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感染症と地球環境問題

し迫った脅威に立ち向かい、必要

するグローバルな課題に起因する、

地球は、たくさんの相互に関連

地球の安定性に関わるリスクは増

と、私たちの健康や暮らし、経済、

きる範囲です。この範囲を越える

とは、
地球上で人類が安全に活動で

深刻かつ長期的な危機に直面して

幅します。プラネタリー・バウンダ

の人命が失われています。感染者

たちに感染し、これによりたくさん

ルス感染症）
は、世界中の多くの人

を助長していることを示唆してい

密状態と相まって、パンデミック

グローバルな移動や、生活空間の

損失、森林破壊が、ヒトやモノの

研究は、気候変動や生物多様性の

人獣共通感染症に関する最近の

ちろん、警告灯は点灯していまし

されていると思っていました。も

ち人類にはもっと多くの時間が残

この概念を発表した当時、私た

の損失です。

にあるのは気候変動と生物多様性

が深く関わりあいますが、その中核

界値を設定しています。九つすべて

リーでは、九つの地球システムの限

数や死亡者数は、数週間のうちに

、鳥インフルエ
器症候群（ SARS）

ます。エボラ出血熱、重症急性呼吸

も重要です。

います。これを認識することがとて

指数関数的に増加しました。さら

ンザ、そして今般の COVID ─

変化は人類が安全に活動できる範

こされていないと。しかし、地球の

たが、止められない変化は引き起

融市場にも大きな混乱を引き起こ

他の感染症の流行が増加していま

など、野生動物起源の、またその

囲から急速に遠ざかっているとい
う証拠が次々とわかってきました。
気候は、すでに地球規模の危機を
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「地球の限界」が
近づいている
約十年前、私たち科学者は、
「プ
＊１

の取り組みに大きな賛辞を贈りま

界）
」という概念を発表しました。

ラネタリー・バウンダリー
（地球の限
＊２

（図 ）プラネタリー・バウンダリー

す。
しかし、復興計画が「気候中立」

速な取り組みを進めています。そ

な資金を経済復興に振り向ける、
迅
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への道筋や、欧州グリーン・ディー
ルの目的への歩みを遅らせること
になってはいけません。
（図 ）
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感染症と
地球環境問題

ヨハン・
ロックストローム

写真出典（ホッキョクグマ、サバンナ、サンゴ礁）：ヨハン・ロックストローム博士2015年コスモス国際賞受賞記念講演会資料
写真出典（COVID-19）：アメリカ疾病予防管理センター Public Health Image Library
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に、このウイルスは世界経済や金

COVID ─ （新型コロナウイ

世界の状況を一変させたCOVID-19（新型コロナウイルス感染症）
。
2020年12月25日現在、感染者数の累計は7,985万人を超え、失われた命は174万を超える。
ウイルスの発生・拡大の要因には、気候変動や生物多様性の損失、森林破壊など、
自然と人間との関係の歪みがある。
パンデミックからの回復、ウィズ／ポストコロナの時代を考えるとき、
自然との関わり方を考える務めが私たちにはあるのではないだろうか。
地球環境を見つめてきたオーソリティの言葉から、
ウィズ／ポストコロナ時代を見据えるヒントを探る。
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二〇一五年コスモス国際賞受賞者、
ポツダム気候影響研究所 所長

＊本原稿は２０２０年3月に発表されたローマクラブのインタビューと、
２０２０年10月の「TED Conference」での発言を武内和彦博士
の監修のもと、事務局にて再構成したものです。
メッセージ
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なショックを受けました。わずか
数十年後には、夏の北極から海氷
がなくなるまで事態は悪化してい
るのです。
現在、シベリアでは著しい規模の
永久凍土が融けています。グリー
れており、臨界点に近づいている

ンランドでは、数兆トンの氷が失わ
可能性があります。北極圏では長
期的な森林火災が確認されており、
発生した煙の広がりはヨーロッパ
の大きさに匹敵します。大西洋循

ゆる企業や都市に向けて、グロー
科学的根拠のある目標を提供でき

バル・コモンズを実現するための
ます。最初の課題として、地球全
体の炭素排出量を二〇三〇年まで
に半分に削減し、二〇五〇年まで
に温暖化ガスの排出「実質ゼロ」を
達成しなければなりません。これ
業所など、私たちの暮らしを動か

は、エネルギーや産業、運輸、事
す大きなシステムの脱炭素化を意
味します。化石燃料の時代は終わ
りました。農業を炭素の排出源か
ら貯留地に変容させなければなり
ません。それから、排出量の半分
系の保全も重要な課題です。

を吸収する海洋や土地、自然生態

気候変動、生物多様性の損失お
よび財政破綻は、COVID ─ と

界すら関係なく拡大します。本格

同様に、国境あるいは物理的な境
的な危機に発展する前に、皆が共
同して取り組むことでしか対処で
きません。
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人類が地球に責任をもった管理者

生物多様性の損
失

利

十年ほど前に私の科学者仲間が

だ、人類はこの領域で過ごしてき

となるには、安全かつ公正な回廊
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この事実に直面した子どもたち
初めて、
気候の臨界点に関する最新

ました。三百万年間、地球は、自

しょう。
「プラネタリー・バウンダ

私たちは、「温室化した地球
（ホッ

地帯を設けることが必要です。こ

にあります。私たちには、福祉・健

もう一つのフロンティアは社会
温がたった一度でも上がれば、十億

康にもとづく新たな経済論理が必

回復力

メッセージ

性
様
失

をもっています。しかし、臨界点
を越えれば、地球は人類と対立し、

は、学校を飛び出し、私たち大人
の知見により、ただ一か所、北極海

十年でさらに悪化した
地球環境

に行動を起こすよう求めています。
あると指摘しました。他方、他の事
象が臨界点に達するのは、
五十年か

の海氷が深刻な減少スパイラルに

二〇三〇年までの十年の間に私た
ら百年後のまだ遠い将来だと考え

不 信 の 目 を 向 け て い る の で す。
ちは大きな社会変革を起こさねば
しかし、二〇一九年、私は非常

ていました。

の緊急事態ではなく、もはや地球

な状態で手渡すことができるのか

後世の人たちに地球をどのよう

の緊急事態ともいえるのです。

ここで一度立ち止まり、私たちの

ます。子どもたちが不安を感じる
のももっともで、私たちは、地球

は、これからの十年にかかってい

豊かな生物多様性です。文明は生

を安定化することに真剣に取り組

う。文明の基盤は、安定した気候と
命が存在しうる、暑すぎず寒すぎ

己調整によって暖かな間氷期では

リー＋グローバル・コモンズ＝プラ

この変化を導いてくれる二つの

まねばなりません。

プラス二度の上昇、寒い氷河期に

球に対する責任ある管理）
」です。

ネタリー・スチュワードシップ（地

トハウス・アース）
」に向かって進

れは、地球を救うためではなく、す
べての人たちにとってよい未来を

か三世代のうちに、世界の気温は
三度から四度上昇するでしょう。気

築くためです。
（図 ）

もの人たちが居住に適さない状態
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要です。私たちは、世界中のあら

年も巻き戻すことと同じです。気

候の時計を、五百万年から一千万

んでいます。このままでは、わず

＊３

を維持し続けてきたのです。

はマイナス四度の下降の狭い範囲

ン）で栄えてきました。直近の氷河

ない領域（ゴルディロックス・ゾー

現在の立ち位置を考えてみましょ

地球の未来を左右する
これからの十年

でにはじまっているのです。

なりません。カウントダウンはす

リスクを回避できない大人たちに

気候変動は進展するでしょう。

壊

での暮らしを強いられます。気候
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引き起こす段階に達しています。
この十年間、私たちは未曾有の
えば、オーストラリアやシベリア、

異常気象を経験しています。たと
カリフォルニア、アマゾンでの森林
火災。中国やバングラデシュ、イン
ドでの洪水。北半球全体での熱波
の激化。地球は、臨界点を越える
危機に直面しているのです。
地球は本来、人類の良き友人で
す。
人間活動が環境に及ぼした影響
を弱める「回復力（レジリエンス）
」

環が弱まっています。アマゾンの熱
帯雨林は衰弱して、十五年以内に
炭素を放出しはじめる恐れがあり
ます。グレート・バリア・リーフのサ
上でもっとも安定していた西南極

