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巻頭言

里山から学ぶ 生態系インフラ

1960年代に森林生態学者であった四手井綱

株式会社久郷一樹園 代表取締役、
NPO法人日本ビオトープ協会 副会長
・主席ビオトープアドバイザー
久郷 愼治

英氏が初めて使った「里山」という言葉と概念
は、今や世界共通語「SATOYAMA」として認知さ
れている。
炭や薪を生産する為の薪炭林や腐葉土として
利用する落ち葉を採取する農用林をまとめて里
山と呼んでいるが、具体的にはクヌギやコナラな

又、植物についても絶滅危惧種を含め多くの

どの落葉樹からなる雑木林やため池、草地、農

種が生育する里山はそれらの植物と深い関係を

地(水田・畑)、放牧地等を中心としたそれら生態

持つ昆虫類や動物と共に貴重な生息地であると

系の集合体を里山として理解されている。

言える。

里山は有史以来、人間が生活する上で深い

これら里山は人間活動によって維持されてき

かかわりを持ちながら長い間維持してきた場であ

たのであるが、それは例えば定期的な伐採、草

り、又、様々な生態系サービスをもたらす場とし

刈、野焼き、落葉掻き、農地（水田・畑）耕作等

ても、あるいは多くの生物にとっての貴重な生息

の伝統的な人為的攪乱により成り立ってきた。
その上で我々人間に、食料や水、医薬品とし

地としても機能してきたのである。
里山と呼べる所は国土の約40％を占めている

ての原料、木材、燃料、肥料、染料などを与え

と言われているが、環境省の調査では絶滅危惧

てきた里山は、我々の衣・食・住を支える大切な

種が集中する地域の約60％がその里山にあるそ

自然の恵みを与えてくれる生態系の供給サービ

うである。

スステーションである。又、気候の安定や、洪水

多くの生物が生息場所(摂餌・産卵・逃避等)と

制御、水質浄化などの調整サービスステーショ

して利用している里山は生物多様性が高く、いく

ンとして、教育やレクリエーション、リラックス効果

つかの生態系を跨いで生活する両生類（カエ

など精神的豊かさを与えてくれる文化サービス

ル・サンショウオ等）・魚類（ナマズ・ドジョウ）・鳥

ステーションとして、これからも我々が生きていく

類（サシバ・タカ等）・昆虫（トンボ・チョウ等）など

上で必要不可欠な貴重な生態系インフラとして

の多くの生物を育む貴重な生息地として存在し

大切に保全され続けなければならない場である

ている。

と言える。
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特別寄稿

グリーンインフラの時代へ
1.はじめに
自然が持つ多様な機能を賢く利用することで、持続
可能な社会と経済の発展に寄与するインフラや土地利
用計画がグリーンインフラならば、その概念は日本にお
いては古来、持続可能な生活基盤として連綿と維持さ
れてきた中に見ることができる。例えば、里山における
田んぼでの雨水一時貯留機能は雨水対策として優れ
たインフラであり、また薪炭林の伐採による萌芽更新な
ども生態系にやさしいグリーンインフラといえよう。しか
し、都市に人口の60%以上が住む時代に、都市内に
おいて自然生態系の維持や保全、特に不透水面で覆
われた地表面に対して雨水の循環を持続的に図れる
機能を導入することは非常に重要な課題といえる。そこ
で、本稿は特に都市に注目し、雨水の循環と環境改善
の側面から「里山から学ぶ生態系インフラ」のテーマに
アプローチしたい。

株式会社東邦レオホールディングス
専務取締役、技術士
木田 幸男
は、生態系機能が強化された人工構造物（雨水管理
施設）などを重視し、「雨水管理、洪水対策と環境保
全を同時に実現させる手法」としてとらえられている。
いずれもが「都市に発生する問題を自然（グリーン）
の力を活用して解決しよう」とするもので、環境保全、
街づくり（地域開発）、防災・減災など、さまざまな分
野の統合を促す新しい概念として我が国に広まりつ
つある。
3.都市の問題を解決するグリーンインフラ
世界の大都市では、ヒートアイランド現象や都市型
水害などの問題が深刻化している。それらの問題解
決のためにグリーンインフラの考え方が取り入れられ
ている。グリーンインフラが世界的な潮流になってい
る大きな要因は、その「多機能性」にある。すなわち、
植物や土壌のもつ自然の仕組みを利用して、雨水
の貯留・浸透、流出抑制、汚染物質の除去、利活用
や地下水涵養をはじめとした水環境の改善、さらに
都市微気象改善などを行い、安全で住みやすい新
たな街づくりが実現できるからだ。
グリーンインフラのもつ多くのベネフィットを米国環
境保護庁（EPA: Environment Protection Agency）の資料をもとに表1にまとめた。また、グリーンイン
フラの要素を同じくEPAの資料を参考にして14要素
にまとめたので表2に示す。

2.グリーンインフラの概念は広い
グリーンインフラという言葉は、2015年に国土交通省
による「国土のグランドデザイン2050」に、社会資本整
備の方針として正式に位置づけられた。2017年には、
グリーンインフラ研究会編（日経BP 社）による「決定版
グリーンインフラ」が発刊され、初めてその概念や具体
的な手法が一般化された。しかし、その内容は国や団
体によってさまざまだ。
例えば欧州（EU）では、「管理された自然および半
自然的領域を戦略的にネットワークしていく手法」として
とらえられている。すなわち、生態系の保全・再生・生
態系ネットワークの形成とともに、生態系サービスを活
かした街づくり、災害対策などの取り組みがなされてい
て、これまでのエコロジカルネットワークを活かしたビオ
トープ的考え方に沿ったものと考えられる。一方米国で
表1

グリーンインフラの多様なベネフィット
対象

水質と水量
Water Quality & Quantity

大気質
Air Quality

気候変動に対する回復力
Climate Resiliency

ベネフィット

機能

水質の改善

多様な汚染物質の除去、合流式下水道の河川放流削減

流出抑制

豪雨時の雨水流出の遅延および抑制

水の安定供給

雨水の貯留と利用、地下水の涵養、水循環の改善

微粒子状汚染物質の低減
健康増進

微粒子状汚染物質の吸着・ろ過
呼吸器疾患の減少

地表面オゾン濃度の改善

気温の低減、窒素酸化物の除去、スモッグ発生の抑制

水害リスクの低減

雨水の地中への浸透、緑地保全による洪水危険度の低減

渇水対策

上水道負荷の軽減

ヒートアイランド現象の緩和

樹木の蒸散、屋上緑化による緑陰形成

ビルのエネルギー需要の抑制

ビル表面緑化によるビル内の室温低減

水の管理に要するエネルギー使用量の削減 雨水の下水流出抑制による下水処理場使用エネルギーの削減
野生生物の生息地と生存
Habitat & Wildlife

地域社会
Communities

棲息域の改善

植生による侵食防止、生物の水分・エサ供給のほか、生育場（隠れ場所・
休憩場所・繁殖場所）の提供

棲息地の連続性の強化

野生生物の移動の容易化、棲息地のネットワーク化

緑による雇用の創出

グリーンインフラの建設や維持管理に伴う仕事機会の増加

健康上の恩恵

緑地と公園を使った野外活動の活発化による各種疾病の予防

レクレーションスペースの提供

樹林地やオープンスペースでの都市住民によるレクリエーション活動

資産価値の増加

緑被率や植栽地の増加によって、開発業者にも居住者にもメリット
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4．グリーンインフラの海外先進事例
4－1. ニューヨーク市
2010年に当時のブルームバーグ（Bloomberg）市
長が提唱し、NYC Green infrastructure plan とし
てスタートした。市内では度重なる都市型集中豪雨
により合流式下水道からの内水氾濫被害が多発した
ため、グリーンインフラ技術を駆使して対応が始まっ
た。ブルームバーグ市長の書簡では「グリーンインフ
ラ設置による全ての便益が、雨が降った時にだけ機
能する伝統的な雨水貯留槽や雨水貯留用トンネルよ
り 何 十 億 ド ル も 安 く 達 成 で き る こ と」と さ れ、現 在
（2018年）も積極的に推進されている。
NY市グリーンインフラプロジェクトは街路・歩道や
校庭など、市の土地への積極的導入が進められてい
るが、私有地オーナーへの助成金制度や研究開
発、メンテナンスなどへの投資も同時に行われてい
る。具体的には図1,2に示すレインガーデン工法の
設置が主体で、所管はDPA（NY市環境保護局）で
ある。このグリーンインフラには老朽化した下水道施
設への負荷を軽減するだけでなく、都市緑化や空気
の浄化、都市の生態系改善など多くのメリットがあげ
られる。

