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特集 我々は「生態リスク」とどう向き合うのか?

都市の緑地計画・管理と生態リスク

田中貴宏

広島大学大学院工学研究科

Urban landscape planning and ecological risks 

Takahiro Tanaka 

Graduate School of Engineering， Hiroshima University 

要旨.従来、都市計回分野では、意思決定に際してプランナーと呼ばれる人々の主観に頼ることが多かった。しかし、

環境配慮が求められる昨今、科学的知見をより積極的に活用することが求められており、そのため生態学との連携が期

待されている。そこで、本稿では「生態リスクjを f都市の生態系サービスの劣化にともない、人間が不利益を被るリ

スクjと定義し、その言葉をカギにしながら、生態学と連携した都市計爾のあり方について検討を行った。都市の緑地

には様々な生態系サービスがあり、それらに関する個別研究は進められているものの、1)生態系サービスを総合的に

扱うための手法の確立、 2)都市の生態リスクを測る指標の確立、 3)都市の計闘・管理主体への支援情報の整備と、そ

の情報提供、 4)モニタリングの仕組みの整備、 5)都市の生態系サービスに対ーする認識の共有、 6)人口減少社会にお

ける都市緑地の計画・管理手法の確立といったことが今後の課題として挙げられ、それらの解決のために都市計回と生

態学の連携、役割分担の明確化が必要である。

キーワード:都市計問、都市緑地、生態系サービス、意思決定

Keywords: urban planning， urban green， ecologic泌氏 rvice，decision making 

都市計画と生態学

都市計間分野は、生態学者の方々に馴染みのある

でいうとポリシーメーカー、もしくはデシジョンメーカ

ーと呼ばれる分野に近く、また認識科学/設計科学の別

えば、設計科学の色合いが濃い分野であるといえる

(日本学術会議学術の在り方常置委員会 2005)。都市計画

は、市町村レベル(縮尺:1150，000 ~ 1/1 0，000程度)や、

地区・街区レベル(縮尺:115，000 ~ 1/1，000程度)の土

地利用や都市施設等の計画を行うという、実社会での活

動であるため、科学的な知見が少ない中でも決定を下し

ていかねばならないという事情があり、従来、意思決定

に捺して、プランナー(もしくはデザイナー)と呼ばれ

る人々の主観に頼ることも多かった。しかし、都市計画

分野においても環境配慮が求められる昨今、環境配慮の

2010年 1月4日受付、 2010年 10fJ 5日受理

巴-mail:ttanakal974@gmail.com 

369 

ために科学的知見をより積極的に活用することが求めら

れており、そのため、生態学をはじめとする環境科学諸

分野との連携が期待されている O 特に、人間が自然から

独立して存在できない状況において、自然の規則・原理

を探求する生態学との連携は、今後、ますます都市計画

に求められるようになるであろう(ハーヴイ 1980)。例

えば、近年、米国では都市のシナリオ(将来像の案)を

複数作成し、それらに対する生態学的評価(都市拡大に

よる生物生育地の消失等を評価)を行い、適切なシナリ

オを選択するという、都市計聞と生態学の連携事例も見

られる (Steinitzet al. 1996) 0 

また、古くから都市言1-阪の分野では都市ビジョンの提

案が行われており、例えば、 f輝く都市J(ル・コルピュ

ジ、エ 1947) や「東京計間 1960J (丹下・藤森 2002) など

は一般にもよく知られている。しかし、これらは提案さ

れた時代背景をそのまま反映しており、生態系の配慮と

いうようなことはほとんど含まれていない。一方、近年
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提案されている都市ビジョンでは、例えば「森の都市J(奥