ンゴは半数が死滅しました。地球
の氷河にも崩壊の兆しがあります。
地球システムが臨界点に達する
第一は海面上昇です。今世紀中に

と、三つの脅威がもたらされます。
海面は一メートル上昇すると予測
されています。海面が一メートル
上がれば、
二億人の住まいが危機に
さらされます。南極大陸やグリー
ンランドの氷が融け出すことも計
算に含めると、海面は二メートル
上昇する恐れがあります。
第二に、炭素を貯留してきた永
久凍土や森林が、一転して炭素を
放出しはじめます。すると、気温
を安定化させようという努力はと
ても困難になるでしょう。
第三に、これらのシステムはドミ
ノのようにすべてが連動している
ことです。臨界点を一つ超えれば、
連鎖的に他の臨界点も近づきます。

生物
の 多
喪

ヨハン・ロックストローム

図3 人類にとっての安全かつ公正な未来
（出典・J.ロックストローム、M.クルム著『小さな地球の大き
な世界──プラネタリー・バウンダリーと持続可能な開発』
）
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図1 欧州グリーンディール
（欧州委員会『The European Green Deal』資料から作成）
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欧州気候協定
グローバルリーダー
としての EU

2

図2 プラネタリー・バウンダリー（ 2015年）
赤い部分はすでに限界を超えていることを示す。
（出典・花博記念協会発行『ヨハン・ロックス
トローム博士の提言』
）
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研究の動員と
イノベーションの促進

せまった経済不況の渦中にあって、

健康の保護、有害物質のない環境
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（
Economy that Works for

＊３ グローバル・コモンズ
人類が共有する地球規模の資産
（ユンカー・プラン）
＊４ 欧州投資計画
二〇一四年に当時のジャン＝クロード・ユン
カー委員長率いる欧州委員会が発表した
投資計画。当時の欧州が直面していた「雇
用 」、
「 経済成長 」などの解決・促進 を 目
的とした。
（欧州復興計画）
＊５ マーシャル・プラン
第二次 世 界 大 戦の終 戦 後、アメリカ合 衆
国が被災したヨーロッパ諸国にむけて推進
した復興計画。
＊６ 環境再生型農業
被覆栽培や転換放牧、化学肥料・農薬の
不使用、不耕起栽培などの方法を取り入
れた農業。長期的に取り組むことで土壌
の健康の改善が期待でき、土壌が改善す
れば、多 くの二酸化炭素を地中に蓄積で
きる。従来型の農業は、温室や農業用機
械を使用するため、二酸化炭素の排出源
の一つであった。
＊７ ニュー・クライメイト・エコノミー
イギリスや韓国、スウェーデンなど か国
の政府からの委託を受けた国際研究プロ
ジェクトが公表した報告書。

▼

これらの問題を、それぞれ個別
ますます重要性を増すのが欧州グ

の整備、健康的で持続可能な食の

と激動のいまこそ、社会変革の好

現する、経済復興計画を採用する

▼

の脅威として考えるのではなく、人
リーン・ディールです。欧州グリー

ヨハン・ロックストローム

間の健康や暮らし、経済的な繁栄、
リスクやインパクトからの市民の

ン・ディールは、環境がもたらす

期的なリスクとして対処していく
提供、生物多様性の保全などをめ

中するための効果的なツールでし

うした補助金を打ち切ると約束し

機ととらえましょう。各国の指導

私たち人間にもレジリエンスがあ

素を地中に貯留できるのです。さ

ました。その分の資金は、必要性

者の方々には、よりレジリエントな

よう要請いたします。そうすれば、
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地球の安定性に対する、潜在的な

必要があります。これは二〇二〇
ざして立案されました。現在の危

＊２

一連の衝撃（ショック）および長

年の世界経済フォーラムで設定さ
機、そしてその一端をなす地球の

れた目標でもあります。
COVID ─ がもたらした世界
枠組みとなるはずです。
欧州委員会が二〇一四年に立ち

非常事態の拡大に対応するための

亡くした方々にとっての事態の深
上げた欧州投資計画（ユンカー・

経済や社会全体の信じがたいほど

刻さは、断じて過小評価されるべ
優先的な課題に投資と意識とを集

プラン）は、ヨーロッパが抱える

の破壊や、コロナ禍で親しい人を

きではありません。しかし、この
ります。抜本的な変化は一夜にし
様性の課題が連鎖して臨界点が迫

た。公衆衛生、気候変動、生物多

＊４

パンデミックでわかったことがあ

際に、これまでとは異なる世界・
る現在、欧州グリーン・ディール

て起こりうるということです。実
経済が突如として現れました。
はこうした課題への対応を念頭に

とも必要です。

あらゆることを代償とした成長
）
」との間の統合アプローチ
People
を促進します。また、このプラン

このパンデミック後に必要な「新
は、パンデミックによるロックダ

＊１ 気候中立
温室効果ガスの正味排出量をゼロとする
こと。

）
」という報告書
Climate Economy
によれば、気候変動に対応した、よ

COVID ─ による経済活動の

ります。起業家精神があります。再

らに、そうすることで、利益を生

の高い医療制度の改善など、適切

コミュニティの構築、健康と福祉の
ポスト・コロナ社会では、安定し

＊２ 欧州グリーン・ディール
（ 欧 州 連 合 ）の執 行 機 関である 欧 州 委
員 会が二〇一九年 十二月に発 表した環 境
政策。
「市民の幸福と健康の向上」という
目的を掲げている。

イメイト・エコノミー（ The New

＊５

ウン後も長期にわたって市民の暮

かくあるべ
マーシャル・プラン」は、
きです。このプランは、欧州グリー

らしの質を高めるツールとして、デ

取り組みをすべきです。それから、
役目を終えた補助金や、民間・公
ン・ディールと、ウルズラ・フォン・

ジタル化にも取り組むものです。

おきつつ、欧州投資計画と同様の

ラネタリー・バウンダリーとの持
的資本が、レジリエントな社会や
が 掲 げ る「 人 び と の た め の 経 済

デア・ライエン欧州委員会委員長

脱却しましょう。人類の繁栄とプ
続的な均衡を取るための、かつて
経済への公正な移行を推進するた

世界規模の健康非常事態と差し

めに使われるように取り計らうこ

や、旧来の化石燃料依存経済から

1965年、
スウェーデンに生まれる。1997年、
ストックホルム大学で博士号取
得。多くの機関で研究員を務め、2007年から2018年まで、
ストックホルム大
学の教授に。2018年にポツダム気候影響研究所の所長に就任。

ない機会が訪れています。

の同時多発的発生と、人類の健康
を脅かすパンデミックとに、組織的
に対処する事例です。

停滞などを理由に、石油価格は急

出発しましょう。失敗から学び、ポ

み、経済と環境の両面のレジリエン

で、環境に配慮した社会インフラ

増進、健全な地球上での共栄を実
た経済の保証と新しい雇用の創出

私たちはより力強く、よりレジリ

EU

レジリエンスを高め、
新しい未来を拓く

〉にまかせた場合）に比べ
as Usual
て、二〇三〇年までに二十六兆ドル

り意欲的な行動をとることで、対

的に取りやめ、再生可能エネルギー

以上の純利益が世界経済にもたら

例えば、化石燃料の使用を段階

た技術はなにも特殊なものではな

されるとしています。この利益のな

諸機関と加盟国は、
「農場か

）
」戦
ら食卓まで（ Farm to Fork
略や生物多様性戦略のような重要
くなり、いまや世界中で活用でき

かには、六千五百万以上の低炭素

落しています。各国の化石燃料へ

ジティブな未来を開くことができ

策なしの場合（成り行き〈 Business

なイニシアティブを遅らせてはな
ます。すでに化石燃料よりも安価

行すれば、経済や健康面に直接的

生型農業への移行は可能です。移

の補助金は撤廃できますし、また

ることを示しましょう。この内省

技術を展開することです。こうし

ズムとして、これらの戦略を進め

りません。将来を保証するメカニ
な場合も多いのです。そうしない

ビジネスでの雇用創出が含まれて

＊６

る必要があります。
理由はもはやありません。

に利益をもたらします。資本や補

そうすべきです。現に、 や多く

例えば、工業型農業から環境再

助金を環境再生型農業の促進に振

の欧州諸国は二〇二五年までにこ

います。

分に後退させるほどの割合で、炭

り向ければ、気候変動の危機を十

スを高め、雇用を創出し、生物多

への投資に充てるべきです。

が求められます。グリーン・ディー

ことができます。
幸運なことに、効果的な事例が

できるのです。

エントに、この緊急事態から脱却
＊７

ルによる解決策には、明確な経済

武内和彦

すでに存在します。地球の緊急事

ヨハン・ロックストローム
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的論拠があります。
「ニュー・クラ

メッセージ

態、いままで見てきたような危機

のコミュニティの福祉を充実させる

様性を保全し、地方と都市部双方
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COVID ─ （新型コロナウイ
ルス感染症）の世界的拡大は、世
界各地でパンデミックをもたらし、

