巻頭言

自然体験の豊かさを育むビオトープ
公益財団法人地球環境戦略研究機関

国際生態学センター/自然資源・生
態系サービス領域 主任研究員
矢ケ崎 朋樹

生物多様性条約第10回締約国会議が愛知県名古
屋市で開催されてから10年が経過している。当時、国
内では、会議開催に先駆けて生物多様性の重要性
理解を促そうと、一般市民向けのイベントが盛んに催
されていたのを記憶している。
ちょうどその頃、筆者は海外調査の一環で東南ア
ジア（インドシナ半島）の内陸国、ラオスにでかける機
会を得て、その北部の街・ルアンプラバンから車で1
～2時間ほど離れた村々に通いながら多くの住民と出
会っている。なかでも印象深いのは、食用のタケネズ
ミを捕獲して家路につく主人や大量の薪を背負って
下山する家族、食卓にのせる野草を夕方一人で黙々
と休耕田で探し歩く少女など、いずれも動植物を巧み
に利用する人々の姿である。その中から幾人かに生
物多様性の意義について尋ねてみると、きわめて飲
み込みが早く、すでに多くを理解しているのである。
ラオスは、国連総会の決議に基づく「後発開発途
上国Least Developed Country (LDC)」に認定されて
おり、経済・医療・教育などの社会的事情は日本とは
大きく異なっている。筆者はそのような事情を抱えるラ
オスで、人々の暮らしなかに、自然とともに生きるため
のたくましい“力”と、ある種の“豊かさ”を感じたので
ある。それらの実態を正確に、科学的に捉えたいとい
う思いから、現地の森林官と研究活動を始めたのも、
今から10年前のことである。
2015年9月、アメリカ・ニューヨークの国連本部で
「国連持続可能な開発サミット」が開催され、日本を含
む150以上の加盟国首脳の参加の下、「我々の世界
を変革する：持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」が同サミット成果文書として採択されている。「持
続可能な開発のための目標 Sustainable Development Goals (SDGs)」は、同アジェンダのなかで掲げら
れた、人間・地球及び繁栄のための行動計画の宣
言・目標である。2030年を達成目標年とし、その行動
のための10年が2020年から始まっている。
日本におけるビオトープ保全の取り組みは、これか
らの10年間で何を目指すべきか。いま一度、ラオスで
の経験を踏まえながら思考をめぐらすと、ひとつの目
標が見えてくる。それは、「自然体験の豊かさを育む
ビオトープ」である。幼少期の自然体験や動植物との
関わりはその後の人間形成、とくに人間関係能力や
共生感の発達と関係していることが（独）国立青少年
教育振興機構による｢子どもの体験活動の実態に関
する調査研究｣ 報告書からも示唆されている。

筆者は、ラオス国内の小学校を訪問する機会を得
て、先の森林官とともに子ども達を対象とした授業を
実践してきている。その授業では「わたしと身近な森、
自然と生き物」と題し、自身が見たことのある森、知っ
ている、身近に存在している自然、生き物など、できる
だけたくさん自由に1枚の画用紙に絵を描いてもら
い、子ども達の抱く“生物多様性の世界観”を記録
化、可視化することに取り組んでいる。この結果、子ど
も達はカニ、巻貝、魚、ヤギ、マンゴの木、チークの
木、どんぐりの木など、身近に生息・生育する様々な
動植物を描くのであるが、同時に、それら動植物に関
して様々な経験を交えていることがわかっている（図
1）。絵画のなかの多色の星型ステッカーは、「食べた
ことがある」、「育てたことがある」といった、子どもの経
験の種類を示している。それぞれの生き物に様々な
経験が伴っているため、絵画はカラフルになってい
る。
一方、筆者は、日本国内の小学校で授業をする機
会も得て、子ども達とともに校庭で生き物を探すのだ
が、都市部の学校では生き物は決して豊富とは言え
ず、周辺でも人工物が圧倒的に広く占めている。ビオ
トープ保全が「その土地にふさわしい生物相とその生
育・生息空間を保全するための取り組み」であるなら
ば、都市部では、これまで以上の一層の努力が必要
である。そして、加えて、これから重要になってくるの
は、「自然体験の豊かさ」を回復し、人間側も健康に
育っていくことではないだろうか。日本のビオトープが
目指すべきこれからの10年の目標を、ラオスの子ども
達の絵から教えられた気がしてならない。

図1．ラオス小学5年生による「森、自然と生きもの」
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特別寄稿

神奈川県におけるマイクロプラスチック調査
１．マイクロプラスチックとは
（１）プラスチックによる海洋汚染
プラスチックは、安価で、軽くて丈夫、成形加工も容易
であることから、ペットボトル、レジ袋、点滴のバッグ、車
のバンパー、洗濯ばさみなど、私たちの身の回りのあら
ゆる場所に使われている。プラスチックが日用品にも多く
使われるようになったのは、1960年代以降であるから、そ
の普及がいかに急速であったかが分かる。いまやプラス
チックは、現代社会をあらゆる側面で支える素材である。
しかし、近年プラスチックごみによる海洋汚染が国際
的な環境問題になっている。イギリスのエレンマッカー
サー財団が、2016年１月の世界経済フォーラム年次総
会（ダボス会議）に合わせて発表した報告書によれば、
海洋に流出しているプラスチックごみの量は、世界全体
で少なくとも年間800万トンあり、このまま何の対策も取ら
なければ、海洋に漂うプラスチックごみの量は、2050年
には魚の重量を上回ると推計されている。

