと

いう傾向が見られる。説明は過度に詳しくすべきではない。管理計画における説明的情報は

保護地域の管理に関係する部分とすべきである。 
 
4. 客観的になる---「価値判断」を含めない。 
 

説明は保護地域に関する事実情報を提示すべきであり、価値を重視した文章は「評価」段

階に回すべきである。  
 

“可能なかぎりサイト説明は中立であるべきであり、価値判断は避けるべきである。

ただし、サイトに関する全く客観的な説明などは存在しない。景観評価などのような

ある種の説明はその性格上価値に基づくものである。それでもなお体系的な方法で行

うべきである。主観的な説明や判断が含まれる場合は、誰がつくったのかと問いただ

すべきである”(Clarke and Mount 1998) 
  
5. 事実を数量化、高品質化し、仮定は明示する。  
 
事実を述べる場合は、可能なかぎりこれを数量化し、出典を明示する。ただし、質的吟味

がなされていない「事実半分」を記載するときは「われわれの知る限りでは」などの文言を

入れる。  
 

“これは、管理計画をむち打ち、推測によって他の部分を悪く批判するための専門家

の知識という棒で人びとを苦しめるよりはよいことである”(CCS 1989) 

 

情報に本質的なバイアスがある場合は、それを見分けるべきである。仮説を立てた場合は

それを明記すべきである。特に情報ギャップがある場合、情報が入手できないときや結論を

出していないとき、また情報収集に高い費用がかかるときや管理計画の範囲外である場合は

説明がほとんどの場合ある種の仮説に基づくものである。そのような場合は、仮説であるこ

とを明白に示すべきである。 
 

6. 簡潔を旨とし、地図や参照、付録を利用する。 
添付資料は付録に入れるか、参考資料として単に参照させることも可能である。地図は大量

の情報を簡潔に提示するもうひとつの方法である。たとえば地図には、地形や植生、高度、

気候の地域差、主要野生生物生息地の所在地、渡りのルート、行楽地や居住地の形態、経済
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的困窮度、地域社会や土地利用に関するその他の要素を描き、線で示す場合に利用すること

ができる。 
 
7. 地元の知識を活用する。  
保護地域及び隣接地に関する情報を収集する場合、地元の知識はたいへん価値のあるもので

ある。地元民はしばしばいわゆる専門家以上に知識を持っている。地元民を利用し、あるい

は金銭を支払ってある種のデータを収集することも可能である。これは費用対効果の高いも

のであり、管理計画に対する彼らの関心や関与を深めることができる。植物や動物及びその

栽培飼育方法に関する先住民の伝統的知識は入手できる限り引き出すべきである。 
 
 
ステップ 3. 情報の評価 

 
このステップでは、保護地域が重要である理由を確認し理解することを目的とする。これ

は保護地域に関連する「価値」を説明し、保護地域の指定を受けた理由を示し、社会に対す

るその利益を特定するうえで役立つものである。 
計画立案プロセスに地元民その他の「利害関係者」を含めることにますます重点が置かれ

る中で、保護地域に対しこれらの人びとが保有する価値を特定・説明するメカニズムをもつ

ことは重要なことである。 
保護地域の価値が理解されないと、管理行動が、故意・不注意の別なく、天然資源のみな

らず社会的経済的状況、特に地元民の状況に影響を与える恐れがある。保護地域設立の第一

の理由が主観的であったり、あるいは良く理解されず、悪く伝わったりすることがしばしば

である。「管理計画」が固有の自然価値・文化価値を文書で著さない限り、矛盾した使用法が

継続し、保護地域の将来に向けた保全を確保しがたくする。「管理計画」の作成において地元

民の関心事項に取り組まなければ、彼らのサポートを確保することは不可能であろう。 
価値の評価プロセスは２つに分けることができる： 
 

1. 主な特徴とすぐれた価値の特定：保護地域の重要性を維持するために保護保存しなけ

ればならない特徴または価値というものがある。これは保護地域の境界内のものに限

定しなくともよい。 
 
2. 社会あるいは特定の利害関係団体にとっての保護地域の重要性を説明する簡潔な重要

性の記述の作成：重要性の記述とは、ユニークな限定的表現を付加し、地域・国内・

国際レベルにおける枠組み内に保護地域を組み入れることによって確認した価値につ

いてくわしく述べるものである。保護地域がもつ広範囲の目的とともに、この記述は

管理計画が根ざすべき重要な枠組みを提供するものである。  
 
潜在的価値の見方を含めた保護地域の重要性は、サイトに関する及びその他あらゆる想定

並びにその管理・利用方法に関する意志決定にとって基底をなすものである。保護地域を指

定する基本法制または法的協定においてその重要性に言及する場合もある。また、言及した

としてもそれとなく述べるにとどまる例の方が多い。 
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保護地域の評価を実施する上で基本となる部分は、現在及び将来における、その自然的・

文化的・社会経済的価値を特定・測定するための基準を定めることである。しかしながら、

管理計画の多くは保護地域の既存の潜在的文化価値、社会経済価値を正しく特定しておらず、

その分析を生態学的評価というより狭小な局面に限定する傾向がある。なお、より広範囲の

価値を見逃すことは賢明ではない。理由はそうすれば保護地域に対する地元民の態度に変化

が現れるし、計画立案プロセスやその後の管理の効果にも深刻な打撃を与える可能性がある

からです。 
Box.8のガイドラインは保護地域の「すぐれた価値」を特定する際に考慮に入れるべき要

因をリストアップしたものである。  
とりわけ、保護地域に関する情報の利用可能性及び評価プロセスはオープンであり、広く

意見を求めた上で行わなければならない。しかしながら、希少植物・動物の特定生育・生息

地についてはあまり詳細には記載すべきではない。  
 

Box. 8 すぐれた価値の判断基準に関するガイドライン 

保護地域の重要性の評価に際し、企画官はそこに下記項目が含まれているか否か尋ねるべき

である：  
 

□ 自然的、景観的、地質学的、学術的、生態学的、植物学的、動物学的、レクリエーシ

ョン地域的価値の顕著な見本（その理由も記載する） 
□ 独特の生物学的属性、植生タイプ、地形（その理由も記載する）  
□ 保護地域全体の生態学的完全性を保護するために不可欠な地域（水流及び水質の維持

に重要な地域とその理由も記載する）  
□ 地域社会の生活にとって（経済的、文化的、その他の点で）重要な地域及び資源  
□ 公園外部の人びとに基本的サービスを提供する地域及び資源、中でも特に経済的また

は政治的価値を有するもの 
□ 希少かつ固有の動植物  
□ 脆弱で、危機に瀕した、絶滅のおそれのある動植物及び生息地  
□ 人的利用の影響を極端に受けやすい資源 
□ 人為的景観の顕著な例及び自然資源の持続可能な利用の実例  
□ 主要な考古学上の遺跡、または史跡  
□ 主要な文化遺産 
□ 世界的に認められている特徴（たとえば世界遺産） 

 
 
ステップ 4. 制約事項、機会、脅威を特定する。  

 

保護地域に対する特定の管理目的を定めるに先立ち、保護地域の価値に対する主要な脅威

を特定するのと同様に、その管理に対する制約事項を特定しておくべきである。 
制約事項の中には自然環境の機能によるものもある。たとえば、保護地域内に現存する生
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態学的プロセス、ユニークで脆弱な特徴の存在、資源の相対的希少性、及び特定することが

できるその他の局面などである。 
制約事項は下記のような、その他の形態を取ることがある：  

 

□ 法律上の責務；  
□ 土地保有上の制約；  
□ 優先使用権（たとえば、漁業権、鉱山採掘権など）；  
□ 健康及び安全に対する配慮；  
□ 管理上の制約事項 
□ 優先行動及び優先利用（管理計画において優先しなければならない事柄）；  
□ 近隣住民、ビジターなどに対する責務； 
□ その他政策上の配慮 

  

保護地域に対する脅威や圧力には人為的なものも自然的なものもあり、保護地域内部に起

因するものやその境界線を越えた部分から発生するものもある。これらはしばしば保護地域

に対する社会的・経済的要求という形で姿を現すことが多い。  
計画立案は将来に関する事柄であるので、保護地域の将来に影響を与える要因を特定し評

価しなければならない。そのような予測はひいき目に見ても不確実なものであるから、ビジ

ターの利用状況や経済関連の圧力、生態学的変化における将来の動向について評価を試みる

べきである。中でも社会経済環境の理解が特に重要である。また、予測は将来の脅威に関す

るものだけではなく、（たとえば病害虫の減少による）良い方向への変化や修復・再生の機会

を特定する上でも役立つものである。 
脅威（及び機会）を一旦特定できれば、これを管理計画に明確に組み入れるべきである。

この情報を説明文に記載する実務家も多いが、特別に「分析」セクションを設けている実務

家もいる。 
問題の評価特定に関して計画立案チームを指導する技法がいくつか紹介されている。たと

えば、TANAPA（タンザニア国立公園）管理計画立案プロジェクトでは、「戦略的計画立案プ

ロセス」(SPP)を採用して国立公園に対する管理計画を作成した。この SPPでは、専門家や

一般市民を取りこんで最大限に広範な参加者を関らせ、意見の取り入れ、市民からのサポー

トを確保するための双方向ワークショップを採用している。そのため、問題や検討事項、す

ぐれた資源価値、管理目的の特定・優先順位付けにおいてコンセンサスを確保するために「名

目的なグループプロセス」を採用した(Young, 1992)。  
 
ステップ 5. 管理の長期展望と目的を展開する。  

 
長期展望 Vision 
管理計画立案プロセスでは保護地域の将来に関する理想的条件、状態、外観を展開し、明

確に示すべきである。この将来という表現を保護地域に対する目標または目的内で定義して

いる管理計画もあれば、長期的展望の中で述べているものもある。さらに最近の管理計画で

は「将来構想書 Vision statement」という形式を取っているものもある。  
将来構想書は保護地域の保全政策の望ましいまたは想定された成果を説明するものである。
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この将来構想書がなければ、管理計画には一貫性のある方向づけができない。そのめざすと

ころは管理目的の焦点または方向を定めることである。重要なことはこの将来構想書が向上

心に富んだものであるということである。 
保護地域の目的をどのような言葉で語るとしても、その内容は： 

 
□ 管理計画が長期的にみて達成しようとする保護地域の形式を説明すること。これによ

り人びとは、保護地域が将来どのようになると期待できるのか、その理由は何か、そ

の目的達成に必要な行動とは何かを理解できるようになる。 
□ 何度も大幅な変更がおこなわれないような将来構想書であること。従って、公園を持

続可能な方法にて管理する上で継続性が約束される。 
□ 保護地域の環境的、レクリエーション的、文化的、社会経済的側面を含むものである。 

 
「目的」の定義と役割  
 
目的は管理に関する長期展望に付随するものである。目的とは、管理によって達成しよう

とする条件を設定して、意図をより明確に陳述するものである。従って、「成果」を達成する

方法ではなく、「成果」そのものについて述べるものである。 
可能なかぎりこれら目的は、その後の意志決定を誘導できるよう、優先順位に従ってリス

トアップすべきである。目的は異論の多いものであり、保護地域管理担当機関や、地域社会、

ユーザーなどの間で問題となることもある。  
たとえば各グループが長期目標に同意したとして、目的と達成手段は優先順位に従って別

物と認識されることがしばしばである。一例を挙げれば、保護地域がレクリエーション目的

に利用できるならば、ある利用者集団は自然の状態で当該地域を保護することが有効な長期

目標であると認めるかもしれない。また他の集団ははオフロード４ＷＤ走行などの過度な形

態のレクリエーション用途は保護地域及びその雰囲気を質的に損なうと主張して、これを排

除したいと願うかもしれない。そのため、しかるべき計画立案に関する反応を見ながらいろ

いろな目的を調整する必要があるであろう。 
初期の管理目的を展開するにあたり、３段階のアプローチを適用することが可能である。  
 
□ 全体的な管理目的を設計する。  
□ 問題ごとの管理上の応答を立案する。  
□ 初期の管理の選択肢を作成する。  

 
管理目的の説明及び優先順位付けは、計画立案及び協議プロセスの重要な一部をなすかも

しれない。管理計画の中にあっては、目的は保護地域の「主要な特徴」に関連するか（これ

らをいかに保全するかを定義する）、管理活動の重要な分野に関連するものである。典型的な

例を挙げれば、目的とは下記項目を網羅するよう策定するものだろう： 
 

□ 生息地と種の管理；  
□ 研究、調査、監視； 
□ コミュニケーションを含む、基盤整備； 
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□ ビジターの利用及びその施設；  
□ 教育訓練；  
□ 社会的・文化的特徴；  
□ 収入の発生；  
□ 保護地域サービス； 
□ 運営管理 

 

それぞれの管理目的及びその優先順位を策定するに当たり、該当する IUCN保護地域管理カ

テゴリー（第 2.1節及び IUCN, 1994 を参照のこと）に対する管理目的を考慮に入れるも

のとする。 
 
「良い」（よく説明・設計がなされている）目的の特徴 
よく説明されている目的は、管理計画が効果的であるか否かを判定する上で重要である。目

的の策定と説明がうまくできていない、あるいは管理者に曖昧な指針しか与えないとき、そ

の計画の信頼性は失われ、それに伴う管理からは保護地域に望まれた長期目標はもたらされ

ることなく、あるいは利害関係者の期待に添えないものとなるかもしれない。 
 

Box. 9 目的の記述に関するガイドライン 

管理計画の目的は、つぎのごとくであるべきである： 
□ 簡潔明瞭 
□ 実行可能で現実的 
□ 時間との関連づけ 
□ 測定可能 
□ 公園の目的・意義・すぐれた価値を反映 
□ 望ましい目標を述べる。ただし、それに至る手段には触れない。  
□ 諸問題への適切な取り組み 
□ 論理的根拠がある  
□ 優先順位に従って記述 

