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特  集
２．生物多様性ホットスポット

とはいえ、地球は大きく、どの地域から保護保全したらよいのか・・・と悩んでしまいます。そこで、最優先に自

然を保護、保全すると効果の高い場所が選定されました。それが、「生物多様性ホットスポット」です。

その選定条件は、そこにしか生育していない「固有の植物が1500種以上あるにも関わらず、原生の生態系が

70％失われてしまった」場所です。

現在世界で1）36か所が指定され、それは地表の面積のわずか2.4％に過ぎませんが、そこを守るだけで絶滅し

そうな両生類60％、爬虫類40％、鳥類・哺乳類の30％、草や樹木などの植物の50％を守ることができるのです。

実は、この最優先に守るべき場所の一つが、日本全土なのです。つまり、今これを読んでいらっしゃる、そうその

場所こそが、生物多様性ホットスポットなのです。　

え？　どこが？　どこにそんな貴重な生物がいるの？…と思われているのではありませんか？　私たちの多

くが、その破壊されてしまった側に生活しているため意識が疎くなっていますが、世界からみれば貴重な生物た

ちが、すぐ足もとに生活しているのです。

３．東京、大阪、福岡の事例
（1）東京の事例

1980年代頃から屋上庭園などの整備はされていました

が、1997年東京都「世田谷区環境共生住宅」に、水辺のせせら

ぎや野草などを設置したビオトープが作られました。

土をアスファルトにしてきた街づくりから、アスファルトを

外し、代わりに土の上に植物を植える時代へと転換が始まりま

した。それにより、土が雨を吸い、また池にはトンボや鳥たちが

集まり潤いが溢れるようになりました。

また人々はそこで作物を植え、育つ喜び採りたてを食べる

楽しみを通じて、地域のコミュニティーが活性化していった

のです。そればかりか、これら水や食べ物が身近に得られるこ

とは、災害時における最後のライフラインを確保する担保と

もなるのです。

そして2003年、東京の中心地にある六本木ヒルズに、ビオ

トープとしての水田が作られたことは大きなニュースとなり

ました。

2010年第10回生物多様性条約締約国会議（COP10）が

愛知名古屋で開催され、2050年までに自然と共生する社会

をつくることが目標とされたことで、地域で生物多様性を高

めることが命題となりました。それゆえに、都市開発の際など

では、東京の至るところで在来植物によるビオトープづくり

が進められています。（図3－1、図3－2、図3－3）

１．2050年の未来
2050年…今日生まれた赤ちゃんが、32歳になった時の世の中はどうなっているのでしょうか？

映画『バック・トウー・ザ・フューチャー』のデロリアンに乗って未来に行かない限り、本当のことは誰も判りま

せん。

しかし、図１のように世界では人口も、消費も、右肩上がりの急成長となることが予測されています。その一方

で、生物の視点から見ると、すでに2000年の状態で1960年代から40％もの生物が減少したことが判明して

います。このような状況の中で、未来は明るいのでしょうか？（図1、図2）

 

私たち人類は、多くの生物を食し生きています。

また、様々な生物から薬を開発してきました。何より

植物からは、酸素という人類にとって不可欠なものを与

えてもらっています。

つまり、これらの生物が無くなるということは、私た

ちの生存の可能性を低下させることにほかなりません。

特  集 持続可能な街づくり
：生態系ネットワークの形成に向けて
持続可能な街づくり
：生態系ネットワークの形成に向けて

１級ビオトープ計画管理士

長谷川　明子

１級ビオトープ計画管理士

長谷川　明子

WWF　生きている地球レポートより加筆（図1、図2）

図1　2050年の人口と消費予測

図2　生物の個体数指数
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1100 種　3000 個体郡より 表参道の交差点に生物多様性保全など環境を配慮し自然
と共生した施設づくりとして、ビルの7階に森が出現。
オープンカフェとして憩いの場にもなっています。

図3－1　東京都　表参道東急プラザ
「おもはらの森」　2012年オープン

名古屋市の中村区と中川区との区境にある土木遺産「向野橋」。向野橋のトラス構造部分はある川に架かってた橋か
ら移設転用されたものです。その川とは次の内どれでしょうか。 ①大阪府－淀川　　②京都府－保津川　　③岐阜県－長良川　　④東京都－神田川　 ※解答は愛地建コンのHP第2問
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（2）大阪の事例