神奈川県環境科学センター
所長 加藤 洋

図1 マイクロプラスチックの大きさ

（３）プラスチックごみはどこから来るのか
環境省では平成22（2010）年度から、海岸などの漂着
ごみ調査を行っている。我が国に漂着するプラスチックご
みがどこからやってくるのか、地域によって差があるもの
の、外国から漂着するごみだけでなく、私たちが排出し
たごみも混入していることが分かっている。
環境省が平成28（2016）年度に全国10地点で実施し
た調査結果によれば、回収されたペットボトルの製造国
別の割合は、奄美（鹿児島県）では外国製の割合が8割
以上を占めた一方、根室、函館（北海道）、国東（大分
県）などでは、外国製の割合が2割以下で、日本製が5～
7割を占めていた。

（２）プラスチックごみの何が問題か
プラスチック製品が何らかの理由で海に出てしまうと、
紫外線や波の力によって、少しずつ細かく砕かれてい
く。しかし、小さくはなっても分解せずに、プラスチックの
性質を保ちながら、環境中に長く存在することになる。
一般に5mm以下の微細なプラスチックは、マイクロプラ
スチック（以下「MP」と略す。）と呼ばれている（図1）。クッ
ションの中に充てん材として詰められているマイクロビー
ズのように最初から小さいもの（一次MP）もあれば、もとも
と大きなプラスチック製品が環境中で紫外線や波の力を
受けて細かくなったもの（二次MP）もある。
いったんプラスチックがごみとなって海洋中に出てしま
うと、その回収自体がきわめて困難であるが、それ以上
に、MPについては、いくつかの問題が指摘されている。
プラスチックの原料は石油であり、油と馴染みやすい
性質を持っているため、過去に海洋中に流出したPCB
（ポリ塩化ビフェニル）などの有害化学物質をその表面に
吸着しやすいと言われている。特にMPは、総重量が同じ
でも、一つ一つのサイズが小さいほど、全体の表面積が
大きくなるため、吸着できる量が多くなる。そのため、MP
は有害化学物質を吸着し、遠くまで拡散する、いわば
「運び屋」として働くのではないかと言われている。また、
魚などが餌と一緒に取り込み、より大きな魚や鳥などが
捕食することで、食物連鎖によって有害化学物質の生物
濃縮が進み、人間にも悪影響を及ぼすのではないかと
懸念されている。
昨年6月に開催されたG20大阪サミットにおいても、
2050年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染を
ゼロとすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョ
ン」が合意されるなど、国際的な取組が始まっている。

２．地域における実態把握
（１）調査の背景
神奈川県は相模湾に面しており、海から多くの恩恵を
受けている。相模湾の保全は、美しい海岸線を守るだけ
でなく、豊かな海洋生態系を保全し、海面漁業資源を保
護していく観点からも重要である。国では、漂着ごみの調
査と合わせて、日本近海に漂流するMPの調査を進めて
いるが、相模湾を含む沿岸部の調査までは行っていな
い。そこで、当センターでは、平成28（2016）年、自分た
ちで相模湾のMPの実態把握を試みようと考えた。
相模湾内のMPの実態を把握するには、湾内に漂流
するMPを直接採集する方法が考えられる。しかし、この
方法だと、相模湾に船を出す必要があり、大掛かりなも
のになる。一方、海岸へのMP漂着状況であれば、比較
的簡単に、様々な地点で異なった時期に調べることがで
きる。きっとその結果は、湾内のMPの分布状況とも関係
があるはずである。
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とは言っても、当時、何をどう調べればよいのか、私
たちにはノウハウがなかった。また、得られたデータをど
う活用していけばよいのかを考え、研究計画を立てる必
要があった。
そこで、その年の夏、私たちは、MP研究の第一人者
である東京農工大・高田秀重教授を府中のキャンパス
に訪ねた。高田先生からは、比重が軽いポリエチレン
（PE）やポリプロピレン（PP）は、水に浮かせて濾しとるの
がよいことなど、数多くの具体的なご助言をいただい
た。

画を設定し、その区画の表面約3cm程度をスコップで全
てすくい、メッシュでふるい分けをする。ふるいを通過し
た試料には砂も含まれているが、これを全て実験室へ
持ち帰り、0.84mmのメッシュで砂とのふるい分けをする。
そして、ふるいに残ったものの中から、比較的サイズが
大きいMPを1粒ずつピンセットで拾い上げる。メッシュを
通過した砂は、約4倍量の水の中へ投入し、浮いてきた
プラスチックをさらに採集する。
このようにして採集したMPは、対象をそのままの状態
で観察することができる実体顕微鏡を用いて、形状や色
の記録と長軸長さの計測を行った後、FT-IR（フーリエ
変換赤外分光光度計）という装置で、プラスチックの材
質判定を実施する。ピンセットを使って、ひと粒ずつ分
析するため、時間と根気を要する作業である。

（２）海岸における調査
海岸へのMPの漂着状況を把握するために、主な流
入河川の河口域を調査地点とし、相模湾側で4か所、
比較対象として東京湾側で１か所を選定した（図2）。
相模湾内の沿岸流は、反時計回りに流れているとの
報告があるため、いずれの地点でも、河口の右岸側で
採集することにした。
また、化学物質の吸着の実態は、MPの材質によって
異なると報告されているため、漂着状況は材質別に把
握することにした。
実際の海岸を観察すると、ごみなど漂着物は、海岸
にある「満潮線」と呼ばれる、潮が一番満ちてきたときに
波が上がる場所に多く存在することが分かる（図3）。そ
こで、MPの試料採集を満潮線上で行うこととした。
まず、下の写真（図4）のように、40cm四方の採集区