 
目的を表現するためのガイドラインは Box.9に要約したが、下記にくわしく展開する。 
 

□ 簡潔明瞭 
効果的管理とは、目的全般の達成のみならず、個々の目的の達成にも関るものである。簡

潔で測定可能な目的がなければ、何をなすべきかまたどのようになすべきかの決定が困難

になる。 
ある種の「管理計画」の典型的な弱点は、目的があまりに「向上心を求める」ものであ

ることである。向上心は重要であるが、それは長期展望の声明書で取り扱うのがベストで

ある。管理目的は誤解されないように書くべきである。  
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□ 実行可能で現実的 
管理者が直面する制約事項を認識しつつも、保護地域に対する管理目的は達成できなけれ

ばならない。そのため、長期展望にて表明された向上心をより現実的な言葉に置き換え、

目前にある現実に取り組まなければならない。繰り返しになるが、「希望リストではない」

のである。 
 

□ 時間への関連づけ 
可能なかぎり、目的は時間に関連づけておくべきである。理想をいえば、これは 5年から

10 年という計画立案期間において達成されるものであるが、原則的にはより長い時間的

尺度を管理計画に適用する。利害関係者に対する管理者の説明責任は、管理計画の実行の

ために取った行動が時宜に適うものであるか否かで測定すべきである。 
 
□ 測定可能 
望まれた成果を達成できることが成功の重要な尺度であるから、管理者は管理活動がこれ

を達成しているか否かを明らかにできなければならない。そのために目的を数量化し、あ

る方法で測定可能な成果に関連づけていることによってのみ、これを特定することができ

る。管理目標はこのことを念頭に置いて記述すべきである。  
これは容易なことではなく、たとえばこれを実施するための生態学的特徴について充分

な知識があるとは限らない。しかしながら、測定可能なアプローチへの第一歩は特に大切

であり、必要とされる調査及び情報を特定するために使用することができる。  
イギリスの指定自然保護区の多くが採用してきたアプローチは「共通基準モニタリング

(CSM)」と呼ばれるものである。CSMは重要サイトの監視活動の標準化を進めるために開

発されたものである：  
 

“このアプローチでは、サイトが指定される理由となった特徴のみを監視する。こ

の特徴は、モニタリング結果を好ましい状態にあるか好ましくない状態にあるかの

いずれかに分類することである。これによりどんな特徴についても、保全目的に適

っている（好ましい状態）か、適っていない（好ましくない状態）かで分類するこ

とが可能となる”(Alexander and Rowell 1999) 
 
このアプローチは数量化が容易な事物ではよく機能するが、自然美またはビジターの体

験など、無形の観念にはうまく適応しない。このような場合、直接指標や間接指標に基づ

く一般市民行動調査を実施することもできる。たとえば、ビジター調査は保護地域の管理

に対する潜在的満足度を示すものであり、成功の指標として活用することができる。「公

園にまた来たいか？」、「この公園の特徴のどれが一番好きか？」などの質問に対する回答

を求めることにより、公園の重要であるが無形の価値についてその輪郭を描くことができ、

成果を評価でき、将来の計画立案に活かすことができる。 
 
□ 公園の用途・意義・すぐれた価値を反映している  
目的は保護地域の用途を言い換えたものではなく、保護地域の用途を達成するような重要

局面について述べるべきである。  
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□ 望ましい目標を述べる。ただし、それに至る手段には触れない。  
望ましい「目標」を明確にすることがその達成方法を述べることよりも難しいためか、よ

く勘違いされている。目的とは、この望ましい状態を達成するために必要なプログラムや

行動、サポート施設をいうのではない。これはプロセスの後段にて取り組むべき作業であ

る。たとえば、重要な生息地の保護が目的であれば、取り組み方ではなく取り組む必要が

ある脅威（火災、疫病）について言及すべきである。 
 
□ 諸問題の適切な取り組み 
目的では、計画立案プロセスにおけるこれまでの措置において特定された諸問題に応答す

る必要がある。少なくとも単一の目的においてすべての重要問題に取り組むべきである。

ただし、この目的は個々の問題に個別に取り組む必要はない。ある問題に特に対応するも

のではないが、公園に望まれる状態を説明するような管理目的はあるであろう。 
 
□ 論理的根拠がある。  
意志決定プロセスにおいて、また草案及び最終案の本文において、目的選定の背後にある

論理的思考を説明すべきである。これは管理計画及びその目的の意義を伝達する上で役立

つものである。 
 

□ 優先順位に従って記述されている。  
管理計画に組み入れ、それにより達成すべき最重要局面について明確に理解できるよう目

的は優先順位に従って提示すべきである。  
 
変化の許容限界設定及び潜在的関心の閾値 
 

目的内に特異性と対象とを含むよう努める中で、保護地域の主要特徴（及びその属性）に

対して、「変化の許容限界設定(LAC)」が開発されるようになってきた。LAC アプローチの

本来の使用法は原生地域におけるレクリエーションのための収容能力を測定するためのもの

であるが、このアプローチの利益はより広範囲の計画立案プロセスにおいても認められてき

た。 
LACは、他の管理目的がもたらす資源の変化が許容レベルをこえた点を確認するために設

計されたものである。LACには、最低許容可能状態（ただし、望まれた状態でもなければ許

容できない状態でもない）を表す「基準」が含まれている。これは、この最低許容可能状態

に到達する恐れがある点まで劣化することができることを意味している。この点においては、

さらなる劣化を阻止すべく管理が介在すべきである。 
状態を測定し、限界を超えたまたはこれに到達する恐れがあるときに介在を開始させるた

めにモニタリングが必要であることは明らかである。  
LACはつぎの動作により目的に特異性を付加する上で役立つものである：  

 
□ たとえば、「自然度」（解釈は自由にできる）という条件に代わるものとして、選定し

た生態学的パラメータに数量化可能な限界値を定めること 
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□ 管理の成功度とスタッフの能力の測定ベースを提供すること。  
 
LACは、複数の目的間で不一致があるときでかつ、妥協が可能なときに役立つものである。

ここに、LACが多くのレクリエーションの収容能力を検証する上で、正しく機能している理

由である。たとえば、「目的 1」が トレイルへのアクセスを認めるものであり、「目的 2」が

静かなレクリエーション地域となる機会を提供するものであるとする。静かなレクリエーシ

ョンを妥協するまでは、トレイル上のひとびとの閾値は最大値として特定される。このトレ

イルの場合、管理者は「目的 2」を優先すると決定している。「目的 1」を達成する場合に「静

かなレクリエーション地域」が定義する基準を超えるほど多くの人びとがトレイルに来れば、

明らかに「目的 2」が阻害されることになる。この場合、「目的 2」が優先されているので、

トレイルへのアクセスを制限する行動を取るべきである。  
（原生状態を除き）LACを採用するためのガイドラインを Box.10に示す。ただし、企画

官は複雑なプロセスに乗り出す前に、管理ニーズに対する LACアプローチとその属性を十分

に理解できるようにしなければならない。これは必ずしも適用しやすい、適切な技法ではな

い。望ましいまたは許容できる将来の状況が定まらず、時間とともに変化する可能性がある

ような問題ではこの技法は機能しないであろう。  
 

Box. 10 ガイドライン：原生レクリエーション地域に対する LACの適用 

LACはつぎの条件下で適用できるであろう：  
1. 目標が一致していないとき。  
2. 目標に階層があり、ひとつ以上の目標が他の目標を制限していると言えるとき。 
3. 測定可能な基準を開発することができるとき。  

 
つぎの場合は、LACはほとんど価値がない。  
1. 目標について不一致が全くないとき。この場合、管理者は許容可能な状況ではなく望

ましい状況のために努力を払うべきである 
2. 管理者が目標のいずれかについて妥協したがらないとき（この場合、「妥協できない」

目標の望ましい状況に向かって努力した方がよい） 

3. どちらの目標も同じ程度に重要と見なされているとき。 
出典：Cole 及び Stankey (1997). 

 
南アフリカ国立公園では、ある状況において管理の介在が求められる時点を判定するため

の類似の方法を開発した。このシステムは、「潜在的関心の限界値(TPC)」に基づくもので

あり、クルーガー国立公園内における複数の水系管理を誘導するために初めて採用されたも

のである。TPCシステムは国立公園内の生態学的陸上特徴をカバーするよう拡張されてきた。

TPCは既存のクルーガー管理計画の重要部分を構成している(SANP 1997)。  
TPCは変化レベルの高低を特定することにより、特徴の「望ましい状況」を定義づけるも

のである。いわば「暗室灯」のように機能するよう設定されているので、限界値に到達する

と、あるいはモデリングによってその到達が予測されると、管理者に対し原因及び変化の程
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度を評価するよう促す。この評価は、変化の是正行動の要否、または TPCの再測定の要否を

判定するために使用される。TPCの再校正によって、TPCの設定レベルが不適切であった場

合にこれを変更する、また、管理者や科学者がシステムまたは生態学的特徴に関する新たな

知識を活用できる機会を組みこむことができる。 
LACと TPCはいずれも、必要とされる管理行動、そのタイムテーブル、行動に対する責任

を概説した実務計画（作業計画、行動計画、実施計画）として設定される。作業計画実施費

用を説明する財務情報も添付することができる。 
 
ステップ 6. ゾーニングを含む選択肢の特定と評価  

 

管理の基本方針が定まると、次のステップでは、いかにこの目的を達成するかを考案する

ことになる。その実行方法は何種類かあるのが普通であるから、管理行動の選択範囲を特定

し、適切なものを選定すべきである。複数の管理の基本方針を達成するためには管理ゾーン

方式を使用することもできる。 
選択肢の特定及び評価のためのガイドラインを Box.11に示す。 

Box. 11 管理オプションの特定及び評価のためのガイドライン 

初めに、次のことを自問する。  
□ 別の方法で、目的を達成することができるか？  
□ 可能性のある選択肢にはどのようなものがあるか？  
□ 一貫性のある計画を構成するには選択肢をいかに組み合わせればよいか？  

 
このような質問に答える中で、企画官は以下のことを行う：  
□ いかなる選択肢であれ、当初意図した事柄の達成に貢献するよう、繰り返し目的に立

ち返り、目的と選択肢とを照合するとともに、可能な解決策の設計と管理上の意義と

の関連性について見通し、分析する。 
□ 制約条件に注意するとともに、各選択肢を評価し、それが理想的なものであるか（ひ

らめき、洞察力、水平思考、独創性が組みこまれているか）を確認する。  
□ 選択肢が空間的拡張性を有し、各選択肢の管理上の意義が明白になる段階までこれを

展開させる（ただし、各選択肢を詳細設計段階まで展開することは浪費的である）。  
 
さらに、次のことを自問する。 
□ どの選択肢が金額に見合った最高の価値を発揮するか？  
□ 選択肢の「最善の」組み合わせはどれか？ 
□ どの選択肢が予め合意された基準に適うか？  

 
このような質問への回答として、企画官は下記項目を考慮することができよう。  
□ どの案が目的にもっとも適うか？  
□ その代案は機能するのか？  
□ 各計画案が財務的に実行可能か？  
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□ その選択肢は、政治家や広範囲の市民に受け入れられるか？  
□ 誰が勝ち組で、誰が負け組か？換言すれば、この計画案から社会のどのグループが利

益を受け、どこが不利益を被るのか？  
 
Box.11 に記載したプロセスから、管理の基本方針のそれぞれを最適な方法で達成するため

に必要とされる詳細行動を特定することが可能であろう。  
 
ゾーニングとその利益  
 

保護地域の「管理計画」では異なる「管理ゾーン」を作り出すことが可能である。すなわち、

管理上の重要性は同等とし、同じようなレベルの利用を許容するとともに、地理的地域によ

って様々な用途も別途認める方法である。このゾーニングは体系化したやり方で資源情報を

編成し、管理作業を進めていくために広く採用され、古くから確立された方法である。  
 
“ゾーニングは、自然資源の管理、文化資源の管理、人的利用とその利益、ビジターの利

用と体験、アクセス、施設と公園の発展、維持運営という点でいろいろな地域で何が起こ

りえて、何が起こりえないかを明確にするものである。管理区分を通じて、公園内におい

て許容できる用途や開発が確立されるのである。”(Young及び Young 1993)  
 
ゾーニングというものは、保護地域にとって望ましい未来を実現するために、管理や利用と

いう各種戦略がどこで管理の基本方針を最大限達成できるかを示すものである。区域ごとに

管理の処方箋は当然均一であるべきだが、多岐にわたる目的を受け止めるためにも他の土地

区分の処方箋とは種類も濃密度も異なる場合があってもよい。 
 

ゾーニングの典型的な使用例はつぎの通りである： 
 
□ 重要なまたは代表的な生息地、生態系、生態学的プロセスを保護する。  
□ 相容れない人的活動を切り離す。 
□ 多種多様な人的利用を認めつつ、自然的特性または文化的特性を保護する。  
□ 自力または他力による回復に向けて被害地域を保全することができる。  

 
ゾーニングはまた、文化的行事を配慮に入れ、季節変化を認め、その他きっかけとなるま

たは原因となる事象に言及することにより、１日内の一定時刻、あるいは１週間または数ヶ

月内の数日（たとえば、繁殖期）など、ある地域を時間ベースで管理することも可能である。 
いろいろな保全目的、利用目的を満たすよう設計した制御方法を地域ごとに提供すること

により、ゾーニングは広く採用され、有用なツールとなっているが、保護地域をゾーン分け

することは必ずしも必要なことではない。ゾーニングは管理を単純化するものであり、複雑

化するものではない。  
 

IUCN保護地域カテゴリー I-IV における管理形態 
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保護地域管理計画の立案作業では多様な種類と名称の管理ゾーンが採用されている。しかし