一方関西においては、1993年大阪市の北の繁華街に、新しい街として新梅田シティが誕生しました。

JR大阪駅北西にあった工場跡地とその地域一帯の再開発として整備され、空中エスカレーターのある梅田ス

カイビルや、ウエスティンホテル大阪などの複合施設が建設されました。ウエスティンホテルに面した場所には、

直径70ｍの「中自然の森」が創出されています。

このエリアの中を歩くと、まるで京都の森にテレポーテーションしてしまったかのような錯覚を起こす程で

す。約50種2,100本の樹木が育ち、樹木の間を流れる小川にはヘイケボタルが生息できる環境が整えられてい

ます。（図4－1）

また、梅田スカイビル北側の約8,000㎡の公開空地には、水田や里山が再生されています。

開発当初は、ワイルドフラワーが一面に播かれていましが、環境への意識の高まりもあり2006年7月に「新・

里山」として再整備されました。積水ハウスの本社が梅田スカイビルにあることから、積水ハウス「5本の木計画」

に基づいて整備されました。

繁華街の中心に現れた水田では、水が張られることで涼しい風が流れるだけでなく、カエルやトンボの姿を見る

ことができるようになりました。畑のエリアでは、有機農業（無農薬、無化学肥料での管理）で野菜などを育てること

で、安全で美味しい食材をオフィスで働く人に提供しているだけでなく、多くの虫達を育むことができています。

その結果、絶滅の危機に瀕しているミゾゴイという日本で繁殖する渡り鳥も飛来しました。里山は、樹上に巣を

つくり、ミミズなどを餌として食べるミゾゴイにとって適した環境のため、それが整ってきた証となったのです。

人にとっても良い環境が、絶滅危惧種を救う結果となった見本の事例となりました。（図4－2）

図4－１　大阪市　新梅田シティ　「中自然の森」　1993年オープン

現代の鎮守の森として、100年、300年後まで続く未来への贈
り物として整備。
滝に見立てたホテル壁面から水が落ち、森の内部に小川のように
流しています。
図左、渓流風の場所では30分ごとに水を下から上部に向かって
放流し逆滝を演出。

図3－3　東京都　大手町タワー　「大手町の森」　2014年オープン

皇居前の大通りにそびえたつ高層ビル群の谷間に現れた3,600
㎡の森。
千葉県君津市の山林で育てた森の形態そのままに表土ごと移植。
当初100種ほどの植物が1年半で300種に増加。生物と人との
憩いと潤いの場に。

図3－2　東京都　目黒区天空庭園　2013年オープン

首都高速大橋ジャンクション上部（3階）に円形状につく
られた庭園。
小川のせせらぎや水田も作られ目黒川の魚や植物が保全
されています。

※解答は愛地建コンのHP名古屋港に土木遺産に登録されている昭和2年竣工の可動橋があるがその構造は次の内どれでしょうか。 ①旋回橋　　②昇開橋　　③跳開橋　　④引込橋　第3問
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（3）福岡の事例
九州最大の都市福岡市の中心街である天神に、福岡県施設とオフィスや商業施設が同居する公民複合施設の