メッセージ

武内和彦

不適切な自然・人間関係
がもたらしたもの
COVID ─ の感染拡大の背

や生活にも大きな脅威を与え、ま
ります。（図 ）一つは、自然と人間

景には、二つの根本的な問題があ

人々の命や健康のみならず、仕事
た社会や経済全般にわたって大き
な 打 撃 を 与 え て い ま す。 こ の

の不適切な関係です。COVID ─
に代表される人獣共通感染症の

料輸出国に大きな経済的利益をも
たらしましたが、一方で食料輸入
国の農林水産業に大きなダメージ
を与え、高齢化の進行とあいまっ
て、農山漁村の存続を脅かしてい
ます。
COVID ─ が、これほど短期

する地域の一つである東アジアで

です。こうした感染症が多く発生

む自然の領域に近づきすぎたこと

根本原因は、人間が野生生物の棲

及びますが、とりわけ開発途上国

また、その影響はすべての人々に

面が顕在化したものだといえます。

急激なグローバル化のもつ負の側

新型コロナウイルス（COVID-19 ）パンデミックと持続可能ではない開発

各地域に広がったのは、明らかに

影響は、パンデミックが終わって

は、もともと野生的自然と人間の居
の人々や、
先進国でも貧困層に深刻

間に南極大陸を含む各大陸、世界

も長期にわたって残ると多くの人

住域の間に広い緩衝帯（バッファー
ます。言い換えると、COVID ─

な影響が及んでいると言われてい

COVID ─ がもたらした大きな

たちが考えています。

本では里地里山がそれにあたりま
はさらなる社会の格差をもたら

発によって、そうした緩衝帯が破
したのです。そのため、ポストコ
ルーシブ）な社会につなげるかは
大きな課題です。

を形成することに大きく貢献しま

流を促進し、グローバルな経済圏

候 変 動の影 響 も 受 け た自 然 災 害

急激に進む生物多様性の喪失、気

す深刻化する地球温暖化の影響、

課題についても言えます。ますま

同様のことは、他の地球規模の

したが、一方でさまざまな問題も生

の激甚化などです。これらが引き

た。
（図 ）

れほど大きくは変わりませんでし

われながら、残念ながら事態はそ

会変革が重要であるとたびたび言

れもその実現のためには大きな社

する防災・減災の推進など、いず

続的利用、激化する自然災害に対

水産物の急激な貿易自由化は、食

©IGES

みだしてきました。例えば、農林

バル化は、世界のモノとヒトの交

バル化の進展です。急激なグロー

もう一つは、行き過ぎたグロー

ロナ社会をいかに包摂的（インク

19

壊されてしまったのです。

す。ところが、農業開発や都市開

ゾーン）が設けられていました。日

©IGES

しかし、COVID ─ は、いわ
変革を迫りました。ヒトやモノの

ば強制的なかたちで私たちに社会
移動が大きく制限された結果、例
えば、CO²の排出は第二次世界
大戦後初めて大幅な減少に転じま
した。これを一過性のものとせず、
例えばＥ では CO²排出がより
多い短時間のフライトを今後取り
やめると約束した航空会社に救済
措置を講じるなどの対策を実施し
ています。こうした取り組みをさ
らに加速化することができるのか
が問われています。
ここで重要な観点の一つは、人
類が直面する多くの地球的課題に
対して個別的に取り組むとともに、
統合的に取り組むというアプロー
チの重要性です。問題ごとに個別
の条約があり、それぞれの締約国

▼

拡大とは異なっていますが、より

着します。

気候変動 ｜ 生物多様性の損失 ｜ 自然災害 ｜ 感染症の拡大

8
▼

起 こ さ れ る 直 接 的 な 原 因 は、
COVID ─ のような感染症の
大きな枠組みで捉えると自然と人
間との非持続的な関係の拡大に帰

武内和彦

19

私たちには、いま、パンデミッ
ク後の世界をどのように再構築し
ていくかを考えることが求められ
ています。単純に、これまでのよ
それとも自然と人間の関係のある

メッセージ
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べき姿を踏まえ、ポストコロナを

こうした非持続的な道筋が加速させる
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1
大規模な
人の移動

ヨハン・ロックストローム

図2

持続可能な社会につなげる方向に
舵を切るのか、が問われています。
続可能な道筋を目指すべきです。

持続可能性に関する国際的合意

持続可能性に関する国際的合意

図2

国際社会は、その総力をあげて持

必要な社会変革と
社会のリデザイン
重要なのは、
持続可能性を実現す

るための社会変革（トランスフォー

現在推進している、持続可能な開

マティブ・チェンジ）です。国連が

発目標（SDGs）の達成、気候変
動に関する緩和策と適応策の展開、
生物多様性の保全と生物資源の持

メッセージ

仙台防災枠組

公益財団法人地球環境戦略研究機関理事長、
東京大学未来ビジョン研究センター特任教授

2
地域で実施され、
ライフスタイルに
取り入れられることが必要

武内和彦
掲載のさいにグラフや地図が小さくなってしまい、
情報がうまく伝えられないかと存じます。
以下のように情報をコンパクトにまとめても問題はないでしょうか。

19

愛知生物多様性目標と
生物多様性ポスト
2020世界目標（CBD）

2
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1

新しい持続可能な
社会に向けて
統合的な取組が必要
気候変動枠組条約
（UNFCCC）パリ協定

19

気候変動 ｜ 生物多様性の損失 ｜ 自然災害 ｜ 感染症の拡大

うな社会に戻ることを目指すのか、

同様の非持続的な道筋が加速させる

19
ポストCOVID-19では
社会変革の実現が必要
持続可能な開発のための
2030アジェンダとSDGs

2
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図１ 新型コロナウイルス（COVID-19）パンデミックと持続可能ではない開発

図1

新型コロナウイルス（COVID-19）パンデミックと持続可能ではない開発

図１

急速な
都市化
急速な
森林破壊

1

コロナ時代の
自然と人間との共生
UNWTO Tourism Highlights 2019

UN World Urbanization Prospects 2018

Mongabay News 27 Apr 2015

大規模な人の移動
急速な都市化
急速な森林破壊
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武内和彦

◆多様な主体が連携・協力（自助、共助、公助）

◆感染症、熱中症、地震等の複合リスクにも対応

(IGES, 2020)

方に基づいた政策だと言うことが
できます。
気候変動適応、生物多様性保全、
自然災害からの復興をトリプル

フレームワークにしたがって組み
合わせて、地域社会のレジリエン
ス強化につなげる事例を紹介しま
い ま 日 本 は、
「適応復興」

しょう。
）の概念を提
（ adaptive recovery
唱し、国際社会からも高く評価さ
れています。これは、より良い復
）という国
興（ build back better

図 は、トリプル フレームワー

）のアプロー
連防災機関（ UNDRR
チとも通じています。
クにしたがって気候災害からの適
応復興のあり方を示してみたもの
た危機への対応を行う一方で、生

です。人道支援や緊急避難といっ
態系を活かした気候変動適応や災
害リスクの軽減などを行うことで
災害をしなやかに受け止められる
ような復興を目指そうとするもの
です。さらに、同時並行的に、多

▼

ヨハン・ロックストローム

これは、コロナ危機から脱するた

レジリエントな未来社会のリデザイン

様な主体の連携や複合リスクへの

▼

メッセージ

関、NGO や市民など、多様なス
テークホルダーが連携して多面的
な観点から問題解決に取り組むこ
もう一つ重要な点は、
COVID─

とが望ましいと考えられます。
からの持続可能な復興を目指す
には、
当面の緊急事態に対する短期
的な対応を進める一方で、
長期的な
展望に立った社会変革のあり方を
併せて検討していく必要があると
地球環境戦略研究機関（IGES）

いうことです。私が理事長を務める
は、そうした観点からコロナ後の
社会に向けた「トリプル フレーム
ワーク」を提唱しています。
（図 ）

めの直接的対応
（レスポンス）
や、危
機からの復興（リカバリー）に向け
的に、持続可能でレジリエントな世

た環境・社会経済対策と同時並行
界への公正な移行に向けて、現在

などが主張する COVID ─

デザイン）するという考え方です。

の社会経済システムを再設計（リ
Ｅ

からのグリーン・リカバリーはま

武内和彦

さにトリプル フレームワークで、

メッセージ
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会議や条約事務局がある現状では、

◆インフラ整備と効率的土地利用の推進

議論や対策が個別に行われること

◆災害廃棄物の撤去

が多いのが現状です。しかし、例

◆生態系サービスを活かした柔軟な適応、
生態系を活かした防災・減災

私たちが提案しているような考え

◆避難所・仮設住宅の開設と運営

えば気候変動と生物多様性の問題

REDESIGN

民間企業、大学などの研究教育機

◆災害時の緊急人道支援

は、相互に関連した問題であり、問

持続可能でレジリエントな世界への移行に向けて
現在の社会経済システムを再設計する

ヨハン・ロックストローム

災害をしなやかに受け止める社会への復興

題の同時解決が求められます。こ
のような統合的アプローチは、い
解され、例えば SDGs と気候変

ま国連でも推奨すべきものだと理
動のシナジーに関する会合が開催
されています。私は、その会合で
さらに生物多様性や防災・減災の
議論とも結び付けるべきであると
主張しました。
同じように、COVID ─ から
の持続可能な復興においても多面
的な観点から問題解決を目指す必
要があります。また、地球的な観
点、地域的な観点、人間的な観点
という異なるレベルの議論をシーム
レスに組み合わせ、マルチレベルで
複合的な解決策を図っていく必要
があります。階層間での交流を促
し、グローバルな問題解決とローカ
ルな問題解決を同時追究すること
も重要です。ここにおいて、国連
を含む国際機関、国や地方自治体、