ながら、保護地域に関するより厳密な保護カテゴリーによって数種の地域類型(I-IV)へと

特定することが可能である。 
 

■ 特別なまたはユニークな価値のあるゾーン 
このゾーンは、たとえば、史跡；湿地・塩湖・入江などの重要な自然地域；産卵場所など

の主要な海洋地域など、優先的に保護すべきすぐれた、特別な、特殊な価値を包含してい

るものであるべきである。保護地域の中でも原住民が居住している部分または人類学的な

もしくはユニークな文化的ニッチとして重要である部分もこのような特殊な価値や制限や

好ましくない訪問の排除を認めるゾーニングによって保護すべきである。 
 
■ 原始ゾーン・原生ゾーン  
このゾーンでは、道路及び基盤整備は除外すべきであり、操作的な管理技法は通常禁じら

れている。ここでは自然のプロセスにゆだねられる。通常では、トレイルと数カ所程度の

簡単なキャンプ地なら許容されるであろうが、その種類・数量・規模は厳重にコントロー

ルされるべきである。このゾーンではもっとも良好に保全された自然の価値が存在するこ

とから、「コアゾーン」と呼ばれることもある。  
 
■ 限定的開発ゾーン 
このゾーンでは限定的開発なら許容されるであろうが、それも国立公園の特別な価値、ユ

ニークな価値に対し不利益なものであってはならない。このゾーンの重要な目的はある種

のレクリエーション利用に応じることであり、これにより原始ゾーン・原生ゾーンに対す

る圧力を和らげることができる。あらゆる場合において開発のもたらすインパクトは最小

限とすべきであり、指定地域の直接のユーザーの利益にのみ供するべきである。 
 

■ 集中開発・サービスゾーン 3 
より厳密な保護地域の多くにとって、このゾーンは適切なものではないだろう。このゾー

ンの主目的は主要道路やホテル、宿泊サービス施設などを提供することである。特別な価

値、ユニークな価値を有する地域または典型的な生態系の種類を示す地域などの内部また

は近辺にこの種のゾーンを作らせないようにすることを目標とすべきである。多くの保護

地域における現在の傾向は、集中開発をその境界から全く離れた地域に移動させることで

ある。これにより保護地域内におけるサービスコストを高めることになるが、経験ではつ

ぎのような事実が判明している：  
 

□ 管理の時間と資源とを解放する。  
□ 保護地域の自然の価値に不利益になることが少ない。  
□二次サービス産業の創設や立地、保護地域内における活動を避けることができる。  

 
保護地域内におけるより集中的な開発を許容する主張も、とくに保護地域が広大である場

                                                 
3 くわしくは、Eaglesらの著書 (2002)第５章、７章を参照のこと。 
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合には根拠のあるものといえよう。 これに該当する事柄は：  
 
□ 施設の設計・用途・立地及びその影響を強力にコントロールすること； 
□ ビジターが保護地域で過ごす時間を最大限認めること；  
□ ビジターの増加とレクリエーション用途の拡充を図ること；  
□ ユーザーやビジターの利用料増加から利益を受けること。  

 

■ 伝統的利用、先住民利用のためのゾーニング  
先住民や伝統的な利用に供するゾーンを提供する保護地域も多い。また、カカドゥ国立公

園やグレートバリアリーフ海洋公園では、この目的に割り当てたゾーン内に施設を設ける

など、地球上には多くの類似の保護地域がある。場合によっては、伝統的ユーザーのため

に簡単な快適施設を提供する限定的開発を行うこともある。  
 

IUCN保護地域カテゴリー V - VI における管理形態 
 
景観は保護されているが多目的に使用されている地域においては、経済的・文化的・資源

的活用の変化に応えるべく、ゾーニングを採用する必要が一層高まりそうである。カテゴリ

ー V地域におけるゾーニングは通常は、各種の陸域景観や海域景観という地理的条件をベー

スとした方針を反映させ、土地利用計画を採用することにより達成することができる。 
このように地域のある部分を経済活動向けに指定し、残り部分を自然価値の保護に向けて

保全することも可能である。ゾーニング計画を成功させる重要要因はその開発に向けて公開

で討議が適正に行われ、その結果が利害関係者によって受け入れられるようにすることであ

る。ゾーンの定義付けを行い、何を許可し、何を許可しないのかを決める際には、開発申請

の討議プロセス及びそれに適用する法的取り決めを考慮に入れる必要がある 4。  
カテゴリーVIの多目的保護地域にとって、ゾーニングは基本的な計画立案ツールである。

ゾーニングは保護地域内で許可される活動に対する境界線を設定し、それ自体いろいろな利

用パターンを定めるものである。ゾーンとそれに適用される方針は管理計画に充分詳細に記

載すべきものである。グレートバリアリーフ海洋公園のような大型の多目的保護地域では、

有料の釣り施設、観光、関連活動及び調査など実行できる活動を反映するので、管理計画で

はこの部分が特に重要である。  
 

サブゾーン  
 
他の方法で対応できないユニークな場所については、「タイムアンドプレース」ゾーニングの

ようなサブゾーン、すなわちゾーンの変種を採用することにより、特別に着目する必要があ

るかもしれない。一例を挙げると、車とボートによるアクセス、来訪回数、季節に関する配

慮などである。  
 
ゾーンの特定とゾーニング計画の作成 

                                                 
4 くわしい説明は、Phillips (2002)を参照のこと。 



保護地域管理計画立案のためのガイドライン IUCN 2003 

 

 51

 

管理ゾーンの指定方法には決まったやり方はない。企画官や計画立案チームはしかるべき管

理の基本方針から着手すべきである。ゾーニング指定基準は、その地域に対する目的及び開

発オプションの範囲内の目的とに基づき合意がなされるべきである。ゾーンの特定に当たっ

ては入手可能な最善の情報及び学際計画立案チームの専門家としての判断に基づいて行うべ

きである。  
 

考慮すべき要因としてはつぎのものが挙げられる。  
 
□ 非常にすぐれた資源的価値の保護 
□ 土地の傾斜、土壌、水文、景観価値など、景観その他生態学的要因による制約 
□ いろいろな体験の機会をユーザーに提供すること  
□ 公園の資源を損傷し、あるいは公園管理に法外の負荷を与える利用及び活動の排除また

は最小化 
□ 各種の好ましい用途及び開発をサポートする保護地域としての能力 
□ 管理計画作成に先立つ一般市民参加または討議の成果 
□ 土地利用に関する政府の方針及び政策決定  
□ 地域住民及び地域社会による従来からの利用 

 

適正な資源情報が利用でき（かつ、正しい縮尺でなされれば）、コンピュータで作成する空間

表現をしばしば利用することができる。いろいろな情報を統合することにより、企画官は保

全と利用との最適なバランスに到達することができるようになり、これにより保護地域に対

し決定されている目的を満たすことができるのである。 
 
ゾーニングについて複雑すぎるパターンをつくらないよう注意を払うべきである。差異がほ

とんどない多重ゾーンを採用すると、一般市民にとっても管理側にとっても紛らわしい結果

となることがある。めざすべきは管理の基本方針の達成に必要な最小限度のゾーンを採用す

ることである。ゾーニングを採用すれば、ビジターはゾーンを容易に特定でき、現在どのゾ

ーンにいて、どんなことをしてはいけないか知ることができるようになる。これは海洋保護

地の開放水面をゾーン化するときに特に重要である。  
 

ステップ 7. 草案への統合 

 
上記の計画立案要因のすべてを１つの文書に統合すれば、管理計画草案ができるであろう。 
 
「管理計画」の提供方法も多数あり、内容、順序、詳細さの程度においても多様である。管

理計画の形式も、予算、管理哲学、管理機関の指令、管理計画の目標などさまざまである。

このように管理計画には標準フォーマットもなければ、アプローチの「善し悪し」もないの

であるが、計画内容とその構造はつねに、当該地域の需要、管理者の目的と要求事項、資源

の利用可能性を反映すべきである。 

大規模な国立公園の管理計画の場合は、しばしば簡潔な文書がふさわしい小規模または重
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要性で劣る保護地域のそれよりも、分厚い複雑な文書となることが考えられるであろう。ど

の程度の情報を提供するかの判断も難しいかもしれない。同様に、大規模な国立公園の場合

は、情報も広範囲にわたり、管理計画の大きな部分を占めるかもしれない。ただし、現在の

慣行ではこの種の資料は付属文書または独立文書として発行するのが普通であり、管理計画

そのものは保護地域の管理と利用に関する項目に集中するようにしている。関連性が限定さ

れている題材については簡潔に論じる程度とすべきであり、力点はつねに管理の基本方針と

達成される成果に関係する有意の問題に置くべきである。 
 
管理計画の基本要素  
 

管理計画には標準フォーマットのようなものがないとしても、傾向としてはある種の標準的

要素を含む。これについてはつぎの Box.12で概説する。このガイドラインでは計画の内容

は作成中に用いた思考プロセスを反映するものと想定している。計画立案は論理的思考であ

るべきであり、このように作成すれば、ほとんどの計画は終始理に適った流れですすむ。ま

ず保護地域への導入部に始まり、その重要性とそれに影響を与える要因に関する議論となり、

読者を将来的な管理の長期展望の形成へと誘い、最後にこの長期展望の達成方法、計画期間

全体にわたる計画の有効性に関する管理者等の評価で終わる。 
 

Box. 12 管理計画の内容に関するガイドライン 

管理計画によく見られる要素を下記に概説する。これら要素は必ずしも計画内の「章タイト

ル」となるわけではないが、そうしてもよいものである。保護地域の複雑さと特性、採用し

た計画立案プロセス、管理者のニーズに応じて、計画の見出しとなることもあれば、「ひとま

とめ」にされたり、細かいセクションに分割されたりすることもある。これら要素の中には

使われないものもあれば、追加されるものもある。採用されたプロセスの段階を厳密に反映

するものである。 

全体総括 全体総括は、計画内の基本的問題点と関連決定事項を要約したものである。

最終意志決定者には詳細な解説資料を読み理解するだけの時間がない場合

が多いので、これは重要なものである。  

序文 ここは計画の目的と範囲を陳述し、（法的根拠を含む）保護地域設定目的と

計画立案の権限を説明する。また保護地域に関する、位置・規模・主たる

資源と価値などの基本情報の概略を掲載することもできる。 

保護地域の説明 ここには保護地域に関する関連説明情報を要約して表示する。通常掲載す

る内容は、（自然・文化・歴史・社会経済的な）地域の資源（特性）、その

活用方法、法的な管理的枠組みなどの概略説明である。計画が取り扱って

いない事柄を述べることも同様に重要である。 
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保護地域の評価 
 

ここでは保護地域が重要である理由を明確にし、関連価値を説明する。保

護地域の「優れた特徴の声明 statement of significance」や主要な

特徴という形を取ることもしばしば見られる。 

問題点や問題の

分析  
 

このセクションには保護地域に影響を及ぼす制約事項や機会の分析、保護

地域の保全・管理・維持に対する主要な脅威の説明などを記載する。また

保護地域の重要な特徴に対する（内外の）インパクトについても、他の管

理上配慮すべき項目とともに陳述すべきである。 

長期展望と目的 
 

ここには、達成目標ともいえる、保護地域の広範囲な長期展望「将来構想

書」を掲載する。管理指針もここに掲載することができる。目的全体もこ

こに示す。これは管理計画の計画時間枠内において何が達成されるかを概

説するものである。目的についての説明文もここに含まれることが多く、

計画立案プロセス中になされる意志決定の重要な正当化もここで行う。目

的については変化の許容限界設定(LAC)も提供することができる。 

ゾーニング計画 
 

異なる管理ゾーンが必要な場合、ゾーニング計画を作成し、境界線・分類・

管理・各ゾーンにおいて許可／禁止されるその他の活動などを説明する。

各ゾーンだけの目的も記載することができる。ゾーニング計画は管理計画

に含めたり、別途提示したりできる。多くの場合ゾーニング計画は管理計

画を通知するために作成されるが、既につくられているときもある。その

場合は管理計画内で内容の要約が示される。各ゾーンに適用される特別な

る制約事項および条件も明白に説明しなければならない。 

管理行動 
（処方箋）  

ここには目的達成のために実行される具体的な行動を掲載する。通常これ

に含まれるのは： 
 
□ 必要とされる管理行動・活動リスト（しばしば処方箋と称する）；  
□ 各行動がいつ誰によって実行されるかを明確に示すスケジュールまた

は作業計画（独立文書とすることもできる）；  
□ 優先すべき事項であると確認された活動；  
□ 実行に必要なスタッフと財務（コスト計算）  
 
計画の中でこのセクションが特に詳細に述べられているときは、処方箋を

それぞれが詳細行動である「プロジェクト」に細分する。その実行方法に

関する説明も記載することができる。より普通の例では、このセクション

の情報は詳述しなくともよいが、詳細なコスト計算や指示事項を記載した

独立した年次行動計画または作業計画で補足することになる。 

モニタリングと

検討 
このセクションでは管理計画の実施に対するモニタリング方法、管理計画

の検討方法と時期についても概説する。保護地域の特性を測定する指標も

含むことになる。 
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管理計画の変種  
計画立案プロセスの各段階を反映して、上に述べた見出しに類似した管理計画を発見するこ

とはあり得ないことではない。ただし、企画官の多くは保護地域（またはその管理組織）の

広範な目的に緊密に関係する見出しを採用することが、特に複合した多目的サイトにとって

は効果的であると考えている。このことは特に、管理計画の中でも政策、基本方針、ゾーン、

管理行動などを取り扱う部分にとって言えることである。このような場合、下記項目を包含

する管理プログラム一式を提示することもできる。 
□ 生物多様性保全のための管理  
□ 物理的環境の管理  
□ 生物学的要素の管理  
□ 地域社会保全プログラム  
□ ビジター施設と保護地域の開発  
□ 保護地域の経営管理  
□ 調査及び情報 
□ 評価と検討  

 
このような構成は、コミュニケーションに役立つし、読者のために（たとえば、国立公園

の保全または市民のアクセス目的など）特定機能の達成方法に焦点を絞ることができる。  
このようなアプローチはメキシコで採用されている。メキシコでは管理計画の内容と様式

が法令で定められている。この場合、下記項目を網羅する７種の「管理プログラム」が設定

されている。 
 
(ⅰ) 保全  
(ⅱ) 持続可能な社会発展 
(ⅲ) 学術調査と環境モニタリング  
(ⅳ) 法的枠組み 
(ⅴ) 経営管理 
(ⅵ) 方向づけと調整 
(ⅶ) 運用 
  

管理プログラムにはそれぞれ、基本方針、問題、戦略、展開すべき行動および活動、並び

に所要の基盤整備・設備・人的資源が記載されている。 
イングランドとウェールズの国立公園管理計画もこの種の様式で書かれており、Box.13

に見るように、主要な章タイトルは国立公園の広範囲の目的を反映している。 
 

Box. 13 国立公園計画の目次 （イングランド及びウェールズ） 

1. 序文 
2. 国立公園の長期展望 
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3. 保全  
a. 自然環境  
b. 文化遺産の保全  

4. 理解と楽しみの推進 
a. レクリエーション管理  
b. 理解の推進  

5. 地域社会の経済的社会的福利 
6. 開発計画立案及び開発規制 
7. 特定の地理的地域に対する国立公園関連テーマ及び政策  
8. 実施：国立公園の特定地域における政策適用：公園管理、経営管理、資源  
9. 監視と検討  

出典； Countryside Commission (1997). 
 
