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巻頭言

オリンピック・パラリンピックとビオトープ
大地を踏みしめ、大きく息を吸い込み、自然との一
体感を確認しながら自らの記録に挑もうとするアス
リート達。彼らの挑戦の舞台は地球そのもの。
我々は、その時の研ぎ澄まされた身体に感銘する
とともに、同じ生命体として自らを重ねることで共感を
覚え、感動をさらに深くします。
この地球を舞台としたスポーツの祭典が、これまで
誰もが疑わなかった「持続性」を考えたとき、地球環
境問題としてのヒートアイランド現象に脅かされていま
す。
ヒートアイランド現象とは都市の気温が周辺の郊外
に比べて高くなる現象であり、地表面のコンクリート化
や人口排熱の増加などがその要因とされています。
ただ、その要因を直接的に排除することは日常の便
利さと比較した場合、後戻りと考える方策は受け入れ
難いというのが一般的です。
近年になって、オリンピック・パラリンピックの開催場
所ではこのヒートアイランド緩和策として、 “生物の生
息する環境が少ない市街地に生物の生息空間を如
何に効果的に整備するか？” が注視されるようになっ
てきました。そして、その具体策として屋上の緑化が
提案されていますが「持続社会の実現」に向けての正
しい方向性であることを実感しています。
ヤンマーは2012年に創業100周年を迎えました。
世界初の小形ディーゼルエンジンの開発、実用化に
成功して以来、そのエンジンを基軸に大地・海・都市
に事業を展開してまいりました。まさにヤンマーが活
動を行うフィールドは地球そのものです。そして、この
創業100年を機に「持続社会の実現に向けてチャレン
ジする企業」に生まれ変わろうと努力しています。
その具体的な取り組みとして行ったことが、企業
ミュージアムの設立です。創業者の生誕地である滋
賀県長浜市の市街地に建設しました。建物は展望台

ヤンマーミュージアム 館長
山本 昇
を含めて3階建ですが、2階のテラス部分に、「自然と
の共生」を象徴とするべくビオトープ（約1,000㎡）を
造営することにしました。まさに『屋根の上のビオトー
プ』の実現に向けたチャレンジです。
当初は、建物の屋上への造営であり色々な困難
がありましたが、滋賀県ビオトープ研究会の諸先生
方からの熱心な指導を得ることで、約7年が経過した
現在では琵琶湖の湖岸で見られる動植物が自然の
ままに生息しています。
例えば、近年見ることが少なくなった黒メダカやド
ジョウ、琵琶湖産ニゴロブナも元気に育っています。
また、たくさんの野鳥や昆虫（トンボなど）が訪れま
す。それらの生き物が運んでくる種や卵などが新しい
生命体としてビオトープで育ち、『豊かな自然環境』
を作るようになりました。特に、建築設計段階では足
かせであった屋上へのビオトープ設置が功を奏し、
「ウシガエル」や「アメリカザリガニ」、「ブラックバス」な
どの外来種の侵入も抑止されています。
タッチパネルを使った生き物の解説や定期的なビ
オトープ観察会は、特に人気があります。
循環する小さな自然を舞台に、年間10万人もの来
館いただく方々と一緒に琵琶湖や滋賀県の自然を
考えるようにしています。
設 立 当 初 は、来 館 者 の 方 々 か ら『製 造 企 業 の
ミュージアムなのになぜビオトープを設置しているの
か？』という質問を多く受けましたが、今では、企業と
してのあるべき姿として、お客様の方から理解いただ
くようになったことを大きな変化だと感じています。
ヤンマーミュージアムでは、今後も屋根の上のビオ
トープを通じて、次の100年の持続社会の
実現（人と自然、そのどちらも大切にしな
がらテクノロジーで新しい豊かさを生み出
していく）に向けて、あきらめずにチャレン
ジを続けていこうと考えています。
そしてこの活動の成果が、オリンピック・
パラリンピックの開催国として、世界中のア
スリートの方々に、世界中の方々に、自然
環境と共存していく社会の在り方を考える
機会に繋がっていくことを願っています。
【ヤンマーミュージアムHP
https://www.yanmar.com/jp/museum/】
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特別寄稿

オリンピック・パラリンピックとビオトープ
１．地球の危機
私たちは今、気候危機と新型コロナウイルス感染症と
いう二つの危機に直面しています。いずれも、人類に
とって最も大きなビオトープである地球環境のバランス
が崩れてきたことが一因と言われています。
昨年の豪雨災害では、全国広範囲で大雨となり、球
磨川など大河川での氾濫が相次ぎました。世界では、
猛暑によりオーストラリアや米国で森林火災が発生しま
した。世界気象機関（WMO）は、2020年の世界平均気
温が1850年の統計開始以来二番目の高さになる可能
性があると発表しています。
新型コロナウイルス感染症のような新興感染症につ
いては、生物多様性という自然資源に対して過剰な搾
取を繰り返すことによって、生み出されるとも言われてい
ます。
このような二つの危機に直面し、時代の転換点に
立っている今こそ、私たちは、コロナ以前の経済社会に
戻るのではなく、持続可能で強靭な経済社会へとリデザ
イン（再設計）していかなければなりません。そのために
は、「脱炭素社会への移行」、「循環経済（サーキュラー
エコノミー）への移行」、「分散型社会への移行」という
「三つの移行」を加速させることが必要です。
今回は「三つの移行」のうち、ビオトープとも特に関連
の深い、「脱炭素社会への移行」と「分散型社会への移
行」の2つについて取組を紹介します。