野 2007)や ITOKYO2050 fibercityJ (大野 2006) などの

ように、緑地や生態系の積極的な都市への導入が提案さ

れている O ただし、これらの都市どジョンの中では「緑j

の震は吟味されず、「緑」としてのみ扱われており、生態

学的知見に基づいた提案とは雷えない。「輝く都市Jや「東

京計画 1960Jがその後の都市計画に大きな影響を与えた

ことを考えると、今後、新たな都市ビジョン提案に、生

態学の知見を組み込んで、いくことは重要であり、またそ

のためには都市計画と生態学との連携は今後さらに進め

てゆかねばならないと考えられる O

以上のような背景から、本稿では「生態リスクJとい

う言葉をカギにしながら、(特にわが国の)生態学と連携

した都市計画のあり方について検討を進めることとする O

都市計画における生態リスクのとらえ方

前述のように生態学等、環境科学諸分野との連携が求

められている都市計画分野では、「生態リスクJという

葉はほぼ知られておらず、またその定義もなされていな

い。そこで、ここではまず都市計画分野'における「生態

リスクJについて定義しておきたい。

一般的な「生態リスクjの定義については、 f生態系に

える悪い影響(中西 2004)Jと捉えられている一方で、

「生態系サービスを低下させるリスク(森・三村 2009)J

と捉えられていることもある。都市が人間のための空間

であることを考慮すると、都市の生態系に求められる役

割が、都市外の生態系と異なることは容易に想像できょ

う。特に、人々の生態系利用が都市外の生態系にマイナ

スの影響を与えない眼り、都市の生態系は人聞が自由に

利用しでもよいのではないかと考えられる。そこで、本

稿では後者の定義を参考に、都市計画分野における生態

リスクを「都市の生態系サービス (Mi1lenniumEcosystem 

Assessment 2005)の劣化にともない、人間が不利議を被

るリスク」と定義することとする。

生態系サービスは基盤、調整、供給、文化に分けられ

るとされているが、特に都市域では、諦整、文化が重要

であるといえる。例えば、各自治体で策定されている「緑

の基本計爾J(例えば堺市 2003;横浜市 2007)では、緑

の機能として、ヒートアイランド現象の緩和、大気浄化、

騒音防止、紡塵、災害時の火災延焼防止、洪水調整、土

砂災害防止といった調整サービスと、快適で美しい都市

景観の形成、個性と風格の形成、身近な遊び場・懇いの

場の提供、うるおいと安らぎの提供といった文化的サー
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ビスが挙げられている。前述の定義に従うと、都市の生