4－2. ポートランド市（オレゴン州）
きっかけは、市内を流れるウィラメット川の汚染問
題と頻発する内水氾濫対策であった。市内の多く
は合流式下水道で、その負荷軽減を目的としてグ
リーンインフラ技術が開発された。所管部署は環
境サービス局、公園局それに道路局の3者による
話し合いで進められ、現在で約28年が経過してい
る。
効果としては、河川への雨水流出の低減、ピー
ク流量の抑制、微気象改善および大気質の改善、
環境不動産価値の向上など多岐にわたるが、100
年近く経過した下水道管の老朽化対応にグリーン
インフラ技術を併用した場合、大幅に費用が軽減
できることがその推進力となっている。費用比較に
おいては、2000年に始まったテイバー・トゥー・ザ･
リバー計画が顕著で、その費用比較を図3に示
す。図内の左は従来通り下水管のみで対応した場
合（グレーインフラ）約144億円必要なところを、下
水管の取替えとグリーンインフラを併用すること
で、コストを40%カットすることが可能であることが
わかる。

図3 グレーインフラに対するグリーンインフラのコスト比較

図1 ニューヨーク市側道のレイン
ガーデン

図2 レインガーデン断面模式図
下層に雨水の貯留・浸透層が設置されている。
（NY市のHPから）
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5．雨水貯留浸透基盤材の開発と横浜市での先進
事例
日本でグリーンインフラを可能にするためには、海
外の事例をそのまま適応することは不可能である。
そこで地中に雨水を貯留・浸透させ、同時に耐圧基
盤として地上からの荷重を構造的に支えつつ、植物
の根の伸張も可能にできる基盤材の開発が必要と
なった。
そこで、30mm～40mm程度に粒調したリサイク
ル骨材（例えばコンクリートや瓦など）に腐植をコー
ティングした雨水貯留浸透基盤材が開発された。図
4は、骨材表面に腐植コーティングを行った区と、行
わなかった区を設置して、4年以上の経過を見たも
のだ。結果は、腐植をコーティングした区で生育がよ
く、その効果を確認することができる。
横浜市グランモール公園では、雨水を地下に浸
透させることで効果的に処理して、敷地全体で水循
環の仕組みを実現している。この手法は、雨水の敷
地内浸透処理だけでなく、地下からのしみ上がりに
よる地表面の温度低減効果を発揮し、微気象改善
にも寄与している。このグリーンインフラ効果を発現
している原動力が雨水貯留浸透基盤である。断面図
を図5に示す。

6．雨庭（レインガーデン）に応用
雨庭（レインガーデン）とは、雨水を地表面に一時的
に貯留して24時間以内に浸透させることで都市の健
全な水循環の回復、雨水の流出・遅延効果、微気象
改善や大気質の向上、土壌浄化効果などを発揮す
る。しかし、現実には地表面に水が溜まり、土壌の目詰
まり、ごみ溜まり、蚊の発生や危険な場所としての印象
など、日本ではそれほどよい印象として理解されてい
ないのが現状だ。
そこで、雨水貯留浸透基盤材を地下に設置して、地
表面にビオトープと同様の水辺対応植栽を施すこと
で、大量の雨水の貯留・浸透が可能になると同時に、
ビオトープのもつ生物多様性にも寄与できる新しい雨
庭（レインガーデン）を作ることが可能となった。詳細は
図6、図７を参照。

図6 レインガーデンと雨水貯留浸透基盤材の併用で、
雨水対策

図4 雨水貯留浸透基盤内の根の生育状況
定植後4年4ヶ月後
左は腐植有り、右はコンクリート再生砕石のみ

図7 レインガーデン断面図

7.まとめ
以上のように、都市におけるグリーンインフラ活用で
自然生態系と水循環の回復は不可能ではなく、都市
型集中豪雨や微気象改善などにも寄与できる幅広い
概念として浸透しつつある。また、資産価値の向上と
いった副次的価値の創造も言われ始めている。グリー
ンインフラとは山間部から海浜部に至る全てを包含し
た中に存在する概念であり、その具現化（実装）が始
まっている。更なる具体的な手法の開発が待たれる。

図5 横浜市グランモール公園のグリーンインフラ断面模式図
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表2 グリーンインフラの14要素
Green Infrastructure 14 elements

区分

名称

（EPAの要素技術を元に筆者が加筆、修正）

イメージ

概要

技術的要素
場面的要素

1

縦樋の非接続
（Downspout
Disconnection）

屋 根 か ら の 雨 水 を 下 水 道 に 流 さ ず、雨 水 タ ン ク や 貯 水 槽、
あるいは透水性舗装へ導入する手法。

2

雨水の利用
（Rainwater
Harvesting）

雨水を収集、貯留して、雨水流出速度の低減、減量を図るととも
に、および建物内部の雑用水や災害時の水資源として活用する
システム。

3

雨庭
（Rain Garden）

屋根や歩車道からの流出水を収集して、地中に浸透および浄化
できるよう設計された窪地。自然生態系の基地にもなる。ほとんど
の未舗装のスペースに設置可能。

4

雨花壇
（Planter Boxes）

屋根や歩車道からの流出水を、浸透あるいは閉塞した底をもつプ
ランターボックスに導入する、いわば都市型雨庭。密集地や市街
地の限られたスペースに対応。

5

緑溝
（Bioswales）

雨水を移動させながら一時滞留や浸透させる植栽帯。特に浸透
適地で線的な施工が可能で、街路や駐車場に向く。

6

透水性舗装
（Permeable
Pavements）

雨が降ったその場所で雨水を浸透、処理または貯留できる舗装。
地表面は透水性コンクリート、透水性や保水性インターロッキング
ブロック、透水性アスファルトなどの材料で施工される。

7

緑の道、緑の路地
（Green Alleys and
Streets）

グリーンインフラの要素技術を取り入れて、道路や路地に雨水を
貯留・浸透させ、それを蒸発散させることで、気温低減効果などを
可能にする。

8

緑の駐車場
（Green Parking）

グリーンインフラの要素技術を取り入れて、周辺に設置された雨庭
や緑溝を通じて、駐車場下層に雨水を貯留・浸透させるよう設計さ
れた駐車場。

9

公園
（Green Parks）

グリーンインフラの要素技術を取り入れて、保水性ブロックや樹木
の蒸発散作用で微気象改善が可能。公園内での雨水循環を可
能にする。

10

屋上緑化
（Green Roofs）

都市化が進む中で、屋上に厚層または薄層に植栽基盤を設置し
て、雨水の一時貯留や植栽の蒸発散作用による冷却効果などを
可能にする。

11

壁面緑化
（Wall Greenery）

建築物の壁面に植栽基盤をもつ構造では、壁面に当たる雨水の
直接流下を遅延、軽減できる。プランター形式の場合、雨水を一
時貯留・浸透し、雨水流出を遅延、軽減できる。また、植物による
気温冷却効果も高い。

12

芝生広場
（Lawn square
ground）

芝生植栽基盤への雨水浸透により、雨水流出速度の低減および
雨水の減量と浄化が可能。地表面の気温低減効果も発揮できる。

樹冠遮断
（都市内樹冠）

樹木の葉や枝で雨を遮断することで雨水の流出量を減らし、流出
速度を減じることができる。また、樹冠の投影による日陰が気温低
減効果を発揮する。

13

（Urban Tree Canopy）

14

自然地の保護
雑草広場
（Land conservation）

都市内や近隣にあるスペースや外部の影響を受けやすい自然地
の保全、および軽メンテナンスをすることで、雨水流出速度の緩
和、軽減および自然生態系の保全が可能になる。
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シリーズ連載

ビオトープのいきものたち －その28－
豊かな海辺を代表する海浜植物
ひろしま自然の会 会長
神垣 健司
日本は周囲を海に囲まれた島国で、地球一周の長さの
85％に相当する海岸線は日本を代表する豊かな自然と
いえます。しかし近年の開発や護岸整備などによって自
然海岸の多くが姿を消し、生息が脅かされている海岸性
の動植物も少なくありません。そうした海岸性動植物のう
ち、今回は種名の頭に『ハマ』がついている代表的な海浜
植物12種を紹介します。