（３）調査の結果
最 初 の 調 査 は、平 成 29（2017）年 5 月 か ら 平 成 30
（2018）年5月までの1年間、延べ15回実施した。
夏場は海岸に観光客が多く、漂着したMPの分布に
人の影響が加わる可能性があるため、調査を避けた。ま
た、MPの漂着量は、ビーズクッション等の中に入ってい
る球状の発泡ポリスチレンやプラスチックカプセル肥料
の大量流出によって影響を受けることがあり、そうした特
異的なデータは除いている。
この結果から、海岸への漂着状況は、大きく3つのパ
ターンに分類されることが分かった（図5）。

図3 高浜台海岸の満潮線

図2 最初の調査地点

図4 採集区画
図5 特異的な大量排出を除外した春期の漂着状況（海岸別）
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①代表的な3種類のプラスチックがそれぞれ検出される
（高浜台海岸や鵠沼海岸）
②発泡ポリスチレンの割合がかなり高い（山王網一色
海岸や久里浜海岸）
③そもそもMPの漂着量が少ない（逗子海岸）
これらのMPが主に外洋から運ばれてきたものとすれ
ば、漂着状況はいずれの海岸でも同じような結果にな
るはずである。しかし、実際は、採集場所によって大き
な違いがあった。このことは、相模湾の海岸に漂着する
MPは、外洋からではなく、内陸から川を伝って流れ出
たものであることを示唆していると考えた。
また、前述のように、球状の発泡ポリスチレンや人工
芝の破片らしきものなども見つかり、私たちの周りにある
身近なプラスチック製品もMPの漂着に関与していること
が分かった（図6及び図7）。

MP対策を具体的に進めるためには、さらに多くの
データが必要である。例えば、相模湾全体のMPの材
質・形態別の漂着量の分布を明らかにし、マップとして
一覧にできれば、地域差を一目で判別することができ
る。それをもとに調査を進めることで、発生場所を絞り込
み、地域で効果的にMPを削減するための対策を進める
ことも可能になるかもしれないと考えた。
そんな折、神奈川県では、試験研究機関の研究事業
の展開の方法として、新たにクラウドファンディングを活
用していくことになった。クラウドファンディングとは、不
特定多数の人がインターネット経由で他の人々や組織
に財源の提供などを行う資金調達のしくみのことであ
る。
環境科学センターのMP調査は、クラウドファンディン
グを活用した県の試験研究課題の第１号となった。クラ
ウドファンディングは資金を募る過程で、多くの皆様にこ
の問題に関心を寄せていただくことができる。また、調
査協力者を広く募り、相模湾の海岸に漂着するMPをよ
り多くの地点で採集し、調査することができる。
「相模湾のマイクロプラスチック汚染実態を明らかにし
たい！～みんなでマイクロプラスチックを採集し、分布
状 況 を マ ッ プ で 一 覧 に ～」と い う テ ー マ で、令 和 元
（2019）年7月9日から8月19日までの期間、クラウドファン
ディングによる支援を募ったところ、57名・団体の皆様か
ら、目標金額100万円を超える温かいご支援をいただい
た（目標金額を超えた時点で、クラウドファンディングの
募集は終了）。併せて、数多くの励ましのコメントを頂戴
した。その一部であるが、感謝を込めて紹介させていた
だく。
● 神奈川県民が参加して行うというところに学習効果
があると思いました。
● みんなの海、そしてみんなの問題です。
● 今の海の状況を知ることが、多様な生物がヒトと共
に暮らしていく社会を実現する第一歩ですね。
● 実態を調査することはとても重要と思い支援させて
いただきます。神奈川県に住み相模湾の恩恵も受
けているものとして、家族会議で決めました。
この問題を真剣に考えてくださる方々が、多数いらっ
しゃることに深く感銘を受けるとともに、その思いに応え
なければならないと、責任の重さを感じた。
クラウドファンディングで集まった貴重な支援金は、
MPの採集に用いるふるいなど道具の購入や分析作業
の費用として、有効に活用させていただいた。

図6 特徴的なMPの例（左から海岸に
漂着した球状発泡ポリスチレン、
クッション中の球状発泡ポリスチ
レン、クッション）

図7 特徴的なMPの例（左から海岸に漂着した人工芝の破片らしきも
の、市販されている人工芝）

３．クラウドファンディングによる一般参加調査
（１）クラウドファンディングの募集
平成30（2018）年夏、鎌倉市由比ガ浜にシロナガスク
ジラの赤ちゃんが打ち上げられ、胃の中からプラスチッ
クごみが発見された。国からSDGs未来都市に選定され
た神奈川県は、これを「クジラからのメッセージ」として
受け止め、「かながわプラごみゼロ宣言」を行うととも
に、持続可能な社会を目指すSDGsの具体的な取組と
して、深刻化する海洋汚染、特にMP問題に取り組むこ
ととした。

（２）一般参加調査とＭＰ分布マップの作成
令和元（2019）年9月6日から24日まで、初のクラウド
ファンディング研究「一般参加によるMP分布調査」の参
加者募集を行った。その結果、17の個人や団体の参加
を得て、県内27か所の地点で調査を行うことができた
（図8）。
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図10 ヘッドランド（茅ヶ崎市）