メッセージ

気象災害からの「適応復興」図４ 気象災害からの「適応復興」
図4

例：気仙沼大島の防災林（写真提供・環境省）
＊適応復興(Adaptive Recovery)とは、日本が2020年6月に提唱し
た新しい概念。災害からの復興にあたって、気候変動への適応を含
むレジリエンスを高める措置を講じることが求められる。

長期
中期
短期
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危機への対応

3

R

RECOVERY
RESPONSE

R

◆災害が発生する前の事前復興の推進

R

図３ コロナ後の社会に向けた「トリプル
R フレームワーク」
（Response-Recovery-Redesign）
図3 コロナ後の社会に向けた
「トリプル Rフレームワーク」
（Response-Recovery-Redesign）
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2
2

たけうち・かずひこ

(IGES, 2020)

社会のリデザイン（再設計）
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公正な移行
1951年和歌山市に生まれる。1974年東京大学理学部卒業後、同大学院農学系研究科に進学。農学博士。東京大
学大学院農学生命科学研究科教授、国連大学副学長／上級副学長、東大サステイナビリティ学連携研究機構長・教
授等を経て、2017年より公益財団法人地球環境戦略研究機関理事長。19年より東京大学未来ビジョン研究センター特
任教授を兼任。中央環境審議会会長、Sustainability Science 編集長等を兼務。専門は環境学、サステイナビリティ学。

持続可能で
レジリエントな世界

環境に配慮した
社会経済対策
直接的影響への
緊急対策

1
危機からの復興
危機への対応

1

19

よる資源循環社会、エネルギーの
フスタイルを定着

では分散型のライ

は、ポストコロナのあるべき持続
タイルを、ポスト

た新しいワークス

の対応がもたらし

武内和彦

然資本に依拠した経済活動ですが、

可能エネルギー利用、いずれも自
最 初 に お 話 し し た よ う に、
たちは、日本の国内にとどまらず、

いま国際社会では、二〇一〇年

合的な取り組みを支援することに

みならず、開発途上国における統

けた貢献にもつながり、先進国の

促しうるものと考えられます。私

に名古屋で採択された生物多様性

また、SATOYAMA イニシ

人間の居住域の間にある里地里山

期待されます。野生生物の領域と

▼

メッセージ

クリーン化と省エネルギー推進に
化させ、人々がよ

可能な社会像ではないかと注目さ
あります。自律分散型で自然共生

向けて統合的な取り組みを進める
然と人間との中間にある里地里山

OVID ─ の原因の根本には、自

アジアをはじめとする世界の地域

型の地域循環共生圏は、そうした

とともに、具体的に地域で実践し、
これまではバラバラにその振興策が
のような緩衝地帯が消失したこと

の「愛知目標」を引き継ぐ「ポスト

アティブは、ポストコロナ社会に

なるでしょう。

ク」が議論されています。本来は

2020生物多様性フレームワー
二〇二〇年に中国雲南省の昆明で

おける人間と自然のあるべきかか

まいました。延期は残念ですが、私

は、二〇二一年に延期となってし

に代表される「社会生態学的生産

わり方を再考することへの貢献も

開催予定であった生物多様性条約
）

たちはこれを、ポストコロナを見

ランドスケープ」の保全と再生は、

第十五回締約国会議（COP

据えた新しい生物多様性目標を策

人獣共通感染症に対してよりレジ
リエントな社会づくりにもつなが
るでしょう。中国の雲南省のよう

ブのさらなる発展につながる展望

二〇一〇年に始まった SATO

を見出していくことは意義深く、私

な、生物多様性のホットスポット
物資源の持続的利用に大きく貢献

もその歩みに引き続き貢献したい

で、
SATOYAMA イニシアティ
しました。現在の愛知目標を引き

と思っています。

多様性条約の第二の目的である生

続き貢献することが期待されます。
このイニシアティブでも、地域循
環共生圏の概念を取り入れ、自然
共生のみならず、資源循環や脱炭
素の取り組みにもつながるような
発展を遂げることが期待されます。

R

https://www.iges.or.jp/jp/projects/covid19

＊コロ
 ナ後の社会に向けた「トリプル フレーム
ワーク」の詳細については、IGES ウェブサ
イトの COVID ─ 関連研究特集ページ
でご覧いただけます。

継ぐポスト2020目標にも引き

YAMA イニシアティブは、生物

として最大限活用すべきです。

定するために与えられた猶予期間
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それは、また SDGs の達成に向

武内和彦
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ヨハン・ロックストローム

が重要です。また、

くりを目指すこと

然共生社会、リデュース・リユー
ポストコロナ社会

よる脱炭素社会を統合的に実現す
り健康に暮らす社

会の統合的向上を目指すという、
れ、
いま、その具体化に向けた検討
が環境省などで進められています。
コロナの社会づくりにつなげていく

心的理念として取り入れたのです。
もう一つは、そうした考え方を
農林水産業、ツーリズム、再生

人々のライフスタイルのイノベー
進められてきました。これらを「自

問題を解決できる社会への移行を

ションも含めた社会変革をもたら

推進していきたいと考えています。

C
でも、地域の人々と連携しながら

べきでしょう。

基礎に、持続可能な社会の構築に

SDGs の考え方をこの計画の中

19

や、急速なグローバル化による非

(IGES, 2019)

然資本ビジネス」として統合的に

安全・安心な地域づくり
（自然を生かした適応・防災・減災）

12

メッセージ

）これは、防災・減災を含む自

エントな未来社会の再設計を行っ
ス・リサイクル（３ ）の推進に

対応を進めることにより、レジリ
ていくことが求められます。

るとともに、人、情報、技術は世
会を築くことが求

統合的に社会変革を目指す
二〇一八年に、私は中央環境審
ものです。

界とつながる地域づくりを目指す

「地域循環共生圏」
議会会長として環境大臣に第五次

きな武器が情報化

して、そうしたラ

プラネタリー・バウンダリー（地
工資本、人的資本の適正な組み合
の進展です。テレ

地 域 循 環 共 生 圏 は、 い わ ば

されました。この計画には、二つ

球の限界）
の考え方を紹介し、地球
わせにより、自立分散型でありな
COVID ─ へ

ワーキングなど

着させるための大

環境の容量の範囲内での成長を目
りを目指すものです。この考え方

がら、世界とつながった地域づく

イフスタイルを定

指すべきであることを明記しまし

のです。その基本は、自然資本、人

た。そのうえで、環境、経済、社

の大きな特徴があります。一つは、 「SDGsのローカル化」
を目指すも

められています。そ

環境基本計画を答申し、閣議決定

R

自然との共生

19

メッセージ

19

人的資本と
交流
〈農山漁村〉
自然資本

ヨハン・ロックストローム

図5

地球循環共生圏（SDGのローカル化）
地域循環共生圏（SDGs のローカル化）

図5

〈都市〉
人工資本

すための手法として、
「地域循環共

メッセージ

1
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1

リデュース、リユース、リサイクル
資源循環

KOSMOS
KOSMOS

13

5

2
2

スマートグリッド
再生可能エネルギー、省エネルギー
脱炭素化

持続可能性の拡大といった問題が

人の交流、情報の交流、技術の交流
世界とつながる地域づくり

捉え、全体の最適化による地域づ

地域の諸問題の統合的解決をめざす地域循環共生圏

生圏」の創造を謳ったのです。
（図

環境・経済・社会面の統合、人口減少・高齢化への統合的対応、
地域の活性化、地方創生

ち どり

▼

しぎ

14
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野生との出会いを求めて八十年前、父が人家

鳥たちの行き交う
アトリエにて

レックスが生まれた事も一因であろう。

が来た。第二次世界大戦によって、西洋コンプ

の持つ文化であることも否定されかねない時代

まま西洋化への趨勢にのまれていったし、国自身

動であったが、その後、明確な理論付けのない

本画だけではなく油絵の作家達も参画しての運

ありと主張し、その名が付けられた。決して日

は国画創作協会が結成され、国には各々の文化

の継承に陥って衰退してゆくが、明治の中期に

しかし、時代と共にその本質を見失い、様式

く、蓄積となって重厚に発育した。

てしまった。一方島国の日本は流出するのではな

が密になり本来の思考が変質し、生態画に陥っ

中国はシルクロードの開通によって西洋との交流

が日本に伝わり熟成されてゆくが、一方本家の

中国、宋代・元代に開花し、その文化の流れ

られて、花鳥画の世界は発展した。

「一木一草に神仏宿る」との東洋の思考に支え

（日本画家・公益財団法人 松柏美術館 館長）

上村淳之

深淵なる花鳥画の世界で
潜思をめぐらし伝統をつなぐ

幼少期の記憶 の な か の 景 色 、
人生のターニング・ポイントにまつわる
思い出の場所、風の匂い、聞こえる音楽、
ふと脳裏に浮かびあがる「心象風景」……。
たいせつな「風と景」について
語っていただ き ま す 。

