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ARARE、アンケート調査、園芸植物、グリーンインテリア、

姫路いぶし瓦 

【背景と目的】住宅の洋風化，阪神淡路大震災などの影響を受けて，瓦産業は衰退

の一途をたどっている．そんな中，各地の瓦業者は従来の屋根への施工に限らず，

小物やランドスケープ資材として様々な異業種進出を行なってきた．兵庫県姫路市

船津の地場産業である神崎瓦も消滅の危機に瀕しており，残り僅かの瓦業者，光洋

製瓦株式会社も独自のいぶし素材である ARARE を作製し，主に壁材としてインテリ

ア業への進出を目論んでいる．著者らは，この ARARE に植物を組み合わせることで，インテリア壁材とし

ての付随要素を与え，さらには園芸業界への進出も視野に入れた商品を作成することを目的とした． 

【材料および方法】14mm 角のいぶし素材を 49 個アクリル板に貼り付け，ARARE ボードを作成した．（実験

1）ARARE ボードの上にフレンチマリーゴールドを播種した．播種 1 か月後に発芽数および播種 3 か月後

に開花株数を調査した．（実験 2）グリーンインテリア商品として ARARE ボードに園芸植物を組み合わせ

た ARARE ボードプランツを考案した．兵庫県立淡路景観園芸学校の男女 22 名に対して ARARE ボードプラ

ンツについて説明した後，ARARE ボードプランツの飾り方，使用植物の種類および販売価格に関するアン

ケート調査を行った．（実験 3）兵庫県姫路市のギャラリーで著者らが考案したグリーンインテリア商品

の展示販売を行った．ARARE ボードプランツは 1,600 円で試験販売した．来店者に対して ARARE ボードプ

ランツに関するアンケート調査を行った． 

【結果および考察】（実験 1）播いた種子のおよそ 70%が発芽し，実生のおよそ半数が開花した（第 1図）．

（実験 2）置物タイプより壁掛けタイプの方が高い評価を得

た．使用植物の種類はセダム銘月に人気が集中した（第 2

図）．販売価格は 1,000 円から 2,000 円が適当であるという

意見が最も多かった．（実験 3）最も売れた商品は，チラン

ジア・ストリクタを組み合わせた壁掛けタイプの ARARE ボ

ードプランツであった（第 3 図）．20 人中 17 人が ARARE ボ

ードプランツを高く評価した．一方，値段が高いこと，ア

クリル板の安っぽさを改良すべきとの指摘も受けた．  

現在，ARARE ボードプランツを園芸店で試験的に販売

している．購買者の反応を参考にして，ARARE ボード

プランツを改良し，一般販売を目指す．また，右図の

ように ARARE を壁面緑化に応用する予定である．今後

も ARARE ボードプランツを通して姫路市船津の地場

産業，神崎瓦の振興を図っていきたい． 

 

第 1 図 ARARE ボード上での

マリーゴールドの生育・開花 
 

第 3 図 チランジア・ストリクタ

を組み合わせた壁掛けタイプ

の ARARE ボードプランツ 

第 2 図 ARARE ボ

ードと園芸植物の組

み合わせ 
 



東日本大震災復興支援における 

緑環境景観マネジメント研究科の取り組み 
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東日本大震復興支援、子どものストレスケア、 