図8 一般参加調査における調査地点

図9 MP分布マップの例（樹脂ペレット）

して、河川を流下するMPや、内陸部の路上に散乱した
MPやプラスチック片の実態把握を進めている。
これにより、内陸部のMP発生源となる可能性のあるエ
リアの絞り込みや、MPの発生の機会となる事象の把握を
進め、海域へのMPの流入を減らすための具体的な対策
につなげていきたい。

採集方法は、誰もができるよう一部簡略化し、説明会
を開催するとともに、クラウドファンディングで購入した道
具（シャベル、ふるい、ピンセット等）を貸し出した。採集
したMPは、当センターで分析を行い、集めたデータをも
とに、相模湾沿岸を網羅したMPの材質・形態別漂着量
の分布マップを作成することにした。
分布マップの一例を示す（図9）。プラスチック加工の
原料となる樹脂ペレットがそれぞれの調査地点にどのく
らい漂着しているかを示したマップである。樹脂ペレット
の用途は、工業的な用途にほとんど限定されるため、ペ
レットを運搬する過程での漏出やプラスチック成型事業
所からの漏出が、内陸での主な発生原因ではないかと
考えられる。
調査の結果、茅ヶ崎市のヘッドランドへの漂着量が
突出して多かった。ヘッドランドは茅ヶ崎海岸を浸食か
ら防ぐために作られたＴ字型の突堤である（図10）。ペ
レットの材質に多いPEやPPは比重が海水よりも小さい
ため、波によって運ばれた際、ヘッドランドのように、地
形的に堆積しやすい場所に集まったものであろう。

５．今後の展開
これまで当センターが取り組んできたMP調査の概要
を述べた。これまでの調査で分かったことは、「MPは私
たちの足元から出ている」という事実である。PETボトル
のポイ捨てなどは論外としても、玄関マットや軒先の洗
濯ばさみなどからもMPは発生する。
実際に、人が生活しているエリアであれば、路上で細
かなプラスチックのかけらを容易に見つけることができ
る。故意でなくても、あらゆる場面でMP発生の機会が存
在する。これらがやがて海に流れ、目に見えないくらい
微細なMPとなって、私たちに戻ってくるかもしれないとい
うことを多くの皆様に知っていただきたい。
当センターでは、今後も地域の特性を把握するため
のMP調査を進めるとともに、身近なデータを広く県民に
伝え、足元からの対策につなげていく予定である。
なお、調査に係る詳細な報告書や分布マップは、当
センターのホームページに掲載されているので、併せて
ご覧いただければと思う。

４．河川・内陸部の調査
一般参加調査を含め、これまでの調査の結果、MPの
漂着状況は、地域によって違いがあることが分かった。
そうであれば、河川を流れてくるMPにも地域的な特徴
が表れるはずである。そこで、現在、当センターでは、
東京理科大学理工学部・二瓶泰雄教授との共同研究と

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/b4f/index.html
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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1 「SDGｓとビオトープ」
協会誌企画の中で、SDGｓを子供に理解できる解説を
とのご下命で、小生が執筆することとなった。SDGｓの認
知度は未だに低い中で、多くの小学生は学校で学んで
いて「エス・デイー・ジーズ」のキーワードは知っている。
この教育書を参考にして協会員向けに書き上げようと、
書店で参考書を探し回ったが、いずれもSDGｓのごく一
部を取り上げているのみで、SDGｓ全体を解説する参考
資料とはならないことを思い知らされた。
SDGｓを国連で約束してから既に5年が経過し、目標と
する2030年まで10年となった。待ったなく行政、企業な
ど各分野、各人それぞれの立場で実装することが喫緊
の課題となっている。これは社会革命そのものなのであ
る。
この協会誌が発刊される頃、当会鈴木邦雄代表顧問
が会長を務める自然環境復元学会の学会誌「自然環境
復元研究」が発行される。この学会誌の巻頭言について
鈴木邦雄先生から「SDGｓと自然環境」として執筆のご依
頼があった。
今回は、協会誌44号の巻頭言とも重複する所がある
が、復習の意味で下記ご紹介することとして、次号以降
に具体的な解説を掲載することでご容赦頂きたい。

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
2019年の観測衛星「いぶき」の観測では409ppmを記録
し、なお急上昇を続けており、気候変動が危機的状況と
なっている。
CO2濃度の上昇に伴い地球温暖化も進み、産業革
命以来の地球表面温度は、平均 1℃上昇したと報告さ
れている。1994年に発効した国連気候変動枠組条約
（UNFCCC）における最終目標は、「気候システムへの
危険な人為的干渉を防ぐ」としている。2016年のパリ協
定では地球温暖化を2℃以下に抑えることに合意してい
るが、地球の平均地表温度はすでにこの閾値の約半分
まで上昇していることになる。
温度上昇は極地に向かうほど上昇率が高く、地球規
模での多くの気候変動が日本のみならず世界各地から
報じられており、北極圏での異常高温・局地的な干ば
つ・未曽有の豪雨・海水温の上昇・海流の変化・巨大ハ
リケーンの出現・シベリア凍土の融解など数えきれない
自然環境の急変をもたらしている。これらの気候危機と
もいえる現象は、今後常態化してくるものと思われてい
る。
急激な気候変動は、地球生物にとって、特に生態系
のベースとなる海洋性プランクトンや土壌微生物にも大
きな変化を及ぼしつつあり、われわれの食糧確保に直
結することになることから、危機感を持たざるを得ない状
況にある。
化石燃料から脱却できていない企業・地域では、今
世紀後半までにフェードアウトして、Tiping point(臨界
点)を向かえないように出来るだけ早い時点で化石燃料
ゼロを達成することは必須であるとの意見も少なくない。
そのために、事業者や自治体などはRE100（2050年
までに再生可能エネルギー100％）に向けて取り組みを
強化する必要があると考えている。そのことで、次世代
においても健全な生活環境を継続できることが保証され
るのではないか。