環境大臣
小泉 進次郎
２．脱炭素社会への移行
（１）2050年までにカーボンニュートラル
昨年10月、菅総理は、国会の所信表明演説におい
て、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼ
ロにする、すなわちカーボンニュートラルを目指すこと
を宣言しました。「グリーン社会の実現」は政権の中心
課題に位置付けられ、「積極的に温暖化対策を行うこ
とが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな
成長につながるという発想の転換が必要」であることが
うたわれました。
その後、11月には、衆議院・参議院の本会議におい
て「気候非常事態宣言」が決議されました。
これらを受け、改めて、「この10年が勝負」という思い
で、カーボンニュートラルの実現に向けて政策を強化
してまいります。
（２）自治体や企業による脱炭素への取組
国内の脱炭素化への動きでは、自治体や企業が非
常に重要な役割を果たしています。
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自治体においては、「2050年までのCO2排出量実質
ゼロ」を目指す「ゼロカーボンシティ」の数が、私が環境
大臣に就任した2019年9月時点では4自治体だったもの
が、昨年12月には約200自治体まで増加し、人口規模
でも9,000万人を超えました。環境省としても、地域の再
エネ事業の実施・運営体制の構築や、地域との合意形
成に対する支援を強化します。
また、菅総理の指示で設置された「国・地方脱炭素実
現会議」の場も活用しながら、2050年を待たずに、可能
な地域から次々とCO2排出量実質ゼロ、すなわちゼロ
カーボンに移行する、地域の「脱炭素ドミノ」を起こして
行きたいと思います。
さらに、2050年カーボンニュートラルを位置づけること
や、地域における再生可能エネルギーの導入拡大とエ
ネルギーの地産地消等による脱炭素化の促進に向け
地域の合意形成等を後押しする仕組みの導入等を目
指し、地球温暖化対策推進法の改正案について検討し
ていきます。
企業の動きも加速しています。我が国のESG金融の
規模はこの3年で6倍も増えました。企業の気候変動へ
の取組、影響に関する情報を開示する枠組みである
TCFDの我が国の賛同企業数は世界第1位となるなど、
企業の脱炭素経営の取組は着実に進んでいます。民
間企業においては、事業に必要な電力を再エネ100％
で賄う「RE100」への参画を始めとして、「脱炭素経営」が
広がっており、こうした取組を後押ししていきます。加え
て、ローカルSDGsの実現に向けた地域金融機関による
「ESG地域金融」など、ESG金融の普及・展開も促進して
いきます。
さらに、日本経済団体連合会（経団連）は、昨年11月
に発表した「。新成長戦略」の中で「サステナブルな資
本主義」を掲げました。経団連と環境省の間では、昨
年、脱炭素社会、循環経済、自然共生・分散型社会の
実現に向けた今後の連携方針をまとめた合意文書が取
り交わされています。これに基づき、経団連と環境省
は、定期的に意見交換を行っており、昨年、既に気候
変動問題や生物多様性について議論を行い、次回は
「サーキュラーエコノミー」を議題にする予定です。今後

も経済社会のリデザインに向けて、経団連などの企業と
の連携を一層推進してまいります。
（３）TOKYO2020を契機としたライフスタイルの変革
2050年カーボンニュートラルを実現するためには、社
会のあり方、産業構造、私たちの暮らしのあり方、例えば
食、住宅、ファッション、自動車など交通のあり方など、
すべてを変革していく必要があります。昨年12月に閣議
決定した補正予算案でも、電気自動車の購入補助金を
40万円から80万円に倍増することを盛り込みました。こ
れは、購入者の再生可能エネルギー100％調達を条件
とするもので、単に車の導入にとどまらず、再エネ電力と
セットで電気自動車の導入を支援するもので、我が国で
初めての取組です。
さて、今年はいよいよTOKYO2020が開催されます。
国民の多くが触れ合うスポーツの祭典である
TOKYO2020が、人々が気候変動問題について考え、
脱炭素社会への移行に向けた行動を起こす契機となる
ことを目指します。
TOKYO2020では、東北で発電された電気を含む再
生可能エネルギー100％による大会運営を目指してお
り、大会で使用する車両以外にも聖火台や選手村の一
部で水素エネルギーが利用されます。発生してしまう
CO2は、東京都や埼玉県が発行するクレジットによって
カーボンオフセットが図られます。
昨年11月には、橋本東京オリンピック・パラリンピック
競技大会担当大臣にご同席いただき、タレントの武井壮
さんを環境省のサステナビリティ広報大使に任命させて
いただきました。ぜひ、皆様も一緒に、TOKYO2020を
きっかけに、「気候変動×スポーツ」という切り口でライフ
スタイルの転換を進めていただければと思います。
TOKYO2020の開催時期は暑い夏に重なります。昨
年の6月から9月の熱中症による救急搬送者は約65,000
人に上りました。昨年、環境省は気象庁と連携した熱中
症警戒アラートを関東甲信越地方で試行しましたが、今
年は、TOKYO2020に向けて、暑くなる夏を待たずに、
熱中症警戒アラートの全国での本格運用を始めます。

