
生物多様性は街づくりから

■ ビオトープを考える会とは

内田：長谷川さんは、「ビオトープを考える会」の会長でおられますが、

「ビオトープを考える会」はどのような活動をされているのですか？

長谷川：私がビオトープ管理士の資格を取った時、全国で４０人しかい

なくて、そのうち１０人が東海地域の人でした。女性は私ひとりだった

ので、おまえが会長をやれと言われて率いることになりました。

　時に新しい言葉がもてはやされ、池を造ればビオトープと思われて

いるところがあります。池を造ってもみんなが関わって行くことが大

切で、生き物屋（生き物の研究者）だけではなくて、土木屋（土木工

学の研究者や技術者）さんも近所のみなさんも一緒に考えようという

場作りが「ビオトープを考える会」です。細かいパーツであるそれぞ

れの生き物のことはわかっても、全体は一人では抱えきれない。生物

関係の人と土木関係の人との橋渡しも必要だし、そこに暮らす人たち

の自然に目を向ける意識も重要です。そして街の生態系全体を考えな

いといけないということで、講演会や学校ビオトープのアドバイスな

どの活動を通してネットワークを広げているうち、気がついたら街づ

くりに発展してきました。ビオトープという言葉を通して日本の生態

系を守っていけたらいいなと思っています。

■ 学校ビオトープあれこれ

内田：学校ビオトープの苦労話を聞かせてください。

長谷川： 多くの場合、「どういうビオトープを考えていますか？」と

尋ねると、「とりあえず、池が要る」という答えが返ってきます。まず、

本来の姿を考えていただき、その上でそれでも池が欲しい場合、メン

テナンスの必要性を理解してもらいます。責任を持ってやれる体制が

ない場合は、学校外に別組織を作って支えてもらえる仕組みをつくり

ます。子どもたちは次々に卒業してしまうけれど、学校周辺の住民は

変わらない。住民の会が発足し、池を見守ってくれるケースもあります。

どうしても持続できない場合は「野草園にしませんか？」という提案

をします。最近、ススキが減ってしまい、ススキを知らない子どもた

ちも多い。草のビオトープがあれば日本文化と合わさったお月見がで

きますよね。

　水辺のないところに池を造るのは大変お金がかかるので、保育園な

どでは、バケツ水田を勧めることもあります。学校のフェンス沿いに

中低木や野草を増やして落ち葉タンクや堆肥にすると虫のすみかにな

ります。そういうことを伝える場を作っています。

　２０１０年秋に愛知・名古屋市で生物多様性条約第１０回締約
国会議（ＣＯＰ１０）が開催されます。「生物多様性」とは？　今
年度に入ってＲｉｏでもＣＯＰ１０を意識して編集に取り組んできました。
今号は、「ビオトープを考える会」の長谷川明子さんに生物多様
性と私たちのくらしについて研究員の内田朝子がインタビューを
させていただきました。
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■ 自然と共生するということ