『自 然 環 境 復 元 研 究 第 11 巻 1 号（2020）・巻 頭 言
Forewordより』
国連サミットで採択されたSDGsと自然環境
Hideo NOZAWA: Sustainable Development
Goals (SDGs) ad opted at the UN Su mmit and
the n atu ral en vironment
経済優先で引き換えた気候変動の危機
18世紀半ばから19世紀にかけて英国に起こった石炭
による産業革命は、工業の大規模化・近代化につなが
り、その後も多様な製品開発が進められ、経済的に豊か
な社会が創出されてきた。そして、この数十年の大量生
産・大量消費・大量廃棄による産業形態は、地球規模で
の大気・水などの環境汚染などが解消していないにもか
かわらず、そのことに十分に配慮することもなく、経済開
発を優先させている。豊かな国は潤沢な資金で化石燃
料を大量に活用しつつ、ますます産業の大発展へとつ
なげており、国民の多くが多様な文明の利器を手にい
れるなど豊かな生活を享受してきた。
これらのことから、近年二つの大きな問題が生じてい
る。
一つは、当たり前のように使われてきた化石燃料から
大量に発生する地球温室効果ガス、そのうち二酸化炭
素の大量放出が今日の地球温暖化に繋がっていること
である。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第5
次評価報告書は、「20世紀半ば以降、観測されている温
暖化の主な原因は人間の影響である可能性が極めて高
い」と結論づけている。
数十万年来の地球CO2濃度は180ppm～300ppmの範
囲の中で変動してきたが、産業革命以来上昇に転じて、
-6-

二つ目は、自国経済優先で豊かさを享受している
国々と、置き去りにされて来た貧しい国々（低開発国）と
の貧富の差の拡大である。SDGsの目標1に「貧困をなく
そう」が掲げられており、具体的目標が「世界中で極度
の貧困にある人をなくすこと」と「様々な次元で貧困ライ
ンを下回っている人の割合を半減させること」となってい
る。
人口が急増している低開発国において、水・エネル
ギー・食料の不足が深刻度を増し、不平等への不満が
宗教や民族間の紛争、テロなど形を変え世界各地で噴
出しており、世界の不安定な状況を生み出している。昨
今の新型コロナウイルス感染症に関しても、先進国から
の十分な援助・情報が得られず、その対応の遅れや貧
弱さが大きな社会問題を引き起こしている。

・生命の根源である安全な水を世界中に（目標6）
・気候変動に具体的な対策（目標13）⇒パリ協定順守
・海の豊かさ生態系を守ろう（目標14）
・陸の豊かさ生態系を守ろう（目標15）
生態系(サービス)を支えている豊かな生物相・生物多
様性の保全は、生物圏・生命圏を守るという意味ととも
に、われわれ人類の食糧問題と直結している。自然環
境の保全と復元、ビオトープ創生などの取り組みは、
SDGsの根幹を担う4つの目標（6、13、14、15）を実現す
るために、重要な活動に位置づけられている。
自然環境復元こそがSDGsをけん引
第 二 次 大 戦 後「産 業 優 先」で 復 興 が 進 め ら れ て、
1950年代後半から1970年代にかけての高度経済成長
期、そして「列島改造論」に象徴される自然環境を改廃
しての国土開発が急速に進められた。産業を振興させ
ることこそ国家の発展につながるという大義名分から、
産業活動からの廃棄物対策が十分でないまま、森・川・
海・大気など自然環境に対して大きな負荷と改変を与
え続けてきた。
この間、産業活動、工場などから排出された有害物
質によって生態系は大きな影響を受けてきた。同時に、
地域の住民の被害は大きく、「公害病」が引き起こされ
社会問題となった。特に被害の大きかったイタイイタイ
病・水俣病・四日市ぜんそく・新潟水俣病は、4大公害と
言われた。
大きな社会問題となった「公害」とは、特定の範囲で
発生し、被害者と加害者が特定できるもの、それに対し
て、「環境問題」特に「地球温暖化などグローバルな環
境問題」は、範囲が広範で、被害者と加害者が特定で
きないものと定義されている。
日本において「経済優先」が叫ばれ続けており、産業
活動における化石燃料を源とするCO2の削減が十分で
はない。気候変動の危機・地球温暖化、原発事故によ
る環境汚染などは、今までに経験したことのない規模か
つ広範な「環境問題」となっている。将来世代の社会の
豊かさを脅かしかねない。自然環境・生態系へ大きな負
荷を与え続けることから、その持続可能性が不安視され
ている。人々の生活様式への批判・反省でもあるが、実
は「企業公害」「政治公害」ともいえる側面も強い。
このように、環境汚染を置き去りにしても経済を優先さ
せる風潮は、半世紀前・高度成長時代の悪夢がよみが
える。
私たちが長年続けてきた「自然環境復元」の活動は、
目先の経済ではなく、将来世代の利益と命の根源であ
る食糧や清らかな水をはぐくむ生物圏・生態系・自然環
境を守ることに他ならない。北米イロコイ連邦の先住民
が伝承してきた「7代先の子孫に豊かさ」という教えがあ
る。この教えを原点とした活動、すなわち「フーチャーデ
ザイン」の考えに立ったバックキャステイングをする社会
活動・環境活動こそが、SDGsの目標達成を正しく導くこ
とにつながると信じている。
「No one will be left behind」・・「Biosphere・Ecosystem」
～「One Planet Lifestyle」・・