写真：環境省と（一社）日本経済団体連合会との脱炭素社会
の実現に向けた合意文書の取り交わし（2020年9月24日）

写真：橋本東京オリンピック・パラリンピック競技
大会担当大臣と環境省のサステナビリティ広報
大使に就任いただいた武井壮さんとともに
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（４）気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）
に向けて
2050年カーボンニュートラルに向けた具体的な行
程を検討するため、現在、地球温暖化対策計画の見
直しを行っています。新たな目標を受け議論を進
め、本年11月開催予定のCOP26までに、2030年に
向けた我が国の取組について国連に通報することを
目指します。
また、脱炭素社会の実現に向けて、再エネや水素
の後押しをはじめとする経済社会のリデザインを進め
ることは、我が国の大きな成長につながると考えてい
ます。先月菅総理から御指示いただいたように、経
済産業省とも連携しながら、こうした成長に資する
カーボンプライシングの議論についても今年再開し
ていきます。
こうした政策により、政策の継続性や予見可能性
を高め、我が国の本気度を示していきます。
さらに、我が国の目標や取組を積極的に世界に発
信し、環境先進国日本の復権を図るとともに、世界全
体でのカーボンニュートラル達成に貢献したいと考え
ています。

拠点等に電力を供給できたのは、自立・分散型のエ
ネルギーシステムを構築していたからでした。
災害に対して強靱な「分散型社会」の実現が重要
となる中、環境省は、自立・分散型のエネルギーシス
テムの普及・展開等を通じて、睦沢町のような好事例
を増やしていきます。
（２）国立公園におけるワーケーションの推進
日本には、世界に誇る国立公園や懐かしいふるさ
との自然など、美しい景観や個性あふれる自然環境
といったビオトープがたくさんあります。和食や花見、
祭など、日本の伝統的な文化や慣習は、長い年月を
かけて、地域の自然と折り合いをつけながら育まれて
きました。そのような地域の自然に、より活力あるコ
ミュニティが形成されるような分散型社会への移行が
重要です。
「分散型社会」への移行に向けては、国立公園に
おけるリモートワーク環境の整備も重要です。他方、
私自身視察で訪れた阿寒摩周国立公園では、廃屋
が国立公園の魅力を大きく損なっているという課題も
目の当たりにしました。今後、国立公園の廃屋対策
などを推進し、景観の改善や質の向上にも注力して
いきます。また、国立公園等において、電気自転車
の活用・優遇や、再エネの率先利用、ペットボトルな
どのプラスチックを使用しないことなどにも率先して
取り組んでいます。国内外からの誘客と長期滞在を
促進し、地域活性化への貢献を目指す「国立公園満
喫プロジェクト」について、今後、全ての国立公園へ
展開し、深化させていきます。

３．分散型社会への移行
（１）地域のレジリエンス強化
近年、気象災害が頻発する中、自立・分散型のエ
ネルギーシステムの普及・展開等を通じて、地域のレ
ジリエンス強化を進めていきます。例えば、千葉県睦
沢町の「むつざわスマートウェルネスタウン」が、一昨
年の台風の影響で町内全域が停電した時にも防災

写真：滋賀県高島市畑の棚田 田植え前の畦づくり 撮影者 岡野隆宏
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さらに、国立公園満喫プロジェクトの成果を踏ま
えて、国立公園の最大の魅力である自然の保護と
利活用の両立を促進するため、利用拠点における
廃屋の撤去や街なみ改善等の再生・上質化、自然
体験型アクティビティの充実、保全・管理の充実強
化といった視点で、自然公園法の改正も含めた制
度の見直しに向けた検討を進めます。