プレーパーク、遊び場づくり 

 
【はじめに】東日本大震災からおよそ１年と半月が経過し、ようやく復興まちづく

りの議論が起こりつつあるが、被災者の仮設住宅での暮らしはいまだ続いている。

本校では被災者のストレスの軽減に繋がる活動を継続的に行うことが重要と考え、

昨年の９月と今年の３～９月に宮城県の石巻市、南三陸町、東松島市における仮設

住宅にてフラワーアレンジメント、花苗プランターを用いた緑化活動、プレーパーク、木製プランターを

用いた菜園づくりなどを展開してきた。ここでは支援に出向いた南三陸町と石巻市でのプレーパーク活動

を中心に、特に子どものストレスケアに貢献する遊び空間や活動のあり方について提案する。 

【初動期：仮設住宅での遊びを通じた子どものストレスケア】まず初動期について、被災直後は子どもた

ちの通学にはスクールバスが利用され集団での登下校を余儀なくされることから、仮設住宅もしくは学校

で活動を展開することが有効であると考えられる。そして漁村の再生や集落移転など生活基盤が安定する

時期に合わせて公園や空き地、神社などの多様なフィールドに活動を繋げていくことが大事だろう。次に

活動内容としては、子どもたちが自分たちの想いを発散させることのできる遊び（今回の活動でも震災後

の気持ちを順番に言い合いながら長縄飛びを行う遊びを行った）、没頭してストレスを発散できる時間（竹

をひたすら切る遊びや自らが工夫を凝らすクラフトなどは夢中になれる）、仲間と共有できる遊び（ボール

遊びなど集団で楽しめるもの、また今回の活動では昔ながらの竹の水鉄砲などは高齢者も参加して子ども

も大人も楽しめる場となった）などの遊びは有効と考えられる。また子どもの遊びに関する調査は重要で、

どこでどんな遊びを行っていたかを調査し新しいまちづくりに繋げることも重要と思われる（現地では「こ

ういう滑ることができる遊び場がいい。もっと滑る場所を知っている」など遊びに対しても、提案や希望

が出るなど将来への展開が期待された）。最後に担い手については、例えば放課後児童クラブの指導員とと

もに活動を行うなど、地域の子ども生活支援の専門家とともに活動を展開することが、プレーパークが子

どものケアの場としてより充実する意味で重要なことだろう。 

【展開期：地域住民が行う遊び場づくり支援】１年が経過すると地域の住民主体による遊び場づくりが活

発化する。石巻の開成仮設住宅では石巻復興支援ネットワークが隣接する南境ちびっこ広場にてプレーパ

ークに取り組み始め、石巻市のにっこりサンパーク仮設住宅や南三陸町の港地区でも主婦の方々が中心に

なって遊び場の立ち上げの機運が高まっている。その背景として例えば「スクールバスによる帰校時間が

決まっているので放課後に学校で遊ぶことは難しく仮設住宅近くに遊び場が欲しい」「子どもたちが道路沿

いで遊んでいるが工事車両の往来が激しく危険なので区域がはっきりした遊び場が欲しい」（南三陸町港地

区）といった課題があり、結果として子どもたちが家の中で遊んでいる実態がある。石巻市では同市で活

動する 17 団体で構成される「子どものまち・いしのまき実行委員会」が立ち上がり、ネットワーク型によ

る子どものためのまちづくりの検討に入っているが、南三陸町に多く存在する高齢者を中心とした小規模

集落では集落間のネットワークが形成しづらいこと、子どもたちが自力で集落外の遊び場に行くことは困

難であることなど

の理由から、学校－

仮設住宅といった

２エリアでのきめ

細やかな手作りに

よる遊び場づくり

と、学校を拠点とし

たネットワークづ

くりが重要と考え

ている。 

 



木曽川における天然記念物イタセンパラの生息氾濫原の整備 
〜イタセンパラ繁殖ワンドおよびタマリの造成〜 
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イタセンパラ Acheilognathus longipinnis 