ばなるまい。保守的ではなく筋道を通して発展
させるべきもの。伝統とはこうして守られ、成
長させてゆくものであろう。
追求すべき点は、限りなく遠く、限りなく広

事になったが、私が芸大に進んで空き家になっ

中、祖母の松園を疎開させ、静かな余生を楽しむ

い世界であって結論を具体的に表す作品を生む
限りなく深く、限りなく遠い世界であるから

「世界性に立脚した日本絵画の確立を目指す」

こそ、追求心を喚起し、そこに身を置いている

から離れたアトリエを建てた。第二次世界大戦

幾度かの変質、変化を経て今日に至る日本画

などもっての外と言えるであろう。

の世界であるが、芸術活動の根幹たる思志、思

じ

うえむら・あつし
一九三三年、京都市に生まれる。京都市立美術大学
（現 京都市立
芸術大学）
専攻科修了。
一九八一年に創画会員となる。一九九九年
に京都市立芸術大学名誉教授。一九九九年から二〇〇四年まで
同大学副学長を務める。二〇〇五年から京都市学校歴史博物館
長に就任。二〇一一年に京都府文化賞特別功労賞、京都市特別功
労賞。二〇一三年に文化功労者。二〇〇二年から日本芸術院会員。

ささかさみしい。

拒否するような公の状況がよいのかどうか。い

花鳥画というジャンルに興味を持つことさえ

スさえ展示している例は少ない。

に及ぶ。一方、大型の動物園ではメジロやウグイ

めて成功した例も多く、鴫、千鳥の類は数百羽

野生鳥類の繁殖例も私のアトリエによって初

殖して三十羽を越した。

成功した。中国から輸入した丹頂鶴も順調に繁

り、雉子類を始め、鴫、千鳥の水鳥の繁殖にも

き

禽舎も大型のものを建てて、専用の井戸も掘

きん しゃ

込んでいった。

桜に遊ぶ鳥達と共に居て、専ら花鳥画にのめり

ていたこの地に移り、父が植えておいた椿、梅、

自分は幸せ者だと思う。

また、心ある人達によって守られ、発展させね

考の変質、変化は止まってはならない。伝統も

とは、創造美術（現創画会）の設立趣旨である。

限りなく遠くて深い
日本画の世界

上村淳之「雁金」
（京都市京セラ美術館 所蔵） 大空を渡る雁金の姿
（上）
生まれた丹頂鶴の雛と遊ぶ
（下）
エリグロセイタカシギたち
（撮影・飯島幸永）

KOSMOS
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私を育てた
〈風と景〉

エリスリナ属の樹木は世界の熱帯・
当時、石垣市役所のすぐ前に大ぶり

ます。翌年春にも石垣を訪れました。

垣島で漁業の調査をしたことがあり

子を陸上の自然の変化から知るとい

ことなのでしょう。これは、海の様

イゴの開花を目安としているという

ウミンチュが季節を知るのに、デ

デイゴの赤い花と、島の周囲に広
浅瀬で群れを作ります。この現象を

と、ハタ類の仲間は産卵するために

れていました。地域に根差した知恵

と、お腹のふくれたミーバイが満載さ

朝、漁から帰ったサバニをのぞく

る人びとを海人、
「ウミンチュ」と呼

は長い歴史のなかで育まれてきたも

ることばを耳にしました。
海と陸との危機

ので、現代まで生き続けてきました。

れなくなれば、ウミ

デイゴの開花がみら

花がいつまでも咲き続けるよう、国

桜のように、春に真っ赤なデイゴの

て王族が愛用してきました。本土の

16
▼

秋道智彌
山梨県立富士山世界遺産センター所長、
総合地球環境学研究所名誉教授、
国立民族学博物館名誉教授、
総合研究大学院大学名誉教授

沖縄の歌「島唄」をご存じの方は
亜熱帯に百三十種ほどが分布し、ふ
のデイゴが赤い花を咲かせはじめて

い

か

デイゴがつなぐ海と陸
共生の危機と持続

多いでしょう。一九九〇年代前半に
います。この樹木は直立するのでは

つうコーラル・トゥリーと呼ばれて

地 球 上では、さまざまな 動 植 物が互いに助けあい、
利 用しあいながら、生 命 を 育んでいます 。
私たち人 間 もその輪 を 形 成 する要 素の一つです 。
生きものどうしの連 環 、そして、
そこに関わる人 間の役 割にふれるサイエンス・コラムです 。

作曲、歌 THE BOOM）
。

大ヒットした曲です（宮沢和史作詞・

がるエメラルド・グリーンの海や、そ

う知恵にほかなりません。春になる

が海底のサンゴ（宝石サンゴ）と似
「産卵群遊」といいます。群れている

いました。

ていることから「サンゴ樹」と名づ
こで獲れる赤、緑、黄、青色のサン
魚を獲る絶好の季節をウミンチュは

なく枝と幹を四方に伸ばし、その姿

「でいごの花が咲き 風を呼び 嵐
けられたわけです。海底の赤いサン
ゴ礁魚類は、南の島に広がる極彩色
学んできたのです。

歌の冒頭で、次のような歌詞が出

が来た でいごが咲き乱れ 風を呼
ゴと陸上のデイゴを重ね合わせた発
の世界を実感させてくれます。

てきます。

び 嵐が来た」
想といえるでしょう。もちろん、赤
＊

い色が海と陸とを結びつけるイメー
ジの源泉になったのです。
びます。石垣島で海や漁についてウ

沖縄では、サンゴ礁海域で漁をす

しています。

「嵐」は、一九四五年春の沖縄戦を指
春、四月になると、沖縄ではデイ
ミンチュに話を聞いていくうち、あ

沖縄はデイゴの北限とされていま

デイゴの開花は大収獲の前ぶれ
す。興味深いのは、沖縄の海人がデ
「デイゴの花が咲くと、海ではミーバ

す。デイゴはインド・東南アジア原

ゴ（梯梧）の真っ赤な花が咲き誇りま
産のマメ科の高木です。属名はエリ
イゴに注目してきたことです。沖縄

ウミンチュ

スリナで、元々のギリシャ語の意味
イ（ハタの仲間）がたくさん獲れる」
。

しかし、デイゴにも海にも大きな

の本土復帰前年の一九七一年春、石

り、デイゴの生長阻害や枯れ死が起

は「赤い」です。

こったのです。この現象は二〇〇五

幼虫がデイゴの葉や枝に虫こぶを作

一九九二年から一九九四年にかけ

年以後に顕著にみられるようになり

との協議会が開催されました。

漁業の発展でウミンチュはずいぶん
ての協議会を経て、四、
五月の二か月
ました。

変化が起こりました。本土復帰以降、
とサンゴ礁の魚を獲ってきました。そ
を設定することが合意されました。

発端は、台湾からデイゴヒメコバ

に産卵場所を中心に四か所の禁漁区
ウミンチュが魚の産卵期の目安と

されています。八重山諸島の竹富島

チが八重山諸島に侵入したことだと

資源を管理するため、無制限に獲る
してきたデイゴにも異変が起こりま

のため漁獲量が減り、国や県は水産
漁業に制限を加えるべきと考えまし
した。外来種のデイゴヒメコバチの

ではデイゴをまもる
ために、デイゴヒメ
を注射する試みがな

コバチ除けの農薬液
されました。しかし、
注射の単価が二千円
と高く、一本の成木
で十本以上の注射液
が必要なことから八
重山諸島中のデイゴ
をすべて予防注射す

ンチュにとって漁業の目安となる季

や企業、個人の努力でなんとかデイ
金提供の「嵐」が南の島にもたらさ

ゴの虫害を絶滅したいものです。資

＊サバニ
琉球列島でつかわれる伝統的な木造漁船。

れることを願うばかりです。

デイゴは沖縄の県花で、多くの人

はデイゴの木はサーフ・ボードとし

インともされてきました。ハワイで

の美しい衣裳である「紅型」のデザ

びん がた

に愛されてきました。デイゴは沖縄

節のよりどころがなくなります。

ることは不可能です。

デイゴヒメコバチ予防に注射ずみのデイゴには
黄色の帯が巻かれている。石垣市内で撮影。
沖縄を代表する伝統的な染色技法「紅型」の
デザインに、
デイゴと思われる花が描かれている。