タンザニアでも、保護地域「行動計画」は保護地域の目的に広く関連するタイトルの下に提

出される。Box.14を参照のこと。 

Box. 14 （一般的な）管理計画の目次：タンザニアの例 

1. 国立公園の意義及び目的に関する記述  
2. 問題点及び課題の分析  
3. 優れた資源及び価値に関する説明  
4. 国立公園の望ましい未来を説明する管理の基本方針一覧表  
5. 下記行動を含む行動計画：各ゾーンに対する許容可能な利用及び開発のための行動及び

その限界決定を含むゾーニング計画並びに下記項目に対する相関性のある行動：  
□ 資源の保護と管理  
□ ビジターの利用と開発  
□ 土地の保護と境界の変更  
□ 地元及び地方の関係者との協力  
□ ビジターの体験、利用、解説  
□ 身体障害者のアクセス性  
□ 国立公園の運営及び管理計画の環境影響調査  
□ 計画実施優先順位及び資金援助パッケージの一覧表作成 

出典： Young 及び Young (1993). 

 

スコットランドナショナルトラスト及びウェールズカントリーサイド委員会（CCW）が採用

しているアプローチはやや異なるものであるが、保護地域の主要な特徴ごとに管理プログラ

ムを用意するものである（Alexander 1996を参照のこと）。この場合の主要特徴とは、生

息地（たとえば、湿地）、特定の種、考古学上の遺跡または建造物などとなろう。これらの各々

（または類似の特性及び管理ニーズをもつ一群の特徴）に対し、管理上の合理性や基本方針、

処方箋が用意されている。CCWでは各特徴の「属性」を特定し、これを変化の許容可能限界

設定（LAC）に用いている。このような管理計画では当該地域の主要特徴が見出しタイトル
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となっている。 
これらの様式の変種は特定の管理組織のニーズをみたすために --- また特に関係者全員

に管理の意図をもっとも明確な形で伝える文書を提供するために、開発設計されてきたもの

である。これらの様式の変種は企画官が自分たちのニーズにあったものをしばしば探してい

ることの証拠でもある。ただし、一旦開発されると、これがコンピュータ上でテンプレート

として保存され、すべての計画の「チェックリスト」として使用されるため、組織ごとに独

自の「標準アプローチ」を採用するのが普通である。スタッフが管理計画に慣れ、情報をす

ばやく容易に見つけ出す上で標準フォーマットは役立つものである。また機関全体の整合性

を達成し、機関全体の報告能力向上に役立つものである。 
一旦デザインを選択した後は、「完璧さ」をめざすのではなく、実際的なものを求めること

を勧めたい。洗練さと詳細さは後段で更新と改訂を重ねるにつれ徐々に加わってくるもので

ある。管理計画のフォームに対するさらなるガイドラインを Box.15に示す。  
 

Box. 15 管理計画作成におけるよき慣行に対するガイドライン 

□ ユーザーに優しい言葉を使って、簡明なスタイルを採用する。  
□ 地域・国内・国際的文脈に保護地域を位置づける。 
□ すぐれた価値及び問題点を特定し、焦点をあてる。  
□ 一般市民とスタッフとの間に十分なる理解が成立するよう、長期展望、管理の基本方針、

問題点、選択肢、ゾーニングの確立に採用する判断基準を明確にする。  
□ 管理計画に基づく管理実行の評価基準を明確にする。  
□ 一般市民の提案と協議を充分に受け入れる。 
 
組織内における検討  
 

草案の形が整って来るにつれ、管理機関内部で原文を回覧しコメントを求めることが有用

である。これにより管理処方箋に関心を有するスタッフに一般市民への協議の前にコメント

を出せる機会を与えることになる。また草案の不整合部分を探しだすことができるとともに、

プレゼンと目次の改善に向けた提案が出されるかもしれない。 
 
ステップ 8. 草案の一般市民への公開を含む、一般市民への協議  

 
一般市民と利害関係者が管理計画草案を検討し、コメントを出す機会は、管理計画立案プ

ロセスにおける重要な一歩である。第 5章ではこの問題点に取り組む。 
一般市民のコメントを求める方法は組織や国ごとによって異なり、事情も異なっている。

ただし、一般的につぎのような２つのシナリオがある。  
□ 一般市民への協議のプロセスが予め定まっている場合 
□ 行動の取り方を機関が自由に決定できる場合 

 
正式な協議プロセスが決められている場合は、担当機関は当然これに従わなければならない。
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これは通常、草案が閲覧可能となったこと及びどこで写しが入手できるかを利害関係者に通

知する公示を含むものである。公示にはコメント締め切り日の設定及び送付先の通知も含ま

れる。通常問い合わせ担当者と電話番号も提供される。  
ただし、上記は必要最少条件にすぎない。通常はこれに引き継いで市民集会、報道発表、

公開の場での掲示、インターネットへの掲示が行われる。一般市民および利害関係者にとっ

ては提案内容の理解と有意のコメントの提供を行うことが重要である。口頭のコメントは書

きとめ、可能な場合は発言者を特定すべきである。書面によるコメントもこのプロセスの一

部として募集すべきである。利害関係者とコミュニケーションを取ろうとすることにより、

当該管理計画への関心の度合を認識すべきである。  
草案作成に当たって料金を課すべきか否かは機関の方針に従って決定する。しかしながら、

草案が無償で提供される場合の方が一般市民の回答率が高いので、回答率をできるだけ高め

るにはこの方法が推奨される。  
一般市民への協議プロセスの規定がない場合は、機関または管理団体は独自の行動方式を

決定することができる。上記の事柄が満たすべき最少要件であると見なされるが、その他の

ステップとしては以下の項目が挙げられる 
□ 対立のある要求事項を解決するために特別利害グループとの会合を促進する。 
□ 企画官と個人／組織との間の直接協議を促進する。  
□ 一般市民からの提出意見を、地域社会の指導者や代理人などの外部諮問機関に諮問し

て意見を求める。  
□ 管理計画及び一般市民提出意見を評価する独立の法定諮問委員会に正式に諮問する。  
□ 特に困難度の高い問題に関しては政治プロセスを通じて入力を受け付ける。  

 

一般市民のコメントを求めるために必要な時間的長さはいろいろである。一般的には 3ヵ

月が最少要件であるが、一般市民が発言の機会をもちたいというニーズをみたすために必要

であれば、延長すべきである。大きな保護地域が関係する場合または問題が複雑な場合は、

理想をいえば 6ヵ月が最少要求期間であろう。地域社会グループや非政府組織が草案の検討

とコメント発表のために時間の追加を要請してくることがしばしばある。このため管理機関

が管理計画をつぎの局面に移す必要性と遅れてきたコメントを受け取る利益について決断す

ることとが判断材料となる。キーポイントは、「管理計画」の最終案が参加プログラムを通じ

てもたらされる価値と問題点を適切に反映し、ある種の所有意識が確立するよう、管理計画

を草案の間に充分に討議すべきであるということである。これを達成するために、このステ

ップに与えられる時間に対し柔軟性のあるアプローチを取る必要がある。 
Box.16 には、協議プロセスの実行方法に関するガイドラインを提案している。カテゴリ

ーV 保護地域に関するガイダンスから採用したものであるが、勧告内容は他のカテゴリーの

保護地域にも関連性のあるものである。 
 

Box. 16 管理計画草案に対する協議のためのガイドライン 

協議プロセスはあらゆる利害関係者の間に信頼関係を生みだすことが基本的に重要である。

そのためには管理機関はつぎの項目を実行すべきである。  
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□ すべての利害関係者を特定すること。  
□ 公正性と透明性の原則の下に、利害関係者全員にアプローチすること。  
□ 情報豊かで明快、ユーザーにやさしい資料を作成すること。  
□ 文化的に適切な各種手段を尽くして見解を求めること。  
□ 提案の草案的性質を強調すること。  
□ どのような提案であれ、再検討の用意をしておくこと。  
□ あらゆるコメントを網羅した記録書を維持し、そのやりとりの状況も記録すること。 
□ 会合、資料要求などあらゆる要請に迅速に応えるよう求めること。  
□ 採否に関係なく、あらゆる意見を確実に検討すること。  
□ 人びとが処理過程で催促されたと感じないよう時間をかけるが、関心が薄れるほど長

い期間でないこと。  
□ 管理計画の変更がそれを求める人びと以外の利害関係者に影響を及ぼすと見られる場

合は、さらに協議を実行すること。  
□ 協議の結果はコメントを寄せた人全員にフィードバックすること。  
□ とりわけ、利害関係者を邪魔者ではなく、保護地域保全の重要なパートナーとして取

り扱うこと。  
出典： Phillips (2002)を改変 

 
 
ステップ 9. 草案の改訂と最終案の作成 

 

計画立案プロセスの中のこの段階は、利害関係者や一般市民から得たコメントに配慮した

草案の改訂に関わるものである。受領したコメント文書、市民集会で取ったメモを記録し、

検討することが優良事例として求められるものである。最終案に組みこまれなくとも、計画

立案チームが受領したコメントを要約し、管理計画の付属文書に記載するか、独立した文書

とすることが適切であろう。 
計画立案チームは、どのコメントを受け入れるか考える場合に最高度の判断力を行使する

よう求められる。ユーザーグループや利害関係者からのコメントは管理計画全体ではなく単

一問題に焦点をあてる傾向がある。特定グループの意見は、どれほど強く主張されていても、

管理計画の他の要素を危険に曝すことは認められない。 
また、協議に関する報告書を作成し、最終案に付属させることが有用であろう。この報告

書は受領したコメントの検討方法を詳述するとともに、コメントを採用しなかった理由も表

示する。これにより一般市民も利害関係者も管理計画最終案を理解し、記載されている管理

行動に至った経緯を評価する上で役立つであろう。 
管理計画の最終刊行版の形態はさまざまである。通常、製本された印刷物となり、販売可

能な形の公文書として利用できるようにすべきである。印刷部数は当然読者の規模によって

決まる。しばしばリーフレット式の要約版を作成し、より広く、たぶん無償で、配布すると

よい。管理計画はまた当該機関のホームページに掲載し、ダウンロードできるようにするこ

ともある。機関スタッフ用としてルーズリーフ式の管理計画を作り、頻繁に使用するセクシ

ョンに容易にアクセスできるようにすると有用であろう。  
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ステップ 10. 管理計画の承認 

 
これは管轄当局による承認のために管理計画最終案の提出を含む手続き段階である。手続

き方法は国によってさまざまであろうが、大抵の場合、法規で定められ明確に文書化された

管理計画承認のための正式採用プロセスまたは承認プロセスが存在するであろう。  
オーストラリアの例では、連邦の国立公園管理計画は環境自然遺産大臣の承認用に提出し

なければならない。管理計画はまた連続 15 日間議会両院に提出しておき、この間に国会議

員はこの文書に関し異議を唱えたり、説明を求めたりすることができる。  
 
ステップ 11. 管理計画の実行 

 
「管理計画」には実行すべき行動が記載されている。この行動は現実的で、保護地域の管

理にとって必要なものであるべきである。単なる希望のリストであってはならず、また管理

の基本方針に関係のない項目も含むべきではない。このプロセスは管理計画に明確な法的権

限を付与するものであり、法規順守及び履行に強力な根拠を与えるものである。 
一般的に２種類のアプローチがある：  
 
□ 管理計画には毎年の財務情報及び詳細資源が記載されていない。または、 
□ 管理計画にはこの種の情報が含まれている。 
 
前者のアプローチを採用する理由は作業の複雑さとその範囲のためであり、しかも 1年か

2 年以上も前からコストを正確に予測することが困難だからである。さらに、管理計画も 5
年から 10 年の期間を経過すると、保護地域自体をはじめ、周辺地域、管理組織のスタッフ

や財務状況に変化が生ずるため、あるいは有意の成功不成功の結果として、大幅な修正が必

要となることもある。従って、多くの組織では管理計画を必要行動の範囲を特定するために

使用し、これにより一層詳細で正確な（作業計画のような）作戦計画を作成することになる

（第 2.7節を参照のこと）。 
このアプローチが採用されても、政府も援助提供者も管理計画に記載のない行動には資金

を提供しにくいので、「管理計画」は依然として基本的な予算に関る文書といえる。さらに、

官庁が担当するすべての保護地域に対する一連の管理計画は、資金提供が必要な理由や管理

上の優先順位、資源の割当方法に関し明確な記載があり、その業務計画に対する根拠を与え

るものである。 
上記のような前提で運営されている官庁にクワ・ズール・ナタル自然保護局 Kwa Zulu 

Natal Nature Conservation Service 及び ケニア野生生物局 Kenya Wildlife 
Serviceがある。両者とも管理計画を年次作業計画作成のスタート地点として利用している。

