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研究成果の概要（和文）： 
 本研究は、都市域空間計画において生態系保全計画が実効性のあるものとなっていない現状
にかんがみ、市町村等の計画主体が市民に働きかけながら生態系保全計画を立案するプロセス
のあり方について検討したものであり、海外等の事例をとりまとめるとともに、地形図と GIS
を組み合わせた簡易な潜在ハビタットの設定方法と、インタビューを通じて得られる市民の心
象景観を織り込んだ生態系保全計画立案プロセスのあり方をとりまとめた。 
 
研究成果の概要（英文）： 
  This study aimed to seek for an appropriate planning procedure for ecosystem 
conservation to be included in urban spatial planning. The study focused on the cooperative 
planning procedure between a municipality and its residents. For this purpose, the 
interviews were made to European municipalities and the residents in Hadano, Kanagawa, 
and the potential habitat specification method using GIS and topographic maps were 
tested. The study clarified that the ecosystem images of residents is to be woven in the 
spatial planning in order for the private lands were effectively included in the urban 
spatial plan. 
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１．研究開始当初の背景 
（１）都市マスタープランなどの都市域空間
計画における生態系保全計画は、実効性のあ
るものとはなっていない。原因として、生態
系保全計画手法の未確立、私有地を有する市
民や企業に働きかける必要がありながらそ

のための明確な計画立案プロセスが未構築
であることがあげられる。 
（２）都市域空間計画において、生態系保全
の位置づけが曖昧である原因には、①生物種
の存在確認に労力を要する評価手法が用い
られるなど、計画手法が未確立であること、
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②計画主体（地方自治体）の計画担当者に生
態系評価に関するスキルが不足しているこ
とがあげられる。また、③明確な生態系保全
計画立案プロセスが構築されていないこと
があげられる。これらを解決するためには、
簡易な生態系保全計画手法の開発と生態系
保全計画の立案プロセスの構築を一体的に
行うことが必要であることを認識した。 
 
２．研究の目的 
（１）本研究は、生物種の潜在的な生息圏と
なる潜在ハビタットを用いる生態系保全計
画手法と、市民が能動的に参画して生態系保
全計画を立案するプロセスのあり方につい
てケーススタディを通じて明らかにするこ
とを目的とした。 
（２）生態系保全計画手法の開発においては、
計画担当者に過大な生態系情報や知識を求
めないこと、市民にとって計画内容を理解し
やすいものであることに配慮し、ハビタット
好適性を評価して潜在ハビタットを特定す
る簡易な手法開発を行うこととした。 
（３）計画主体と市民が求める生態系保全の
将来構想を組み込むにあたっては、私有地に
対しても生態系保全を働きかけることが必
要となり、このためには計画立案の当初から
生態系情報を計画主体と市民が共有するプ
ロセスを考える必要がある。また、検討対象
土地をインベントリー化しておくことが望
ましく、そのためにも市民に理解しやすい計
画立案手法とプロセスを検討することとし
た。その一環として、ヨーロッパ、北米諸国
の生態系保全計画と市民参加事例について
検討することとした。 
 
３．研究の方法 
（１）潜在ハビタットを用いる手法として、
時系列植生分類図を作成する方法をとった。
本研究では、これまで重視されていなかった
耕作地についても重点を置くこととし、これ
を植生とみなす場合の時系列図作成手法に
ついて検討した。また、時系列植生分類と都
市内の生物種とを関連付けるためにケース
スタディ地区を設定し、これによって詳細な
検討を行うこととした。 
（２）計画主体と市民が求める生態系保全の
将来構想を生態系保全計画に組み込む計画
手法とそのプロセス開発にあたり、海外事例
を検証することとした。また、わが国への適
用性については、地方公共団体へのインタビ
ューを行うことにより検討することとした。 
（３）市民が求める生態系保全構想を立案プ
ロセスに組み入れるためには、自然科学的視
点からみた生態系だけではなく、心象として
刻み込まれた生態系の存在を無視できない
という認識に基づいて、ケーススタディ地域
を設定し、当該地域における住民へのインタ