た。ハタ類の産卵期に禁漁区を設け

（右）
春に漁獲されるアカジンミーバイ。
高価格で取引されるミーバイの仲間。

2 021／WINTER
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あきみち・ともや
理学博士
（東京大学）
。
1946年に京都市に生ま
れる。国立民族学博物
館、総合研究大学院大
学、総合地球環境学研究
所などで教授を歴任。専
門は生態人類学。

きの輪っ
ぶ
て資源を保全するため、ウミンチュ

（上）
咲きはじめたデイゴの花。幹は柔
らかくて軽く、
ゆがみが少ないので、乾
燥させて漆器に使われる。

KOSMOS
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連載

推定できないからです。
「二〇一九年

ぼりました。しかし、その数字は「三

一日あたりの絶滅種の数が話題にの

生物種がわからなければ、判断でき

か少ないのかは、地球上のすべての

ました」
。しかし、この数字が多いの

上に存在するすべての生物種の数を

混乱が生じる理由の一つは、地球

ピム博士は、イギリ
ス東部の自然豊かな街・
ダービーシャーで育ち
ました。アウトドア好
きの両親とともに幼少
期から自然に親しみ、い
ングの虜になりました。

つしかバード・ウォッチ

「繁殖期になると、遠い北極ま
で移動する鳥がいます。彼ら
をながめていると、広大な自

◉統合的な視点での
研究や活動であること

はじめました」
。こうしてピム

環境に貢献できることを考え

はたすために、生態学が地球

す。科学者としてその責任を

響を与えたことはあきらかで

「科学の進歩が種の絶滅に影

灯すきっかけにもなりました。

し、ピム博士の心に使命感を

「科学者としての自分」を見直

ハワイでの衝撃は一方で、

た自分にも気がつきました」
。

境の悪化から目をそらしてい

を研究していたのに、地球環

であふれかえりました。
「自然

ム博士の胸は、喪失感と怒り

待は打ち砕かれたのです」
。ピ

んの鳥が見られる、という期

ました。
ハワイに行けばたくさ

の種は絶滅の危機に瀕してい

が個体数を減らし、いくつか

すが、七十年代は鳥類や植物

イは多くの固有種が生息しま

れたハワイ諸島でした。
「ハワ

学んだあと、一九七八年に訪

転機は、大学院で生態学を

させられるのです」
。

然のつながりをおのずと意識

◉地球的視点に立ち、
長期的な視野をもつこと

博士の研究の旅がはじまりま

▼

二〇一九年 コスモス国際賞受賞者

鎖を簡潔な数理モデルで表すことに

現在、学名のついた地球上の生物は
ません。ピム博士は化石記録に注目

◉共生の理念の形成、
発展に寄与すること

した。
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学匠伝

挑戦しました。
「当時に発表されてい

約二百万種です。陸生脊椎動物はほ
し、種が自然に絶滅する速度を計算

地球号の
航路を探る

スチュアート・ ・ピム 博士

「人間の影響による種の絶滅のスピー
たモデルは、複雑で使い勝手が悪かっ

現代は、六回目の大量絶滅期だといわれています。大きな原因の一つは、
私たち人類です。自分たちの暮らしを優先して開発を続けるあまり、生
きものの生息地を破壊し、絶滅の危機に追いやっています。
「状況はこれ
までに考えられていたよりも深刻だ」といわれますが、地球上のどのく
らいの人たちがこの危機を真剣に捉えているのでしょうか。事態の深刻
さを訴えるべく、ピム博士は数理モデルを使った科学的な根拠をもとに、
生物多様性の危機を発信しました。

倍の速さである」
。一九九五年にス

ドは、自然に起こる絶滅のおよそ千

すいものがつくれるぞと（笑）
」
。こ

た。私ならもっとシンプルで使いや
の研究をとおして培った数学的な考

チュアート・ ・ピム博士が導き出
様性の減少に警鐘を鳴らし、世界の

した〈千倍〉という数字は、生物多
察が、種の絶滅速度の解明に結実し
ました。

環境政策に大きな影響を与えました。
一九七〇年代後半に研究をはじめ
たピム博士は、生物の複雑な食物連

十種」だったり、
「三百種」だったり

科学的に根拠のある数値のインパクト
九十年代に入り、環境問題の深刻

ぼすべてに名前がある一方で、菌類

と発言者によってさまざまです。

や昆虫、海洋生物は、未確認の種が
しました。
「約二十万年前の絶滅速度

1957年、母親とともにキャンプに出かけた。幼少期から、
両親に連れられてキャンプやハイキングを楽しんだ。

さを訴える人たちの間ではしばしば、

あとどれだけ存在するのかすらわか
在の絶滅速度の千分の一です」
。さら

は、年間百万種あたり一種以下。現
に、分子系統学のデータから、生物

りません。その状況で、たんに数字
から社会を動かせない。みなさんに
はどのくらいの速度で分化して種を

だけを訴えても、根拠があいまいだ
当事者意識をもってもらうには、科

倍の差があると証明したのです。

速度も、現在の絶滅数とはおよそ千

増やすのかを分析。種が多様化する

ピム博士がまず調査したのは、既

学的な根拠が必要です」
。
知の生物の絶滅数です。
「百万種あた
り百〜千種が、一年間に失われてい

優先して守るべき地域はどこか

【コスモス国際賞】

L

絶滅速度を導き出したピム博士は、

と解決策の提案に乗りだしました。現
在、地球の陸上にある国立公園など
トです。
「保護地での種の保全割合を

の保護地は、全面積の十三パーセン
調査すると、予想以上にたくさんの
種が守られていました。人間の手で
生物多様性を守れるのだ、という自
信につながりました」
。
しかし、北極圏や砂漠など、生物
種の少ない地域を保護しても、多様

受賞
の
ポイン
ト

花の万博から四半世紀以上、
花博記念協会は「自然と人間
との共生 」を掲げてきました。
地球のためのすぐれた業績を
残した方を顕彰するコスモス
国際賞は、これまで26回を数
えます。
1970年、アフガニスタンにフィールド調査に行っ
た。オックスフォード大学の調査チームとの一枚。

L
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フィールドに飛び出し、理論の検証

絶滅の危機に瀕する鳥類の種数を示した地図。赤い場所
は、絶滅危機の種が多く生息する地。ブラジルの沿岸域に
種が多いことがわかる。

叡智の人の足跡

近代

サルは地域の人たちにもなじみ深いの

ルデンライオンタマリンでした。この
の生息域の拡大に成功しました。

し、タマリン

な山に再生

人類はこのさき、自然と
共生していくのか、環境を
破壊するのかの選択を迫ら
れる時代にあるとピム博士
はいいます。
「いまの子ども
時代を生きているといえる

たちは、とてもむずかしい
でしょう。環境破壊を許せ
ば、自然はどんどんと貧し
くなっていきます。しかし、
私はあきらめません。人び

との努力で、絶滅の危機か

ら脱した動物たちがいると

きおり耳にします。動物た

いう、うれしい知らせもと

ちを絶滅に追いやる道から

けません」
。コスモス国際賞

は、方向転換しなければい

▼

の面積に分断されています。生息範

緩和するには、少なくとも一万ヘク

二〇〇七年に NGO 団体「セービ
で、私たちの取り組みに興味をもって
対象を特定の「種」から「自然そのも
の授賞式で日本を訪れたと

きも、時間があれば双眼鏡
を手にバード・ウォッチング
を楽しんだピム博士。自然
から受ける感動は原動力で
す。「まずは自然を楽しみ、
親
しみをもってほしい。国立公
園やゆたかな自然のある場
所に足を運び、動植物たち