作業計画が適切であり、最新のものとするために必要な変更事項は毎年検討して調整してい

る。 
もうひとつのアプローチは、国家なり機関なりが財務情報及び運営情報の詳細を管理計画

の一部として記載することに決める場合に採用されるものである。  
後者のアプローチが採用され、上記情報が記載されると、管理計画期間全体にわたる費用

予測とともに実行すべき活動を網羅した作業計画という形式になる。これは要約の形で見開
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きページに記載される。含まれる項目は、関連するタイムスケール；必要なスタッフと資金

などの資源；作業に付与される優先順位；進展具合を見る成功不成功の判断基準などである。

組織内の財務／資源計画立案の実行方法によっては、作業計画をつぎのように二分割する方

がよい場合もある。 
 
□ 反復作業及び現在進行中の作業（メンテナンスプログラム）、  
□ 開発または投資プロジェクト、あるいは「一回限りの」行動  

 
保護地域に対する詳細な年次運用計画は時差方式によって作成すべきである。これは年次

予算と連携し、管理計画により毎年保護地域にて実施すべき作業を正確に予測すべきである。

作業計画は、反復的作業及び現在進行中の作業と開発または投資プロジェクトとを判別する

際に役立つものである。実務計画は、通常は管理計画の一部をなすものではないが、「管理計

画」の実行方法を明らかにする管理ツールとして役立つものである。 
 
プレゼンテーションにおけるバリエーション 
 

管理計画または付属書類において実施に関する情報をグループ化する方法はいくつかある。  
 
ゾーンによる方法 
 
管理ゾーンが特定されている場合は、保護地域に対する行動、その回数および費用を下記の

ようにグループ化することができる。  
 
□ ゾーンごとに必要な行動  
□ 複数のゾーンに影響を及ぼす、用途の広い行動  
□ 保護地域の外部にまでひろがる行動  

 
目的による方法  
 
場合にもよるが、関連スケジュール及びコスト計算を含む行動は、目的別に「管理戦略」に

グループ分けされる。  
 
プロジェクトに分割  
 

別の例では、（処方箋と呼ばれることもある）管理行動を「プロジェクト」と呼ばれる作業

単位に分割する。これにより各プロジェクトが明確に記述され、個別にコスト表示とスケジ

ュール表示がなされるので、実施が容易になる。プロジェクトに関して作成する文書は作業

実施を担当するスタッフや請負業者の指針とすることができる。 
このアプローチ内では、各プロジェクトに優先順位が付けられる。この優先順位は資源の

年次配分の指針とすることができる。優先順位を体系化する方法の一例を以下に示す。 
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□ 優先順位 1: 所与の年度内に完成させる必要があるプロジェクト。これには当該地域の

主要特性を保護するうえで重要なプロジェクト、地域保有期間の法的意義に関連するプ

ロジェクト、健康・安全・公共責任に関わる意義を有するプロジェクトが含まれる。 
□ 優先順位 2: 保護地域の日常管理にとって重要なプロジェクト。所与の期間内に完了す

べきであるが、柔軟な要素が含まれる。  
□ 優先順位 3: 望ましいものであるが、優先順位 1及び 2に基づくプロジェクトの完了

に続いて時間その他の資源が利用できる場合にのみ取りかかるプロジェクト  
 
ステップ 12. モニタリングと検討  

 

モニタリングと検討の目的 
 
管理計画が作成・承認され、実行に導く実務計画もできあがるとフィールドスタッフは管理

計画を実施に移せる。実行中は、モニタリングと検討によりフィードバックループが形成さ

れる。このステップの目的は：計画が効果的に実行されており、目的が達成されているか否

かを確認すること、管理の影響を観察して学びとること、それに従って管理行動を調整する

こと、である。実行中に問題が生じた場合は、モニタリングと検討をおこない、資源を再配

分し、実行状況の改善に努める。 
管理の有効性を評価する IUCNの枠組みは、保護地域管理のモニタリングと評価に関わる

すべての問題を取り扱い、モニタリングと評価プロセスの設計・実行方法に関する詳細なガ

イドラインを提供するものである。(Hockingsら、 2000). これは２つの局面に焦点を当

てている：  
 
□ 管理システム・管理プロセスの適切さ：必要な管理の取り組みと採用したプロセスを査

定して測定する。  
□ 保護地域の目的の達成：管理の成果及び成果を測定する 

 
この広範囲の分野において IUCN は、管理循環のなかで成功/不成功のレベルと現状とを把

握するために評価される管理プロセスの主たる要素６点をつぎのように特定している。  
 
□ 今どこにいるのか？（文脈）  
□ どこにいこうとしているのか？（計画立案）  
□ 何を必要としているのか？（入力）  
□ どのようにやろうとしているのか？（プロセス）  
□ 結果はどうだったか？（出力、すなわち、実行した活動または提供したサービス）  
□ 何を達成したか？（成果、すなわち、管理の達成実績）  

 

管理効果の査定では、基本方針に照らして成果を評価することがもっとも適切なテストと

いえる。しかしながら、これを行うには過去において成果の評価にほとんど関心を寄せてこ

なかった状況下では相当のモニタリング努力が必要となる。基本方針や管理対象の多くは成

功を意味する明確な成果を示唆するに足るほど文章化されていない。さらに、たとえ文章化
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されているとしても、基礎となる生態学的プロセスに対するわれわれの理解能力では成功を

主張するには適切な基礎があるとは言えない場合がしばしばである。ある措置が成功したと

結論づけることより、失敗したと結論づける場合の方が楽であるのが普通である。 
 

モニタリングの種類  
 
過去のモニタリングが「実施状況のモニタリング」、すなわち、作業が計画に明示したとお

りに実行されたか否かをチェックすることに限定してきた組織が多い。これは「効率評価」

と称される場合もあり、かなり単純な作業である。たとえば、ある年度に実行した活動を示

す管理者の年次報告書では計画されたプログラムのうちどれほどが完了したかを評価するこ

とが可能である。従って、この情報は翌年のプロジェクトや作業プログラムの見直しを行う

のに使用されることになる。 
問題は、この情報では基本方針が達成されているか否かについて管理者が分からないとい

うことである。この情報が示すことは、管理者が忙しかったか否かであり、効率的に動いた

か否かではないのである。それゆえ、管理のアウトプットはほとんど理解できず、その成果

となるとなおさらできないので、情報豊かなアプローチとは言えない。必要なことは基本方

針が達成されているか否か、あるいは当該地域にとって正しいものであるか否かを綿密に精

査することである。これがなければ、「説明責任」の問題が生じかねない。Lipscombeがつ

ぎに説明するように、である。  
 

“それがなければ、管理者にはスタッフとともに日々を費やした方法の有用性を証明

するまたは打ち消す証拠が何もない。管理者が納税者にお役所仕事や政治的事柄につ

いて説明するよう呼び出されても自分を守る材料が何もないのである。”(Lipscombe 
1987).  

 

しかしながら、管理の効率性に対する説明責任と査定は、すでに見てきたように、管理計

画自体に明白で測定可能な基本方針が組みこまれていなければ達成しがたい事柄である。 
Hockingsらの労作に加え、保護地域の管理状況を知らせる管理評価プログラムが他にも

開発されてきた。たとえば、法令で指定された自然保護サイトに対する「共通基準モニタリ

ング」という概念がイギリスで開発されてきている（詳細については、ステップ 5を参照の

こと）。カナダ国立公園庁 Parks Canadaは、国立公園について保全の実行とその達成程度

の公表が法的要件として求められている。  
 
ステップ 13. 管理計画の見直しと更新に関する決定  

 
計画立案プロセスの最後のステップは管理計画を見直すか更新するかの判断である。多くの

場合、管理計画は、典型的には 5年、7年、10年などの時限立法となっている。改訂を行う

判断は、新計画が旧計画の期限切れ前に成立するよう充分な時間をもっておこなう必要があ

る。広範囲の市民に対し協議をおこなう複雑な計画の場合は、新計画発効の 2年前に見直し

着手を検討する必要があるかもしれない。それほど複雑でない場合でも、新計画発効の少な

くとも 12ヵ月前に手続きを開始すべきである。 
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この最終ステップに不可欠の部分として、新規文書の草案作成に役立てるためにモニタリ

ングサイクルからのフィードバックを確実におこなう必要がある。これが利用できない場合

は、モニタリング情報を収集するための評価調査を委託するか、モニタリングでは十分には

解明されなかった問題点についてさらなる情報を求めて追加調査を委託することが適切であ

ろう。遅延を引き起こすことのないよう、この作業に必要な時間は管理計画更新の判断要素

として組み入れるべきであり、評価を実施する意図は管理計画の一部を構成すべき要素とす

べきである。 
承認された管理計画に期間満了日が明記されていない場合もあろう。法的には基本文書の

効力は継続したとしても、管理の処方箋が永久に有効ということはあり得ない。従って、管

理機関は時代遅れの計画に従って活動するより、しかるべき間隔で管理計画を改訂する必要

性を受け入れるべきである。管理計画は少なくとも 10年ごとに見直すよう推奨したい。  
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５．人々の関与 
 
 
5.1 なぜ人々を関与させるのか 
 

オンブズマン、情報の自由、「開かれた政府」の官僚的な説明責任が一層増加する時

代において、公園管理における決定が「閉ざされた扉の向こうで」行われることもお

そらく終わるだろう（Lipscombe, 1987） 
 

15 年以上前に真実と思われていた事態は、現在疑いようのないものとなっている。実際、

保護地域の管理計画立案プロセスの中に関心のある人々、「利害 stake」のある人々を参加さ

せることは、望ましい事例の標準となっている。これらの人々には、地域共同体、利用者グ

ループ、関心の高い個人、地方政府の責任者、NGO の代表、商業関係者、他の多くのグル

ープ、もちろん、保護地域のスタッフが含まれる。地域共同体の関与については、現在特別

に強調されており、「外側への視点 outward focus」をもった保護地域管理が必要とされてい

るということは、第 4 回世界公園会議（1992 年、カラカス）の主要な勧告の 1 つであった。 
計画立案プロセスに幅広く人々を関与させることは、時間を浪費するともいえる。さらに、

協議が多くのリスクを抱えることでもある。例えば、「複数団体の「非現実的な」願望、厳格

な法制度、「遠くはなれた」統括者、資金提供者や圧力団体からの不可能なまでの要求が管理

者を窮屈にしてしまうこともある(Scholte 2000)」。しかし、「管理計画」の目的に近い同意

consensus が生まれれば、様々な利害関係者を関与させることは、極めて重要といえる。実

際、計画立案プロセスに人々を関らせることは困難であるが、その利益の重みははるかに大

きい。（Box.17 参照。） 
 

Box. 17 管理計画立案に人々を参加させることの利益 

□「所有」意識の向上。保護地域の中あるいは近隣で生活する共同体や来訪者、その他の公

園利用者は、仮に管理目的やその手法の決定に関与する機会を持った場合、保護地域の管

理目標とその実践により大きな参加意識を感じる。 
□保護地域への大きな支援。計画の成功は、市民や政策の支援にかかっている。市民に影響

を与える決定、保護地域の保護や利用に関する決定にかんして定期的なコミュニケーショ

ンを維持する事は重要である。 
□意思決定における市民参加の増進。これは管理の方向性の変化を人々に気付かせること

（また、彼らがそれに影響を与える事ができると実感すること）に役立つ。 

□開発のための計画と保全のための計画を連携させる。経済や社会的開発の観点から人々の

需要を考慮しないことで、管理計画の目標達成の機会を減じてしまう。 
□コミュニケーションのメカニズムを提供する。地域の管理についての視点や関心、考え方

を管理者と利害関係者の間で共有することができる。このことは、問題の特定や解決、保

護地域のよりよい理解や支援を導くことができる。 
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保護地域管理者や管理団体は、必ずしも全ての人が保護地域への関心を共有することはない

と承知しておくべきだろう。保護地域によって影響を受ける多くの人々や共同体の間で利益

や価値を巡った競合が存在するだろう。将来の管理について受け入れ可能な路線に同意が得

られた場合は、それを確立しなければならない。保護地域スタッフはこれら多くの利益団体

の支援と同意を勝ち取るため懸命に仕事をしなければならない。様々な利益団体の関与なし

には、良い管理計画でも彼らには受け入れられないだろう。関与を通じてのみ、「所有意識」

を生み出す事ができ、「所有意識」を通じてのみ、理解と支援が得られるのである。 
 
5.2 誰を関与させるか 

 
管理計画立案プロセスをはじめる際に答えるべき最も基礎的な問いの一つが、誰が「利害

関係者」であるかを決定することである。 

 
多くの種類の市民が存在し、あなたの置かれている特定の状況下で、彼らが何者であ

るかを特定することが最初の段階である。彼らは何者であるのか。観光客や研究者、

地元のハンター、農家、漁師それとも政府の責任者？(Thorsell 1995) 
 
保護地域内や周辺に地域の人々が居住しているならば、彼らをそのプロセスに関らせるこ

とが重要だろう。カテゴリーV（常に人の居住が存在する地域）の保護地域に関していうと、

IUCN は、計画・管理のプロセスの全ての段階に共同体を関与させる必要があるという詳細

なガイダンスを行っている（Philips 2002）。しかし、どの場合においても、地域共同体とは

何であるかを特定することが重要である。単に、保護地域の中や一定の距離に住んでいる

人々に適用されるものだろうか？誰を関与させるべきかをどのように決定すればよいだろ

うか？どのようにして全ての正当な利益が描出されるだろうか？Box.18 に示すガイドライ

ンは、保護地域に関する重要な利害関係者を特定するのに役立つ多くの質問を示している。 
 

Box. 18 主要な利害関係者を特定する際のガイドライン  

保護地域に影響を持つ重要な個人には、以下のような人々が含まれるだろう。 
 
□他の土地/資源管理当局の代表や幹部 

□地域共同体や活動グループ、推進協議会 progress association のリーダー 
□隣接する土地の所有者や世帯主 
□農業従事者やその貸借物件、賃貸契約や免許を含む、保護地域近くの占有者 

