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口特集論考口

グリーンインフラがもたらすしなやかさ

一生態系を活用した防災減災一

Green Infrastructure and Ecosystem-based Disaster Risk Reduction Bring about Resilience 

吉田丈人＊

Takehito YOSHIDA 

1 グリーンインフラとばtJl 

グリーンインフラは，単に緑が多く「グリーン」なイ

ンフラストラクチャーを言うのではなく， より包括的な

概念であり， 自然環境や多様な生き物がもたらす資源や

仕組みを賢く利用するためのインフラストラクチャーで

ある。自然が持つ多様な機能を上手に活用することで，

様々な課題を抱えている農山漁村を含めた現代社会を，

より豊かで魅力あるものにしたいという希望が「グリー

ンインフラ」にはある。グリーンインフラの概念はまだ

新しく，国内外における定義は一つに定まっていない。

グリーンインフラに関わる多様な分野の実務者や研究

者が集まっている「グリーンインフラ研究会」 (http://

www.greeninfra.net) では，グリーンインフラを以下の

ように定義している心

店然が捗つ多様な綬能を賢く税lj眉することで拮続可

能な社玲と経済の発鹿に寄与するインフラや士勉税眉訂

面を，グリーンインフラと定義する。

自然が持つ多様な機能とは．生態系や生物多様性が人

間社会に提供するさまざまな自然の恵み（生態系サービ

ス）のことであり，多機能な生態系サービスの提供こそ

が．グリーンインフラの最大の特徴である。生態系サー

ビスには，人間が利用するモノだけでなく． 自然が持つ

防災減災機能や水質浄化など．人間の安全で快適な暮ら

しに役立つさまざまな機能が含まれる。一般に． 自然の

恵みの大きさやその多機能性は，生態系が健全であり．

生物多様性が高いほど， より大きく， より持続的である

といわれる。また，環境の変化や人為的な影響に対する

安定性（しなやかさ． レジリエンス）もグリーンインフ

ラの特徴である。豊かな生物多様性に支えられた健全な

＊東京大学大学院総合文化研究科・総合地球環境学研究所

生態系は，一定の範囲内で変動しながらもその働きを維

持していく性質をもっている。また，生態系の状態が大

きく変わる場合でも，環境と生物の関わりを介して，生

態系は自律的に回復していく性質をある程度備えている。

自然が持つ多様な機能を活かすにはその場所で人間

が住み始める以前を含め，歴史的にどのような生態系が

成立し維持されてきたのか， ということの理解が重要で

ある。過去の生態系こそが理想型であるとは限らない

が，様々な自然の変動を経て成立した生態系の姿を出発

点に， より良い人と自然のかかわりを検討することが賢

明だろう。また自然の活用という意味では，人間は長

い歴史をもっており，伝統的な知識や技術に学ぶところ

は大きい。一方で，本来の自然の働きや仕組みには，一

定範囲のゆらぎや，必ずしも事前に予期できないような

事象が生じる不確実性がある。そのため， 自然が持つ多

様な機能を賢く利用するためには，それを深く理解する

ことに加えて，順応的な管理や予防原則のアプローチが

必要になってくる。

このような自然の性質を理解しつつ，インフラストラ

クチャーとして社会と経済のために活用するとき，グリ

ーンインフラの整備や維持管理にかかるコストは，従来

のインフラに比較して低くなると言われる。生態系サー

ビスを貨幣価値で換算する近年の研究の多くは，グリー

ンインフラが経済的にも有利な選択であることを示唆し

ている。

グリーンインフラは，複数の機能を発揮する多機能性

が特徴である。期待される主な機能を下に挙げる。機能

はグリーンインフラの種類によっても異なるし，同じグ

リーンインフラであっても，それが整備される場所が都

市なのか農山漁村なのかによって異なる。

①治水，②土砂災害防止，③地霙・津波減災，④大災害
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時の避難場，⑤水源・地下水涵養，⑥水質浄化，⑦二酸