内田：大切なことは、その地域でできることに無理なく取

り組んでいくということですね。ビオトープを考える会を通

して街づくりに取り組んでおられる立場から、自然と共生す

る街づくりに向けて、何かアドバイスしていただけますか。

長谷川：私自身、ほ乳類の研究に携わってきました。来年、

愛知県名古屋市でＣＯＰ１０が開催されますが、森などの生

物だけを守ればよくて、街は関係ないって空気が漂ってい

るように感じます。ＣＯＰ９では、生き物の視点だけでは

なく、食料や人権、南北問題（先進国と途上国の経済格差）

なども含まれていました。

　私たちは強大な消費者であり選択者ですよね。生物多様

性に対し何を選択するか、そこまで含めて伝えるのが大変

です。例えば、食と生物多様性について考えてみましょう

か。なぜ、無農薬や有機農法でできた野菜が

よいのか。農薬の身体や未来の子どもた

ちへのリスクを減らすと同時に、有機

農法によって生き物を守れるという

おまけがついてきます。生き物好

きな人に対して「生き物を守りま

しょう！」だけでも伝わりますが、

なかには鳥は好きだけど毛虫は嫌い

という人もいる。でも毛虫がいないと

鳥の餌がない。生き物嫌いな人に対して

は単に「生き物を大切に」と言いにくいので、

みんなが共通する食べることを話題にします。農薬を使わな

いで作物を作ることは、生き物にとってよい提案だし、その

野菜を食べる私たち人間にとっても気持ちがいいですものね。

　スイス・ドイツの川づくりでは、三面コンクリートの護

岸を外し、川に任せたことで蛇行し、自然に近い川になっ

ていきました。生き物のためにしたのではなく、人間のた

めにやったら、気持ちよい景観になった。そこでは生き物

も増えました。そういう考え方をしっかり伝えられたら、

たぶん生物多様性も生物だけのことではなくて、私たちの

街づくりにつながるんだということが判ってもらえると思

っています。

■ 持続可能な活動にするには

内田：最近、住民活動の後継者が少なくなってきたという

声を耳にすることがあります。ビオトープ公園や街づくり

を持続していく上で秘訣はありますか？

長谷川：日本全国どこでも同じで、協働という言葉で「や

ってくれ」という。しかし、どこも若い人が来ない。退職

された方は時間と元気を持っておられますが、いつまでも

彼らに甘えてはいけない。公共の仕事を持続させるにはボ

ランティアだけでやるには限界があると思いますね。ビジ

ネスとして作業に見合った対価が支払われ、ＮＰＯの若い

人が生活していけることが必要です。生態系を守り維持し

ていくにはプロの知恵が大切です。作業の質を高め、コン

トロールする人材を得るには仕事となる部分が要ります。

それによって活動が次世代につながっていくと思います。

■ ＣＯＰ１０に向けて

内田：来年、ＣＯＰ１０が愛知・名古屋市で開催されますが、

それに向けて何か取り組まれていますか？

長谷川：「街が変わったよね。過ごしやすくなったよね。

いつから変わった？　ＣＯＰ１０からかな？」という声が聞

こえるといいなと思っています。まずは、ハード面を変え

ないと難しいこともあります。都心の公園はどこでも金太

郎飴、土丸出しで、ブランコがあって、カンカン照りの中

に滑り台。そうではなく草があって木陰もある。野菜も植

わっている。豊田市「児ノ口公園」はまさしくそのような

公園ですね。公園にも個性があっていいと思

っています。例えば、『うちの近くの公

園では、プチトマトが育っていて、

学校帰りの子どもたちが口にしてい

る』。別の公園では『外国の花ば

かりが植わっているのではなく、

八事ニンジン！』その土地古来の

野菜がいいですね。ぜひニンジンの

花を見て欲しい。普段、食べている野

菜がどういう形態をしているのだろうとか、

遊びながら食生活と接点のある公園になるとい

いですよね！

　このように考えると乗り越えていくハードルがいくつも

あります。公共物の公園では生産性のあるものを作っては

いけないことになっていますが、公園はお役所のものではな

いし、その地域の人が責任もって管理すればいい。そのため

には、地域の人たちの意識が高まっていくことが必要です。

　食にしたって、自給率は極めて低いという現状です。周

りを見渡せば都市近郊の土地は休耕田がたくさんあります。

公園の土地も空いている。美味しいものを食べたいと思う

なら、農作物は新鮮なものがいい、近場で採れたものがい

いと、みんなが自然に言えるようになるといい。動物嫌い

な人も多いけれど、虫がいないと困るでしょう、生態系が

壊れるもの。嫌いであっても「いることが許せる」という

ことが大切です。生き物の良さは、生き物を通してつき合

い方を伝えていけたらいいなと思っています。そこに行か

ないとみることができなかったり、食べられなかったりす

る生き物や食べ物を、宝物として自慢できるような社会に

なればいいですよね。ＣＯＰ１０がそのような有機栽培によ

る地産地消や生物多様性の街づくりの火付け役となれたら

いいなと思っています。

■ 聞き終えて

 ゾウの飼育員にあこがれていたという長谷川さん。「児

児ノ口公園 2009.9.14

ちご の くち



物多様性アドバイザーとしてご活躍を期待しています。

　私たち矢作川研究所もＣＯＰ１０で矢作川流域の生物多様性

の保全に向けた活動紹介のエクスカーションを予定してい

ます。多くの方にご参加いただけるよう取り組んでいます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：内田朝子）