□上水供給、営林、鉱山開発、漁業、観光といった特定の経済活動に関る企業のマネージャ

ーやスタッフ、その代表 
□保護地域計画企画官、管理者、そのスタッフ 

□地域に余暇やレクリエーションを求めてくる来訪者を組織し、影響を与える人々の代表 
□区域内あるいは周辺の土地やプロジェクトに関する研究者 
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以下の質問は重要な利害関係者を特定するのに役立つだろう 
１．その人々は地域とどのような関係を持っているか 彼らは地域をどのように利用し、い

かなる価値を見出しているか？ 

２．彼らの多様な役割や責任は何か？ 
３．管理活動によって、どのような仕方で彼らは影響を受けるだろうか？ 
４．保護地域の価値に対して彼らの活動は現在どのような影響を与えているだろうか？ 

 
5.3 関与の類型 

 
参加とは、意思決定プロセスにおける個人や集団の関与を記述する一般的な用語である。

以下にまとめるように、この用語や可能性のある参加の水準については、多くの解釈がある。

これまで、管理計画立案のアプローチは、非常に限られた参加から、より広い包括的なレベ

ルにまで移行してきた。しかし、関与の類型の選択は、管理当局が何を達成しようとしてい

るか、意思決定プロセスに他の人々を参加させることをどれだけ自由にするかに依存するだ

ろう。多くの組織は、その法的、政策的使命 mandate に縛られており、そこから逸脱する

ことはできない。しかし、ほとんどの場合必ず、この使命がどのように充足されるか、利害

関係者の参加を許容する余地を持ち、そして持つべきであるかについては、緻密な問題であ

り、決意の問題である。 
 
Lipscombe(1987)はこう助言する。 

 
市民が何を求めているかを発見することは可能である。しかし、それは非常に高い

費用を必要とする困難なプロセスであり、真実の実感は決して得られないだろう。

計画立案における完全な参加というものを軽々しくとらえてはいけない。意見の衝

突がみられる場合も、無駄なことではなく、管理計画者が、見落とした重要なこと

に光をもたらす事もある。最も重要な点は単純なことで、人々が自分の考えを表明

し、（そして、それが真剣に検討されたという）本物の機会を得たと感じることで

ある。 
 

参加のレベルは以下のように定義できる。 
 
情報提供 これは最も低いレベルの参加である。個人や集団は提案されている活動について

の情報を受け取るが、それに変更を加える機会が与えられない。情報提供の目的は、通常、

プロジェクトリーダーの考え方を他者に説得するためである。コミュニケーションは、一方

通行のもので、自然保護に関する意思決定の「トップダウン」アプローチといえる。 

 
協議 これは情報提供より一歩進んだものである。地域共同体や他の重要な利害関係者、団

体は、プロジェクトや計画についての情報提供を受け、彼らの考えが求められる。議論され

た彼らの考え方は通常考慮されるが、最終的に計画が記述され、承認され、検討されるとき

に必ずしも実現するわけではない。 
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一緒に決定する 課題に影響を与える人々が、それについて学習し、議論し、最終的な意思

決定プロセスの一部となるときの段階。彼らは、プロセスを共有するも、彼らが行った議論

と他の利害関係者が最終決定にどれだけ影響をあたえるかについては、境界が設定される。 

 
一緒に行動する 意思決定プロセスを共有し、決定事項を実行する際の責任も共有する段階 
 

自治共同体の利益を支援することは、最も高い参加のレベルである。共同体は、彼ら独自で

課題設定をおこない、その実行について責任を持つようになる。専門家や他の行為者、投資

者の役割は、情報や専門性、情報に基づく決定を行うのに役立つ資源を使って共同体を支援

することである。これは完全な自然保護に対する「ボトムアップ」のアプローチといえる。 
 
5.4 協議 

 
計画立案プロセスに人々を関与させる際には、以下の Box.19 のようないくつかのガイドラ

インが存在する。 

 

Box. 19 協議に関するガイドライン  

早い段階で関与させる 人々の関与が早ければ早いほど、その成果に彼らが影響を与える機

会が高まっていく。計画開始の初期絞込み scoping の活動から参加させることが望ましい。 
 
コミュニケーション これは双方向のものであり、他者の考えを聞くことと価値や共有すべ

き意義を求める事である。コミュニケーションによって、課題に関する知識の改善としばし

ばそれについての意見の集約が行われる。意見の不一致がある場合でも、その理由が知られ

ることだろう。 

 
情報と教育の提供 適切な形式で情報と教育を提供することは、関係する課題について充分

理解した上での意思決定を行うのに役立つ。 

 
適切な時間を確保する 関係を構築し、課題を理解・探求し、同意し、人々が必要とする情

報を収集し、定期的に意思疎通を行い、情報や考えを交換し、実現可能な解決を検討し、実

行するためにも、はじめに充分な時間を提供することが重要である。 
 
柔軟に構築する 人々が状況を理解し、また、更なる情報が利用可能になるのにあわせて、

計画が展開されることが必要である。定期的な検討が組み込まれなければならない。 
 

これらのガイドラインに加え、計画立案や管理に参加させるため保護地域周辺の地域共同

体に対して適切なインセンティブを提供することが重要であるとの実例が出ている。例えば、

インドネシア沿岸保護区における管理計画立案の研究によると、沿岸地域の共同体がその社
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会・経済状況が本当に改善されると受け止めない限り、海洋保護区の立案や管理に対しての

参加のインセンティブが全くなかったことを見出した(Alder et al., 1994)。IUCN パキスタ

ン事務所の報告でも、人々が保護地域管理に参加し、支援することを期待するよりも、彼ら

の開発の需要を満たすための支援が重要性であると強調している。 

 
“地域の人々は、彼らの核とする経済活動において高い生産性を達成し、基礎的な需

要を満たすまでは、保護地域管理を支援するという選択肢が目に見えないのかもしれ

ない。” 
“保護地域管理計画立案における、公共・地域の関与に対する要求は、保護地域プロ

ジェクトから地域共同体へと直接的な利益を提供する事によって、さらに一層強化さ

れるに違いない。人々はその成果に対して利害関係を持たなければならないし、必ず

しも経済的利益である必要はないが、そのような利益はしばしば貧困の農村社会で求

められているものである[例えば、利用を通じた自然保護など]”(IUCN Pakistan 

1984)。 
 
利害関係者が充分な役割を演じるならば、誰が意志決定者であり、保護地域管理活動のプ

ロセスはどのようなものであるか知る必要がある。地域の人々は利害関係者グループを形成

するよう奨励される必要がある。このグループは管理計画立案プロセスについて訓練と開発

の支援を受け、そのコミュニケーションや交渉技術の開発を助けられなければならない。こ

れによって、利害関係者が、よりよい情報を持ち、初期計画段階で効果的に機能し、計画立

案プロセスに関してその関心事項や要求を明確に表現し、適切なコミュニティ開発プログラ

ムへのよりよい参加の場を確保し、彼らが同意できない決定に対してよりよく理解し、受け

入れることができるようになるだろう。 
地域スタッフの能力育成も忘れてはならない。彼らはしばしば、地域の利害関係者とのコ

ミュニケーションに重要な役割を果たし、地域言語や共同体の慣習、関心事について知識を

得る立場にある。したがって、現場の保護地域スタッフの選別や育成は、共同体の参加に重

要な関係を持ち、共同体協議などの領域の技術は開発され、維持される必要がある。 
地域の人々の視点が、ずっと一貫しているということはめったにない。地域共同体は変化し、

様々な考えや優先順位を採択するため、企画官はその活動を見直さなければならないことも

ある。企画官は、この仕事に関係する他の要素に対してその代表性を維持する一方で、緊密

で良好な仕事関係を地域共同体と築く必要がある。 

 
5.5 手法 Methods 
 

一般に、地域共同体は議論に慣れておらず、明快で読む事の可能な文書でさえも困難さを

感じることもある。世界の多くの地域では、実際、識字率の低さや固有言語を利用するため

に、別の協議のアプローチが必要だろう。責任は共同体に働きかける官庁にあるが、同時に、

利害関係グループの代表者が実際どのようなものであるかの判断に利用する必要がある

(Philips 2000)。 
計画管理プロセスに人々を関与させるために多くの手法が使われる。下記の手法のリスト

は、ニューサウスウェールズ国立公園野生生物局によるものである。このリストにある手法
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を見てのとおり、おおむね「情報伝達」「議論」「一緒に決定する」というカテゴリーに分け

られる。 
□プレスリリース/意見提出を呼びかける広告 
□計画の課題を議論するためのテレビ/ラジオ出演 

□特定の課題を詳細に議論するため、計画前段階の特別なパンフレット/ブローシャーの

発行 
□管理計画素案の発行 

□計画されている文書を紹介し、議論するための公開フォーラム・市民集会 
□対立のある要求を解決するために行われる特別な利害関係者による事前会合 
□企画官と個人・団体間の協議 

□官庁や第三者団体によって公的に提出される書面の分析 
□外部助言グループに対する公的諮問の照会 例えば、共同体のリーダーや代表によって

構成される協議会 

□計画の評価や公的諮問先の独立的な法定助言委員会の正式な関与 
□政治的なプロセスを通じたインプット、とくに、より困難な課題に関して 

 

他の場合では、慣習的でない技法も使われうる。たとえば、セミナーや非公式協議と同様

に、“村の演劇”、模擬実演、地方興行、人々を関与させる手法すべてである。地域の年長者

や教師、共同体のリーダーは、市民を参加させる適切な仕方について官庁に助言するだろう。 

 Box.20-23 では、市民参加の実践的な事例と実現可能な手法の幅、どのようにして実践に

適用するかを示している。 
 

Box. 20 ワスカラン世界遺産地域（ペルー）での市民参加  

ここで使われている手法は、極めて参加的手法で、「一緒に決定する」手法に分類される。

このプロセスを通じて人々が関り、積極的に意思決定に貢献する。それには以下 6 つの主要

な段階が存在する。 
１．資料郵送による管理計画案のプレゼンテーション。農村や都市住民、都市近辺の研究

機関に対して配布された 

２．公園利用者との協議（地域共同体や電力・採掘関係者も含む） 
３．基礎的な問題の特定。例えば、共同体との放牧協定の作成の必要性や公園内で実施さ

れるプロジェクトについての同意プロセスの不足など 

４．（ステップ 3 で特定された問題に基づいた）アンケート調査の実施。これは農村や都

市に配布された。収集箱が用意され、ラジオによる広報では、調査の目的や市民参加

の重要性が説明された。この調査で、「管理計画」の目的について、よりよい情報が

もっと必要であることが判明した。農村社会が環境や保全の課題について実践的な理

解を示し、本当の利益が結果として生じるならば、公園管理者との同意に達すること

を充分思わせるものであった。このことは計画立案スタッフを元気付け、プロセスの

進行を早める事となった。 
５．調査結果を分析するための内部ワーキングチームの組織。利害グループやスタッフの
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考えを分析し、第 1 次案の基礎を提供した 

６．共同体ワークショップ。地域共同体に「管理計画」の目的を伝え、彼らからの情報提

供を模索するための 12 のワークショップが開かれた。それぞれのワークショップは

2 部に分かれる。 

■公園の深刻な問題について議論する（市民会合で重要なアイデアを伝えるため

のロールプレイなどの技術を利用した） 
■提案している計画のプレゼンテーション 

ゾーニング（地域区分）など、コメントは草案の再修正に利用された。 
出典 Angels(1992) 

 

Box. 21 フィッツジェラルド・リバー国立公園（オーストラリア）での市民参加  

計画の準備、人々への広報、アイデアの模索、直接的な意思決定に対する彼らの関与に際し

て以下の技法を組み合わせた。 
 

□諮問機関（メンバーは、1 つあるいはそれ以上の共同体グループと関係を持った人から

推薦された） 
□リーフレットの配布（場所、準備されている「管理計画」の説明、関心のある問題・管

理上の問題など、いかなる課題でも書き込むよう人々に呼びかけた） 

□課題ワークショップ。共同体の要求や期待を特定するため計画立案プロセスの初期から

行った。 
□公園来訪者へのアンケート 

□会合やフォーラム 
出典 Smith and Moore(1990) Gules(1992) Watson and Sanders(1997) 

 

Box. 22 ライディング・マウンテン国立公園（カナダ）の管理計画への市民参加  

市民参加の試みとして 3 つのステップが取られた 

１．計画立案スタッフが何度も市民と会合を行い、公園とその資源について手に入る全て

の情報を提示し、議論した。市民からは、公園の開発と代替的な計画の理念について

意見表明/コメント/提案が行われた。 

２．3 つの公園計画立案の理念が用意され、市民の意見を聞くため公開された（パブリッ

クコメント）。 
３．最終ステップ。（市民会合を通じて）最終的な「管理計画」へのアプローチとして最

もふさわしいアイデアを選択するため、一緒に活動するための目的を定めることにな

った。 
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Box. 23 ピーク・ディストリクト国立公園（イングランド）への市民参加  