れます。そこでは人と自然との相互作用により育ま
れた豊かな生物多様性が保たれています。2010年
に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（COP10）を 機 に 始 ま っ た
「SATOYAMAイニシアティブ」は、人と自然との共
生を国際的な連携の下で進めるものです。この条
約の目的の一つである「持続可能な利用」の重要
性に焦点を当てたこのイニシアティブの国際パート
ナーシップは、現在約70か国・地域から約270団体
の参加を得て、世界各地に広がっています。
国際的には、今年COP15の開催が予定されて
おり、新たな世界目標であるポスト2020生物多様
性 枠 組 の 策 定 に 向 け て、持 続 可 能 な サ プ ラ イ
チェーンの構築や測定可能な目標設定の議論が
行 わ れ ま す。日 本 も こ れ に 貢 献 す る と と も に、
SATOYAMAイニシアティブの経験も活かして、各
国の生物多様性国家戦略の策定支援について国
際連携を推進します。

（３）里地里山ビオトープ
なつかしい風景が広がる里地里山ビオトープで
は、農業や林業などの生業を通じて、人が自然に
働きかけることで、豊かな生物多様性が育まれてき
ました。ところが、日本の産業構造が変化し、都市
への人口集中が続く中で、人と自然との関係が変
わり、メダカの学校や秋の七草など身近な生き物の
生息地や生育地が少なくなってきています。
このような中、環境省では、里山の地域資源を活
用しながら、脱炭素や循環経済も含めた地域づくり
を推進しています。モデル地域では、コウノトリに配
慮して栽培したレンコンのブランド化や、ジビエの活
用、放置された竹林対策など、里山を舞台にした
様々な取組が進められています。今年度からは、地
域の里山資源を活かし、雇用の確保にもつながる
スモールビジネスを支援することで、里地里山の環
境と社会経済面の問題をあわせて解決するための
支援事業も始めます。

４．おわりに
本年はいよいよ脱炭素に向けた転機ともなるオリ
ンピック・パラリンピックを迎えます。訪日客の皆さ
んは、世界最大のスポーツの祭典だけでなく、日
本各地の美しい自然の風景との出会いも楽しみに
していることでしょう。古来より日本人が育んでき
た、自然の恵みを活かした持続可能な地域社会へ
のリデザインを、今年も皆さんと一緒に進めていけ
ることを祈念して、新年の御挨拶といたします。

（４）SATOYAMAイニシアティブ
里地里山のような自然環境は世界各地にも見ら

写真：フィリピンの里山（ムヨンと呼ばれる） 斜面に広大な棚田が広がる © 2017 Joane V. Serrano,
UPOU
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シリーズ連載

今さら聞けないエス・デイー・ジーズ（SDGｓ）…
その2 「SDGｓ・地球温暖化防止とビオトープ
（ペシャワール会の活動紹介）」
近年低開発国での人口急増と共に、気候危機ともい
える異常気象が常態化してきています。そして富める国
と貧しい国の格差は益々広がり、貧困から来る餓死を伴
う飢餓者は地球温暖化による異常気象と、特にこの一年
間COVID-19の感染拡大で一気に増加しているものと思
われます。
2015年国連でSDGｓを参加国の総意の元に採択した
のは、ご存知の通りです。
日本も新政権の所信表明で「2050年温室効果ガスゼ
ロ」を宣言しました。アメリカもバイデン政権に変わり、
SDGｓの根幹をなす気候危機対策を重要な政策として位
置づけており、輸入国に対して「国境炭素調整賦課金」
も公約に掲げています。世界は一気に2050年脱炭素社
会に向けて急加速されることになるでしょう。

海の環境を守ることは、川の環境を守ること、すなわ
ち「多自然川づくり」を主として、水源となる森を正しく管
理することが必要であり、近年森林を切り開いて太陽光
発電を設置する事や、山尾根に風力発電を設置するた
めの作業道工事による、林地機能の衰退から土砂災害
など発生は、最終的には海の豊かさを損なう事となりま
す。

≪SDGｓNo.13・No.14≫

≪SDGｓNo.15・No.6≫

SDGｓ2030年目標17項目は、我々の生活全てが網羅
され、関連しあい、全ての人々のパートナーシップで達
成しようとするものです。将来世代の地球環境の為に、
No.13気候変動に具体的な対策は必須であり、化石燃
料ゼロ社会の為の再生可能エネルギーへの100％変換
が求められます。
岩手県において、「2030年までに、再生可能エネル
ギー65％」を掲げ、バックキャステイングで政策を進める
計画であり、各県においても一斉に取り組まれることと思
われます。
先進的な世界のトップ企業も、「RE100（2050年までに
再生可能エネルギー100％）」を宣言しており、日本に於
いても最初に手を挙げた（株）リコーに続いて将来に危
機感を持つ41社が宣言しています。