SDGｓは、将来の利益・未来へつながる豊かさ
国家間格差・国内格差を解消させる努力を続けない
限り、将来世代の平和はあり得ない。そのことに危機感
を持つ日本を含めた世界のリーダー達が参加して行わ
れた国連サミットにおいて、2015年「No one will be left
behind」 (誰一人置き去りにしない) のため17項目の持
続可能な目標を持つSustainable Development Goals
(SDGs、持続可能な開発目標)が採択されている。日本
国内におけるSDGsは環境省が進めている「地域循環
共生圏」を目指した活動と重なる。
国連が掲げるこのSDGsは、私たち人類の誰もが持続
的に心地よく豊かに生き延びるために、今やらなければ
ならない目標が掲げられている。
先進国の生活レベルで全世界が同等に生活すると
すれば、地球は2.9個必要とされ、今までの生活様式を
根底から変える「One Planet Lifestyle」（地球一個分の
暮らし）が求められる。SDGｓが掲げている17項目がそ
の重要性から下図の「ケーキモデル」と呼ばれる図に整
理されている。SDGｓの基盤となるのが、衣・食・住を担う
「生態系サービス」であり、次の4項目が必須であり、持
続可能な社会と経済を支える。

（ストックホルム・レジリエンス・センター所長ヨハン・ロックスト
ローム氏作成）

すなわち、人類の未来における健全な利益を考えた
と き、そ の 土 台 を 形 成 し て い る 次 の 4 項 目 か ら な る
[Biosphere(生物圏・生命圏) or Ecosystem(生態系)]を
持続的に維持出来なければ、社会や経済の存続は無
いと考える。
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会員・BA等投稿

植物界の「災害遺産」ミズアオイを知る
連続ワークショップ・スタッフ参加報告
1．ミズアオイを震災復興のシンボルに
東日本大震災の後、津波を受けた岩手、宮城、福島
の沿岸地域に突如として青い花の大群落があらわれ、
多くの人を驚かせました。環境省レッドリストで準絶滅危
惧（NT）に指定されている「ミズアオイ」です。
2019年秋、このミズアオイを「災害遺産」、すなわち震
災からの復興のシンボルとして人々に知ってもらい、生
物多様性の保全と防災についての意識を高めるための
環境ワークショップが開催されました。震災遺構として保
存されているのはコンクリートの建築物が中心ですが、
津波によって復活したという特性をもつミズアオイもま
た、震災の記憶を後の世代へと引き継いでいく遺産とな
りえるのではないか、という提案です。株式会社エコリス
は、スタッフとして企画者の元岩手県立大学教授平塚
明先生にご協力いたしました。ここではその準備をとお
して学んだこと、そしてワークショップ当日の様子をご報
告します。

株式会社エコリス、
日本ビオトープ協会法人会員
中川 美知子

においては人の手による田起こしや耕うん、自然界にお
いては津波がそれを担ったものと考えられます。
プラグトレイに蒔いた種子は感受性、抵抗性それぞれ
400個程度です。これは腰水で管理し、乾燥させないよ
うにしました。しかし発芽に至らなかった種子も多く、幼
苗の特徴である披針形の葉から、心臓形の本葉を出す
くらいまで成長し、プランターへの移植まで至ったのは
各タイプそれぞれ50株ほどでした。

2 ．ミズアオイの栽培―抵抗性と感受性―
連続ワークショップ第一回のテーマは「EAT」、ミズア
オイを食べる、です。
ミズアオイはかつて水田雑草として全国に広くみられ
ましたが、除草剤の使用などにより個体数が減少し、絶
滅 危 惧 種 に 指 定 さ れ る に 至 り ま し た（た だ し、ワ ー ク
ショップ開催地の宮城県ではレッドリストから外されてい
ます）。しかし近年、1990年代から除草剤に抵抗性をも
つものが増加しています。一方、震災によって出現した
ミズアオイを調べると、除草剤への抵抗性をもたない（除
草剤への感受性がある）ことがわかりました。これは、震
災後に現れたミズアオイが近年のものではなく、除草剤
への抵抗性を獲得する以前の、過去の埋土種子が発芽
したものであることを意味します。ワークショップでは、こ
の二系統のミズアオイをそれぞれ「抵抗性」「感受性」と
してわけて栽培し、食材として使用しました。

容器内で発根したミズアオイの種

2019年6月末、種子からミズアオイの栽培を開始しま
した。まず、水温25度・水中（嫌酸素）・明条件で発根を
促します。発根が確認されたら、次は一粒ずつ、種まき
用のプラグトレイに播種していきます。このとき、3㎝以上
の深さには植えないようにします。ミズアオイの種子はご
く小さく、1㎜ほどしかありません。種自体の力があまりな
いため、3㎝以上の覆土があると地表に出てくることがで
きず、発芽に失敗します。
これが、ミズアオイが津波で復活した理由です。また
水田でよくみられる理由でもあります。地中に埋まったミ
ズアオイが発芽するためには、何らかの力による攪乱に
よって種が地表近くに出てくることが必要であり、市街地