化炭素固定，⑧局所気候の緩和，⑨地域のための自然エ

ネルギー供給，⑩資源循環，⑪人と自然にやさしい交通

路（グリーンストリート），⑫害虫抑制・受粉，⑬食料

生産一次産業の高付加価値化，⑭土砂供給，⑮観光資

源⑯歴史文化機能の維持⑰景観向上，⑱環境教育の場，

⑲レクリエーションの場，⑳福祉の場，健康増進・治療

の場コミュニティー維持

このようなグリーンインフラの多機能性と，その設置

と維持管理に必要な順応性は，おのずと，多様な関係者

の関わりを必要とする。なぜなら，あるグリーンインフ

ラが発揮する多様な機能の恩恵は，さまざまな人々にも

たらされ，逆にグリーンインフラからより高い機能を引

き出すためには，多様な人々の知恵や技術が必要となる

からである。行政だけでなく，住民，地域の団体，民間

事業者教育関係者，専門家・研究者など，地域の多様

な主体が共にグリーンインフラに関わることで，地域社

会が中心となって社会基盤が整備され，持続可能なグリ

ーンインフラが構築されるだろう 。また，行政や学術分

野においても分野横断の連携が求められる。例えば，

流域管理のグリーンインフラでは，砂防や河川管理，下

水道農業土木，海岸管理自然環境など，多様な行政

部局や学術分野が関係するため，分野横断の連携がなけ

れば，グリーンインフラが本来持つ多機能性を十分に発

揮することができないだろう。

2 自然の恵みとしなやかさを支える生態系・生物多

様性

豊かで安全な暮らしを実現するためには，生態系や生

物多様性がもたらすさまざまな自然の恵み（生態系サー

ビス）を賢明に利用することが欠かせない。供給・調節・

文化の多様な生態系サービスは，生態系や生物多様性に

よって生み出されるものである。そのため，生態系や生

物多様性は，社会の基盤をなす資本の一つ， 自然資本，

として認識されている。この自然資本が豊かであるほど，

それを源泉とする自然の恵み（生態系サービス）は量質

ともに豊かなものとなる。近代以降の社会の発展は，お

もに財務資本，製造資本，人的資本の拡大によって牽引

されてきた。しかし，豊かで安全な杜会の生存基盤を確

保するためには，これらの資本だけでなく， 自然資本や

社会関係資本も必要である。社会と経済を支える基盤と

しての自然資本の重要性を改めて認識することが必要で

はないだろうか（図 1)。人間社会や経済が自然資本に

与える影響には，開発や利用だけでなく，保全や再生も

含まれる。豊かで安全な生存基盤を支えるさまざまな資

生態系→生物多様性
自然資本

図1 社会一生態系を支える多様な資本

人間の社会・経済・暮らしは、財務資本・製造資本・社会関係資本・人

的資本に支えられているだけでなく、生態系• 生物多様性の自然資本が

もたらす自然の恵み（生態系サービス）にも支えられている。一方、人

間活動は、保全，再生・開発・ 利用などの干渉や管理により、生態系・

生物多様性にさまざまな効果影響を与えている。社会一生態系はこれら

のサプシステムが連関してできている。

Fig. 1 Socio-ecological system supported by various capitals 

Socio-economic system is supported by financial, manufactured, 

social and human capitals, as well as natural capital (ecosystems 

and biodiversity) that provides diverse ecosystem services. Human 

activities including both interference and management influence 

ecosystems and biodiversity. These socio-economic subsystem and 

ecological subsystem consist of socio-ecological system 

本を調和的に発展させていくことが重要だろう。

農山漁村は，元来，豊かな自然資本に支えられた生存

基盤をもっている。さまざまな自然の恵み（生態系サー