態リスクとは、都市の生態系の劣化にともない、これら

のサービスが損なわれるリスクということになる。

ただし「都市の緑地の生態系が損なわれることによっ

て、都市外の生態系にマイナスの影響を与えるJという

ことを少なくすること(具体的には、外来種の侵入防止、

信略的な外来植物の都市外逸出の防止、都市内の絶滅危

倶種の保全・保護など)も必要で、あると考えられる。こ

れらは都市緑地の基盤サービスということができ、この

ような生態系サーピスも都市計箇の中で考癒すべきであ

ろう O

都市の緑地の生態系サービスに関する研究例

都市の緑地が我々に提供する、個々の生態系サービス

についてはこれまで様々な研究がなされている。調整サ

ーピスとしては、まず椋地のとートアイランド現象の緩

和効果のような都市気候調整機能があるが、その現象把

握を目的とした研究が、近年活発に進められている(例

えば成田ほか 2004;永谷ほか 2007;竹林・森山 2008)。

また、「風の道jのデザ、インガイドラインのような、都市

気候調整サービスを活かした都市計画指針を作成・提示

するような試みも行われている (Ministryof the Interior 

Baden-Wuerttemberg 2006)。緑地の大気汚染浄化機能につ

いては、その現象把握を目的とした研究がなされている

(小川I1992)。また、縁地の大気浄化機能を効率的に活用

するための計爾指針(名古屋市 2004) も作成されている。

火災時の縁地の延焼防止機能については、森林の構成や

階層構造の面から防火力を評価した研究(福嶋ほか

1983)、夜神淡路大震災の際に潜在自然植生の樹林が延焼

遮断の役割を果たしたことを示した研究(宮脇 1997)、

緑被率と延焼との関係を調べ、緑被が延焼抑制に効果が

あることを示した研究(宮崎・森山 1999) などで、その

効果が示されている。このような延焼防止機能の側面か

らの緑地計画の指針とすることを意図して、緑地の種類

別防火性能評価などが行われている(鍵屋・尾島 1997)。

土砂災害防止機能については、斜面地の樹木が土砂災害

を抑制する働きが示されており(太田 1991)、この機能

を活かすための森林づくり指針が示されている(森林の

土砂災害防止機能に関する検討委員会 2008)。また、緑

地の水源酒養・洪水調整機能については、流域の樹林が

果たす役割が示されている(加藤ほか 2007)。さらに、

都市林の二数化炭素固定機能(市村・黒浮 2005) などは、

受益者がその都市の人々のみではなくなるが、これも都
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市緑地の調繋サービスのひとつの評価であるといえる O

一方、文化的サービスについては、比較的古くから緑

の都市景観が人々にうるおいを与えることなどが指摘さ

れている(坂本 1983)。また、近年では都市公園のみな

らず里山のような空間のレクリエーション効果も注目を

集めている(藤本ほか 2006)。

特定の生物に着目し、それらの生物の保全を白的とし

たエコロジカルネットワークに関する研究(都市緑化技

術開発機構 2000，2006)や、潜在生育地の推定研究(三橋・

鎌田 2006) なども見られるが、都市域に限っていえば、

人々がそのような生物との共存を求めではじめてこれら

が必要となる。つまり、エコロジカルネットワークの創

出や、潜在生育識の保全・再生などは、生物との共存に

よる情緒的満足感の提供機能(文化的サービスのひとつ)

の利用に目的があるといえる。また、文化的サービスも

ふくめて、都市の生態系が人々の心身の健康に及ぼす影

響も指摘されており(田中・佐土原 2001)、このような人々

の健康という視点にもとづく計画指針の作成も今後必要

であろう。

生態リスク配慮型都市計画に向けた課題

前述の生態、リスクの定義に従うと、生態リスク配慮製

都市計画とは、(前節で挙げた)各種生態系サービスを、

都市に住む人々が効果的に享受できるようにし、それら

をできる限り損なわないようにすることを百指した都市

計間の手法であるといえる O

ここで、自治体(市町村)の都市計画の仕組みについ

て述べると、一般的には、まず福祉・環境保全・都市基

盤整備昏産業振興・教育なと午様々な分野を網羅した「総

合計画jが最上位にあり、その下位に都市計部分野の「都

市計画マスタープランjがある。さらにその都市計蘭マ

スタープランの下位に、緑や生態系を扱う日去の基本計画j

がある。現状、これら計画は、基本的には自治体内部で

策定されているが、近年では、住民意見の反映が求めら

れており(加藤・竹内 2004)、また「都市計画マスター

プラン」などは住民参加のもとでつくられるようになり

つつある(渡辺 1999)0

生態リスク配慮型都市計画は、「緑の基本計画jで実現

していくべきと思われるが、現状、「総の基本計画jでは

生態系サービスが断片的に扱われていること、都市の生

態リスクを測る指標がないこと、計画主体への支援情報

提供が不十分であること、生態系サービスをモニタリン

グしていく仕組みがないこと、都市の生態系サービスに
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対する認識が共有されていないこと、新たな繰地の整備