れいに花を咲かせたハマボッスに出会うと得をしたような気
分になります。海岸
では砂浜よりも岩場
を好む傾向があり、
波が飛び散ってくる
ような岩場で可憐に
咲く姿は健気に感
じます。

ハマダイコン（開花期：4～6月）
日本全国の海辺の砂地に生えるアブラナ科の越年草
です。野菜のダイコンが野生化したものといわれています
が、元々野生種であったという説もあります。いずれにして
も、根は硬くて細いため食用には適しませんが、食べてみ
るとその辛さが癖
になるという人も
います。花は淡い
紅紫色で茎も
50 ㎝ ほ ど あ る の
で、春の海岸に行
くと目にする機会
が多い海浜植物
です。

ハマヒルガオ（開花期：５～６月）
全国の海辺の砂浜に生育するヒルガオ科の多年草で、
川岸や海岸の法面などでも見かけることがあります。淡い
紅色の可憐な花を咲かせることから、写真や絵のモチーフ
などにも利用されます。かつて海辺に沿った道路と歩道の
隙間に、数十メートルにわたってハマヒルガオが群生して
いるところを観察し
た ことがあります。
近年、外来植物の
侵 入 な どに よ っ て
減少が心配されて
い ま す が、世 界 中
に広く分布すること
から考えると、思っ
た以上に生命力が
強い植物なのかも
しれません。

ハマエンドウ（開花期：４～７月）
北半球に広く分布するマメ科の多年草で、日本でも全
国の日当たりの良い海辺の砂地に生育しています。春に
大きな花を咲かせ、花色は赤紫色ですが次第に青紫色
に変化します。野生のマメ科植物としては大きな美しい花
を咲かせるので、
園芸用として栽培
されることもありま
す。実 や 芽 は 食
用にされることもあ
りますが、有 毒植
物でもあるので注
意しないといけま
せん。

ハマウツボ（開花期：５～７月）
全国の海辺の砂浜に生育するハマウツボ科の一年草
で、自らは光合成を行わずに寄生した植物から栄養を搾
取する寄生植物です。寄生植物であるため葉緑素を持た
ず、葉もありません。寄生する植物はキク科のカワラヨモギ
なので、カワラヨモギが生育する砂浜にハマウツボも分布し
ています。ハマウツボが砂の中からニョキッと出ている様
は、葉がないことか
ら、植物ではなくて
キノコの仲間のよう
に も 見 え ま す。海
辺の環境悪化など
に よ っ て 減 少 し、
環境省の絶滅危
惧Ⅱ類(VU)に指定
されています。

ハマボッス（開花期：５～６月）
漢字では「浜払子」と書きます。浜に生育し、咲いた花
の姿が払子（虫などを払うために毛を束ねて柄をつけた
仏具）に似ていることから名付けられたそうです。日本全
国の海辺に分布するサクラソウ科の二年草で、初夏に純
白の美しい花を咲かせます。花の咲く期間が短いため、き
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利用されています。また果実をたくさん集めて小さな袋
に入れておくと、良い香りのする匂い袋になります。果実
をそば殻に混ぜて枕の中に入れておくと、素敵な夢を見
ることができるという話を聞いたことがあります。

ハマボウフウ（開花期：５～７月）
全国の海岸の砂浜に生育するセリ科の多年草で、茎
は50㎝近くもある大きな野草です。かつては海岸で普通
に見ることができましたが、浸食や砂の採取によって砂浜
が減少したことで、近年は自生地が著しく少なくなりまし
た。山菜や薬草とし
てもよく利用されて
います。食用として
は新芽を生食や天
ぷら・味噌和えなど
にし、薬用としては
解 熱 や 鎮 痛 な ど、
様々な効能があると
されています。

ハマベノギク（開花期：７～１１月）
中部以西の日本海側に分布し、海岸の砂浜や岩場に
生育するキク科の越年草です。花期が長く、夏の初めか
ら晩秋にかけて次々に花を咲かせます。野菊の仲間とし
ては花が大きくて３～４㎝ほど、花色は白から淡紫まで
様々です。夏の花
が少ない砂浜を可
憐に彩る野菊で
す。近年は自然海
岸の減少などに
よ っ て、自 生 地 が
次 第に少 な く なっ
ています。

ハマナス（開花期：５～８月）
北海道から太平洋側では茨城県、日本海側では島根
県までの海岸に分布するバラ科の落葉低木です。歌詞
にハマナスがでてくる『知床旅情』でもわかるように、知床
をはじめとする北海道の海岸では広く生育し、北海道の
短い夏 を代表 する
花になっています。
また、夏の終わりに
結実する赤い果実
はローズヒップと呼
ば れ て、お 茶 や 飴
などの食用や薬草
として利用されてい
ます。

ハマサジ（開花期：８～１１月）
宮城県以西の本州、四国、九州に分布し、満潮時に
は海水に浸るような河口の汽水域に生育するイソマツ科
の二年草です。葉が厚くなめらかでスプーンのように見
えることから、浜匙（さじ）と名付けられました。夏の終わり
頃 か ら、小 枝 の 先
に黄色い花を穂状
に 咲 か せ ま す。高
い塩分濃度にも耐
えられる塩生植物
の ひ と つ で、環 境
省の準絶滅危惧
（NT）に指定されて
います。

ハマナデシコ（開花期：６～１０月）
本州、四国、九州から沖縄にかけての海岸に生育し、
「紅ナデシコ」として園芸用や切り花として販売もされてい
る大変美しいナデシコ科の多年草です。花が次々に咲く
ため花期も長く、初
夏から秋にかけて
海辺を彩ってくれま
す。たくさんの種子
をつくって発芽率も
良好であることや丈
夫であることなどか
ら、栽 培 も 容 易 で
す。

ハママツナ（開花期：９～１１月）
宮城県以西の本州、四国、九州に分布し、満潮時に
は海水に浸るような河口の汽水域に生育するアカザ科
の一年草です。秋に緑色の小さな花を咲かせますが、ほ
とんど目立ちません。一方、葉は晩秋になると赤橙色に
紅 葉 し、群 生 し て
赤く染まっている
様子は大変美しい
で す。ハ マ サ ジ と
同じ塩生植物です
が、近年の砂浜の
減少に伴って数を
減らしています。

ハマゴウ（開花期：７～９月）
本州から沖縄にかけての海岸の砂浜に生育するシソ
科の常緑小低木で、砂浜の端に大きな群落をつくってい
ま す。夏 に 青 紫 路
の 美 しい 花 を咲 か
せ、花 に は 鼻 が
ツーンとするような
芳香があります。秋
にできる果実にも芳
香があり、蔓荊子と
呼ばれる生薬として

近年、身近な海辺を「里海」として称して、保全の取り
組みが行われるようになりました。今後は、海辺エリアを
ビオトープとして整備する機会も多くなるでしょう。今回紹
介した海浜植物はいずれも海辺の環境指標となる植物
でもあるので、ぜひ覚えておかれることをおすすめしま
す。
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会員・BA等投稿

長崎ペンギン水族館のビオト－プ
長崎大学名誉教授、
日本ビオトープ協会特任顧問九州地区
後藤 惠之輔

はじめに
長崎ペンギン水族館は長崎市の東部に位置し、市営
です（そばを日見川が海に注ぐ）。前身の長崎水族館とペ
ンギンとの出会いは、クジラと大きく関わっています。1959
年、南氷洋でクジラを捕っていた捕鯨船に運ばれてきたヒ
ゲペンギン4羽に始まり、1998年の閉館まで、長崎水族館
では延べ10種類のペンギンを飼育してきました。
この閉館後、長崎市民やペンギンファンの願いもあり、
体験型水族館として2001年に長崎ペンギン水族館が
オープンしました。より充実した環境の中、現在では9種
180羽の大所帯となっています。
この世界有数の水族館に「ビオトープ」づくりが行われ
たのは同年のこと。本文では、現在同館ビオトープ担当の
下村紗苗さんに面会ヒアリングした（2018年5月28日）内容
と、この目で観た本ビオトープを紹介することとしましょう。