前述のように海の豊かさのために、陸の豊かさを守る
には何に取り組むか、将来の持続可能な林業や持続可
能な農地は欠かすことは出来ません。その為に農薬や
化学肥料に頼らない有機農業や成長量以下で収穫を
行う循環型の正しい林業施業が求められます。ビオトー
プによる多自然な生態系の創出も、重要な取組であり、
海の豊かさと共に地球人口の急増による飢餓者に対応
した食糧の持続可能な確保に直結しています。
日本の降雨量は多く、地球温暖化による渇水とは幸
い縁がなく、地下水もまた地形上殆どが流水であって、
「水道水がそのまま飲める」きわめて恵まれた状況にあり
ます。アメリカの穀倉地帯では、雨量は年間500㎜にも
満たない地域が多く、穀物生産に地下水は欠かすこと
は出来ません。そのため地下水が枯渇する現象も起き
始めていて、次々と農地を変えざるを得ず、持続可能な
農業とは言えません。
また、低開発国の中には、清らかな水が得られずに
不衛生な河川水や溜水を飲用に使い、伝染性疾患や
貧困から来る飢餓により死に至る子供たちも多いので
す。

（環境省・みずほ情報総研作成資料より）

日本ビオトープ協会副会長・主席BA、
環境パートナーシップいわて 特別常
任顧問・理事、
元小岩井農牧㈱代表取締役常務

野澤 日出夫
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≪SDGｓNo.１・No.2≫

中村哲医師の現地での用水路づくりに関して「アフガ
ン・緑の大地計画（伝統に学ぶ灌漑工法と甦る農業）」
に纏められ、2018年7月に改訂版が発行されています。
本年1月には第2刷が出版されました。
現地の工事に当たり中村医師が心掛けていたのは、
①なるべく単純な機器で施工できること
②多大なコストを掛けないこと
③ある程度の知識があれば、誰でも施工できること
④手近な素材を使い地域に無いものは使わないこと
⑤壊れても地域の人で修復できること
このことは、我々のビオトープづくりにも必要な考え方
でありましょう。
本誌は現地での活動や工事進捗状況の写真が多用
され、工事設計図など充実した技術書になっていて、ビ
オトープ協会員、アドバイザーは必見の書であります。
書店では販売されておらず、下記の要領で直接ペシャ
ワール会に申し込むと直ぐに手元に届きます。

貧困者は、貧富の差が大きい富める国にも存在し、
日本に於いてもかなりの貧困家庭があり、特に新型コロ
ナ感染の広がりの中で事業者が疲弊し立場の弱い人
ほど貧困に陥ることになります。
貧困の為に食糧の入手が出来ないことから起こる飢
餓と、根本的に農地の生産性が低く十分な食料が得ら
れないことが原因の飢餓があります。
前者は政策的な問題ですが、後者は急激な人口増
加と、特に地球温暖化によると思われる地域的な大旱
魃・水源不足から発生しています。
≪アフガン・ペシャワール会の活動≫
「ビオトープ37号・38号」に、協会特任顧問 後藤惠之
輔先生が投稿された、「アフガン・緑の大地計画」の灌
漑水路づくりについて、技術的な工法が詳細に紹介さ
れています。特に日本の古くから伝わる河川工事の蛇
篭工・植生工・粗朶柵工・石積工などの技法を見事に
取り入れ、ビオトープ的多自然河川工法は感動的でさ
えあります。
1983年中村哲医師がペシャワールに赴任することと
なり、発足したのがペシャワール会です。現地「平和医
療団・日本（PMS）」の基金団体でありますが、それ以上
の活動を行っています。

【書籍】アフガン・緑の大地計画 (改訂版)
中村哲 著／1,700円(税込)+送料
出版: PMS (Peace Japan Medical Services)＆ペシャ
ワール会
『支援者への返礼を兼ね、15年間試行錯誤を繰り返し
培ってきた技術を記録した「目で見る事業報告」であ
る。「現地60万農民に代わり改めて頓首礼を述べ、ここ
に記された集大成 ――事業の結実を以て、尽くせぬ
感謝を伝えたい」（中村哲）』
※店頭販売をしておらず市場に出回っていない作品で
す。ご購入の際は下記書籍班まで直接お問い合わせく
ださい。
注文先：ペシャワール会 書籍班
電話：092-731-2372／FAX：092-731-2373
メール：peshawar@kkh.biglobe.ne.jp
1.タイトル 2.購入数 3.お名前 4.郵便番号 5.住所 6.電
話番号を明記の上、ご注文下さい。
【http://www.peshawar-pms.com/index_book.html】
なお、上記ペシャワール会に関する記載は、同会古
川正敏事務局長の了承を得てご紹介したものです。
ペシャワール会の活動費用は、寄付金によって賄われ
ていて、寄付者すべてがこのSDGｓの活動に関与してい
ることになります。