メとも遜色のない貫禄をそなえてい

四方に枝を広げた姿は、サクラやウ

いですが、樹高は約四メートル以上。
取県の大山にちなむダイ

ます。地元では、開花がサトイモを植

センミツバツツジ、鹿児
島県の隼人地方にちなむ

える時期を知らせてくれることから、
地域の風土によりそって表情の異

「イモウエツツジ」とよばれています。

ハヤトミツバツツジなど
があります。

ゆかりの名をつけて親しまれてきた

なる葉形や花の特徴を愛で、土地に
ミツバツツジ。あなたの暮らす地域

長きにわたり愛される
地域のシンボル
ミツバツツジのなかで

では、どのような花を咲かせている
でしょうか。

も日本最大級の樹高を誇
の がしら

るのが静岡県富士宮市の
い
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性の維持に大きな効果は見込めませ
囲が狭くなると、充分な個体数が生
森に引き裂かれ、繁殖できない可能

ん。
「どこを優先的に保護地にすべき

性もあります。
「一ヘクタール、十ヘ

息できないだけでなく、雌雄が別の

を地図にしてみたのです」
。絶滅の迫

か、絶滅の危機がせまる種の生息地
る種の多くは、細かく分断された狭
クタール、百ヘクタールの森を人工

滅危機の生物種が多く生息していま
タール以上の森が必要だとわかりま

が小さいほど絶滅速度が速いのです。

的につくって検証実験すると、面積

い地域に集中していました。
ピム博士の活動フィールドの一つ

すが、森林伐採や開発の結果、森の
した」
。

が、ブラジル南西部の熱帯林です。絶

十五パーセントが百ヘクタール以下

ング・スピーシーズ」を立ち上げ、地域
協力してくれました」
。この活動は実
の」に拡げるべく、
「セービング・ネイ

に緑ゆたか

の人と協力しながら、分断された森
を結び、木々も少なく、地表の見えて

森と森とをつなげる「緑の回廊」づくり

をつなぐ植林活動をはじめました。「ブ
いた一帯は、十年後には見違えるほど

セービング・スピーシーズは、
保護の

調べると、もっとも尽力すべきはゴー
チャー」と改称して二〇一九年に再出
発。生きものの姿から、
「楽しい・おも
しろい」という感動を受け取ってき
たピム博士にとって、種の絶滅は「世
界がつまらなくなること」と同義で
す。
「日本では、タンチョウは襖や絵
画などに描かれます。絶滅はこうし
た文化すら奪ってしまう。失った種

に思いを馳せてください」
。

ハヤトミツバツツジ（イワツツジ） 鹿児島県隼人地域に分布。

は、二度と取りもどせないのです」
。

北海道の日高地方の固有種。

植えの時期には、
ツツジの枝を苗代の

ヒダカミツバツツジ

、山を眺めれば、新緑の木々

鹿児島県大隅半島にある高隈山地に分布。

水口に挿し、豊作を祈願しました。

近畿、四国に分布。名前は「土佐」から。

タカクマミツバツツジ

の中に点々と咲き、山肌を彩

トサノミツバツツジ

春

天城山が主産地で、伊豆半島に野生する。

ラジルに生息する種の絶滅危険度を

❼

その地その地の名前を冠した
ミツバツツジたち
日本には五十種ほどのツツジが分

オンツツジ（ツクシアカツツジ） 紀伊半島や四国、九州に分布。
「筑紫」は地名から。

みの深いトウゴクミツバツツジや、鳥
（提供・倉重祐二）

日

行
生垣や庭木に目をやれば、蛍光色の

るツツジに気づきます。街道ぞいの
ように鮮やかなツツジの紅紫色が、目

ぎ木で増やすことがむずかしく、園

良が進みました。しかし、挿し木や接

布し、江戸時代に園芸品種として改

『万葉集』にも十首が詠まれた花で、

芸化がほとんど進まなかったのがミ

ツツジは古くから日本で親しまれ、

にまぶしく映ります。

ちょうど田植えの時期に花を咲かせ

り、枝先に三枚の葉をもちます。早

ツバツツジの仲間です。その名のとお
咲きの種が多く、春一番の吹くころ

村部では人び
との「依り代」

ともよばれています。

に花を咲かせるものは「一番ツツジ」

三重県に分布。名前は伊勢神宮から。
ジングウツツジ

徳島県の剣山とその周辺の高地にのみ分布。
ツルギミツバツツジ

ることから、農

として親しま

房総半島の清澄山にちなむ。

アマギツツジ

です。静岡県の天然記念物にも指定

北陸地方など日本海側の山地に多い。

域でさまざまな種や変種に分化して

本州中部以南、四国、九州に生育。葉が小さい。

サイゴクミツバツツジ

されており、推定樹齢は六百年です。

コバノミツバツツジ

ミツバツツジの仲間は低木な種が多

近畿地方中部、中国地方に分布。

名のついた種も多く、
関東地方でなじ

園芸化には不向きな一方で、各地

ピム博士から未来を担うみなさんに

関東地方の山やまに多い。

ダイセンミツバツツジ

いるのもミツバツツジの特徴です。地

熊本県や宮崎県の山中に分布

「鳥は観察しやすく、動きも特徴的。
見た目もさまざまで、自然への気持ち
を育んでくれます」。

「猪之頭のミツバツツジ」

ツツジ科ツツジ属
学名：Rhododendron dilatatum
原産地：日本
開花期：3月から5月ころ
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ナンゴクミツバツツジ

キヨスミミツバツツジ

N
M
U

地域住民や子どもた
ちと植林活動にはげ
む。地域の利益にも
つながることを理解し
てもらうことも大切。

れました。田
（上）
日本最大級の猪
之頭のミツバツツジ。
（提供・静岡県）

C
トウゴクミツバツツジ

2007年、植樹前のブラジル・大西
洋岸森林。山肌が露出している。

L

https://www.expo-cosmos.or.jp/main/pph/index.html

ゴールデンライオンタマリン
（©︎ 綿貫宏史
朗〈京都通信社『霊長類図鑑』から〉
）

日本列島には約5,000種類の在来植物があるといわれていますが、
土地開発や乱獲、外来種の侵入や気候変動などの影響で、その生育域や数は減少しています。
花博記念協会は、こうした在来植物の現状を調査し、
植物本体を採取することなく動画で記録しました。
その成果は「プラント・フォト・ハンティング＊」と題して、協会ホームページで公開しています。
このコーナーでは、貴重なデータベースの中から特徴的な種をとりあげて紹介します。

2017年、植樹から10年が経った森林。
植えられた樹木は60種。

ミツバツツジ

監修
倉重祐二
（新潟県立植物園）
＊学会や展示会などへの動画
（DVD）
の貸し出しもしています。

植物紀
本

O

地域に溶けこみ、
鮮やかな色で
春を告げるミツバツツジ

のうちに幕を下ろしました。

は、四月二十九日からの百六十二日
「緑色生活 美麗家園」
（英訳：
Live
間で九百四十三万人を集め、大成功
Green, Live Better和 訳：緑の生
活・より良い生活）を開催テーマに

掲げた二〇一九北京国際園芸博覧会

外出展コンテスト国際庭園部門の大

庭と建物が一体化した「庭屋一如」
の空間づくり
本政府の出展エリア「日本展示

産省と国土交通省のコラボレーショ

──四季の花と緑に囲まれた日
Japan
本のくらし」です。はじめての農林水
り」をテーマにした品種ごとの挿し

出迎えるメインスタンドや、
「秋の実

産の花きを展示。入り口で来場者を

日
ンで出展され、
「庭屋一如」のコンセ
花、北京の花き専門スタッフとデザ

賞を受賞しました。
館」のテーマは、
「
Discovering
屋内には、東日本大震災の被災地

プトのもと、庭園と展示館が一体と

ターが設置され、花博記念協会のほ
強さや魅力をアピールしました。

ある東北地方で生産された花々の力

日本展示館の来場者に、復興途上に

会場を彩りました。百万人を超える

インしたフラワーアレンジメントが

か、八つの企業・団体がテーマにま

館の入り口には五十インチのモニ

なった空間がつくられました。

つわる映像を放映しました。コイの
泳ぐ庭池が印象的な日本庭園は、屋

統 ─」をテーマにした講演をとおして、

日中両国の園芸文化にみる
〈緑〉
の可能性
期中には、花博記念協会主催の

人と自然の調和を根底におく日中共
通の園芸文化のあり方や、
「緑」や造

開
開催しました。約百七十名が来場し、

園文化が社会に果たす役割について

記念シンポジウムを清華大学で

日中両国の研究者たちの話に耳を傾
議論しました。

に、中国から日本に渡来した「梅」と

号の典拠となった『万葉集』の一文

若い大学生の姿も多数ありました。数

『KOSMOS』の
誌名にこめた思い

「七十億の乗客を乗せ部品を落と
しながら飛ぶ宇宙船地球号」
。北京
でのシンポジウムの際の涌井先生
の言葉です。年間約四万種の動植
物が絶滅していることの例えです
が、生物多様性の減少が人類の存
続に関わることがこれまで指摘さ
れてきました。野生動物の違法な
取引や不十分な規制が新型コロナ
ウイルス感染症の一つの要因と言
われていますが、昨今頻発する気
象災害と同じく人類に対する警告
なのかもしれません。
当協会も業務の多くが中止とな
りましたが、様々なことを見つめ直
す機会と捉え、自然と人間との共
生という理念のもと、その役割を
果たしていきたいと考えています。
（花博記念協会
．）