ビオトープづくりの特色
本ビオトープづくりでは、「リサイクル」が出色です。すなわ
ち、『ビオト－プ・里山復元の20年』によると、
（1）湿地が引っ越し
（2）木は市内運動公園予定地から
（3）水路（沢）には採石場のズリを利用
棚田の工事では、まさ土を敷いたあと、さらに湿地の土を
かぶせました。この土は、長崎市内の休耕田でとられたもの
で、植物の種子や地下茎、栄養分を大量に含んでいます。
これを棚田に入れると、もとの湿地と同じような種類の植物
が育ってきます。つまり、まるごと湿地が引っ越した感じで
す。
ビオトープに植える木は、同市内の市有地から移植され
ました。この市有地は総合運動公園を拡げるための用地
で、そこにある木は伐採される予定でした。これを利用する
と、長崎の野生の遺伝子をもつ植物によってビオトープをつ
くるという大きな意義があるのです。
渓流と小川をつくるときも、地面を掘り込み遮水シートを
敷いて、その上にまさ土をかぶせました。水路の形ができ石
を入れますが、渓流には、採石場でもらったズリを入れまし
た。ズリとは商品価値のない屑石のことで、これを使うこと
で、自然の沢の感じをつくったのです。

「ペンギン水族館にビオトープ」の狙い
いま、ペンギンの数は地球温暖化や乱獲、捕食動物で
あるオキアミの減少、環境汚染によって絶滅の危機に瀕し
ています。
このことから、ペンギンは環境の指標となる動物といわ
れており、当水族館におけるペンギンの展示からは、地球
全体の環境を考えるきっかけに、ビオト－プは身近な自然
環境について考えるきっかけに、との狙いがあるのです。
ペンギンに直接触れ合うことのできるビーチの様子と、
ビオトープの全景をそれぞれ示すと、写真1、写真2のとお
りです。

ビオトープの現状
開館から17年が経過したいま、動植物も多くの種類が見
られ、安定した環境となっています（写真3～写真6）。
案内してくれた下村さんに四季それぞれのお勧めのポイ
ントを尋ねました。下記のとおりです。
・春：棚田エリア・池エリア（水辺の生物、トンボ、メダカ、チョ
ウなど）
・夏：棚田エリア、池エリア（同上）
・秋：棚田エリア（稲の様子、鳴く虫やバッタ）
・冬：落葉樹林エリア（冬に訪れる野鳥が観察しやすい）
一方で、現在では見られなくなった動植物があったり、樹
木が成長しすぎて日当たりが悪くなっている場所や、通路な
どで水の浸食で崩れている部分があったりと、補修が必要
な箇所も少なからずあります。

写真1 ふれあいペンギンビーチ

子供たちの体験学習
本ビオトープでは、動植物を観るだけでなく、直接それに
手を触れることもできます。持ち帰りがＮＧであることはもち
ろんですが。
このため、毎年のことですが、近くの日見小学校の2、3年
生の児童たちが来館して、職員と一緒に渓流の中に入った
り、館内で職員に取材したりして、その体験学習の結果で壁
新聞をつくっています。（写真7）

写真2 ビオトープ案内板（右上が水族館）
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来館者の感想
好意的な感想として、無料ゾーンのため、水族館近隣
の市民が散歩などでよく訪れ、四季の変化が感じられて
良い、といった感想を聞きます。また、もともと自然に興
味のある子供を遊ばせるのに良い、今ではこうした自然
環境が減っているので懐かしい、貴重だ、との声も聞か
れます。
その一方、水族館の建物までの距離が遠く歩く距離
が長い、途中にハチやヘビなど危険な生物がいる、との
否定的な感想もあります。歩くことへの不満は、荒天時
や暑さ寒さの厳しい時期に多く、また足の悪い方や高齢
の方からも聞かれます。
さらに、ペンギンを見るという目的（外国の珍しい生き
物を見る、非日常の体験を期待）を持って訪れた方から
は、興味を持たれにくいと感じる、とは、下村さんの弁。

写真3 アカテガニ木に登る

ビオトープの今後に向けて
筆者は、否定的な感想への対応として入り口にあるビ
オトープ案内（写真2）に、前記の「ペンギンから地球環
境を、ビオトープから身近な環境を」の併記を大書すると
ともに、より魅力的なビオトープＰＲを切望します。
それともうひとつ。アカテガニのいる汽水域のそばに
でも、何とかホタル水路づくりはできないでしょうか。会員
の皆さんからアイデアをいただきたいものです。
文末ながら、本文執筆にあたり、ヒアリングと資料提供
に応じていただいた長崎ペンギン水族館・自然体験ゾー
ン担当の下村紗苗様に、心からのお礼を申し上げます。
なお、本文掲載の写真はすべて、同水族館の提供に
よることを付記しておきます。

写真4-1 産卵のため現れたニホンヒキガエル

写真4-2 ニホンヒキガエルの卵

参考文献
●『世界一の長崎ペンギン水族館物語』、2015年
●長崎市水産部『長崎ペンギン水族館の概要』、2004
年
●『（仮称）長崎市橘湾海浜公園陸域部生態系ゾーンの
基本計画』
●布袋 厚『ビオト－プ・里山復元の20年』、長崎文献
社、2016年

写真5 棚田に巣材を集めに来たツバメ

写真6 イベント「田植え体験」の様子

写真7-1 生物を観察する子どもたち
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写真7-2 日見小二年生 川の学習

会員・BA等投稿

私の活動報告
－里山に関わって－

株式会社岐阜造園 技術顧問、
日本ビオトープ協会 元理事
・主席ビオトープアドバイザー
山口 昌宏

「今、私は森づくりをやってます」と言うと、「何を
植えているの？」と質問されることが多い。一般的
には森づくりイコール植樹をするというイメージが
強いようだ。
岐阜県では平成20年から「企業との協働による
森づくり」を実施している。県土の70％以上が山
林の岐阜県が始めたこの企画は、賛同した企業
が労力、資金を拠出し、自治体などが町有林等
の森林を提供して一定期間企業に任せて森林整
備をしてもらい、森林への関心を高めようとしてい
る。企業は森林整備や森づくり実施を世間に知っ
てもらうことによって、企業イメージのアップをねら
う社会貢献活動の一種だ。県内の森林はお存じ
の通りいわゆる維持管理を放棄した森林が多い。
特に自治体の持つ町有林や市有林、県有林は
整備費が少なく管理が十分ではない。そこを企業
の負担で人々が森林に出入りしてくれれば自治
体のイメージもアップするので両者のメリットは一
致する。
こんな企画に賛同してこのプロジェクトに参加し
ている企業は県内で24社。それぞれの方法で森
づくり活動に取り組んでいる。
当社が始めたのが平成21年。岐阜県御嵩町の
町有林14余ヘクタールの森林を整備して以来9年
目になる。
活動の内容は、
①参画するのは自発的社員。毎月1回山林に入り
野生の植物、昆虫、動物を肌で認識する社員
教育を兼ねた活動。具体的には、歩道つくり、
伐採体験、植生調査、薪づくりなど。
②年1～2回地元のみなさんも巻き込んでの100人
規模のイベントを開催。森林への関心を高める
と共に地元との交流と貢献活動。メニューは、
きのこ菌打ち、ノコギリ体験、自然観察会や食
事会。
③毎月3～4回、山林経験のある数人のベテラン
で人工林では間伐、放置自然林では枯損木や
傾倒木の伐倒処理をして森林の健全化を計る
活動を続けてきた。
（平成23年に当協会からビオトープ大賞受賞 ）

放置された二次林の状態

枯損木不用木を除くと…

こ の 間、大 小 の 活 動 は 延 べ 300 回。大 勢 の
方々が作業やイベント、観察会に参加くださって
いる。1960年代から始まった化石燃料の普及、
木材の輸入自由化以来、人々の関心が山から遠
のいたが、山は成長を続け手入れ不足で薄暗い
森林があちこちで見られるようになって久しい。こ
のような森林に素人と言えども出入りをすることに
よって、我が国の森林の現状を知ってもらう契機
になっているものと思っている。
過去に、近隣の山から木材や薪、木炭、きの
こ、落ち葉など数多くの資源を収奪することに
よって維持されてきた里山に少しでも近づいた区
域が広がればと念じている。
当社でも長い間には社員のモチベーションが
下がることもあり活動内容を状況に合わせて変更
してきた。チェンソーやノコギリでの作業から自然
観察や動植物の保全へと変化させてき、ここ2年
間は湿地の復元に絞って取り組んでいる。
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かって湿地であった個所（ヘゴ山湿地）では樹
木が成長して地表面に陽光が届かず、また水分
保持ができにくくなった区域があった。2002年の
調査資料によると、トウカイモウセンゴケが生育す
る湿地であった。しかしこの15年の間にミヤマウメ
モドキ・イヌツゲの優占する樹林となり、林床は泥
がたまって沼地化し、食虫植物やサギソウなどが
姿を消して久しい状態になっていた。
付近の木を使って木道つくり

