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研究成果の概要（和文）： 
自然をめぐるガバナンスについて多くの現地調査を軸に研究した結果、多元的な価値を

認めることが重要であること、また、ガバナンスのプロセスの中で試行錯誤とダイナミズ
ムを保障することが大事であること、さらには、様々な市民による調査活動や学びを軸と
しつつ、大きな物語を飼い慣らして、地域の中での再文脈化を図ることが重要であること
が明らかになった。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Many of our field researches has revealed some important points of the governance of 

natural resources: 1. Recognizing plural values, 2. securing adaptive process, and 3. 
Re-contextualizing the story of resource management by implementing citizen's 
researches. 
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研究分野：社会科学 
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１．研究開始当初の背景 
人間と自然との関係は、多様な相互関係に

よって成り立っている。どういう自然が望ま
しいかについての固定的な解はなく、時代や
地域に応じて、自然のあり方、自然と人間と
の相互関係のあり方は変化する。したがって、
今後の自然管理を考えたとき、問題となるの
は、どう合意形成していくのか、誰がどうい
う価値観でどう望ましい環境を決めていく
のか、ということである。 

 今後の環境管理計画においては、単に管理
対象と順応的にかかわる（アダプティブ・マ
ネジメント）というだけでなく、かかわる社
会の側のしくみもまた順応的に変化させる
必要がある（アダプティブ・ガバナンス）と
いうことである。 
 以上のような背景の中、今後の自然環境管
理においては、アダプティブ・ガバナンスが
求められているが、そのような視点での研究
はこれまで日本ではなかった。また、アダプ
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ティブ・ガバナンスにおいて鍵を握るであろ
う、市民・住民による調査についても、その
しくみ、具体的な方法論等について、研究・
実践とも、緒についたばかりである。 
 
２．研究の目的 
本研究プロジェクトでは、縦軸としてアダ

プティブ・ガバナンスについて調査研究し、
横軸として市民調査について調査研究する。 
（1）アダプティブ・ガバナンス研究におい
ては、自然環境にかかわる人間の側のしくみ
の変化に注目する。人間の側のしくみを柔軟
に変化させながら、持続的に自然環境と関わ
ってきているような事例をさまざまに集め、
議論する。そしてそこから、今後のアダプテ
ィブ・ガバナンスの課題を明らかにする。 
（2）「市民調査」研究においては、自然環境
に限らず、市民調査の事例をいろいろ集め、
市民調査の可能性や課題について議論する。
同時に、自然やまちをめぐる人文・社会科学
的な調査がもつ実践的な意味について、市民
調査に限らずさまざまな事例を集めながら
考える。 
 
３．研究の方法 
まず、共同研究のための理念とデザインに

関するミーティングを開いた上で、アダプテ
ィブ・ガバナンス、市民調査それぞれについ
て現地調査と文献調査を繰り返す。それらの
成果をそれぞれが持ちよって定期的な研究
会を開催し、また、関連する研究者や NPO 関
係者の報告を受け、議論する。 
 
４．研究成果 
本研究では、研究メンバーによるさまざま

な事例の詳細な調査を集め、議論することか
ら、以下のようなことが明らかになった。す
なわち、自然をめぐるガバナンスにおいては、
多元的な価値のもと、柔軟なしくみによって
自然環境管理を行うこと（アダプティブ・ガ
バナンス）の重要性があらためて認識され、
さらにこのアダプティブ・ガバナンスにおい
て重要な次の 3 点が明らかになった。（1）試
行錯誤とダイナミズムを保障すること。単一
のしくみに任せないで、複層的なしくみに身
を任せること。そうした試行錯誤を認めるこ
と。あいまいな領域を確保しておくこと。そ
うすることが、硬直化を回避し、しくみを動
かしつづけることになる。（2）多元的な価値
を大事にし、複数のゴールを考えること。あ
る価値（たとえば「生物多様性」）から始め
た活動も、柔軟なしくみのもとで、多元的な
価値を大切にし、人びとの思いとか志といっ
た質的なものや文脈を重視すること。思い切
って問題をずらし、多元的な営みにしていき、
そのことによって、複数の価値が並存して進
む。（3）多様な市民による調査活動や学びを

軸としつつ、大きな物語を飼い慣らして、地
域の中での再文脈化を図ること。グローバル
な価値を鵜呑みにするのでも、頭から否定す
るのでもなく、自分たちの地域の文脈の中に
埋め戻すこと。地域が主体になってその使い
こなしをするためには、地域の中での学びや
組織化が重要なポイントになる。 
 こうした成果は、2012 年度中に出版物とし
て刊行予定である。 
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