ビューを通じて、心象に刻み込まれた生態系
と現実の生態系を織り重ねた「心象景観生態
系」という概念にもとづく生態系保全立案プ
ロセスを提案することとした。 
 
４．研究成果 
（１）潜在ハビタットの特定方法 
 生物種の生息分布条件を明らかにする潜在
ハビタット手法については、ENFA、Maxent
等の海外でのモデルについて分析を行った。
しかし、植生が多様に変化するわが国の都市
近郊に適用するには、区域区分の大きさに検
討すべき事項が多く残されていることもあり、
今回の研究ではGISを用いた時系列植生図を
用いることが効果的であると判断した。 
本研究は、都市域に着目していることから、

耕作地についても重視することが必要である
という認識に基づき、時系列植生図の作成に
おいて国土地理院地形図と植生図（例えば茅
ヶ崎市(1976)、佐倉市(1977)、所沢市(1985)
など）の双方をGIS化して比較した結果、樹
林地、田、畑地、水辺地等の分類は地形図で
も可能であり、これによる潜在ハビタットの
変化判断が可能であることを明らかにした。 
（２）都市における潜在ハビタットの変化検
証（事例研究） 
潜在ハビタットの変化を明らかにするため

に、埼玉県所沢市東南部をケーススタディ区
域として選定し、都市計画の暫定調整区域お
よびその周辺に現存する樹林地、耕作地等か
らなる植生に関して過去半世紀にわたる変遷
をみながら、生態系ネットワーク形成のため
の留意点と生態系保全の視点からみた土地利
用ゾーニングの効果を明らかにした。上述の
ように、植生の変遷は地形図を用いてもたど
ることができることがわかった。同時に、GIS
のバッファー機能を用いて、昆虫類、小型哺
乳類、鳥類等の小動物の移動を可能とするパ
ッチがコリドーと複合的に重合して生態系ネ
ットワークを形成しうる区域が都市内に存在
することを明らかにした。さらに、都市域に
おいてこれら生態系ネットワークを形成する
ためには土地利用ゾーニングを行うことが重
要であることを明らかにした。 
（３）生態系保全計画手法と立案プロセス開
発のための海外事例分析 
計画主体と市民の構想を取り入れた生態系

保全計画を組み込んだ都市域マスタープラン
作成の事例を分析するために、オランダ（デ
ン・ハーグ、アムステルダム、ティルブルグ）、
ベルギー（ブリュッセル）、米国（ワシント
ン州、オハイオ州）等における生態系保全計
画立案状況を調査し、とくにアムステルダム
市アイブルグ開発における生態系ネットワー
クの損傷への補償に関する詳細事例研究を行
った。これは、ノーネットロスを基本として、
失われる生態系ネットワークに対する補償の



実態とわが国への適用性を分析したものであ
り、基礎自治体の都市計画部門における生態
系専門家の必要性とわが国における生態系ネ
ットワークに関する住民の価値認識の向上の
必要性を指摘した。 
（４）心象景観の視点からみた生態系保全計
画立案プロセスの検討 
本研究は、私有地を有する地域住民等に働

きかけることによって都市域における生態系
保全をより確実なものにしていくことに重点
を置いている。このことから、高齢化に伴い
増加してくる民間遊休地の所有者を含む地域
住民に対して，動植物の生息生育可能性とい
う視点と、すでに失われたとしても愛着の強
い地域景観に対する地域住民のイメージを組
み合わせた土地利用とを都市域マスタープラ
ンに織り込んでいく立案プロセスを検討した。
ケーススタディ地域として、神奈川県秦野市
を選定してパッチ、コリドーの抽出を行うと
ともに、住民の愛着の強い地域景観に関する
インタビュー結果をもとに、それらパッチ、
コリドーの妥当性を明らかにした。その結果
を民間遊休地の発生が予想される都市近郊に
当てはめ、心象景観的生態系ネットワークの
ために必要な土地の区域を明らかにした。 
（５）計画立案プロセス 
 本研究では、以下のフローチャートに示す
手順により生態系保全計画を都市域空間計画
に組み込むことを想定して研究を進めた。そ
のなかで、とくに市民参加の下に計画主体が
生態系保全計画を組み込んだ都市域空間素案
を作成するプロセスの重要性を認識し、地域
住民の地域景観に関するインタビューという
プロセスをとり込むこととした。今後は、こ
のプロセスを組み込んだ都市域空間計画策定
の具体化に取り組んでいきたい。 
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