は，コイ科タナゴ亜科に属し，淀川水系，木

曽川水系，富山平野の 3 地域に不連続に分布

する．どの地域の個体群も生息確認が断片的，

局所的であり，経時的に安定して生息してい

るとは言い難い状況にある．本種の主な生息場所は，ワンド（タマ

リ）と呼ばれる湾状（池状）の水域であり，河川の営力で形成され

る河道内砂州上の河川水位以下の凹部や土砂堆積を受けた水制工裏

部等に位置する．両河川とも低水路流水部の著しい河床低下に伴い，

土砂堆積部の陸化が進行し，比高の拡大，ワンドへの冠水頻度の低

下，伏流・地下水流動の遮断，陸化部の乾燥化および樹林化が進行

しており（図 1），それらがワンド環境を劣化させ，本種の生息に悪

影響を与えていることが指摘されている． 

木曽川では，1958 年よりイタセンパラの生息が報告されていた

が，1994 年の確認を最後に絶滅が暗示された．しかし近年の水辺

の国勢調査で再確認され，それ以降，各省庁による保全活動が活発

化している．木曽川における本種の生息エリアには 10 地区約 160

箇所のワンドが存在するが，1970-80 年代の調査以降，それらの多

くのワンドを対象とした本種の生息分布調査はなされていない．演

者らは，2007 年から本種の生息場所特性を明らかにすることを目

的として調査を継続している．その結果，本種の繁殖ワンドは面積

が大きく，増水時の掃流力が小さく，淡水二枚貝（産卵母貝）の生

息密度が大きく，水域のコネクティビティ（連続性）指数が大きい

ことが明らかとなった．以上を踏まえ，著者らは河川管理者と協同

して，木曽川において自然再生事業を実施している．具体的には，

冠水頻度，洪水営力（外力），水域（ワンド間）連続性を向上させ，

木本類の繁茂抑制，水面への日射の増大，底泥嫌気化の抑制，微生

息環境の多様化等のワンド環境を恒久的に再生することを目指し

ている（図 2）． 
本研究は天然記念物イタセンパラの生態特性を河川の物理環境構造から明らかに

して,それをもとに行政と協同で自然再生事業を実施したものである．現在日本の多
くの河川では，河床低下が進行し二極化により高水域の陸地化が進行しており，タ
ナゴ類およびその産卵母貝である淡水二枚貝類が絶滅に瀕している．本成果は，以
上を鑑み実施した大規模な自然再生事業である． 

【参考文献】 
1) Negishi JN, Sagawa S, Kayaba Y, Sanada S, Kume M, Miyashita T & Ohmori T (2010) Using airborne scanning 
laser altimetry (LiDAR) to estimate surface connectivity of floodplain water bodies. River Research and Applications 
28:258-267. 
2) 佐川志朗・萱場祐一・久米学・森誠一（2011）イタセンパラを育む木曽川氾濫原生態系の理解と再生へ

の取り組み．土木技術資料 53(11): 6-9． 
3) Negishi JN, Sagawa S, Kayaba Y, Sanada S, Kume & T, Miyashita (2012) Mussel responses to flood pulse 
frequency: the importance of local habitat. Freshwater Biology 57:1500-1511. 

 

図 1 木曽川の環境変遷 

図 2 ワンド環境の再生方法 



中生代白亜紀篠山層群産小動物化石の３D 拡大模型の製作 
〜化石・現生のトカゲやカエル骨格の拡大模型〜 
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兵庫県篠山市から丹波市山南町にかけて分布する中生代白亜紀前期（およそ 1 億