管理団体による最終的な決定の前に、市民の考えを模索するため 3 段階の協議のアプローチ

が用いられた。 
１．異なる公園活動（自然保護、レクリエーション、散策路 transportation）の選択肢が

検討され、それぞれの活動ごとに管理活動の選択肢を示し、市民からの意見聴取（パ

ブリックコメント）を行った。 
２．その後、公園のための全体戦略について市民からの意見聴取をおこなった。 

３．市民からの意見を考慮して、国立公園当局によってふさわしい戦略が選ばれた。 
 

5.6 共同体による管理計画立案に向けて 
 
まだ、一般的な形で受け入れられていないが、保護地域当局と利害関係者が意思決定にお

いて責任を共有する事例もある。さらに進んで、共同体自らが独自の課題設定を行い、自分

たちの決定を実行していく形で責任を果たすようになる事例も認められている。このプロセ

スは「共同体基盤の計画立案」「協働計画立案」「共同管理」と呼ばれる。この課題の多いア

プローチがどのように機能するかは Box.24、25 で 2 つの事例を挙げた。共同管理は、意思

決定に対する多くの責任を果たすため、利害関係者から出される多くの要求を満たすが、同

意された計画の達成について責任を共有するという重責もまた生まれる。 

 

Box. 24 カラコルム中部国立公園（パキスタン）の市民参加  

1994 年、この世界遺産地域で共同体基盤の計画立案プロセスの展開に挑戦するためのワーク

ショップが開催された。このワークショップの参加者（公園当局、NGO、地域共同体の代表）

は、地域の持続可能な開発という大きな文脈の中に計画立案プロセスを位置づけること、意

思決定に対して地域住民が充分参加することを求めていた。 

ワークショップは、地域の需要や農村共同体の特徴や社会的、経済的課題にかなう包括的

な管理計画立案プロセスを採用した。結果として、一連の立案プロセスを調整したガイドラ

インができた。 

１．持続可能な開発戦略の様々なレベルで計画的行動を実施する。このことは、保護地域

の役割を拡大し、多くの時間、費用、資金を必要とするものであるが、結果としてよ

り多くの人々に利益をもたらすだろう。 

２．全体プログラムのための運営委員会を形成することからプロセスを開始する。全体計

画は公園および周辺地域の適切な持続可能な開発活動に焦点を当てる。この運営委員

会の立案の優先度の設定（業務の決定と技術チームの雇用など）については自立的な

運営を許す。 
３．運営委員会には正当な利害を有する集団の代表者の参加を保障する。例えば、村の代

表、連合議会、宗教指導者、観光業者 adventure travel company など。 

４．それぞれの渓谷ごとに必要な事項を詳細に検討するため、特定渓谷サブグループを創

設する。多くの共通課題がある一方で、文化、環境条件、政治的な違いが存在し、そ

れぞれのサブグループで異なった解決法が存在する。 
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５．公園内外の異なるテーマについてサブグループを設立する。例えば、観光管理のため

のツールや設備改善のためのツールを検討する。 
６．可能なかぎり地域の専門家から、技術支援チームを選び選択する。可能であれば、イ

ンターンシップやトレーニングの機会を提供する。共同体内部の人材育成は、計画立

案・開発事業の原則的な目的の 1 つとなるべきである。 
７．既存の協議会や村を通じて活動し、その組織・団体を強化する。これには、技術的な

計画立案を対象としたトレーニングが必要で、しかも長期的に資金の割り当てを行う

ことになる。 
８．地域の中での立案プロセスに基づく。地域・国のスタッフは地域を旅行することを期

待されるべきである 

９．地域代表の参加と関与を促進するための適切な資源を提供する（交通費など）。参加

することの価値は、社会的に受け入れられるべきである。 
10．地域・国家・国際レベルのエコツーリズムや冒険旅行を斡旋する企業など、民間部門

は可能な限り関与させる。 
11．市場もプロセスに入れる。地域管理や公園管理の目的について基礎的な見解に同意が

得られた場合、旅行会社や国際団体、NGO が理解を示し、支援するよう確保する。 

12．いくつかの実施活動を形成するためにこの立案プロセスを利用する（地域の復元活動

など） 
13．国のその他の部門からくる野生生物の調査員や公園のレンジャー、保護地域管理者の

訓練を支援するため、計画立案プロセスを利用する 
 

出典：IUCN Pakistan(1994) 

 

Box. 25 ブウィンディ原生森林地域（ウガンダ）での市民参加  

このケーススタディについて、報告者はこれを「協働管理」のプロセスと記述した。これ

を「政府あるいは民間所有の自然資源やその他の価値の利用・管理に関して地域共同体と政

府官庁の間で行われる共同のプロセスであり、全ての利害関係者が、それぞれの貢献を認識

し、相互に許容可能な順応的管理を通じたプロセスである。」と定義している。 
 
以下のような手順で進行した。 

１．ブウィンディ「管理計画」の文案作成の期間（1993～94）、地域住民の森林資源の利

用について共同体の成員と協議を行った 
２．その計画を作成するため、小規模な立案チームとプロジェクトスタッフを置いた。チ

ームは、基礎計画の様式を定め、共同体の参加に関する計画ワークショップのプログ

ラムを作り上げた。 
３．立案に関する重要な決定は、まず地域レベルで行われ、その後、国家レベルでおこな

われた。ブウィンディでは、意思決定および文案の起草両方において、他の計画から

得られたワークショップのアプローチが適用され、計画の章によっては小さなグルー

プが機能した。 
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困難で、時間を要する試みであったが、このプロセスは保護地域管理に共同体を本当に意

味ある形で参加させることを促進し、共同体と監督機関との公園を巡る相互作用を大きく強

化したことが分かった。Wildと Mutebiはその利益を以下のようにまとめている。 

１．逼迫した対立の解決方法を議論し、行動計画が作成された。 
２．全ての主要な利害関係者の間で合意を得ながら計画立案が進められた。 
３．公園所有の意識 sense of ownership が、計画立案プロセスに関わる公園スタッフの

間で促進された。 
４．共同体のリーダーは、公園指定が利益をもたらしうることを確信するようになった 
５．計画立案というプロセスが、資源利用と管理に関する行政区レベルでの交渉で確立し

た 
６．公園管理に共同体が参加するメカニズムが確立された 
７．重要な地域の知恵が文章となり、利用されている 

 
このアプローチでは、計画立案のプロセスが、計画文書それ自身よりも重要ではないかもし

れないが、広範囲におよび、前向きな副産物を生み出した。 

 “外部の専門家と公園スタッフを中心とした協議によって作られたウガンダの初

期の国立公園計画とは対照的であった。参加型の計画立案から得られた最終成果

は、文章を練る必要も修正する必要もほとんどないものとなった。長期的には、共

同体の成員の関与は予想を越えて前向きな提案となった。彼らは、地域や国家レベ

ルの自然保護団体の地域代表となり、彼ら自身の共同体の中で保護活動をする際の

強い賛同者となった。” 

出典； Wild and Mutebi (1997) 
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６．国際的な側面に対する管理計画の立案 
 
 

多くの場合、管理計画の立案についても国際的な側面がある。その点はこの章で記述され

るプロセス「全体に」関るものであるが、プロセスを根本から変えるものではない。次の補

足的ガイダンスは、世界遺産地域、ラムサール登録湿地、UNESCO 生物圏保存地域、地域

協定、越境協定 transboundary arrangementに関係するものである。 
 
6.1 世界遺産地域の管理3 

 
世界遺産地域の管理の目的は、将来世代の利益のためにその顕著で普遍的な価値(OUV: 

Outstanding Universal Value)の保護を確保し、将来世代に損なうことなく伝えていくこと

である。 
 世界遺産地域でのさまざまな実際の利用や将来的な利用を維持すべき場合もある。先住民

による伝統的な利用など、物件の維持に重要といえる利用もあるかもしれない。いかなる利

用も生態学的に、文化的に持続可能なものでなければならない。物件の中には、人間による

利用が不適当なものもあるだろう。 
 それぞれの世界遺産物件は、適切な「管理計画」か、あるいは文書化された管理システム

を持つこととされている。その管理システムは、効果的な行政、契約による管理あるいは伝

統的な管理メカニズム、保護システム、計画立案調整を実施しなければならない。これらの

管理メカニズムや保護システム、立案調整がどのように実行されるかを説明することも、推

薦を行う締約国の義務である。ある地域が世界遺産委員会での検討のために推薦されたとき

に、「管理計画」やその他の管理システムがない場合、同様の状況となる。当該締約国はそ

の場合、そのような管理計画やシステムがいつ設定されるのか、その計画の準備と実行に対

して必要とされる資源をどのように動員するか示さなければならない。 
 長期および日常の保護活動の見直しと保全活動、世界遺産物件の保全と存在に関して、効

果的な管理計画の立案が関係してくる。世界遺産地域に対する推奨される管理アプローチの

共通要素は以下のものとなっている。 
□計画立案、実行、モニタリング、評価、（計画への）フィードバックという一連のサイ

クル 

□物件の特性の理解に基づいた計画立案 
□パートナーや利害関係者の充分な関与 
□計画立案プロセスに関る全ての人の能力育成 

□予防原則の適用 
世界遺産物件の性質やその文化的、自然的文脈に基づいて設計される管理計画の立案アプ

ローチの開発には充分注意を払わなければならない。アプローチは、異なる文化的背景、物

件の形態、利用可能な資源、その他の要因に従って変化する。伝統的な営み、既存の都市/
地域計画の枠組み、その他の計画調整メカニズムを、状況にあわせて公式・非公式に組み込

                                                 
3 世界遺産条約履行のための作業指針（UNESCO 2002）参照。新しい版は 2003 年に出版される予定。 
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む事もある。 

 物件がどのようにモニタリングされているかを示す説明力のある透明なシステムが重要

である。管理アプローチは、計画の効果を見るために欠くことのできない要素として、6 年

周期の定期報告のメカニズムを組み込むべきである。 

 
6.2 ラムサール湿地4 
 

湿地とは自然と人の両要素から影響を受ける、開かれた動的な地域である。その生物学的

多様性と生産性を維持するために、また、人類による資源の賢明な利用を許容するために、

土地所有者、占有者、関係団体間で、ある種の全体的な協定が必要である。管理計画立案プ

ロセスはこの全体的な協定を提供する。 
管理計画の立案を展開する際に、保護地域だけではなく全ての湿地に適用されるものだが、

以下の事項を検討しなければならない。 

□ 管理計画の立案は、記録、評価、計画に関る 1 つの考え方である。恒常的な検討と修

正を主題とするプロセスである。それゆえ、「管理計画」は柔軟で、活動的な文書でな

ければならない。 

□ 要点として下記に記述するプロセスは非常に簡単なことであるが、強調することは重

要である。管理計画の立案プロセスは、目的を記述し、定義し、必要な全ての行動を

とること、という 3 つの基礎的活動に関係している。詳細な計画の準備が、行動をと

らないあるいは遅らせることの口実となってはならない。原則の決定と緊急の資金調

達を行うために、意志決定者にとって非常に簡潔な概要を作成することは有用だろう。 
□ 計画の検討は、湿地の理解や目標の修正につながるものである（特に、実務レベルの

目標） 
 
ラムサール湿地に対する「管理計画」の様式は、これらのガイドラインに基づき、以下の要

素から構成されるべきである。 
 

前文 

１．地域の解説 
２．評価と目的（何をすべきか） 
 2.1 評価 

 2.2 長期の目的 
 2.3 長期目的の達成に影響を与える要因 
 2.4 実務的目標 

３．行動計画/処方（どのようにすべきか） 
 3.1 活動計画 
 3.2 プロジェクト 

 3.3 活動プログラム 

                                                 
4 湿地の賢明な利用のためのラムサールハンドブック「No.8 国際的に重要な湿地ならに美
その他の湿地の管理に関する枠組み」から抽出。 
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 3.4 定期的検討 

 3.5 主要課題の検討 
 

ラムサール湿地の管理計画立案に関する詳細については、ラムサールハンドブックを参照し

て欲しい。 
 
6.3 UNESCO生物圏保存地域 

 
生物圏保存地域については、その「管理計画」の起草において、統一の様式はない。その

本質から、生物圏保存地域は、ほとんどの場合、政府所有地と民間所有地が組み合わされて

いることだろう。したがって、「管理計画」に含まれる管理活動の規定は、広域レベルのもの

を除いてふさわしいものはない。だが、それぞれの地域が、管理計画を持たないということ

ではない。事実、核心地域が詳細な管理計画を持つ一方で、その他の地域が、例えば土地利

用政策といった、非常に視野が広く、その目的以外の詳細規定が少ないという事例もしばし

ば見られる。緩衝地帯、移行地帯に対する目的は持続的な実践に関係するもので、例えば、

「有機栽培 organically grown」果物の生産や良質な水利用の実践を促進する事などがある。 

関係する政策や実践の立案に際し広く協議を行うことが、生物圏保存地域に対する管理計

画の立案において重要である。その立案や採択にそのような関与がなければ、ふさわしい枠

組みが受け入れられ、遵守されることはなく、目的の達成もない。協議型管理計画立案は、

したがって、生物圏保存地域に必要とされる重要なものである。 
 
6.4 国際協定・地位協定の対象となる保護地域 

 
 国内システムで定められた保護地域が、国際・地域協定の対象となることもあり、その中

には、ヨーロッパのナトゥーラ 2000(Natura2000)のように、非常に厳格な管理を求めるも

のもある。UNEP の地域海洋プログラム Regional Sea Programme で監視される地域や、

南太平洋地域環境プログラム South Pacific Regional Environment Programme や ASEAN
協定のような任意の制度もあるが、これらも「管理計画」の政策の内容に影響を与えるだろ

う。そのため、企画官は、そのような協定がもとめる特定の要求に注意する必要があるのこ

とが明らかといえる。 
 

6.5 国境を越える協定 
 
 多くの保護地域が、国や行政区の境界を共有し、あるいは、境界線をまたがって他の保護

地域と隣接している。IUCN は、1997 年に 666 のそのような複合的地域を報告した(Zbicz, D. 
in Sandwith et al., 2001)。できの悪い計画立案によって、相反する活動が境界線をはさんだ