「アクロス福岡」があります。

この施設の南側は階段状に樹木が植栽されているためステップガーデンと呼ばれ、それは一見するとまるで、

山が出現したかのようです。当初76種3万7,000本の樹木が植栽されましたが、10年後には120種4万種の

樹木が生育する場所となりました。今では5万本近くになっています。

木を間引きながら新たに落葉樹を植えつつも、餌を求めやってきた鳥たちが、別の場所から種を運んだりした

結果です。ステップガーデンは、１階から14階まで外から自由に登れるようになっていますが、その階段を上っ

ていくと、樹林の中を歩くため本当に山登りをしているような気分になります。各階のステップガーデンの奥行

きは６ｍ程しかありませんが、木々が密集したところには鳥たちが羽を休めていたりします。

また、ベンチも置いてあり休憩しながら登ることもできるのです。５階から１階まで滝もあり、鳥たちが水浴び

などしていました。緑化の斜面により風の流れが生まれ、眼下に広がる天神中央公園の緑地と一体となってヒート

アイランドの緩和にも寄与し２）街に潤いを与えるだけでなく、人にとってのオアシスにもなっています。（図5）

４．愛知の取り組み
東京、大阪、福岡など大都市圏ではすでにさまざまな取り組みが行われているのに、名古屋では残念ながら「遅

れている！」というのが、私の実感です。

しかし愛知県では、生物多様性を高め生態系をネットワークするための様々な施策が実行されています。

開発事業や企業、個人宅などが緑化を実施する際、生態系のネットワークとしてより効果的に実施することが

できるように、生物目線からの地図（指標種によるポテンシャルマップ）が作成されています（図6）。

現在指標となる生物は、カヤネズミ、アカガエル類、シジュウカラ、オオタカ、オオムラサキなど17種が掲載さ

れています。

この地図により、より効果的な緑地（ビオトープ）を提案することが可能となりました。日本初の生物目線の地

図として、誰もが見られるようにインターネット上にUPされています。「生物多様性ポテンシャルマップ」で検

索できます。

また、生態系ネットワークをどのように実施したら良いのかを分かりやすく広めるために、開発事業用、ビオ

トープ創出事業用、自然環境保全活動用のそれぞれに合わせた「生態系ネットワークチェックリスト」が作成され

ています。

図5　福岡市　アクロス福岡　「アクロスの森」　1995年オープン

図4－2　大阪市　新梅田シティ　「新・里山」　2007年オープン

鳥の糞によって種が運ばれ、自然の力
で樹種が増加しています。またその
糞は地面の微生物によって素早く分
解され、それが土の栄養となっていき
ます。落ち葉などもそのままにして
いるため、肥料も不用。ミミズなどが
増え、それを食べにくる鳥が増加…と
良い循環が生まれています。
人工土壌の保水力が高く、雨の水だけ
で充分に育っているのには、驚かされ
ます。

新梅田シティビルで働く人たちでボランティア
組織「新梅田シティ里山くらぶ」が結成され、組
織を越えた新たな関係性が生まれています。

※解答は愛地建コンのHP名古屋市中村区にある土木遺産「旧稲葉地配水塔」の外観には柱が設置されており、ギリシア神殿風の独特な外観と
なっています。その柱は、何本あるでしょうか。 ①8本　　②10本　　③16本　　④20本第4問
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開発事業用では、構想・計画、設計・施工、管理の3段階に分け、全部で20項目あげられています（図7）。