≪SDGｓ・・だれ一人置き去りにしない≫
その現地代表中村哲医師は、1984年からペシャワー
ルへの医療で赴任し、ハンセン病治療に当たって居ら
れましたが、地球温暖化から2000年夏以来顕在化した
大旱魃は、赤痢の蔓延とともに農地を砂漠化させ貧困
と飢餓状態が進み流民が急増しました。治療以前の食
糧問題と雇用を生み出す「緑の大地15か年計画」を
2002年に打ち出しました。ジャララバード北部穀倉地帯
再生のための灌漑事業への取り組みです。現在までに
1,600本の井戸と灌漑用水路総延長191㎞を築いて、灌
漑面積は実に16,500ヘクタールに達しています。ほぼ
東京世田谷区の3倍に匹敵する広大な砂漠化した農地
を緑豊かに復元させました。
その中村哲医師は、2019年12月4日（水）、いつもの
ようにジャララバードの宿舎を出て作業現場に向かう途
中何者かに銃撃され、病院に移送された後、亡くなりま
した。（合掌）享年73歳でした。
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会員・BA等投稿

キアゲハ その1
キアゲハは、アゲハと並んで日本全国に分布する大
型の蝶です。アゲハは柑橘系の植物に卵を産むのに
対して、キアゲハはセリ科の植物に卵を産みます。両
種共に飼育することが容易なので、子供の頃に飼育
することを勧めます。この体験が、自然に対する興味を
持つきっかけになることうけあいです。誌面の都合上、
2回に分けて生態をできる限り詳しく紹介いたします。

幌加内ビオトープ研究会代表、
日本ビオトープ協会個人会員
内海 千樫
孵化が近づくと中の幼虫が透けて見えます。

孵化が始まった．1

孵化．2

キアゲハ
幼虫の最初の食べ物は卵の殻

1齢幼虫

脱皮（頭が脱げかかる）

皮が胸まで脱げる

皮が全部脱げる

セリに産卵するキアゲハ

セリ科の植物なら何でも産卵します。例えばニンジ
ン、ミツバ、セロリ、ヤマウド、エゾニュウ等ですが、幼
虫になったら途中で餌を変えることはできません。孵
化直後が餌を変える唯一のチャンスです。

頭の殻も取れる

卵（直径1mm位）

孵化後11日齢

孵化直前
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昆虫の皮膚は成長しないので、体が大きくなる度に
服を着替えるように脱皮します。

十分に成長した幼虫は、大量の糞を出します。

蛹になる場所が決まると、尻尾の先を糸で固定
します。木の枝に、胸の高さに糸を張ります。

野外での幼虫（白やじるしの所にいる）

13日齢幼虫

終齢幼虫（18日齢）

糸の根元を体の左右に固定します。
幼虫が4回の脱皮を経て十分に成熟するといよいよ
蛹になりますが、タテハチョウ科の蛹は尻尾の先で逆
さにぶら下がりますが、アゲハチョウ科やシロチョウの
仲間は帯蛹といって、尻尾の先と、胸を帯のように糸
で支えます。
蛹になった状態は見かけますが、一体どうやってこ
の糸を張るのか不思議でなりません。
幼虫の形と成虫ではまるで別の生物の様に違いま
す。蛹はその間を繋ぐもので、蛹の中では体がドロドロ
になって、大改造が行われています。
前足で抱えるようにして何十回も往復します。糸
が太くなって見えるようになりました。

蛹
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最後にこの輪をくぐります。
（次号、その2に続きます）

会員・BA等投稿

コロナ禍に思う、夏の思い出！
コロナ禍のストレスのためか、現実逃避、昔のことをよ
く思い出します。皆さんは尾瀬に行ったことはあります
か？私は40年近く自然相手に仕事をしてきましたが「尾
瀬」に行ったことはありませんでした。ない？・・・とは何
事か！というお叱り言葉が有ったとか、無かったとか。と
いうことで昨年8月に尾瀬に行ってきました。
尾瀬の知名度はかなり高いと思いますが、実際に
行ったことのある人は意外に少ないのではないでしょう
か。知名度を上げたのは、「夏の思い出」作詞：江間章
子、作曲：中田喜直ですね。