など人口減少社会に対応した施策が示せていないことな

どが、課題として挙げられる。以下に、これらの課題に

ついて述べる。

課題 1:生態系サービスを総合的に扱うための手

法の確立

都市の個々の生態系サービスに関する研究は既に述べ

たとおり、詳細に行われているが、それらを総合的に活

用するとなると、その具体的手法は存在しない。例えば、

屋上緑化などは都市の熱環境緩和に大きな寄与を巣たす

と言われているが、反射率を上げた屋上塗装に比べると、

その熱環境緩和性能は劣る(佐JIIほか 2006)。しかし、

都市緑地は前述のように様々な生態系サービスを都市生

活者に提供しており、そのため、都市緑地の評価は総合

的になされるべきである O このような状況を受けて、分

野横断型の学際研究により、緑地の総合的な機能評価を

行うことを意図した枠組み作成等の取り組みがなされ始

めている(抑えばAlb巴rti1999 ;吉岡ほか 2008)。しかし、

これらはまだ枠組み作成の段階、もしくはその試作の段

階であり、今後さらなる発展が期待される。なお、都市

以外(農村など)の緑地の計画においても、都市とは重

要とされる生態系サービスが異なるが、この「生態系サ

ービスを総合的に扱うための手法の確立jが必要で、ある

という点においては都市と同様であろう O

課題2 都市の生態リスクを測る指標の確立

都市計額では、居住環境を安全性、保健性、利便性、

快適性で評価するという考え方が一般的であり(日笠

1977)、近年では、これに持続可能性(経済持続可能性、

環境持続可能性、社会持続可能性)を加えた 5つの評錨

刺iで評価を行うことも提案されている(浅見 2001)0生

態リスク配車型都市計画は生態系サーピスを利用して、

これらの 5つの評価を上げることを目的としているので、

生態リスクの計測・予測はこれらの視点から行われるべ

きであろう。

しかし、これらは概念的に 4つ(もしくは 5つ)にま

とめられているだけで、評価指擦が4つ(もしくは 5つ)

に統合されているわけではない。部えば、安全性の評価

も防犯性、火災からの安全性、風水害からの安全性、地

盤災害からの安全性、地震災答からの安全性等に分かれ

ており、それぞれについて別々に、安全/危険の評価が
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段階的になされている O しかし、これらは発生確率、発

生した際の被害の大きさも異なり、リスクの視点から見

れば全てが同列で扱われるべきではなく、死亡 1)スク、

生活環境(家屋、道路等)の損壊リスクなどの、同一指

標で評価がなされるべきであろう O

都市計商への限られた投資の中で、どの生態系サーピ

スを期待して、どこに、どのような緑や生態系を保全・

整備するのかということを検討する場合、その生態系サ

ービスのパフォーマンスは統一指標(もしくは数少ない)

で、評価・比較できることが望ましい。このような指標は、

現在の都市計画には存在せず、この点に生態リスクとい

う考え方を都市計臨に導入するメリットがあるものと考

えられ、都市の生態リスクを測る指襟の舷立が期待され

る。しかし、指標を完全にひとつに集約するということ

は間難なので、化学物質のリスク管理で用いられている

ような健康のリスク(吉田・中西 2006)、CVMも含めた

経済的なリスク(栗山 1999)など、いくつかの指標に集

約すべきであろう O また、快適性(街並の美しさ等)な

ど数値化が困難な評価軸もあるので、このようなものに

ついては無理に数値化しないということも必要であると

考えられる。そして当然、各リスクがトレードオフの関

係になることもあるので、いくつかの視点に集約された

生態リスクを比較しながら、計画・管理主体が意思決定

を行うという姿が望ましい。

課題 3:都市の計闇・管理主体への支援情報の整

備と、その情報提供

従来の都市計随は、行政機関、プランナ一等、一部の人々

によって意思決定がなされており、それらの人々の生態

系に対する意識が高い場合にのみ、生態学の専門家に対

する意見聴取等が行われ、専門的知見が計聞に活かされ

てきた(例えば町田市 2000)0 しかし、近年、都市計闘

では住民参加の必要性が強く認識されている(例えば住

民主体のまちづくり研究ネットワーク 2009)。そのため、

今後、都市計画における意思決定は住民、行政機関、プ

ランナーといった人々の共同作業によってなされること

になるものと考えられる O このような都市計問主体はそ

の多くが生態学や環境科学の専門家ではないので、意思

決定の支援情報が分かりやすい形で示されるということ

が重要になる。そのため、分かりやすい意思決定支援情

報を整備する(もしくはその整備方法を提示する)とい

う形で生態学や環境科学の専門家は都市計画に寄与する

ことになるであろう O 近年、リスクコミュニケーション
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という語(古川 2010)が使われているが、これらの情報は、