そして、これらのことを実施していくには、多様な人たちが関わることでより持続的に、かつ強固なネットワー

クを形成していくことが可能となります。

そこで愛知県では、県内を9地区に分け、多様な主体が連携して生態系のネットワークを形成してくための「生

態系ネットワーク協議会」が組織されています。それぞれの地域の風土、土地利用に合わせ目標種を策定し、地域

全体で生物の生息空間を保全、再生する取り組みが行われているのです。

今までは企業など独自で実施されていた保全活動が、協議会のメンバーとして行政、地域の活動団体、学生など

と一緒にコラボレーションすることで、生態系ネットワーク形成の一部を担う貴重な活動となっています（図8）。

企業緑地が地域で絶滅しそうな植物の保全エリアになったり、逆に種子を地域へお裾わけすることで、種の供

給源となっていくのです。これらの動きは、世界でも初事例の最先端の動きなのです。

【構想・計画段階】

□A1　　資料やヒアリングなどから、事業予定
地及び周辺の植生、動植物の生息生育
状況、基盤となる土地条件を把握した。

□A2　　現地調査を実施し、事業予定地及び周
辺の植生及び動植物の生息生育状況
を把握した。

□A3　　《生物多様性ポテンシャルマップ》な
どを用いて、事業予定地の生態系ネッ
トワーク上の位置づけを把握した。

□A4　　目標種や目標環境を設定した。

□A5　　自然の把握や生態系ネットワーク上の
位置づけなどを、事業内容に反映した。

□A6　　回避・最小化・代償の順に自然の保全
対策を検討した。

□A7　　在来種の苗木などの入手方法を検討
した。

□A8　　地域の生態系ネットワーク協議会に相
談した。

【設計・施工段階】

□A9　　生物の生息生育に配慮した構造物や植栽方法など
を検討した。

□A10　植栽に在来種を使用した。

□A11　地域住民や企業の参加による植樹などを実施した。

□A12　施工時の濁水の流出防止や、工事用道路による影
響の最小化など、施工時の影響軽減などの対策を
検討、実施した。

□A13　継続的な管理を行うための管理計画を策定した。

【管理段階】

□A14　外来種の拡大防止に努めた。

□A15　地域外から、生きものを導入することは避けた。

□A16　地域住民や企業の参加による管理を行った。

□A17　生きものの生息生育を考えた管理を行った。

□A18　定期的に生きものの調査を行い、自然の保全・再生
状況を把握した。

□A19　必要に応じて、管理方法などの改善を行った。

□A20　事業内容や成果について広報し、取組の普及・拡大
につなげた。

図7　生物多様性チェックリスト

図8　生態系ネットワーク協議会の活動事例（尾張西部生態系ネットワーク協議会より）

地域における生態系ネットワークの新たな拠点地となるよう、企業緑地に地域から採取、提供された種子をみんなで播種（上図左）。
企業緑地内の生物調査をメンバーと一緒に実施（上図右）。
地域の自然を理解するために市民向けのバスツアーを実施し、世界で唯一の水田風景である島畑を視察（図下）。

図6　生物多様性ポテンシャルマップ　イトトンボの事例

イトトンボは池から500ｍ範囲を一気に飛ぶことが出来ます
（真ん中の図）。右図は公園や学校など公共用地を重ねた図。点線
で囲んだ場所の公共用地に池を作れば、分断されていた上と下が
繋がりトンボが行き来することが可能となり、ネットワークが強
固となります。

※解答は愛地建コンのHP三河港の真ん中に突き出る西浦半島東岸ある土木遺産「稲生港石積防波堤」長さ171m、高さ6mの石積みの防波堤で「幡豆石」と
呼ばれる花崗岩が使われていますが、この「幡豆石」は他にお城の築城に使われています。どこのお城に使われているでしょうか。 ①犬山城　　②岐阜城　　③清洲城　　④名古屋城第5問



13 14

平成29年度技術研修会を9月15日（金）名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）において、当協会久野会長よ
り、金融とICTの融合で新たなサービスを生み出す※1「Fintech」に関する最新の話題を含む挨拶の後、『スケルカ
技術を活用した地域強靭化、BCP※2のご提案道』、『下部工の耐震補強技術』について、愛知県建設部の皆さんを始
め官公庁から42名、当協会加盟会社41名、合計83名の方々の参加を頂き開催致しました。

講演Ⅰ 『スケルカ技術を活用した地域強靭化、BCPのご提案道』　－道路下空洞調査－
講演Ⅰでは、ジオサーチ株式会社　中部事務所エリア統括兼中部事務所長苗村茂氏を講師に招

き、道路陥没や橋梁床版等の抜け落ち事故が発生し交通・物流ネットワークが寸断されると緊急輸
送物資の輸送やその後の復旧・復興にも悪影響をおよぼす可能性が高い。そのため、危険箇所を素
早く発見し事故を未然に防ぐ重要性について、そして点検の熟練度による見落とし等の解決方法
としてのスケルカ技術【マイクロ波を利用した世界初の走るＣＴスキャナー】による空洞化調査に
ついて説明がありました。講演の最後に調査に関する交付金についての説明もあり、官公庁の皆様
も興味をひかれていました。

講演Ⅱ 『下部工の耐震補強技術』　－圧入鋼板巻立工法及びその他5工法－

講演Ⅱでは、オリエンタル白石株式会社技術本部技術部補修補強チームチームリーダ－岩
本靖氏を講師に招き、既設橋梁を供用しながら、狭小空間で施工性に優れ、低騒音・低振動で施
工が可能な①圧入鋼板巻立による橋脚・基礎の耐震補強工法（Kui　Taishin-SSP工法他3工
法）及び②鋼製パネルによる仮締切工法（STEP工法）に関する『下部工の耐震補強技術』につ
いて、愛知県海部建設事務所施工の新日光川橋に事例を交えご講演を頂きました。また、終了
後も建設事務所の方から熱心に質問されていたのが印象的でした。

●●●●●技 術 研 修 会

苗村 茂 氏

岩本 靖 氏

※1　Fintechとは、「ファイナンス（Finance、金融）」と「テクノロジー（Technology、技術）」の2つの言葉を掛け合わせて作られた造
語。スマートフォンやクラウドなど最新の技術を活用することで、金融サービスを容易に開発できるようになったこと。

※2　BCPとは、事業継続計画（Business continuity planning）の略で、災害などの緊急事態が発生したときに企業が損害を最小限
に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画