ノ口公園のような素晴らしい公園のある豊田市の良さに地

元の人が気づき、生物多様性のまちにしていこう！と楽し

く活動してもらえるようにしていくことが私の役目です」

と決意を語ってくださいました。ＣＯＰ１０では名古屋市の生

　長谷川さんのインタビューから数日後、豊田商工会議所主催のエコキッズキャンプの打ち合わせ会がありま
した。矢作川研究所は生き物観察の講師としてこのキャンプに参加したのですが、環境・平和・教育問題など
を主婦の視点から考え行動するグループGreen maman（グリーン ママン）が同席されていました。そこで、
長谷川さんのお話にあった地産地消の話をつなげて豊田市で実際に実践されているGreen mamanの活動を紹
介していただくことにしました。（内）

小さなことから始めよう ～お母さんたちの一歩～

ちと地元農家を結び

付け、自分たちの食

糧にちゃんと目を向

ける機会を作りたい

と思うようになりま

した。

　朝市は月１回、寺

部町の守綱寺（豊田

市寺部町２丁目２７）をお借りして途中休みを挟みなが

ら２年ほど続いています。自分たちの出来る範囲なので

大きく広報することは今のところ出来ませんが、毎回

８０人ほどの方たちが足を運んでくれています。その多

くは子連れのお母さんたちです。また、野菜農家さん以

外にも、オーガニックや自然に配慮したもの、地産地食、

フェアトレードなどに関するお店の方にも出店していた

だき輪が広がっていくのを感じています。

　最近は「暮らしの寺子屋塾」と称してワークショップ

も開催しています。子連れでの受講を可能として、お母

さんでも参加しやすいように意識しています。今までに、

味噌作り・手作り化粧品・自然療法の手当て法・自然農

法塾・雑穀料理教室・社会の仕組みについてなどの講座

を開きました。自分たちの生活を人任せでない、自立し

たものにしようというコンセプトです。

　私たちはまだまだ子どもに手がかかる状況で、スムー

ズに進まないことばかりですが、母だからこその方法で

社会にメッセージを伝えたいと思っています。今後、朝

市がもっと発展した形になるかもしれません。ゆくゆく

は米作りをしたいとも話しています。明るい未来への活

動はまだまだこれからです。

（おぐろ　あつこ、Green  maman）

 

 