日本ビオトープ協会 北海道
東北地区委員長・主席BA、
株式会社エコリス代表取締役
佐竹 一秀
にすると7.2ｋｍ、2時間40分程で山ノ鼻に戻ります。そこ
から木道と山道を1時間半かけて登ると、スタート地点の
鳩待峠です。合計約20ｋｍ、7時間、日ごろから登山や
ハイキングを行っている人であれば、日帰りでも回れな
いことはありません。が、できれば1泊、あるいは私のよう
に鳩待峠の登り口の尾瀬戸倉温泉で一泊し、朝一のバ
スで鳩待峠に行き、さらに尾瀬ヶ原のど真ん中の山小屋
（竜宮小屋）で一泊すると、じっくりゆっくり尾瀬ヶ原を満
喫できます。お盆の時期なのでニッコウキスゲの花は終
わっていましたが、サワギキョウの紫色はきれいでした。
ただ花もそうですが、それよりも冒頭の写真のように木道
の先にどこまでも続く広大な湿地、草原。そこをゆっくり
と歩く。とても気持ちよかったです。
広大な湿原と周りの山々の風景を楽しみながら歩い
ていると、この平坦な尾瀬ヶ原がどうやってできたのか？
という疑問が湧いてきました。河口部の湿地であればわ
かるのですが、2,000ｍ級の山岳に囲まれた場所に、突
如として平原が、それも6km×2kmと広大な面積、まるで
湖の水面のようです。少し前までは燧ケ岳の噴火により
只見川が堰き止められ、そこに「古尾瀬ヶ原湖」という水
深200メートル以上もある巨大な湖ができ、周辺の山々
からの土砂が流れ込みや岸際から植物が侵入して湿地
化し、現在に至ったと考えられていました。ただその後
の調査で、巨大な湖が存在していた証拠は確認され
ず、16,000年前までに尾瀬ヶ原の東半分程度が水没す
る浅い湖が存在していようです。浅い湖は周辺の山々
からの土砂流入で扇状地が作られ、川の蛇行や氾濫に
より徐々に埋め立てれ、三日月湖や後背湿地などから、
およそ8,000年前頃から泥炭の形成が始まり、徐々に厚
みを増し現在に至ったようです。泥炭が積み重なりはじ
めた最初の段階は、積み重なる面が周りの地下水位より
も低いか、水中にありました。このような湿原を低層湿原
と呼びます。ここには栄養に富んだ川や地下水が流れ
ているため、ヨシなどの背の高い植物が優占していま
す。泥炭の積み重なりが進むとしだいに中央部が盛り上
がり、周辺の地下水位よりも高くなります。そのため雨水
から栄養をもらうだけになり、乾燥や貧栄養でも育つミズ
ゴケなどの特異的な植物が優占するようになります。こ
のような湿原を高層湿原といい、尾瀬ヶ原中央部のほと
んどの部分が含まれます。またこの低層湿原と高層湿原
の中間の状態のものを、その名の通り中間湿原といい、

♪夏がくれば 思い出す はるかな尾瀬 遠い空
霧のなかに うかびくる やさしい影 野の小径 (こみ
ち)

水芭蕉(みずばしょう)の花が 咲いている 夢見て咲い
ている水のほとり
石楠花 (しゃくなげ) 色に たそがれる はるかな尾瀬
遠い空
夏がくれば 思い出す はるかな尾瀬 野の旅よ
花のなかに そよそよと ゆれゆれる 浮き島よ
水芭蕉の花が 匂っている 夢みて匂っている水の
ほとり
まなこつぶれば なつかしい はるかな尾瀬 遠い空
尾瀬は尾瀬ヶ原と尾瀬沼を中心に周辺の山々も含
めて、豊かで多様な自然環境があり色々な楽しみ方が
できる場所です。尾瀬ヶ原の広大な湿原がイメージさ
れ、尾瀬沼もその中にあると思っている人も多いと思い
ます（私もそう思っていました）。実際には5,6ｋｍ程離れ
ており、徒歩（しかありませんが）2時間ほどかかります。
私が今回訪れたのは尾瀬ヶ原です。尾瀬ヶ原は、群
馬、福島、新潟の県境付近の標高1,400ｍにある盆地
です。周りは2,000ｍの山々に囲まれているので直接車
で行けません。主なアクセスルートは群馬県片品村の
鳩待峠から入るのですが、鳩待峠の駐車場から1時間
ほど山道＋木道を下ったところで、やっと湿原の入り
口、山ノ鼻につきます。尾瀬ヶ原は東西に6ｋｍ、南北2
ｋｍの広さがあり、山ノ鼻は尾瀬ヶ原西端です。そこから
牛首分岐、竜
宮、見 晴 ま で
ほぼ平坦な湿
原の木道を歩
く こ と、6 ｋ ｍ
弱、2 時 間 程
か か り ま す。
帰りは少し 遠
回りし北側の
樹林との境界
を歩くコース
尾瀬ヶ原の木道
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大きくなると記載されていますが、実際には1ｍを超える
ものもあり、幅も30センチ前後と巨大になって生い茂り、
白い可憐なミズバショウが緑の化け物に変化してしまい
ます。写真の根本付近に白い仏炎苞が見えますので、
これからグングン伸びます。バショウという植物をご存知
でしょうか、関東以南では露地植えされています。熱帯
植物園などで見るバナナの木を思い出してもらえれば
それに近いです。このバショウの葉が巨大です。ミズバ
ショウの名前はバショウのように葉が大きくなることが由
来となっています。
今回は尾瀬ヶ原の成立
ち、夏 の 思 い 出、そ し て ミ
ズバショウを中心に話をし
ましたが、環境問題として
広く知られているシカ（ニホ
ンジカ）による食害につい
ても触れておきます。尾瀬
にはもともとニホンジカは
いませんでした。1990年代
半ばから確認されるように
なり、2010年頃から被害が
シカ道
拡大してきています。食害
としては花や芽を好んで食べるので、尾瀬の代表的な
花であるニッコウキスゲが激減しており、以前見られて
いた黄色のジュウタンのようなお花畑が消失してしまっ
ています。多数のシカが湿原内に入り込み、摂食、掘
起こしを行い、シカ道やぬた場（体表についてダニや汚
れなどを落とすために泥浴びをする場所）が湿原内に
形成され裸地化が進んでいます。さらに裸地化した場
所には、従来の植物とは違う種が入りこみ、尾瀬の貴重
な生態系を壊し始めているようです。対応策としては、
シカの捕獲や貴重な植物をネットで囲む等の対策が行
われています。また、2017年から第4次尾瀬学術調査が
行われており、尾瀬の植物と動物の現状を把握するとと
もに、ニホンジカが尾瀬の動植に与える影響、温暖化
影響下での尾瀬ケ原生態系の保全策、再生策の構築
等が進められているようです。さらにドローンによる3次
元データの取得による、生態系の広域かつ高精度の立
体的な調査も行われていて、映像データの公開も一部
始まっているようです。尾瀬保護財団のホームぺージ
上で「尾瀬ヶ原バーチャルツアー」が公開されています
ので、一時コロナを忘れて是非確認してみてください。
https://www.oze-fnd.or.jp/archives/99253/
今の尾瀬は雪の中です。雪解け時5月下旬～6月中
旬頃のミズバショウ、あるいは6月中旬～7月下旬頃の
ニッコウキスゲなどの花の時期、あるいは9月下旬から
10月上旬の草紅葉（くさもみじ：湿原の草本が冬枯れに
向けて黄金色に染まります）の時期に訪れるのが良いと
思います。雪解け時あるいはその後のコロナはどうなっ
ているのでしょうか？根絶は無理との事ですので、ワク
チンや薬の助けを借りながら、共存の道を探っていかな
ければなりません。マスクを外し、心地よい風を受けて、
延々と続く木道をゆっくりと歩きたいものです。