遷移が進んだ湿地を…

コドラート調査風景

私たちは森林を整備するときには、木材生
産、景観保全、レクレーション、生態系維持とい
ろいろな要素を盛り込んだ作業を心がけてい
る。除伐や間伐、きのこ栽培、炭焼きなど林産
物の利用、枯損木の除去、湿地の保全、希少
動植物の保護、域外からの動植物移入の禁止
など配慮する項目は多い。
何もない裸地を対象にした対価を伴う緑地づ
くりとは違い、集落近くの使われなくなったいわ
ゆる里山を、如何に多様な生物が住む地域に
戻していくか？ ボランティアだけの力では限界
を感じているが、このような活動を通じてより多く
の人々が関心を示し、日本全国の里山の現状
を理解し、危機感を持って野山を見回す習慣が
広まってくれたらなあと、日々汗を流している。

伐採・整備して地表を表す

この樹木群を伐採除去し動植物相の変化、東
海丘陵要素植物を指標種としたこの地方らしい
湿地の復元、創出（？）を試みている。
約半年間、これらの樹木を伐採した結果、ヒメ
タイコウチ・ハルリンドウなど改めて再発見した。
伐開直後の状況は、ショウジョウバカマ、ミヤコイ
バ ラ、イヌ ツ ゲ、ノ リ ウツ ギ、ハ ナ ノ キ、カザ グ ル
マ、ヘビノボラズ、カキラン、ネザサ、ヌマガヤな
ど。そしてヒキガエルの産卵が認められた。
また、平成28年からは伐開後湿地に1ｍ×1ｍ
の8カ所のコドラートを設け毎月1回詳細な調査を
続け植物相の変化などをモニタリングしている。

ヘビノボラズ

山の恵み

ヒメタイコウチ

カザグルマ
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会員・BA等投稿

イラクサに育つ蝶達 その2 コヒオドシ
41号ではクジャクチョウを紹介しましたが、今回は
コヒオドシを紹介したいと思います。コヒオドシは日
本の高山帯に棲む蝶の中で最も多く見られるチョウ
です。初雪が降る頃になっても高山帯にいて、岩陰
等で越冬しているようです。

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

高山植物のホソバウルップソウで吸蜜するコヒオドシ

産卵
春、雪が溶けるとイラクサが芽を出します。その頃
山から下りて来たとみられるコヒオドシがイラクサに
産卵しにやって来ます。
巣から出て、やがていくつかの群れに分かれます。
成長するにしたがい幼虫は様々な外敵に遭遇しま
す。

サシバエに襲われた幼虫
イラクサに産卵するコヒオドシ

孵化後間もない幼虫と巣

葉を食べる幼虫

カメムシに襲われ、体液を吸われる幼虫

孵化した幼虫は群れで葉を綴って巣を作り、内部
から葉を食べて行きます。
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成長した幼虫の群れ

前蛹

蛹化．1

蛹化．2

蛹

羽化間近の蛹

羽化．1

羽化．2

羽化．3

羽化後間もないコヒオドシ

全ての蛹が蝶になる訳ではなく多くが寄生蜂の犠
牲になります。
普段高山帯に棲むコヒオドシは、産卵の時だけ
里に下りてきます。
羽化すると間もなく高山へ行ってしまいます。当
ビオトープで見られるのは羽化後ほんの2〜3日の
間です。

寄生蜂の出た後の蛹

寄生蜂
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協会活動状況：各地区
各地区委員会 活動状況

全国8地区の地区委員会では、その土地に応じた様々な活動を活発に行っております。
今号では今年度の活動状況・計画や報告等についてお知らせいたします。
（2018年7月現在）

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

北海道・東北地区活動計画・報告

委員長 佐竹 一秀 （株式会社 エコリス）

１．大槌町「農薬感受性ミズアオイ再生プロジェクト」支援
平塚明顧問の指導のもとに、現地に於いて再生地調査・種子採取・播種育苗など実施。ミズアオイビオトープ設計
条件など検討。
２．「慈恩寺ホタルの里づくり」の支援
寒河江市慈恩寺太郎地区は10ha以上が耕作放棄され、環境変化よりホタルが絶滅の危機にある。そ
こで、3年前よりホタルの再生に取り組み、今年度は稲の代わりにマコモの植え付けの継続や、増殖さ
せたゲンジボタルの放虫上流側の環境整備検討等が計画されている。6/28に地区委員会で現地視察
会を行い、佐藤会長と情報交換を行った。それらの活動の支援を行っている。
３．「岩手県金ケ崎町に自生する「マツムシソウ（岩手県レッドデータブックＡランク）」保護・保全活動支援
慈恩寺マコモ植えつけ
現地調査・視察会の開催と意見交換会
４．大石田町町民の森ビオトープの利活用検討支援
山形県大石田町より町民の森ビオトープの利活用についての相談があり、今年度は現地視察、環
境情報の収集を行う。町民の森ビオトープは昨年度の第10回ビオトープ顕彰の「地域貢献賞」を受
賞しており、6/27に野澤副会長をはじめとする地区委員会で大石田町役場に伺い、表彰式を行っ
た。その席上で庄司町長、横山副町長と情報交換を行い、併せて現地視察を行った｡
大石田町民の森 表彰
５．活動を通して会員拡大を図っている
・秋田県鹿角市・北東北小水力利用協議会に野澤が参画、会員入会勧誘
・個人会員2名入会（宮城県、秋田県）
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

関東地区活動計画・報告

委員長 砂押 一成 （株式会社 砂押園芸）

１．自治会・学校ビオトーププロジェクト継続支援実施
・村松小ビオトープ ホタル放流会（東海村）
・長堀小4学年 ビオトープ学習会（ひたちなか市）
・常葉台ビオトープ ホタル観賞会（ひたちなか市）
２．ひたちなか市親水性公園ビオトープメンテナンス計画協力
３．学校法人あさひ保育園（水戸市）ビオトープ計画協力
４．Facebook等SNSを使った地区情報発信の継続での情報発信 ※Facebook：「日本ビオトープ協会 関東支部」
５．他団体との情報連携強化
６．会員拡充
・個人会員2名入会（群馬県、埼玉県）
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

北陸・信越地区活動計画・報告 委員長 久郷 愼治 （株式会社 久郷一樹園）
１．富山県ビオトープ協同組合との研修会の開催 2018年4月17日 (於 ニューオータニ高岡ホテル)
今年度のビオトープ先進地視察をフィリピンセブ島とし、10月下旬～11月上旬にかけて計画することを検討した。
２．富山県ビオトープ研究会との勉強会の開催 2018年6月→8月に延期
３．射水市ビオトープ協会との研修会の開催 2018年6月8日 (於 まつばら屋旅館) 参加者30名
当協会の理事長である岡田一雄氏による「射水丘陵における絶滅危惧・希少動物の保護について」の講演会を開催し、
その後懇談会を行いビオトープについて熱心に語りあった
４．会員増強
・法人会員の勧誘強化 、近隣県（石川県・新潟県・長野県）の会員の獲得
・個人会員1名入会（長野県）
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

静岡地区活動計画・報告

委員長 藤浪 義之 （株式会社 藤浪造園）

１．講演・講習・視察会開催
２．巴川流域自然再生協議会の参加 ・クリーン作戦の参加（5月19日実施）
３．「ホタル水路づくり研修会」（神奈川県伊勢原市）への協力
４．中町浄水場里山再生 指導及び協力 （5月28日育成調査）
５．ビオトープPR活動
６．静岡地区会の開催
７．会員の拡大 法人会員入会 1社以上

自然観察会の様子

清掃作業の様子

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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各地区委員会 活動状況
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