５．おわりに
愛知県は全都道府県において、植物種が一番多く、多様性に富む県なのです３）。しかし、あまりに当たり前の風

景過ぎて、今までそのことに気づかずにいたのです。

子供の頃よく見かけたな～という植物、最近見なくなったのではありませんか？愛知県には現在、在来の植物

2,885種が生育していることが判明しています。しかし例えば、昔は至るところに生育し秋の七草として選ばれ

たフジバカマやキキョウなどは、今や愛知県では絶滅危惧種となり危機的な状況なのです。

そこで提案！　１社１種、植物を育ててみませんか？

100社集まれば100種の植物を保全することができるのです。育てる植物は、いわゆる在来の野草で良いの

です。本来野草は、自分の力で咲いてくれる生命力の強い植物なのです。

しかし、今やその生育場所は、園芸種や外来種、また建物などに占領され、失いつつあります。なので、ほんの少

し、手助けして頂けないでしょうか。仮にそれが小さなプランターだったとしても、植物の保護エリアとして、未

来への種の供給源となっていくのです。地元に生育していた植物は地元で育つ。そんな当たり前の風景が、維持

されている世の中であって欲しいものです。

そして、その植物を頼りに、チョウたちがやってきます。チョウをはじめとする昆虫の生まれる場所としても見守

れるようになれば、それを餌とする鳥たちもやってきて、生物相が豊かになっていきます。小さな水辺をつくれば、そ

れがトンボたちの休憩場ともなり、より多くの生物たちと私たちが暮らせるようになることでしょう。子供のころに

歌った「赤とんぼ」や「メダカの学校」を、未来の子供たちも実体験を持って歌えるような世の中で有りたいものです。

もちろん、それは心情的な部分もありますが、私たちを取り巻く生態系は、様々な生物が複雑に関係しながら成

り立っています。しかし、その関係性の全てを私たちは理解できていません。それゆえ１種が絶滅することで、そ

れが生態系に大きな影響を与え、私たちの将来を脅かす危険性が高まるのです。何より、多くの生物たちは、人類

よりはるか昔から地球上に存在していて、多くの災害を生き抜いてきました。

現代人には失ってしまった様々な危険を察知する能力を、それらの生物たちは持ち合わせているはずです。し

かしその能力を、私たちはまだ解明しきれていません。だからこそ、多くの生物が私たちのそばにいることで、い

ち早く生物から危険を感じ取り、身を守るすべを学ぶことが大切なのです。

植物もしかり。雑草だとおもっていた野草に、不治の病を治す成分が入っているかもしれません。新しいもの

を開発する際の材料や、ヒントも与えてくれます。

つまり、多くの生物には、様々な可能性が残っているのです。だからまだ、絶滅させるわけにはいかないのです。

その為には、今、私たちが生態系を守る行動を実施しなければ、手遅れになってしまいます。

大げさなことでなくて良いのです。小さな、等身大でできる一歩から、一緒に始めてみませんか？そして、みな

さんと一緒に、この危機的状況を回避し、すてきな未来をつくっていきたいと思っています。小さな点の庭先が街

路樹や河川の緑に繋がり、公園や企業の少しまとまった緑地で一休み。そして、大きな森や川につながる生態系

ネットワークにより、私たちと自然とが共生する社会が実現できるのです。

2050年にそんな社会になっていることを目指して。是非、御協力の程を。

［引用・参考文献］
1）コンサベーション　インターナショナル

https://www.conservation.org/global/japan/priority_areas/hotspots/Pages/overview.aspx
2）高山成, 山本晴彦, 岩谷潔, 王斐, 原田陽子, 東山真理子, 土谷安司, 兼石篤志, 白水隆之：都市域における大規模な屋上緑化物によ

るヒートアイランド緩和効果および人体暑熱ストレス軽減効果の定量的評価．農業気象．64 巻 (2008) 4 号 p. 257-270
3）Yasuhiro Kubota, Takayuki Shiono, Buntarou Kusumoto:Role of climate and geohistorical factors in driving plant 

richness patterns and endemicity on the east Asian continental islands. Ecography 17 November 2014
4）長谷川明子：地球と暮らすまちづくり　スイス・ドイツに学ぶ近自然　技報堂

明治時代、寒狭川に建設された発電所の発電施設への取水堰及び導水部で側水路余水吐によりナイアガラのように見
える人工滝を持つ土木遺産に認定されている発電所は次の内どれでしょうか。

①足助発電所（巴川：中電）	 	 ②笹戸発電所（矢作川：中電）　
③羽生ダム小水力発電所（農業用）	 ④長篠発電所（豊川：中電）第6問 ※解答は愛地建コンのHP