　誰しも自分の子どもの未来が明るいものであってほし

いと願うもの。私たちは乳児から小学生の子どもを持つ

５人の専業主婦で、純粋に未来が「戦争のない、平和な

社会であって欲しい」と望んでいます。そして、それが

活動の根幹となっています。

　２００７年に地方公務員（当時）でありながら環境活動家

である田中優氏の講演会を開催したところから、この活

動は始まりました。私たちが豊かに暮らすための様々な

仕組みが、その裏で発展途上国の貧困を生み出し悪化さ

せ、最悪の場合戦争を引き起こしていることを知りまし

た。そして、自分たちの生活を自立したものにしない限

りは、いつまでも人から奪い続けるしかないのだと考え

るにいたったのです。何が出来るだろう？途方に暮れな

がらまず出来ることから始めようという事になりました。

「朝市」をはじめる

　まず思いついたのが朝市。日本の食糧自給率は４０％

だというのに、スーパーには安い食糧が溢れています。

海外で買い叩き、膨大

な石油を使いながら運

ばれてくるのです。一

方で日本の農家は経済

的に立ち行かなくなり、

廃業する家が後を絶た

ちません。調べてみる

と豊田市近郊にも、有

機や自然農で真摯にが

んばっている専業農家

の方たちがいることが

分かりました。主婦た

自然療法の手当て法のワークショップ

小黒敦子

朝市の様子 2008.10.28

しゅ こう じ



再生紙を使用しています

森林の土壌動物 ～山椒魚の生態～ 山上将史

図1 デーニッツサラグモ

図2 オウギツチカニムシ

目の餌が確認さ

れており、積極

的に採餌してい

る様子が窺えま

した。餌となっ

ていたのは、ミ

ミズ類、カニム

シ類、ダニ類、

真正クモ類、ワ

ラジムシ類、ヤ

スデ類、トビムシ類、コウチュウ類（幼虫・成虫）、ハエ類（幼

虫・成虫）、アリ類など約３０種の土壌動物でした。なか

でも、真正クモ類とカニムシ類は、５～６割の個体に捕

食されており、幼体の主要な餌生物であると考えられま

した。真正クモ類では、デーニッツサラグモ（図１）や、

アイチマシラグモなど、土壌性のクモ類が確認されたほ

か、カニムシ類では、メクラツチカニムシ、オウギツチ

カニムシ（図２）、コケカニムシ科２種（Microbisium属の

一種、Parobisium属の一種）など、４種のカニムシが確

認されました。また、２月に採集した２個体の消化管か

ら、メクラツチカニムシとその卵が確認されました。子

育て中のカニムシを、山椒魚が丸ごと捕食したのでしょう。

　気温が著しく低下する冬季に、越冬せずに活動する幼

体がいるという事実は、新たな発見でした。それと同時

に、多くの土壌動物が、冬季における幼体の餌として利

用されているという事実にも驚かされました。通常、山

椒魚は動いている物しか捕食しませんから、餌となった

土壌動物は、比較的活発に土壌中を活動していたのでは

ないかと考えられます。

　一見静かに見える冬山の林床で、山椒魚やその餌とな

る土壌動物達は、休むことなく活動しているのです。豊

かな土壌環境が維持されているからこそ、このような素

晴らしい森林生態系の営みを見ることが出来たのでしょ

う。ひっそりと生活する山椒魚の世界には、まだまだ我々

の知らない真実が隠されているに違いありません。驚き

と感動を与えてくれる山椒魚達と、それらが生息できる

環境を、これからも大切にしたいと改めて感じさせられ

る発見でした。

（やまがみ　まさふみ、環境科学株式会社名古屋事務所）

　皆さん、山椒魚という両生類をご存じでしょうか？以

前、私は、この月報Ｒｉｏで、愛知県に生息する、ハコネ

サンショウウオとヒダサンショウウオを紹介しました

（２００４ June No.７４「足助のサンショウウオ」）。山椒魚

は、蛙とは異なり、短い四肢と尾を持つ両生類の仲間で、

代表的なものとして、国の特別天然記念物であるオオサ

ンショウウオが知られています。オオサンショウウオは

体長１ⅿを越える大型種ですが、このような大型種は世

界的にも珍しく、日本に生息する山椒魚のほとんどが、

全長１５～２０㎝程度と小型です。今年の冬、コガタブチ

サンショウウオという小さな山椒魚の、さらに小さな幼

体（体型は大人だけど未成熟：表紙写真）の生態について、

面白い発見があったので、報告したいと思います。

　今年の１月と２月に、非繁殖期（コガタブチサンショ

ウウオの繁殖は４月がピーク）の個体を調査する目的で、

愛知県のフィールドを訪れました。この時期は、１年の

中で最も気温が低下する時期です。山椒魚は、温度の安

定した地中の深い場所で、越冬していると考えていまし

た。しかし、実際に山椒魚が確認されたのは、林床の落

葉下や礫下など、意外にも地表の浅い場所だったのです。

さらに興味深いのは、確認された個体のほとんどが、全

長４～６㎝程度の幼体で、確認した３６個体のうち成体は

僅か３個体でした。

　コガタブチサンショウウオの生態については、九州に生

息する個体群について調査が盛んに行われており、春季と

秋季には、ヨコエビ類やワラジムシ類が主な餌生物であっ

たと報告されています。私のフィールドでは、餌生物に関

する調査は実施しておらず、成体、幼体ともに何を食べて

いるのかわかっていません。気温が低下する冬季に、幼体

が何を食べてい

るのか気になっ

たので、確認さ

れた幼体３３個体

の消化管を調べ

たところ、全て

の個体で内容物

が確認されまし

た。個体によっ

ては、８～９品

さん うおしょう

後記
　「生物多様性」という言葉は日常生活にまだまだ浸透していないと感じています。でも、長谷川さんのインタビ
ューで、誰もが新鮮でおいしい野菜を食べたい！と願っていることが「生物多様性」に通じているのだと教えて
いただきました。そして、地産地消の推進は矢作川流域の自然と関わる文化の再発見や矢作川流域の生物多様性
の保全にもつながるんだなと思いました。（内）


