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人間の活動によって生物多様性の損失は世界的に広がっています。それを食い止めるためには、人間の手が加わっていない自然を保護
するだけでは十分でなく、農林水産業など、長年にわたって人間の営みや暮らしの影響を受けて形成・維持されている自然環境（里
山・里海）において、人間の福利と生物多様性の保全の両立を図ることが重要となって
います。
SATOYAMAイニシアティブの長期的な目標は、失われつつある里山・里海での人間と
自然の持続可能な関係の維持・再構築を通じて「自然共生社会」を実現することです。
この目標達成に向けて、以下の3つの行動指針を提案しています。

・多様な生態系からの恩恵と価値を確保するための知恵の結集
・革新を加速させるための伝統的知識と近代科学の融合
・地域独自の土地所有・管理形態を尊重したうえでの新たな共同管理のあり方の模索

自然共生社会の実現
 

SATOYAMAイニシアティブ

SATOYAMAイニシアティブが対象とするのは、日本の里山と言われるような農山村及びそれに隣接する農地、森林、沿岸海域な
どで構成される地域（ランドスケープ・シースケープ）です。このような地域は世界各地に見られ、それぞれ固有の風土・文化・
社会経済に合わせた特有の持続可能なランドスケープ・シースケープを形成してきました。
これらの地域は、学術的に社会生態学的生産ランドスケープ・シースケープ（socio-ecological production landscapes and 
seascapes: SEPLS）と呼ばれています。
本イニシアティブは、SEPLSの管理と再生にあたり、社会的、生態学的及び科学的視点から見つめ直す統合的なアプローチを基礎
とした取り組みを推奨しています。

SEPLSとは（セプルス） 

日本の代表的な里山環境の一つである棚田は、生物多様性の保全、文化の継承、美しい景観の形成、国土保全など多様な機能を有しています。
我が国では、こうした棚田の保全、棚田地域の持続的発展を進めることを通して、SATOYAMAイニシアティブの推進に貢献します。

棚田の保全

SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI）は、「自然共生社会」の実現に向けたSEPLSの維持・再構築に取り組む団体
から構成される国際的なパートナーシップです。
これらの活動団体のプラットーフォームとしての役割を担うために、2010年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回
締約国会議（CBD COP10）においてIPSIが創設されました。
IPSIは、世界中の政府、NGO、先住民グループ、学術研究機関、国際機関などの様々な団体から構成され、情報共有や意見交換といっ
た活動の場を提供しています。
パートナーシップの活動を通して、世界中の人々が知識を共有し合い、助け合い、効果的な取り組みを行うことを支援しています。

SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ 

The Satoyama Initiative is a global effort to realize “societies in harmony with nature” . Its three-fold approach 
is intended to maintain and rebuild landscapes in which land and natural resources are used and managed in 
a more sustainable manner:
・Consolidating wisdom on securing diverse ecosystem services and values
・Integrating traditional ecological knowledge and modern science to promote 
innovations
・Exploring new forms of co-management systems while respecting traditional 
communal land tenure

A Vision of Harmony

Around the world, there are traditional and other sustainable land-use systems that have evolved from local 
communities’ efforts to adapt to their surrounding environments. The term “socio-ecological production 
landscapes and seascapes” (SEPLS) has been coined to refer to areas where human-nature interactions 
have created dynamic mosaics of land uses that contribute to human well-being and biodiversity. 
Revitalization and sustainable management of these landscapes is at the heart of the Satoyama Initiative.

Landscape and Seascape Approaches

 

Rice terraces, which are one of the representative Satoyama landscapes in Japan, have various functions 
including conservation of biodiversity and national land, inheritance of culture, and formation of beautiful 
landscapes.
Japan will contribute to the promotion of the Satoyama Initiative through conservation of rice terraces and 
sustainable development of these areas.

Conservation of Rice Terraces in Japan

The International Partnership for the Satoyama Initiative (IPSI) was launched in 2010 to implement activities 
under the Satoyama Initiative. It consists of a wide diversity of organizations – ranging from national 
governments to local NGOs – working in different ways to create and maintain sustainable landscapes and 
seascapes around the world. Members share case studies and other knowledge, engage in collaborative 
activities, try to create synergies between their projects, and work together in a variety of ways.

Working Together in Partnership

The Satoyama Initiative

SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI）の活動は、日本国環境省からの拠出金を通じて運営されています
For More Information:
国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）は、SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI）の事務局を務めています。
SATOYAMAイニシアティブやIPSI活動の詳細については、IPSIウェブサイト（www.satoyama-initiative.org）をご覧いただくか、 IPSI事務局（isi@unu.edu）までご連絡ください。

Activities of the Secretariat of the International Partnership for the Satoyama Initiative are made possible through the financial contribution of the Ministry of
the Environment, Japan.

For More Information:
The Secretariat of the International Partnership for the Satoyama Initiative (IPSI) is hosted by the United Nations University Institute for the Advanced Study of 
Sustainability in Tokyo, Japan. The Secretariat maintains a website, coordinates membership activities, and facilitates partnership activities. Please see the IPSI website at 
www.satoyama-initiative.org or contact the Secretariat at isi@unu.edu for information about activities ongoing under the Satoyama Initiative, membership in IPSI, or any other matters.
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