１千万年前）の篠山層群下部層からは“タンバリュウ”として知られる竜脚類化石

のほか、デイノニコサウルス類やティラノサウルス類を含む獣脚類、曲竜類、鳥脚

類、角竜類など、多様な恐竜化石の産出が知られてい

る。そして恐竜化石と共にカエル、トカゲ、哺乳類な

どの小型脊椎動物化石も産出している。それらの脊椎動物化石は、筆者の

兼務先である、兵庫県立人と自然の博物館によって、発掘調査ならびに研

究が行われている。 

筆者は人と自然の博物館においてキッズひとはく推進室に所属し、未就

学児を含めて小学校 3 年生以下の小さな子どもたちに対して、科学的好奇

心の芽を育んでもらうような活動を展開している。過去の生物の遺物であ

る化石、なかでも恐竜の化石は子どもたちの関心を引きやすいものではあ

るが、個々の完璧に保存されているわけではない化石標本や、特に恐竜化石以外の

小さな動物の化石は、肉眼では詳しい観察は難しい大きさであるため、子どもたち

に興味を持ってもらうためにはどのようにすれば良いかが課題であった。 

昨年度、篠山層群産脊椎動物化石のうち、カエルの全身骨格化石、トカゲの下顎

化石について３D 拡大模型を作成し、合わせて現生のニホンカナヘビ、ニホントカ

ゲ、オキナワキノボリトカゲの下顎、頭骨などを比較資料として、同程度の倍率で

拡大模型を作成した。そのために国立科学博物館ならびに大阪府立産業技術総合研

究所においてマイクロ CT スキャナを用いて３D データを作成し、（株）大成モナッ

クの３D プリンタによって出力された。さらに大成モナ

ックによって、実物に近い状態に着色された。 

篠山層群産のカエルやトカゲの化石は人と自然の博物

館の池田忠広研究員によって研究が進行中の資料で、現生トカゲ類の骨格標本

も同研究員所管の標本である。３D 拡大模型の倍率は、できあがりで長さ 30cm

程度になることを目処にして、カエル化石で 10 倍、化石トカゲが約 12 倍、現

生のトカゲ類が 20 倍とした。 

なお、カエルについては、西アフリカにいる現生最大のカエルであるゴラア

イアスカエルの骨格レプリカ模型を別途購入した。カエル化石の３D拡大模型と

ゴライアスガエルの模型とは、ほぼ同じ大きさである。 

できあがった拡大模型は、博物館内外で、篠山層群の化石、脊椎動物の分類群間の骨格の違い、機能と

形態の関係、生物の進化など、さまざまな学習の素材として活用されている。 

なお、３D拡大模型の製作に当たって、JST 先進的科学館連携推進事業による助成金を使用した。 

今回製作した３D 拡大模型を使用して小学校低学年の子どもたちに篠山層群産化石

のセミナーをしたところ、子どもたちに小さな化石とその意味について、十分に理

解してもらえたように思われる。近似の手法を用いて、逆に大きなものを小さくし

たりすることによって、大きすぎて全体像の把握が難しかったりするものを、より

理解をしてもらいやすい大きさにすることも考えられる。このような正確な倍率ま

たは縮尺の模型を用いることによって、小さな子どもたちのさまざまな自然物への関心と理解を深め、科

学的好奇心の育成に貢献できればと考えている。 

 

カエル化石拡大模型 

現生トカゲ類下顎拡大模型 

トカゲ化石拡大模型 



超高感度 CCD 素子による暗視全周監視カメラの開発 
〜自然・環境観察、安全・防災監視のための広域監視カメラ〜 
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CCD 撮像素子では 2 次元に配置された画素の情報（露

光による蓄積電荷）を垂直転送と水平転送して微少電

圧として読み出し（信号増幅・AD 変換）後、デジタ

ル画像を構成させる。CCD 撮像素子は「露光→（垂直

および水平）転送→読み出し」という通常の駆動方式

の他に、ドリフトスキャン（TDI）と呼ばれる駆動方式で画像を取得するこ

ともできる。それは「露光しながらの垂直転送→水平転送→読み出し」と

いうプロセスとなる。この露光中の垂直転送と動く被写体の速度を同期さ

せると暗所でも移動物体を静止させて捉えることができる。 

 
ドリフトスキャンで追尾したイラスト画像（左）と静止した状態で普通に撮影したイラスト（右）。移動速

度は秒速 10m (直径 30cm、回転 10.7Hz)。垂直電荷転送速度 750mm/s にて同期。  

逆にカメラを方位方向に回転させ、流れる風景と垂直転送を同期させると

全周画像を取得できる。これにより暗所に強い全周監視カメラができると考えた。この方式に超高感度の

電子増倍 CCD（SPD-CCD／EM-CCD）素子を組み合わせた暗視全周監視カメラを開発している。 

 

ドリフトスキャン方式の全周カメラは露出しながら方位方向の情報をスキャンして

いくため、暗視性能・時間分解能・解像度のバランスにおいて他の全周カメラ方式

よりも優れている。言わば情報取得効率が良い方式である。自然・環境観察、防災

監視の用途で広域監視カメラとして利用価値が高いと考えている。 

監視重点区域を囲むように３点以上設置することにより領域内の死角を無くし、領

域内外で発生した事象の位置を三角測量で特定できるシステムを構築することができる。 

  
＃本研究は「セコム科学技術振興財団」の助成により進められています。 

 