都市計聞における(生態リスクについての)リスクコミ

ュニケーションを支援するツールと位置づけることがで

きる。

このような背景から、近年わが閣ではドイツ等の事部

を参考に、環境配慮型の都市計画を支援することを話的

として、環境評価が示されたピオトープタイプ地関

ノ瀬ほか 2008)、環境評価と計画指針が示された都市気

候地図(問中ほか 2007)などが整備され始めている。こ

れらは現在、試作・提案の段賠にあるが、今後このよう

な地図の作成手法が確立され、従来、計画支援に用いら

れてきた植生図、地質図、地形図などと同様に活用され

ることが望まれる O ただし、それらの地図の活用の前提

として、「どのような生態系サービスをこの地域では積極

的に活用するのか」ということについて、地域の各主体

の間で、の合意が必要で、あり、その合意にもとづき、それ

ぞれの地域で必要な支援情報が整備されるという流れに

なるであろう O そのため、このような合意を形成するよ

うな仕組みづくりも今後必要で、あると考えられる。なお、

これは環境アセスメントで、行われているスコーピングに

近いものである(原科 2000)。このような環境アセスメ

ントの考え方を都市計画に組み込むという視点も必要で

あろう。

課題 4:モニタリングの仕組みの整備

都市計画分野と生態学との連携を歴史的に概観すると、

米国では 1960年代から連携が行われており、「エコロジ

カルプランニングjという名のもと、マップオーノTーレ

イによる土地利用の適地分析にもとづく計凶手法が提案・

実践されている (McHarg1969)。また、その手法に影響

を受け、 1970年代以降わが国においても同様の思想にも

とづく計関手法が提案され、例えば名護市などで実践が

なされている(大竹 1973a，b， c， d， 1975a， b， c， d)。しかし、

これらは到達すべき都市像があり、それに向けて都市計

闘を進めるという手法であり、生態学、環境科学がもっ

不確実性を考癒していなかった。そのため、その眼界も

指摘されており、わが閣でもその後大きな発展を見られ

なかった(高見沢2006)0これらの不確実性を考慮すると、

常時モニタリングを行い、それらを計問主体がチェック

しながら都市計聞に修正を加えていくという形で進めて

いくことが望まれる(原科 2005)0これは生態学におい

て}I憤応的管理 (adaptivemanagement) という考え方で位

置イすけられているものと、問様の考え方であり (Walters
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1989)、都市計聞と生態学が同様の考え方にたどり着いた その評価の視点は交通エネルギー消費の削減(藤原・向