プラグトレイに播種
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8月、プランターへ移植するタイミングで抵抗性の苗
を他の場所へ移動しました。これは、感受性のミズアオ
イ苗については、食べるだけでなく種子の収穫も行う予
定だったための措置です。除草剤への抵抗性は優性
形質であるため、感受性と交雑すると種子はすべて抵
抗性になってしまいます。平塚先生の調査によると、地
域によってふたつのタイプの割合は異なり、岩手県・福
島県には感受性個体が現存していますが、宮城県の個
体はほぼ抵抗性個体だそうです。

な種類の植物を一緒に育て、食べていたようですが、
現在のミズアオイが水田雑草とされていることからわか
るとおり、特においしいものではありません。ほうれん草
などの現代の葉物野菜に慣れていると、味がない、と感
じます（その代わり、えぐみやくさみもありません）。そこ
でかきあげとお吸い物に関してはたまねぎやにんじん、
まいたけやしめじなどをメイン食材としてミズアオイは脇
役になってもらい、ミズアオイそのものはおにぎりとおひ
たしで味わってもらうことにしました。
ミズアオイは束ねて塩ゆでし、お吸い物には葉の部
分、おにぎり用には茎の部分を主に使用しました。白米
と混ぜると、刻んだミズアオイのみどりが目に鮮やかで
楽しく、また食感も良かったようです。おひたしは小さめ
の個体だったのが功を奏して柔らかく、食べやすく仕上
がりました。
（おにぎりは参加者のみなさんに握っていただきまし
た。スタッフ用のごはんをとりわけておくのを忘れるとい
う痛恨のミスがあったのですが、みなさんすべて完食し
て帰られたので、味は大丈夫だったようです。これには
料理に不慣れなスタッフもほっとしました。）

プランター栽培した抵抗性個体

種まき時期が遅かったこともあり、プランターでの栽
培個体は最終的に野生の個体と比べるとだいぶ小ぶり
になりました。水田でみられるミズアオイは直立し、背が
高いですが、プランターでは茎が立ちあがらず、横に広
がっていく姿が観察されました。一般的にミズアオイとき
いて思い浮かべる水田での姿は、稲と競争する必要か
らとられた形態であり、まわりに何もない場所であれば、
横に広がってより多く日光を浴びたほうが効率的です。
ミズアオイは生育環境（遮光と水深条件）によって表現
型形質が比較的大きく変化するそうですが、栽培をとお
してそのことを実際に確かめることができました。

現地観察会の様子

3．第一回 EAT ミズアオイを食べる
9月8日、ワークショップ第一回当日は定員20名を少
し越える参加者が集まりました。会場は仙台市若林区
のせんだい農業園芸センターをお借りしました。参加者
のみなさんが沿岸部のミズアオイ生育地を見学に行っ
ているあいだ、エコリススタッフはお料理です。メニュー
は、かきあげ、お吸い物、おにぎり、おひたしです。感
受性個体は収穫できた量が少なかったため特別に単
体でおひたしにしました。
ミズアオイは平安時代には食べられていたことがわ
かっています。万葉集にも歌が残っており、身近な食材
だったようです。大昔の水田は稲だけではなく、さまざま

ミズアオイ料理
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検土杖での試掘
ミズアオイの花

余った抵抗性ミズアオイの苗は、参加者のみなさん
におみやげとして配りました。スタッフも二株持ち帰りま
したが、ワークショップ当日、すでに開花しはじめてい
たミズアオイはその後もさらに花を咲かせ、やがて結実
して三角錐型の果実をつけました。実をつけた花茎は
倒れて下方をむきます。これは果実が水につきやすく
するためで、本来はこの後、果実は果柄から離れて水
面を漂い、水中に沈むと裂開して種子を落とします。そ
してそこが（うまく条件が揃えば）来年のミズアオイの発
生地になります。小さなプランターでは残念ながら新天
地へ漂っていくことはできませんが、また次の夏、発芽
してきれいな青い花をみせてくれるのを楽しみにしてい
ます。

現れた地層

の分布状況を比較すると、約2000年前の弥生時代のも
のが最も内陸への遡上距離が大きな津波だったとわか
るそうです。また、余談ですが西暦915年（平安時代）に
発生した十和田湖の噴火の火山灰が仙台平野に降り
注いだことも確認されているというお話もありました。過
去のさまざまな自然現象（災害）を経て、現在あるような
地形が形成されていることを感じた現地調査でした。
土壌の採取では、ミズアオイ種子が埋まっている可能
性のある津波の「上」部分を基本的に選びました。東日
本大震災での事例と同様、津波による攪乱によって復
活し、大群落をつくったミズアオイの種子の多くが、その
まま埋土種子として眠っているものと考えられるからで
す。
埋土種子として休眠することは、植物の時間的リスク
分散の手段といいます。一年草であるミズアオイはその
年のうちに花を咲かせ、種子をつける必要があります。
もし、天候や自然災害などの理由で地上にあるすべて
のミズアオイが種子をつけるまえに枯れてしまったら、そ
こで種が絶えてしまうことになります。そのような事態を
回避するため、埋土種子集団（シードバンク）として休眠
し、環境が整い、発芽のチャンスが訪れるのを待ちま
す。大賀ハスのように二千年も眠っていた種子もありま
すが、ミズアオイが発芽能力を維持したまま休眠できる
期間は、およそ60年ほどだそうです。