ビス）によって， 自律的で分散した生存基盤がそれぞれ

の農山漁村に確保されてきたが．近代以降の社会経済の

発展にともなって大きく変容してきた。近年における生

態系の劣化や生物多様性の減少は．発展が進んだ都市域

だけでなく．本来は自然資本が豊かであった農山漁村で

も進行している。このことは．農山漁村における生存基

盤の持続可能性に影響するだけでなく．農山漁村が生み

出すさまざまな自然の恵み（生態系サービス）に よって

維持されている都市の生存基盤をも揺るがすものである

と懸念される。すなわち．農山漁村に豊かな自然資本が

維持確保されることは．農山漁村と都市の両方からなる

社会経済全体の持続可能性にとって重要であることを意

味する。

生存基盤をもたらす自然の恵み（生態系サービス）は

どのように生み出されるのであろうか。生態系や生物多

様性が自然の恵み（生態系サービス）をもたらす仕組み
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についての生態学的理解は，過去 20年ほどの間に大き

く発展してきた。生態系や生物多様性が持っている自然

の仕組みによって， さまざまな物質の生産や働きが含ま

れる生態系機能が生み出され，この生態系機能が自然の

恵み（生態系サービス）をもたらすのである。最初の研

究は，北米の草原生態系における実験的研究であった

がその後になされた数多くの研究によって，生態系や

生物多様性と生態系サービスの関係の理解は深まってき

ている。生態系や生物多様性と生態系サービスの関係を

調べた研究のメタ解析（研究対象や研究場所が異なる多

くの研究成果を統合的に分析することで，一般的な傾向

を検討する手法）によると，調査された供給・調節・文

化の生態系サービスのほとんどで，生物多様性が高いほ

ど生態系サービスがより 豊かになることが報告されてい

る2)。このメタ解析では，生物多様性について，種・機

能群•生物群集•生態系レベルのさまざまな特性が検討

されているが生態系サービスと正の関係をもつ生物多

様性特性がほとんどであった。このことは，生態系サー

ビスをもたらす生物多様性が，いわゆる種の豊富さ（種

数）だけでなく，生物や生態系のさまざまな階層におけ

る複雑性や多様性に関係していることを示している。さ

らには， どの具体的な生態系サービスかによって，それ

に影響する生物多様性の特性が異なることも，メタ解析

の結果として指摘されている。すなわち，ある一つの生

物多様性の特性が確保されたとしてもそれがもたらす

生態系サービスは限定的であり， より豊かな自然の恵み

を得るには， さまざまな階層における生物多様性が必要

となることを意味している。

また，健全な生態系や豊かな生物多様性が， しなやか

さ（レジリ エンス）をもたらすことについての生態学的

理解も近年進みつつある。ここで言うしなやかさ （レジ

リエンス）とは，干ばつや生息地改変などの環境変化に

よる摂動（バータベーション）を生態系や生物多様性が

受けたとき生態系サービスをもたらす生態系機能が許

容範囲内に維持されることを意味する。しなやかさ（レ

ジリ エンス）には，摂動に対する生態系機能の影響の受

けにくさである抵抗力（レジスタンス）と，摂動を受け

たあとに生態系機能が素早く回復する復元力（回復力）

の両方が含まれる。抵抗力が高ければ，たとえ摂動があ

ったとしても，生態系機能が大きく損なわれることはな

い。また，復元力が高ければ，たとえ摂動によって生態

系機能が損なわれたとしても，素早く回復することで影

響は少なくなる。抵抗力と復元力の両方が裔ければ， よ

りレジリエンスが高いといえる。生態系や生物多様性が

もつ働きや仕組みには，抵抗力と復元力の両方でレジリ

エンスを高める効果があるとされる。生物多様性とレジ
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リエンスの関係をレビューした研究によると，種• 生物

群集•生態系レベルでのさまざまな生物多様性が，抵抗

性と回復力の両方をもたらす仕組みとなりうることが指

摘されている ”。

3 生態系を活用した防災減災 (Eco-ORR)