両側で行われる可能性があるということは明らかである。例えば、境界線にそって原生地域

と区分されたところが、境界線の向こう側では、施設開発によって危うくされているという

こともありえる。共同の計画立案はこのリスクを低減し、パートナーにその生物物理学的、

政治的、社会的、経済的文脈について正しい理解を提供することを確保する。そのため、IUCN

では、そのような状況においては隣接行政組織との間の緊密な協力を促進している
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(Sandwith et al., 2001 参照)。 

 保護地域の目的が管理や開発のための効果的プログラムへと翻訳される場合には、共同計

画立案は重要な要素となる。包括的な計画立案は、隣接する国や州の全ての利害関係者を関

与させるべきこと、その部門別プログラムに関する決定の帰結を充分に評価することを確実

にする。計画立案のプロセスは、仮に参加型で進むのであれば、境界両側の利害関係者によ

る積極的参加や支援、経験や技術に偏りのある領域の能力開発を可能にする。 
 理想的な「管理計画」は、計画立案と管理の一貫性を確保しながら、共同で準備されたも

のである。「管理計画」は、同じ目標・目的に基づいたものであり、それぞれの国の管理手続

きに沿って行われる活動計画によって実行されるべきである。 
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７．省略型立案アプローチ 
 
 

 完全な「管理計画」が求められていない、または、期限や資源内で準備する事が不可能で

ある場合、管理計画立案プロセスの省略型で、暫定計画を実行することができる。完全な計

画が準備できるようになるまでの期間、適切で、受け入れ可能な活動に関して管理者の指針

となる「空白を埋める stop-gap」手法である。 
 そのような指針とは、保護すべき価値の声明とそれらの価値を維持するのに必要な最も基

礎的な活動といった単純なものである。もしくは、もっと有用なアプローチとしては、特定

の管理の課題、利用の形態、施設開発の原則に関する一連の政策を含んだ包括的な文書を準

備することがある。後者の場合、そのプロセスは以下のものである。 
 

□ 重要な特徴と管理目標を特定する 
□ 開発と利用の点を特に強調しながら何ができて、何ができないかを特定する管理地域

の区分の枠組みを含める（こともある） 

□ 環境上の問題を簡潔に評価する 
□ 暫定の実務計画を提供する 

 

 中央アメリカでは、管理計画が欠如している際の管理指針を提供する際に、多少異なった

アプローチがとられている。複数の保護地域団体が、保護地域の全体システムや管理官庁の

技術部門や行政当局、中央事務所のための詳細な実務計画（短期間で通常単年度）を用意し、

これらを、全機関のための全体実務計画の作成のためにまとめるというアプローチである。

多くの場合、そのような計画立案のいくつかの会議が行われ、実行される計画と実施された

先行評価といっしょに検討される。これまでの結果は、高く評価されている。戦略レベルで

は、関係する団体やその技術局・行政局の管理は大きく改善されたと見られている。個々の

保護地域のレベルでは、優先順位を定め、保護（すべき）レベルを設定するのに役立った。 
ラテンアメリカでの最新の事例によると、このガイドラインで提言されている同様の要素

が求められているのも事実だが、簡易型管理計画の採用を提案している。それによると、管

理計画は以下のものを含むべきとされている。 
 

□地域の特性の概要（保護地域に関係する地理学的、生物物理学的、社会的、経済的情報） 
□法律、基準、協定の概要（保護地域に関係する法的問題の基礎） 
□管理計画を優先付け、何をどこでどのようにするかという幅広い質問に答える戦略計画 

□地域や資源の利用を規制し、どこでどのような行為ができるか詳細に定義するゾーニン

グ計画（Amend et al., 2003） 
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付属文書 各主体の役割、責任、技術 
 

計画立案チーム 
 
先に述べたように（セクション 4.2 ステップ 1）、プロセスの着手の段階で計画準備を指導

する計画立案チームを設立するべきである。このチームの役割は、公園の目的を理解し、記

述し、その資源の保護や利用、開発や解説活動のガイドラインを作成することにある。 
 計画立案チームが成功するには、 

１．（計画立案チームは）分野横断的な存在であり、様々な背景を持った専門家で構成

されなければならない。たとえば、生態学者、景観設計者、公園計画者、社会科学者

（社会学者や文化人類学者）、資源管理者、工学技術者、技術専門家など。求められ

る専門家は、保護地域の状況や社会/経済的条件、管理上の課題や立案すべき処方箋

によってかわる 
 
２．（計画立案チームは）疑問を投げかけながら、保護地域のスタッフや管理に関るべ

きである（独善的にならない）。Parr の指摘によると、 
 

 “計画を実行する個々の人々が非常に大きな存在であり、同じく重要なのは、

彼らはおそらく最も正確に、与えられた予算と期限の中で現実的に保護地域の中

で何が達成できるかを予測していている。”（Parr 1998） 
 

３．（計画立案チームは）政策や地域・国家的文脈に関するガイダンスを提供するため

他の団体（行政区や地域事務所・本部事務所スタッフ）から来るスタッフを含むべき

である 

 
４．（計画立案チーム）は洞察力や想像力をもつべきである。チームのメンバーは創造

的に思考し、問題を解決する能力を持つべきである。チームメンバーは、そのアイデ

アや価値を互いにあるいは外部の関係者に伝えるのに必要な技術も持たなければな

らない。 
 

 “計画立案のプロセスは、人々から生まれる。計画立案のプロセスは、公園管

理組織の内部/外部の人々が何を望み、どのように達成するべきと考えているかを

取り扱う。計画立案は、文書あるいはその他の形式で、これらの課題についての

思考、そのコミュニケーションを構造化するプロセスである” 
 “文字を使った意思疎通あるいは大小の会合での交渉に対応するといったコミ

ュニケーションの技術は、全ての公園管理計画立案チームに必要とされる技術の

リストから欠かすことのできないものである。計画立案というものは、ますます、

紙の断片を扱う仕事から、人々をどう扱うことができるかについてのものとなっ

ている。”（Lipscombe 1987） 
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５．（計画立案チームは）実現可能で、ふさわしい場合、地域住民を構成員に含めるべ

きである。彼らは、地域の状況についての知識に貢献する事ができ、その関与が、地

域共同体による計画の受け入れを奨励するだろう。計画立案チームに直接入れない場

合は、彼らを準備プロセスやその後のステップで、明確に関与させるべきである。 

 

プロジェクトマネージャー、企画官、文章担当 
3 つの重要な責任者を計画立案チームの構成員から指定しなければならない。 

 
１．計画の作成を調整し、運営する人物 プロジェクトマネージャー 
２．計画立案プロセス、採るべきアプローチ、利用すべき手法について助言する人物 企画

官/企画アドバイザー 
３．計画を起草し、または、章ごとによって異なる人物が担当した場合には、編集権を持つ

人物 文章担当/編集者 

 
これらの役割は、同一人物としても、それぞれ別の人物をあててもよい。通常、専門的な企

画官が計画立案チームに配置され、企画アドバイザーと文章担当の役割を果たす。それとは

別のスタッフが、プロジェクトマネージャーとして振舞う。もしくは、保護地域管理者も、

企画官の支援を受けながら、計画の文章担当の役割を演じることができる。企画官は、大抵

その団体の地方/中央事務所から来る。このアプローチは、管理者が立案に充分に関る方が実

務的側面から上手くいくと考える多くの人々によって好まれるアプローチの 1 つである

(Alexander 1995; Sandwith 1997)。アドバイザーとしての地方/中央事務所の企画官の存在

は、その団体が負託を受けた全ての地域で共通のアプローチが採られることを奨励し、「質の

調整 quality control」の要素を提供し、管理当局によるアプローチの一貫性を提供する。 
 
 この 3 者に求められる役割、技術は以下で概観する。 

 

プロジェクトマネージャー 
 

プロジェクトマネージャーの第 1 の責任は、スケジュールと予算通りに計画が用意されるよ

う確保することである。これには、関係する業務の特定、活動計画の準備、責任の割り振り、

締め切りの確保が関ってくる。 

 
Scott によるプロジェクトマネージャーの理想的な特質の定義は 
 

 “幅広い視野で思考する習慣を持ち、多数の要素を全体調和の中に統合できる理路整然と

した頭脳を持ち、明快かつ簡潔に意思疎通する能力を持ち、すばやく実行する能力を持ち、

問題解決の能力を持ち、会合が意思決定を行うフォーラムや原理原則を議論する場合に、効

果的に会合を仕切る能力を持つ。”(Scott in Kelleher and Kenchington 1991) 
 
管理計画の立案プロセスに役立てることのできそうな、一連のプロジェクト管理の「教訓」

は Box.25 にて要約されている。 
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Box. 26 プロジェクト管理の教訓  

全体像を広範に理解出来れば、参加者は最高の機能を発揮する。問題についてのグループ協

議、検討に費やす時間は、この広範な理解とチーム形成に役立つだろう。 

 
□ 重要な参加者の数は、現実的な最小の数で、その質を最大にできる人数を維持しなけ

ればならない 

□ 参加者は、保護地域とそこで必要とされる技術を詳細に分析した後、慎重かつ合理的

に選択する 
□ 保護地域システムや現場をしばしば管理している個人は、チームの主要メンバーとな

るべきである 
□ プロジェクトマネージャーの機能は、統括者であり、調整者であり、コミュニケーシ

ョンの中心であり、戦術家であり、同意を作り上げる人材である 

□ プロジェクトは、有機的、順応的な仕方で組織されなければならない。全ての側面を

組織化することで、順序正しい進展で決定を行い、最大限の柔軟性が保持される。 
□ 細部に拘泥するよりも、主要なプロジェクトという広範な側面に集中した日程計画と

するべきである 
□ 予算内でとどめるための是正戦略の開発を進めることで、資金調整を行うべきである。 

出典：Kelleher(1999) 

 
 

企画官/企画アドバイザー 
 
チーム内での企画官の役割は、第 1 に調整役、渉外役、促進役 facilitator である。“石を積

み上げてピラミッドを作り上げるために、現実のデータと多様な考えを一緒にまとめるのが

彼（彼女）の責務である”（Eidsvik 1977）。企画官は、また、計画立案自身の知識にも貢献

する人材で、“実現可能な代替政策を形成/評価する計画技術を提供し、最高の解決法が選択

されるよう支援する”（Foster 1973）。企画官は、技術情報の収集、組織化、処理もしばしば

になう（Driver 1970）。 
 企画官は、個別の技術的課題の専門家ではなく、また、政策や管理の方向性を決める際の

直接的な意志決定者ではない。彼/彼女の役割は意志決定過程を促進する事である。しかし、

企画官は、しばしば、プロセスに取り入れるべき情報やそれをどのように利用するかについ

て直接的な決定をすることから、意思決定全体に影響を与えることもできる（Driver1970）。

企画官はこの責任を自覚し、チームの全体に情報を振るい分け、示す際に、総合性・客観性

をもって行動しなければならない。 
 企画官は、系統だった思考ができなければならない。彼/彼女は、的確な質問をし、専門科

学者から出されたチームに関する情報を検討し、彼らとともに管理の代替案を決定するため

に活動し、様々な関係者が抱く価値観の長期的な変化を検証する能力を持たなければならな

い（Forster1973）。1970 年代のアメリカ北部の国立公園計画について記述する際に（景観
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の保存とレクリエーション機会の提供が注目されていた）、Foster は企画官の理想的な態度

として以下のようなことも掲げた。“景観や環境特性の価値と機能についての認識と正しい評

価”と“人々の欲求の解釈、公園の価値背景に関る施設の建設、生態学的原則についての理

解”（Foster 1973）。 

 おそらく、企画官が持つべき最も重要な技術は、明確に思考し、分析し、問題解決に当た

って創造的になれる能力である。管理計画の立案は、分析と想像力の組み合わせであり、企

画官はこの両領域に熟達したものであるべきだろう。 

 
“評価プロセスは、企画官が入手可能なデータを徹底して評価する分析のプロセスで

ある。彼/彼女は、そのデータの「強さ」と同様「弱さ」も発見しなければいけない。

このため、彼/彼女は、物事を引き離し、個々の部分を検証しなければならない。計

画立案プロセスの創造的な部分は、問題定義から始まる。”（Eidsvik 1977） 
 

企画官が、計画の文章担当の役割も演じる際には、思考し、明快に意志を伝える能力が一層

重要となる。 
 

“「計画立案プロセスとは、企画官が彼自身の中で、疑問を呈し、項目を検証し、結

論を記録するという一連の意識的な会話をするプロセスである」、という説明が最も

良い説明と言えるだろう。思考が明快であればあるほど、考えを伝える力に一貫性が

生まれ、そしてその先によりよい計画が生まれる。”（Simonds 1961（Eidsvik 1977） 
“（自然保護）計画の準備において、プロセスや関与する団体とは関係なく、その内

容を形成し、責任を取るのは最終的には現場で実践する人々である。先入課題のない

アプローチ、技術に伴った進歩、文脈にあった知識とその総合を獲得し、明快さと正

確さをもって起草されたならば、計画はその地の将来に前向きな貢献ができるだろ

う。”（Kerr 1996） 

 

文章担当 
 

文章による意思疎通の能力が、計画の文案担当/編集者が持つべき最も重要な技術である。「管

理計画」を書くことは熟練した技術が求められる困難な仕事であり、このことは計画立案チ

ームの中でこの責任者を指定する際に過小評価されてはならないものである。このため、（可

能であれば）特定の章や計画に対する指定文章 set-text を提供し、あるいは、それぞれのセ

クションに求められる内容や様式について詳細な指針を提供する団体もある。クワ・ズール・

ナタル自然保護局は、「管理計画」の立案マニュアルとコンピューター・テンプレート両方の

詳細な指針を使って支援を提供している（Sandwith 2000 pers. Com）。それは、そのほとん

どが公園管理者であり、複雑な文書を起草した経験のない文案担当者にとって非常に有用な

ものとなっている。 
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