4．第二回 DIG 津波堆積物と種探し
連続ワークショップ第二回は10月20日に行われまし
た。雨天決行の予定でしたが、当日は天候に恵まれ、
よい穴掘り日和となりました。
こ の 回では、仙 台 市地 下鉄 荒 井駅 そば の 地面 を
掘って地層を観察し、そこで採取した土壌に埋土種子
が含まれていないかを調べました。荒井地区のその場
所には、地表から30～40㎝と浅いところに弥生時代の
津波堆積物である砂の層が存在します。地層について
は東北学院大学教授松本秀明先生にお越しいただ
き、解説と指導をしていただきました。
まず検土杖で見当をつけ、シャベルで幅1m程度の
穴を掘ります。穴掘りに関しては松本先生の教え子で
ある大学生のおふたりが活躍してくれました。現れた地
層は、上層の現代の耕作による攪乱地の下から色が変
わり、いくつかの層になっていることがみてとれました。
特に津波堆積物だという砂の層はくっきりと白く目立ち
ました。
仙台平野で知られている津波堆積物は弥生時代の
もののほか、西暦869年の貞観地震津波の堆積物、西
暦1611年の慶長津波の堆積物などがあります。2011年
の東日本大震災のものを含め、代表的な津波堆積物
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ひとり一袋ずつ土を採取し、せんだい農業園芸セン
ターに移動して、埋土種子分析（種探し）の開始です。

発見された埋土種子（コナギ）

埋土種子探し

種探しはふたり一組で実施しました。目的のミズアオ
イ種子は1㎜ほどと小さいので、それより大きな砂や石を
水で洗いながらザルでとりのぞきます。津波堆積物付近
の土はこまかく、ここで廃棄できた量はほんのわずかで
した。ザルを通過した残渣には種が含まれている可能
性があるので、洗浄ビンでこまかい汚れを落としながら、
ピンセット、ルーペ等を使って種子らしきものを探しま
す。怪しい物体を発見したらシャーレにとり、実体顕微
鏡で詳しく調べます。

種子探しは非常に難しいため、一粒も発見できずに
終わる可能性もありました。短い時間のなか、種子が発
見できたことは非常に幸運だったと思います。
植 物 界 の「災 害 遺 産」ミズ ア オ イ を 知 る 連 続 ワ ー ク
ショップはこうして無事、終了しました。
5．ミズアオイが象徴する多様性のあり方
ミズアオイという植物の生態や生育環境から、人と自
然との関わり、生物多様性のあり方についてさまざまな
ことを考えさせられたワークショップでした。人の営為に
よってつくられた水田地帯がたくさんの生きものの棲み
処となっているように、そして放置された里山からかつて
そこに生息していた生きものが次々と姿を消しているよう
に、自然の豊かさをかたちづくるのは必ずしも原生の自
然にかぎらないのではないでしょうか。人の手が加わっ
てこそ維持される独自の生態系もまた、多様性のひとつ
と考えます。
安定的に発芽し、群落を維持するためには人の手に
よる土地の攪乱を必要とするミズアオイ。過去、津波の
たびに復活してきた可能性のあるミズアオイは、震災か
らの復興のみならず、これからの人と自然の持続的な関
わり方を象徴するにふさわしい植物であると感じました。

実体顕微鏡での調査

参加者およびスタッフで3時間ほど調査を行いまし
た。結果、参加者のおひとり（底生動物を専門にされて
いるそうです）が見事コナギらしき種子を発見、中身の
ない殻を含めて合計三粒を発見されていました。実体
顕微鏡で観察した埋土種子は俵型で、まさに図鑑とお
なじ姿をしていることに参加者およびスタッフ一同、感
動を覚えました。このほかにも、種不明の種子や殻がち
らほらと発見され、調査した面積と時間を考えると、調査
地の一帯にはかなりの数の種子が埋まっていると考えら
れるそうです。
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会員・BA等投稿

ボタニカルガーデン アートビオトープ 「水庭」
自然再生の手法

日本ビオトープ協会会長・主席BA、
㈱静岡グリーンサービス代表取締役
櫻井 淳
大型の移植重機により森
から立木の状態で運搬する
ことで、活着率が飛躍的に
よくなる。枯死率1割に抑え
られている。

工事施工前の牧草地の状況。

移植木の地下には、メイン排水管が敷設され池から
オーバーフローした水を河川に戻している。
メイン排水管。敷地全体
に5系統の排水管を敷設し
オーバーフロー水を処理す
る。

施工後の状況。池の水面に映るもう一つの森、異空
間に立つような不思議な空間。

池周りの排水管埋設後、砕石を充填する。雨水を含
め、メイン排水管へ集水される。

大型の移植重機がこの工事を可能にした。
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池の断面構造、オリフィス構造の連通管により、水位
調整をし、GLと同じ水面高とする。

既存の森から選択した樹木を計画図の位置
に＋－10㎝の範囲で移植する。

連通管の敷設状況、メンテナンス用に凸部はカットす
る。

ベントナイト系の防水材の敷設状況。

土留擁壁に使用する石材は現場発生の石を使い、
植栽基盤からの排水性を考慮し空石積とした。

樹木位置のずれは池の形状に影響を及ぼす。

土留空石積擁壁の施工完了。
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