現在進行中で将来の拡大が予測されている気候変動

は， さまざまな影響を人間社会に与えているが， 自然災

害もそのうちの一つである ,.51。洪水や土砂災害など，

極端な気象現象に由来する自然災害は近年増加傾向にあ

り6.7)' 進行しつつある気候変動の影響をいかに低減さ

せるかという適応策が必要となっている。日本において

も温暖化や大雨の増加が予測されており 凸 自然災害へ

の適応は今後ますます重要になってくると予想される。

自然災害のリスクは，ハザードと曝露と脆弱性によ っ

て構成されるという考え方がある 41(図2)。ハザードは，

自然災害を引き起こしうる気象現象などである。自然災

害のハザードは， 生態学的には撹乱とよばれる現象であ

り， これだけでは人間社会に影響する自然災害とはなら

ない。曝露は，ハザードが発生する場所における人間活

動の存在であり，土地利用の様態といえる。脆弱性は，

ハザードに曝露されたときの影響の受けやすさである。

すなわち，ハザードが発生する場所に人間活動が曝露さ

れ脆弱性が高いときに，自然災害が起こる。逆に言えば

極端な気象現象によるハザードがあっても，曝露と脆弱

性が低ければ， 自然災害は低減されることになる。自然

災害に対する適応策では， この曝露と脆弱性をどう管理

するかが重要になる。

生態系を活用した防災減災 (Eco-DRR,Ecosystem-

自然災害リスク ＝ ハザード ，X ・曝露 ，X 脆蒻性
(e.g. 洪水） (e.g. 土地利用） (e.g. 建物構造）

Eco-DRR 河川
氾濫原 公園・庭園

土地利用の例 r:-::::::7"了函面― 口面

ハザード 層―-~― 

曝露 低

リスク ！低

住宅地-------商業地

学悶院

低，

図2 自然災害リスクと Eco-DRR

自然災害リスクは、ハザード、曝露、脆弱性から構成される。生態系を

活用した防災減災 (Eco-DRR)を取り入れた土地利用では、自然災害リ

スクの低減と多様な自然の恵み（生態系サービス）の両方の便益を得ら

れる。

Fig. 2 Risk of natural disasters and Eco-DRR 

Risk of natural disasters consists of hazards. exposure and 

vulnerability. Ecosystem-based disaster risk reduction (Eco-DRR) takes 

advantages of both multiple ecosystem services and reducing disaster 

risks by managing the land use of towns and cities, as exemplified 

here 



based Disaster Risk Reduction) は， 自然災害を受けや

すい土地の集約的な利用を避けて災害への曝露を回避す

るとともに，生態系が持つ多様な機能を活かすことで，

自然災害に強く持続可能な社会を構築しようとする手法

であり 9. 101, グリーンインフラを構成する手法の一つで

ある。 Eco-DRRのもっとも重要な特徴は，有事におけ

る自然災害の低減機能だけでなく，平時において，生態

系や生物多様性がもたらすさまざまな自然の恵み（生態

系サービス）をもたらすことである。また，先に述べた

ように，健全な生態系や豊かな生物多様性はしなやかさ

（レジリエンス）をもたらす。

河川の氾濫による洪水への対策では，氾濫原湿地の保

全や再生が Eco-DRRの例となる。自然の川の流れは，

本来，中流から下流において空間的な広がりをもって動

的に移動するものであり，その結果として，砂礫河原や

氾濫原湿地などが河川生態系につくられる。この氾濫原

湿地は，その多くがこれまでに農地に転換され利用され

てきた。また， さらにその一部は，宅地などの土地利用

に転換されてきた。氾濫原湿地を保全・再生することで，

洪水の災害を防災減災できるほか，多様な生物がもたら

すさまざまな自然の恵み（生態系サービス）を利用でき

る。土砂災害への対策では，森林の保全や再生がEco-

DRRの例となる。大雨によって引き起こされる土砂崩

れや土石流は，時に大きな災害をもたらす。土砂災害が

起こりやすい場所において，森林を保全・再生すること