高層湿原のまわりや山際に作られます。低層、中間、高
層湿原を、標高の違いと思っている人も多いと思います
が（私もそうでしたが）、周辺水域と水位の差により区別
されています。現在の尾瀬ヶ原の泥炭層の厚さは、
ボーリング調査などから4.5メートル以上となっていま
す。 尾瀬の泥炭の堆積速度は、1年間に0.7～0.8ｍｍ
と考えられていますので、木道から過って湿原へ踏込
み、5cm陥没させた場合は、回復させるのには7,8年以
上かかります。湿地への立入は禁止で！
湿原の成り立ちを考えつつ、さらに延々と続く木道を
歩く。そして口ずさんだのが当然の事ながら「夏の思い
出」、少しだけ時期がはずれていると思いつつ、♪夏が
来れば思いだす はるかな尾瀬・・・水芭蕉の花が咲い
て い る・・♪、チ ョ ッ と 待 て、水 芭 蕉 の 花 が 咲 い て い
る？？？標高が高く雪の多い尾瀬でもミズバショウの花
は5月下旬から6月中旬ごろ、夏といえば7,8月。時期が
少々ずれている。詩の世界では許されても、生き物屋と
しては少々気になりました。「夏の思い出は」昭和24年6
月13日にＮＨＫのラジオ番組『ラジオ歌謡』にて石井好
子の歌で発表され、あっというまに広がりました。作詞の
江間章子（1913.3.13～2005.3.12）は尾瀬の近くではあ
るのですが（だいぶ手前ですが）、群馬県片品村の戸
倉地区のミズバショウの群落を見て感動し、併せて子供
の頃に見た岩手県八幡平のミズバショウの思い出も重
なり作ったとの事でした。2番の歌詞の、♪まなこつぶれ
ばなつかしいはるかな尾瀬♪ではなく、はるかな八幡
平と思われます。終戦間もない時代に、尾瀬ヶ原を歩く
人がどれほどいたかを考えると、多少のずれは許容範
囲にしたいと思いますし、「歳時記」ではミズバショウは
夏の季語なので、詩の上では問題なしですね。ただ、
実際に夏に尾瀬に行ってもミズバショウの花が見られず
残念だった！との意見も数多くあるのも事実です。
ミズバショウで一言、雪解けの湿地に白い可憐な花
をつけますが、実は白いのは花ではなく仏炎苞（ぶつ
えんほう：棒状の花
を包み込む苞を仏
像の背景にある炎
形の飾りに見立てた
も の）で、本 当 の 花
は中心部の 黄色い
ところについていま
す。知 っ て い る よ！
との声も聞こえそうで
ミズバショウ
す の で、も う 一 言。
花が枯れた後の事
をご存知でしょう
か？花が枯 れる（仏
炎 苞 が し お れ る）と
葉っぱが伸びてきま
すが、この葉っぱが
凄まじいことになりま
す。ある図鑑では葉
ミズバショウ（花期後）
は長さ80ｃｍ程度に
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