編集後記

東京都市大学涌井雅之特別教授は、

けました。
「日本と中国における花と
緑 ─園芸や造園にかかわる文化と伝

コーディネーターを務めた森本幸

土などの自然の要素を取り入れてき

種です。文化の一部を担う植物たち

千年ものあいだ築きあげられた文化

▼

る必要性を論じました。

た日本の盆栽と中国の盆景の歴史を

「蘭」が登場することを紹介しました。

造園家で京都造形芸術大学加藤友

が途絶えることなく咲き続ける未来

わりながらも受け継

をひもとき、未来にバトンをつなぐ、

本誌のタイトルは、COSMOS
ではなく、あえて KOSMOS と
しています。どちらも意識・心の
領域をも含めた「秩序と調和の宇
宙」を意味しますが、真の共生の
在り方を探る本誌として、古代ギ
リシアの哲学者たちが自然科学を
論じたときに用いた KOSMOS
を使うことで、
人類の本質的課題に
アプローチしたいと考えています。
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北 京 国 際園 芸 博 覧 会 出 展 事 業

Japan
─Discovering
四季の花と緑に囲まれた日本のくらし

「不易流行」の園芸文化の根底に根づく
自然への敬意
花博記念協会は、北京市で開催された二〇一九北京国際園芸博覧会に、日
本国政府の一員として参画しました。これまで一九九〇年の「花の万博」出
展の答礼として、一九九二年のオランダの「フロリアード」やアメリカ・コ
ロンバス市の「アメリフローラ」を皮切りに、ドイツ（シュトゥットガル
ト）
、中国（昆明）
、タイ（チェンマイ）
、トルコ（アンタルヤ）などの国際
園芸博覧会に参画しています。

「景観十年・風景百年・風土千年」と
地球環境には田畑などの日本の風景・

たどりながら、人間の心身の健康に

裕京都大学名誉教授は、
「令和」の元

景観がモデルになると述べました。ま

清華大学李樹華教授は、植物や石、

た昨今の自然災害に対して土木、建

規教授は、平安時代

のために、私たちが果たすべき役割

バカマのことで、日本では絶滅危惧

に書かれた日本最古

がれてきた日本庭園

会場には、これからの社会を担う

のデザインが、「雨庭」

実り多きシンポジウムとなりました。
紹介しました。

かされていることを

など現代の都市に生

の話題を中心に、変

が問われています。

価値を提唱しました。

「蘭」は中国のペイラン、日本のフジ

ではなく、自然の力、生態系を活用

築的構造物である「グレーインフラ」 「緑」が果たす役割を述べ、緑の新しい

いう言葉をキーワードに、持続的な

上／中央に池を配置した「池泉式」の日本庭園。山から流れ出た水が滝
をへて、池に注ぐ自然風景を表現した。屋外では、庭園を解説するイベン
トや、水ヨーヨーすくいやけん玉体験など、日本の祭や文化を体験できるイ
ベントも実施。
左上・左下／来場者がもっとも多いと想定されるジャパン・フェスティバル
の期間に、東日本大震災被災地産の花きを展示。写真のほか、中国現
地のスタッフとともにデザインしたフラワーアレンジメントも展示した。

の 作 庭 書『 作 庭 記 』

田畑などの日本の風景のように、自然の力や
生態系を活用した「グリーンインフラ」の可能
性を述べる涌井教授。
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した「グリーンインフラ」で適応す
パネルディスカッションでは、日中の文化の伝
統と活用についての話が拡がった。

D
O

協会事業
紹介

葉集』の「梅花の歌 三十二首」
憧れも落ち着き、日本古来の文化に

た平安時代前期には、唐の文化への

は、紅梅が渡来。遣唐使が廃止され

ちになりましたが、戦後の混乱が落

した。昭和に入ると、品種数は頭打

で自然に育ったものが最上とされま

枝垂梅や新たに渡来した青軸梅が加

ち着くと、観梅や盆梅も復活し、日

江戸時代には、白梅、紅梅のほか、

やすい庭木として普及しました。

わり、品種数が急激に増えました。

常磐・常盤（ときわ色
）

【表紙の解説】

常緑樹の葉の色のような濃い緑色です。
「常磐
（常盤）
」とは、永久に変わらない
という意味があります。緑を讃える名
前で、長寿と繁栄の願いが込められて
います。
『万葉集』などの平安時代の書
物にもその名が登場し、江戸時代にも、
演技のよい色として好まれました。平
安時代の歌集『古今和歌集』では、源宗
于
（むねゆき）
が「ときはなる松のみど
りも春くれば／今ひとしほの色まさ
りけり
（常緑の松の色も春が来たので、
いっそう 緑が濃 くなった）
」と「 常盤」
の名を詠んでいます。
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▼

花梅

は、七三〇年に太宰府の大伴
注目が集まり、鑑賞される花は、梅

二〇一九年、元号が「令和」に変わりました。
「令和」の典拠は、
『万葉集』巻五の「梅
あわ
」の一文「時に、
初春の令月にして、
花の歌三十二首并せて序（梅花の歌三十二首の序文）
き よ
か ぜ やわら
きょう ぜ ん
こ
ひら
はい ご
こう
かおら
（書き下し文）です。花梅
気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す」
は唐から渡来して以来、二千年にわたり、小さな優しい花と甘い香りで、一足早く春の
予感を届ける花として親しまれてきました。

旅人の邸宅で開かれた「梅花の宴」の

千五百年の
歴史が育んだ
鑑賞文化

ようすを綴ったものです。奈良時代、
からしだいに桜へと移りました。

『
万

貴人たちは唐の文化に憧れ、こぞっ
梅は、野生化しても結実するほど

梅の多様・多彩な愉しみ方
丈夫な植物です。貴人たちの興味が

て庭園に白梅の木を植えました。
『万
首。植物のなかで萩に次いで多い歌

葉集』に収録された梅の数は百十八

桜に移ったあとも、各地に野生化し

み うめ

江戸中期以前の品種とい
天皇が日常のお住まいとし われている。緑色の枝や萼
て使用された御殿の南側に （がく）
をもち、つぼみは緑
は、紅梅と白梅が対にして植 白色、花は青白色の「 青
えられている。
軸性」に分類される品種。

て根づいたり武士や庶民の間に育て

の数が、当時の熱を伝えます。
梅は、薬用や食用の実梅として弥
伝わったのは、遣唐使の交流がはじ

一六八一年刊行の水野元勝『花壇綱

本各地に梅の名所が作られ、ふたた

©️Expo’
90 Foundation All rights Reserved.
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生時代ごろに渡来しました。白梅が

目』に掲載の品種数は五十二種です

び賑わいをみせました。

デザイン●中曽根デザイン

制作協力●京都通信社

が、七十九年後に刊行された松岡玄

きょう

人の心が移ろおうとも、力強く根
かぜ やわら

達『怡顔斎・梅番付』では、二百十二

よ

を張り、花を咲かせてきた梅。
「令和」
ひら

き

種にまで増加。栽培の隆盛を物語っ

の春は、
〈気淑く風和〉ぐなかを、
〈鏡

を向けてみましょう。千五百年前と

こ

ています。梅園や梅屋敷も各地につ

前の粉を披〉
くように咲く梅の花に目
ほかの園芸植物とは違い、花梅の

変わらぬ風情で、私たちを出迎えて

ぜん

くられ、人気を博しました。
人気は明治維新後も衰退しませんで

くれるはずです。
引用文献『絵で見る伝統園芸植物と文化』
（一九九七）
柏岡精三、荻巣樹徳
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日本の伝統
園芸植物

まった七世紀ごろです。平安時代に

【月影】
御常御殿（京都御苑）
の梅

東都名所「亀戸梅屋舗ノ図」歌川広重
亀戸
（東京都江東区）
の梅屋敷は、江戸時代には梅の
名所として多くの人が訪れた。
1910
（明治43）
年の隅田
川の大洪水で浸水状態になり、梅は枯れ、廃園となった。

した。花梅を鉢植えにして観賞する
「盆梅」の人気も高まり、険阻な岩上

公益財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会
情報誌 KOSMOS ──こすもす 7号
2020年12月25日発行

はかなく、清く、潔く
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