で，土砂災害を防災減災できるほか，森林がもたらすさ

まざまな自然の恵み（生態系サービス）を利用できる。

他にも， Eco-DRRの例は数多く知られているが，そ

れぞれの地域において伝統的に利用されてきた事例が少

なくない。人と自然のかかわりの中で， 自然災害を避け

ながら，生態系と生物多様性がもたらす自然資源などさ

まざまな自然の恵み（生態系サービス）を賢く利用して

いく伝統的知恵が，それぞれの地域において育まれてき

たはずである。一方でその伝統的知恵は，現代社会に

おいて急速に失われつつある。 Eco-DRRを利用するに

あたっては地域の特性や伝統的知恵を上手に活用する

ことが重要だろう。

生態系を活用した防災減災の手法と，いわゆる人工構

造物を利用した防災の手法は，それぞれの特徴をふまえ

ながら，地域の実情に応じて適切に組み合わされること

が望ましい。一般的に，災害に対する防災減災効果は，

人工構造物を利用した防災手法が生態系を活用した防

災減災よりも高いとされる 11. 12)。一方，長期的な面も考

慮した経済性は，生態系を活用した防災減災が，人工構

造物よりも優れているとされる。また，人工構造物を利

用した防災手法が限定された機能をもつのに比べて，生

態系を活用した防災減災は． 自然の恵み（生態系サービ

ス）を含めた多くの副次効果があるとされる。さらに

は．人工構造物と生態系がハイブリッドになった手法も

あり，中間的な機能をもつと評価されている 1210 

生態系を活用した防災減災は．災害の低減だけでなく，

さまざまな自然の恵み（生態系サービス）を提供するた

め，関係する主体が多くなることも特徴である。多様な

関係者がより広い利害や分野を横断して連携すること

が必然的に求められる。生態系を活用した防災減災が．

新しいコモンズをつくりだすとも言えるだろう。また．

多様な関係者の連携は．人工構造物による防災手法と生

態系を活用した防災減災をどのように組み合わせること

が地域にとって適切であるかを合意形成する際にも，必

然的に求められる。一部の利害関係者だけでなく，より

広く課題を共有し．持続可能な地域社会のための選択を

しなければならない。高度経済成長時代に活発に投資さ

れてきたインフラが老朽化し．その維持• 更新のための

財政コストがますます拡大していくなか．持続的な防災

減災のあり方を検討することが．農山漁村の持続性にと

って必須であろう。

4 今後の課題

グリーンインフラや生態系を活用した防災減災が．地

域社会で実際に活用されるには．生態系や生物多様性が

もたらす多様な自然の恵み（生態系サービス）が定量的

に評価され，地図などにより可視化され．情報が広く共

有されることが必要だろう。自然の恵み（生態系サービ

ス）の定量的評価手法の研究は．近年めざましく発展し

ており．さまざまな有用情報が整えられつつある 13i。自

然の恵み（生態系サービス）を生み出す自然資本の評価

についても研究が進んでおり 141. 豊かで安全な暮らしを

支える資本についての理解が深まりつつある。それぞれ

の地域社会で， これまで明確に認識されていなかった自

然の恵み（生態系サービス）や自然資本が明らかとなる

ことは． しなかやさ（レジリエンス）の実現に必要な第

一歩であるといえる。

グリーンインフラや生態系を活用した防災減災の利用

には，多様な関係者の参加や分野横断の連携が重要であ

ることは先に述べた。そのような連携や協働の「場」を

どのように設けていくかは．いわゆる社会関係資本をど

う育てていくかということでもあるが，そのための社会

的な技術がもとめられる。地域社会にもともと存在する

自治会などの場や．自然再生協議会などの新しく設けら

れた場などの重要性は． もっと認識されるべきではない

だろうか。このような「場」での多様な関係者の連携に

よって．グリーンインフラや生態系を活用した防災減災
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に対する理解・合意形成・社会実装が進むことが，農山

漁村のしなやかさ（レジリエンス）の実現に貢献するだ

ろう。

注釈

注 1)本節は．グリーンインフラ研究会 (2017)I' を簡略化して

再掲している。
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