中部地区活動計画・報告

委員長 青山 正尚 （太啓建設 株式会社）

１．中部ブロック会議開催
6・8・9月
２．ビオトープアドバイザー更新・新規認定試験研修会
月日：2018年9月6日（木）・7日(金)・8日(土)
場所：豊田市商工会議所会館（愛知県 豊田市小坂本町1-25）
講師：鈴木邦雄先生（横浜国立大学名誉教授・前学長、協会代表顧問）、
立川周二先生（元東京農業大学、協会顧問）、
玉木伸秀先生（近自然技術研究所所長）、洲崎燈子先生（矢作川研究
所）、他協会役員・主席BA
※詳細は協会WEBページ（http://www.biotope.gr.jp）
アドバイザー・研修会ページ（http://www.biotope.gr.jp/adviser/exam/）
※BA更新研修会は1日目・9月6日（木）のみとなります
詳細は http://www.biotope.gr.jp/adviser/seminar/ をご覧ください。

３．BAスキルアップ現地 研修会
日時：未定
場所：トヨタ自動車下山テストコース視察（予定）
４．BAスキルアップ 研修会
日時：未定 場所：未定
５．会員募集 法人・個人会員
・個人会員1名入会（愛知県）
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

近畿地区活動計画・報告

委員長 西川 勝 （近江花勝造園 株式会社）

１．竜王蒲生野と実施後のビオトープ地の調査研究（継続）
10－12月頃開催予定
２．ヨシ博物館長との研修会（継続事業）
11－3月頃開催予定
３．ビオトープフォーラムin滋賀2018－里山を守り、里山を育てる月日：2018年6月1日（金）
会場：滋賀県立琵琶湖博物館ホール
基調講演 博物館館長 篠原徹氏
特別講演 元滋賀県知事、元大蔵大臣 武村正義氏
※詳細は、本号P. 18 ご報告をご覧ください
４．会員拡大

フォーラム（上）、
2日目見学会（下）の様子

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

中・四国地区活動計画・報告

委員長 梶岡 幹生 （株式会社カジオカL．A）

１．江田島古鷹山ビオトープ フォローアップ活動継続→西日本豪雨被害のため中止
２．江田島ビオ自然観察会 2回→西日本豪雨被害のため中止
３．国営備北丘陵公園「夏休み自由研究の取り組み」7月28日（土）、8月12日（日）開催
４．九州地区のＢＡ更新のための講習会のアシスト
５．広島県第5回ホタルサミットへの協賛→西日本豪雨被害のため中止
６．ビオトープ出前講座の実現：地区内
７．地区会員の情報交流
8．会員拡大

昨年度自然観察会の様子

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

九州地区活動計画・報告 委員長 田中 和紀 （内山緑地建設株式会社 九州支店）
１．BA更新研修会（宮崎・長崎）半日～一日の開催
２．民間ビオトープ（福岡県で2件）の企画・提案
３．会員拡大
昨年度研修会（福岡工業大学）の様子

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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協会活動 お知らせ・ご報告：事務局本部
2018年度 ビオトープアドバイザー認定試験研修会 ご案内
ビオトープ技術者養成事業「ビオトープアドバイザー（BA)認定試験研修会」は、各地区にビオトープ技術者を増やし、地域社
会の環境に貢献する事業であり、今年度は9月に愛知県豊田市にて行います。BA更新、スキルアップ研修会としまして、す
でに取得されたBAのご参加も可能です（9月6日のみ）。多くの方々にご受講いただきたく、ご案内かたがたご周知のお願い
まで申し上げます。

「第38回 ビオトープアドバイザー認定試験研修会・豊田」 予定 （本号P. 15地区ページもご覧ください）
月日：9月6日（木）－8日（土）
会場：豊田商工会議所会館
※詳細は協会WEBページ（http://www.biotope.gr.jp）アドバイザー・研修会ページ（http://www.biotope.gr.jp/adviser/exam/）をご覧ください。

第11回ビオトープ顕彰（平成30・2018年度募集）
国内各地で続けられているビオトープづくりを一層広めるために、毎年度、模範とすべき各種のビオ
ープを全国から募集して顕彰しています。顕彰された優秀なビオトープを全国に発信し、多様な生
きものの生息環境が人々の生活にとっても重要であることを伝えていきたいと思っております。
ぜひご応募のほどお願い申し上げます。
募集期間：～2019（平成31）年3月10日
※応募方法など詳細は協会WEBページ（http://www.biotope.gr.jp）

総会・フォーラムの実施 主催：NPO法人 日本ビオトープ協会
◇第16回通常総会
◇ビオトープフォーラムin滋賀2018 -里山を守り、里山を育てる 日時：2018（平成30）年 6月1日（金）総会11：00～、フォーラム13：00～16：45
会場：滋賀県立琵琶湖博物館ホール
会員が年に一度集う総会日を活用して、会員・一般も含めたフォーラムを本年
度は滋賀県で開催。
フォーラム内容：
開会の挨拶 会長 櫻井 淳
フォーラムの様子
ご祝辞 滋賀県知事 三日月大造様 （代読 滋賀県琵琶湖環境部部長 廣脇正機様）
第1部 第10回ビオトープ顕彰表彰式
ビオトープ大賞「住友ベークライトビオトープ『憩いの杜』」（静岡県）
CSR特別賞「湯屋のヘーベルビオトープ」（滋賀県）
環境教育賞「青松の森」（愛知県）
環境教育賞「比治山大学短期大学部付属幼稚園『ひじやまビオトープ』」(広島県）
地域貢献賞「大石田町民の森」（山形県）
技術特別賞「水嶋の庭－水・緑・景－」（愛知県）
顕彰委員長・鈴木邦雄先生による講評、事例発表：「憩いの杜」「湯屋のへーベルビオトープ」「ひじやまビオトープ」
第2部 基調講演「暮らしの民俗自然誌 」
滋賀県立琵琶湖博物館館長 篠原徹氏
特別講演「琵琶湖から世界へ」－環境問題を考える－
元滋賀県知事、元大蔵大臣 武村正義氏
閉会の辞 協会相談役・近畿地区委員長 西川 勝
参加者：120名
「ビオトープフォーラムin滋賀2018」は、地元をはじめ全国から参加をいただき、盛大に開催することができました。関係
官庁他の後援と講師の先生、協会員の方々をはじめ、皆様にご協力をいただき、心より厚くお礼申し上げ、今後ともご
指導・ご鞭撻のほどをお願い申し上げます。
※報告書は協会WEB活動実績ページ等にUP（下記）
・フォーラム報告書 http://www.biotope.gr.jp/wp-content/uploads/20180601biotopef_web.pdf
・顕彰講評・受賞紹介 本号P.17－19掲載
◇2日目エクスカーション（現地見学会）
日時：6月2日（土）9:50～15:00
見学先：滋賀県立琵琶湖博物館、草津市立水生植物みずの森
参加者：22名
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エクスカーションの様子