と言えよう。 村 2002)やインフラの維持管理コストの削減(佐藤・森

課題 5:都市の生態系サーピスに対する認識の共有

都市計爾分野において生態系サービスという考え方は

認識されておらず、そのため位置づけもなされていない

(田中・山崎 2010)0 まずは、都市計磁iに関わる各主体に

対して、生態系サービスの考え方を浸透させるようなこ

とが必要であろう。

特に生態系サービスの中でも、基盤サービスに対する

認識は都市計画分野では皆無と雷える。しかし、生物多

様性も含めた、地主j(の環境の行く末は都市の在り方が決

めるといわれており (WorldwatchInstitute 2007)、そのた

め都市はその周りの生態系への影響を小さくし、基盤サ

ービスの劣化を抑える必要がある。つまり、都市外の生

態系に負の影響を与えると、都市に住む人々に寵接的な

影響がなくても、生態系全体の基盤サービスが劣化し、

その結果、他の生態系サービスも劣化し、最終的には都

市に住む人々が不利益を被るということがあり得るので、

これを避けなくてはいけないということである。都市緑

地の計画・管理という視点からいえば、これを防ぐため

には、前述のとおり①都市内に外来種を入れない工夫、

②都市外に鐙略的な外来植物を逸出させない工夫、③都

市内に生息する絶滅危倶種の保護・保全などが必要であ

ると言えよう。これらの4J.項の必要性について計画・管

理主体に伝えるということも必要である。

課題 6:人口減少社会における都市緑地の計闘・

管理手法の確立

近年、我が国を初めとする多くの先進屈の都市では、

少子化、価値観の多様化などを背景として、人口減少が

見られるようになりつつある。 2005年の我が閣の f人j二l

動態統計J(厚生労働省 2005)では、 1899年に統計を取

り始めて以来はじめて、人口の自然減(出生数が死亡数

を下回る現象)が確認され、いわゆる「人口減少社会j

に突入したと言われており、地方の政令指定都市などで

も既にその兆候が見られている。そのような状況の中、

都市計画の分野でも新たな都市像のあり方について様々

な議論がなされている O 具体的には、市街地や住宅地等

をコンパクトに条約することを意関した土地利用計画で

ある「コンパクトシティ」が提案され(例えば山本

2006 ;海道 2007)、その評価もなされている。しかし、
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本 2009) などが主であり、生態系サービスを効果的に活

用するという視点から、コンパクトシティの土地利用計

聞はなされていない。しかし、コンパクトシティを整備

する場合、市街地問辺では新たな緑地の整備が可能とな

り、生議系サービスを効果的に発揮できる縁地の整備も

可能で、ある。そのため、コンパクトシティの計間と連携

した都市緑地の計凶手法の確立が求められる。

また、人口減少にともない都市内に発生することが予

想される空地は外来種の生育地にもなり(青森県 2006)、

これは基盤サービスの低下につながる。一方、このよう

に都市内に発生する空地は調整サービスや文化的サービ

スを積根的に生み出すポテンシャルを持つ空間であると

もいえる。そのため、基盤サービスも含めた生態系サー

ピスを総合的に考慮した都市内空地の戦略的管理手法の

確立が求められる。

以上のことから、今夜の「人口減少社会jに対応した、

生態系サービスを総合的に考癒した都市緑地の計悶・

理手法(コンパクトシティの計画と連携した都市緑地の

計酪手法、都市内空地の戦略的管理手法)の確立が必要

になるものと思われる。

おわりに

本稿では、都市計臨と生態学、生態系サービス、生態

リスクとの関係について述べた後、生態リスク配慮:型都

市計画に向けた課題を述べた。今設、これら全ての課題

の解決に向けて、都市計随分野と生態学をはじめとする

環境科学分野の連携が必要であろう。

最後に、各課題の解決に向けた、都市計画と生態学の

連携のあり方について述べることとする O 生態学の役割

が、自然の規則・原理の探求であると考えると、都市に

おけるその成果の社会的活用手法の確立は、都市計画分

野の役割であると考えられる O この点を考醸し、各課題

の解決を担う主体、および、相互の連携のあり方を検討

した結果を表 lに示す。このような形で、相互の役割分

担を明確にし、それぞれの役舗を果たすことにより、生

態リスク配慮型都市計画の実現が可能になるものと思わ

れる。



表1.各課題の解決を担う主体、および、相互の連携のあり方。

田中貴宏

課題 1:生態系サービスを総合的に扱うための
手法の確JL

都市計um分野

課題 2:都市の生態リスクを測る指標の凝立
者11711計磁分野
生態学分野

都市計翻分野
生態学分野

課題 3:都市の計蘭・管理主体への支援情報の
護保iと、その情報提供

課題4:モニタリングの仕組みの整備 生態学分野

課題 5:都市の生態系サービスに対する認識の
共有

都市吉1-商分野

課題6‘人口減少社会における都市緑地の計画-
管理手法の確立

都市言1-凶分野
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