NPO 法人 日本ビオトープ協会

第 10 回ビオトープ顕彰受賞作品の紹介
◇顕彰委員会委員長の講評
『ビオトープフォーラム in 滋賀』（2018 年 6 月 1 日）にて
4 月に顕彰委員会を開催、各地から多様性に富んだビオトープのご応募をい
ただき、自然環境と人間環境をどのように結びつけるか皆様ご尽力いただいて
おり、感銘をうけました。受賞された皆様のご紹介を兼ねて講評をさせていた
だきます。
◎ビオトープ大賞を受賞されました「住友ベークライト・ビオトープ『憩いの杜』
」は、専門の先生方も一緒にな
り生態系調査を行われ、すでに約５年が経過しております。整備、モニタリング等非常に精力的に行っています。
企業の中のビオトープとして、工場内敷地の一部を再整備し、水辺と森をうまく調和させて、野生生物が多く生息
する空間となっています。社内観察会、一般公開、環境教育プログラムなど、企業ビオトープの枠を超えた活動と
しても高く評価させていただきました。
◎CSR 特別賞の「湯屋（ゆや）のヘーベルビオトープ」は、50 年前にあったため池や雑木林などを復元し、湖
東地域の生物多様性の再生と充実に貢献する各種活動を行っています。企業ビオトープとして、地域や従業員と一
体となった実践活動は高く評価できます。整備が進められてからの年数が短いこともあり、今後も継続的な環境活
動やビオトープ整備を続けていただきたいと希望いたします。
◎環境教育賞の「青松の森」は、周辺の森林を非常にうまく活用しながら、4 年ほど前に整備されており、保護
者・企業・地域住民のとの連携も図られている学校ビオトープです。森を中心とした定点観測をされておられ、ビ
オトープの生態系調査も今後積極的に行っていただきたい。
◎環境教育賞の「比治山大学短期大学部付属幼稚園『ひじやまビオトープ』」は、専門家の方・先生方・地域の人々・
保護者、園児などが一体となった、
「生き物のふしぎを発見する場」というコンセプトで活動されています。具体的
には、比治山短期大学幼児教育科の学生の研修の場として、また、子どもたちに自然や生き物と触れ合う貴重な体
験学習の場として、有効に活用されています。
◎地域貢献賞の「大石田町民の森」は、山形県の里山環境を生かした整備が 20 年以上行われていて、保険型休
養林の公共ビオトープの一つであります。保護を目的としたメダカ放流なども行われておられますが、さらに地元
地域の方々とのかかわり、活動を増やしていただきたいと願います。
◎技術特別賞の「水嶋の庭—水・緑・景—」は、生物多様性あるいは自然環境のネットワークづくりの視点から、
都市部に必要とされる生き物空間・ビオトープのモデル事例であります。企業の駐車場とともに整備されたもので
あり、まだ間もないですが、今後継続的な維持管理をすることにより都市の中の充実したビオトープとなると期待
しております。
以上、各表彰をさせていただきました 6 件のビオトープに対し、講評ご紹介をさせていただきました。
受賞された皆さまのご努力に敬意を表します。
（横浜国立大学名誉教授・前学長、自然環境復元学会会長、協会代表顧問 鈴木邦雄顕彰選考委員長）

◇ビオトープ大賞
名 称
受賞者

【下記各顕彰書類より転記】

住友ベークライト・ビオトープ「憩いの杜」
住友ベークライト株式会社、常葉大学 山田辰美名誉教授、株式会社エクノスワタナ
ベ、株式会社静岡グリーンサービス

【テーマ・概要】
常葉大学山田教授（現在名誉教授）の監修の下、まず 1 年かけて生態系調査を実施し、工場と立地する地域の環境の実態と潜
在自然の評価に基づいて、地域の生物多様性再生のために「保全・復元目標」を抽出した。続いて、目標達成のための環境改善
（造成・整備）を 5 ヶ年かけて取り組んだ。造成中からのモニタリング調査で、ミナミメダカ（静岡県中部で絶滅危惧ⅠA）や
ヤマトタマムシが以前よりも増加した他、生物多様性の向上が見られた。
造成段階から社内に向けた観察会の実施、地域の行政や市民へのご案内、近隣事業所へのメダカの提供などの啓発活動を継続
した。造成後は市民への一般公開を開始し、ガイドツアーや自然体験学習などの環境教育プログラムを準備するなど、環境学習
や地域とのコミュニケーションに努めている。

【整備方針と管理手法】
工場内に設けたビオトープ委員会を定期的に開催し、モニタリング結
果など関連情報を共有し、保全活動に当たっている。改変を伴うビオ
トープ整備は委員会で行うが、造成後の維持管理の重要性を従業員に
周知させ、事業所全体で構内美化の活動の一環として各部署で役割を
分担し、除草などの維持管理を定期的に実施している。これらの作業
は、ビオトープ造成時に作成したメンテナンスマニュアルに沿って行
うが、順応的管理に当たっては山田教授の指導の下で、委員会が主体
となって新たなエコアップ活動に取り組んでいる。
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◇ＣＳＲ特別賞
名 称
受賞者

湯屋（ゆや）のヘーベルビオトープ
旭化成住工株式会社、株式会社ラーゴ

【テーマ・概要】
昭和 45 年ごろの航空写真によれば、約 50 年前のこの地域（滋賀工場建設前の湯屋地区）には溜池や水田、雑木林などの里
山環境が広がっており、豊かな水辺生態系があったと考えられる。
本件ビオトープは、旭化成住工株式会社 滋賀工場の生物多様性保全活動のシンボルとして、また、全ての従業員や地域、取
引先、学校、行政機関などとの連携の中心となる存在として整備を行うこととし、工場敷地の過去の状況や、地域の歴史などを
踏まえてコンセプトを検討した。
湖東地域の生物多様性を保全することとし、以下の 4 つの活動を中心に行うこととした。①水辺生態系の復元②ヨツボシトン
ボの保全③エコロジカルネットワークの強化④環境教育・啓発活動

【整備方針と管理手法】
現在の工場周辺で、自然豊かな水辺環境は山奥に残されたわずかな場所に限られている
ことから、かつての環境の一部を復元することによりトンボが飛び交う当時の原風景を再
現したいと考えた。計画に当たり周辺地域の生物調査を詳細に実施した。植栽する植物や
水深などはこの生物調査の結果を反映し、地域の生態系を復元することとした。
かつて工場建設により埋め立てられた 6 つの溜池の内、3 つの溜池の形状を 1/5 スケー
ルで再現し、水深や植栽に変化をつけ、1 つを降雨時のみの一時的水域にするなど多様な
水辺環境を復元した。
土は、希少種のヨツボシトンボが数多く生息する近隣湿地のものを使用した。
植栽した植物、ハンノキ、アゼスゲ、ヨシ、チガヤ、ミクリなどはすべて近隣湿地や溜池
から移植し、池の形、土、植物などすべてのモノを地域産にこだわった。
ビオトープ内の草刈りなども生物モニタリング調査を反映し、トンボの繁殖期には水辺の植物を残すなど順応的に管理してい
る。

◇環境教育賞
名 称
受賞者

青松の森
社会福祉法人得雲会、株式会社鈴建

【テーマ・概要】
当園「青松こども園」のある愛知県豊田市は自動車の町として栄えてきた。一方で、今日、都市部では自然環境が減り、様々
な企業や施設がエコや緑化に積極的に取り組んでいる。当園周辺の施設に作られたビオトープと融合し、この豊田市の環境保全
に地域ネットワークの一端を担う園でありたいという想いから、ビオトープ設置を考えた。
更に、当園の保育の基本理念は「遊び 学び 育つ」であり、子どもが「学び育つ」ための根本は、すべて「遊び」から始ま
るものであると考えている。興味・関心を持って遊ぶことで、探索する意欲が芽生え、自ら考え学べる子を育てたい。自然の中
での「遊び」は、子どもの好奇心や探求心を擽り、生物の知識だけでなく、命の尊さや思いやる心、豊かな感性までもが育まれ、
子どもの心身の健やかな成長に繋がると考えている。つまり、園庭は屋根のない保育室。保育環境の一つと考えるこのビオトー
プは、子どもの成長に必要な教材としての目的がある。
当園のビオトープを持続的に有効活用させていくことで、子どもの自然環境理解、人間性の育成、地域活性化の拠点としての
役割を果たしたい。人と自然が共存する美しい地域を目指し、子どもや保護者、地域と共に「遊び、学び 育つ」場にしていき
たいという想いがある。

【整備方針と管理手法】
周辺環境樹林に配慮した施工をしている。
残存森林は樹高が高く、自生種以外の園芸種が多く密になっており、また、ナラ枯れが
発生している。そのため落葉樹を中心に選び、常緑樹を少数選定し間伐を行い落葉樹主体
の立木密度が低く明るい若齢林に移行することを目指す。
（枯れた枝が折れて落下する危
険性もある。
）
間伐された林内は、今まで地中に眠っていた種が芽吹き多様な緑化が実現する。また明
るい林内では生物の種類と数が増加し、若齢林ではナラ枯れが発生しない。立木の密度を
低くすることにより林内に入りやすく見通しが良いため防犯面でも都合がよい。
ビオトープ池の周囲には築山を創り、自生種を中心とした樹木の植栽を行い、多様な森
の再生を図る。
豊田市で最も歴史深い当園にはどんぐりの木があり、樹齢も古く、傾斜になっている土地を利用したビオトープになっている。
ビオトープを永続的に整備・管理するために保育者間で「ビオフレンズ」と呼ばれる組織を結成し、環境保全のための清掃や観
察、生態系を学ぶ機会として活動している。
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◇環境教育賞
名 称

比治山大学短期大学部付属幼稚園「ひじやまビオトープ」

受賞者

学校法人比治山学園、株式会社カジオカ L.A

【テーマ・概要】～子どもたちが遊び学べるビオトープ～
本園は牛田山の緑に囲まれ、眼下に太田川の清流を臨む天水の丘にあります。園庭には「さくらの森」や「ビオトープ」が拡
がり、子どもたちは、自然に恵まれた環境の中で日常的に自然を身近に感じ「いきいき・のびのび・どきどき」充実した遊びを
展開しています。五感を総動員させて遊びながら身体全部を使ってたっぷりと自然のありようを感じ取り原体験を重ねること
で、豊かな感性が育ち、科学的なものの考え方にもつながることを願っています。特に「ビオトープ」は生き物に対する優しい
心の育成や、生き物の観察を通して、なぜ? どうして? 等、生き物の不思議を発見する「学びの場」
（環境教育の場）となっ
ています。
年２回の外部講師を招聘しての観察会では、子どもたちの真剣に話を聞く姿、質問する姿、発見する姿に感心します。

【整備方針と管理手法】
子どもたちに自然や生き物に触れ合う豊かな活動を体験させたいという思いから、２００５年
に保護者ボランティアの方々によって「ビオトープ」が作られました。その頃は、毎年モリアオ
ガエルが産卵し卵塊ができていましたが、８年目から「ビオトープ」に水漏れが起こり、園舎の
解体工事の時にビオトープも埋め立ててしまいました。幼稚園の環境が子どもたちに多大に影響
することから、より良い環境として 2016 年 9 月に新たに「ビオトープ」を造成しました。水
の循環、水生植物の育成等心掛けるなど管理には十分気を配っています。

◇地域貢献賞
名 称
受賞者

大石田町民の森
大石田町、社会福祉法人敬天会 指定障害者支援施設水明苑、株式会社マルニシ、内山晴信氏

【テーマ・概要】
山形県大石田町黒滝地区にある町民の森は、黒瀧山、向川寺境地内の一部の自然植生を生かしながら、森林や水辺の環境保全
機能の強化と自然体験学習を目的とした保健休養型の森林が整備され、その際、水辺施設（防火施設、以下「ビオトープ」）が
平成 9 年度に整備されました。
町民の森には、トンボ池ビオトープ（防火施設）や展望台が整備され、その他いこいの森、木漏れ日広場等、様々な環境が散
策路で繋がれており、多様な動物・植物が見られます。トンボ池ビオトープには、絶滅危惧種に指定されているメダカなども生
息し、同じく周辺の樹林等には、絶滅危惧種のギフチョウ・ヒメギフチョウの混生地が地元有志により維持されています。

【整備方針と管理手法】
整備方針として、自然植生を生かしながら、森林の環境保全機能の強化と、森林浴や自然体験・
学習を目的とした保険休養型の森林整備を行いました。
管理体制は里山の知識が豊富なシルバー人材センターに委託する形で行われており、展望台周
辺は、夏季間についてはおよそ月 1 回のペースで除草が行われています。
トンボ池ビオトープでは、隣接する指定障害者支援施設「水明苑」の生徒が中心となり、保護
を目的としたメダカの放流が行われています。

◇技術特別賞
名 称
受賞者

水嶋の庭—水・緑・景—
水嶋建設株式会社、株式会社鈴鍵

【テーマ・概要】
本社駐車場増設に伴い、緑化スペースの拡大を図る。
『都市部における生態系ネットワークの拠点づくり』
“出来るだけ多様な自然を出来るだけ身近に呼び寄せ、都市部の中に緑の息吹を吹き込ませる”をコンセプトとして施工。
駐車場は緑化舗装で施工し緑の駐車場を作りました。
敷地の一画には、生物の憩いの場としてビオトープを創出し、地域の子供たち、住民に開放しての環境づくり、お客様が気軽
に来ていただける雰囲気づくりを目指しました。
「水・緑・景」の意味
水…社名にもある水。命の源。水の流れの心地よい音。
緑…緑あふれる大地。鳥や昆虫などの集う場所。
景…その場のあり様。
水辺、緑の木々、そこに集う多様な生物のありのままの景観

【整備方針と管理手法】
様々な生き物たちが「休息できる場所」
人間にとっても「居心地のよい場所」
木や草はその土地に自生している植物を植栽している為、生物が違和感なく訪れる環境を創り出す。
水源は循環式で、補給水は水道水を使用しています。水道水はカルキを抜く為に完成後２日～３日ほど循環運転をした後、少
量ずつ水道水を補給しています。
現在、メダカ、タナゴ、シラハエなどを放流しています。また、近くに森や田んぼ、池がある為、多くの生物が訪れることが
期待されます。
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連載コラム ビオトープを知る、五つのヒント
その3 環境リテラシー：人ありて、インパクトあり

農学博士、元東京農業大学
日本ビオトープ協会顧問

立川 周二

ビオトープは人により整えられます。一応の仕事の終わりを迎えても、完成と言うことはありません。その場
を見ながら、手入れを繰り返します。そのことは作庭と似ています。しかしビオトープの目標は、生物多様性
にあります。自然は些細なこと（と思われる）が原因で、ダイナミックに変化することがあります。その負の変化
の一要因が、人為のインパクトにあることは否めません。
環境リテラシーは現代人の教養です。ビオトープへの理解は拡大深化しましたが、まだ生物多様性との関
連における認識が不足しているように思われます。ここに挙げる具体例は、皆さまの現場における体験と重
なることでしょう。誰しも注意書きや禁止の看板を、たくさん立てたくありません。立ち入りがオープンなビオ
トープでは、そこに暮らす生きものにとって、人の出入りがストレスになります。また、ビオトープの維持管理に
は手入れが必要です。この場合、外来種を残し、在来種を駆除するような「除草」は許されません。樹下の落
葉層を破壊するような「落ち葉搔き」や、落枝と倒木の持ち出しも止めるべきです。公園の管理と異なり、常に
生きものの生活を第一に考慮する必要があります。そのことにより、ビオトープとして、自然再生へとつながる
道と思います。

図1．ルールのパンフレット：どうしてルー
ルが必要なのか、子供にも理解できる
絵などを入れて解説する。

図2．立て看板：最小限の約束ごととし

図3．内容を伝える解説板：取り組み、作

て、守るべきことを列挙する。

業、生きものとの関係を表した解説板。
目的を明確にし、コンセプトなどの理解
を求める。

図4．オーバーユース：過剰な見学者。ビ

図5．立入り禁止区域：保存したい種や
その生息場所は、明確に表示し、厳しく
制限する。

図6．生きものの持ち込み： とくに外来

図7．選抜除草：植物を識別できる人が

図8．落葉処理：落葉は放置したいが、

図9．外来種問題：子供を対象としたイ

確認しながら除草する。労力はかかる
が、欠かせないことである。

完全に処分するのでなく適量を残す程
度としたい。

ベントとして、「ザリガニ釣り」があるが
十分な説明と捕獲した後の処分とその
説明が課題である。

オトープの立地と構造から、収容人数は
おのずと決まる。日ごろから団体の受け
入れについて対応を十分考慮する。
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種、園芸植物、ペットの持ち込みを厳禁
する。花を植えることに抵抗のない人が
多い。

編集後記
本稿を取りまとめている最中「西日本豪雨」が発生し、広範囲な地域において甚大な被害をもたらし
ました。亡くなられた方に哀悼の意を表しますともに、被災された方にお見舞い申し上げます。
今夏についても気温が40度を超える地域が出るなど、熱中症が当たり前の夏の病になりつつありま
す。これも地球規模での温暖化現象によることは疑いようがなく、当協会の目指す、人類の箱船「宇宙
船地球号」が悲鳴を上げているように思えてなりません。
高まる異常気象の脅威から、回避、脱却をするためにも今後まさに、当協会の取組が期待される事と
なっていくことでしょう。
本号の特別寄稿「グリーンインフラの時代へ」の中では国内外の先進的事例を紹介いただきました。
また会員・BA投稿では本来の森林の役割である「活用」の大切さを再認識する投稿をはじめ、水族館
のビオトープ、イラクサと蝶達など、バラエティ豊かな情報をいただきました。これらの情報が会員の皆さ
まの今後の活動の一助なれば幸いです
最後になりましたが本誌発行にあたり、ご多忙中にも関わらずご執筆下さいました先生方、執筆者の
皆様に心よりお礼申し上げます。
編集委員：情報委員 若月学・砂押一成、正副会長、総務委員、事務局
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