 

野生ニホンザルのミトコンドリア DNAの分析と保全利用 

〜遺伝子の運び屋であるオスは群れ間で移動しているのか？〜 

       自然・環境科学研究所 

                    

          准教授 森光
もりみつ

 由樹
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保全遺伝、遺伝的多様性、遺伝子交流、オス移出 

 

ニホンザルの分

布は、地域によっ

て異なる。分布が

連続している地域がある一方で、

分布から孤立し絶滅が危惧されて

いる群れも散見される。孤立した

群れは、他の群れと繁殖する機会

が少なくなり、遺伝的交流が阻害

され遺伝的多様性が失われていく

可能性がある。多様性を失った群

れは近交弱勢により絶滅する可能

性が高くなる。ミトコンドリア DNA

（mtDNA）を分析することで、群れ

間での近縁・遠縁を把握し多様性

を評価できる（図１）            図１ミトコンドリア DNAを分析する意義 

 

JN コードのタイプは Kawamoto et 

al.(2007)で報告済みのタイプ、他は本研

究で新たに発見されたハプロタイプを示

す。○Xは解析予想で、すでに絶滅した可能

性の高いハプロタイプを示す(図２) 

また、オスの mtDNA はコドモに遺伝    

しない性質を利用して、オスの群れ間の

移動の有無を検討した。    

オス個体(n=10)の分析を行い、群れの

mtDNAマップ図を用いて照合したが、オス

の移動は認められなかった。 

 

図2 mtDNAマップ図  ハプロタイプのネットワーク解析 (TCS法) 

本研究の一部は、以下の論文で公表している。 

森光由樹・鈴木克哉（2013）兵庫県のニホンザルの遺伝子解析. 「兵庫

県におけるニホンザル地域個体群の管理手法」, ワイルドライフモノグ

ラフ 5号, pp.27-32. 兵庫県森林動物研究センター.   

http://www.wmi-hyogo.jp/publication/monograph.html 

今後は、さらにオスの分析頭数を増やし検討する。また、マクロサテライト遺伝子や、MHC遺

伝子の多様性を分析し、群れの遺伝的多様性を解析し群れの健全性を評価する予定である。 
  

http://www.wmi-hyogo.jp/publication/monograph.html


外来種で緑化された造成斜面における半自然草原の再生 
～年間わずか12時間の作業でおこなう“小さな自然再生”～ 
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畦畔草原、草原生植物、外来種の駆除、里地里山、住民参加 

 

 

田畑の畦では，年数回程度の草刈りによって半自然草原が持続している．し

かし近年，耕作放棄とともに草刈りが停止し，畦畔がヤブ化・森林化するた

めに草原生植物が衰退している．一方，公園や圃場整備後の畦畔などの造成

斜面は，外来種が優占しており，在来の草原生植物は乏しいが，継続的な草

刈りが見込める場所が多い．これらのことから，草原生植物の保全の方法として，造成斜面に半自

然草原を再生（創出）する方法が考えられる．そこで実際に外来種だらけの造成斜面で，外来種の

駆除や在来草原生植物の導入を実施し，草原創出の可否を検討した．導入する在来種は，実験地の

近傍で得た種子を用いた． 

 実験の結果，「外来種の駆除・抑制」をしただけでは，在来の草原生植物は侵入しなかったが，

「外来種の駆除・抑制」と「在来種の播種・植え付け」を併用すれば，草原生植物は定着した．よ

って，種子散布のプロセスを人が手助けすることで草原創出が可能となることが示唆された．ただ

し，植物の種類によっては，播種では定着しないものもあった． 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究の草原再生は，十数名の学生が年間 12時間だけ作業をしておこなった

ものである（事前・事後の植生調査時間を含む）．低労力で実現しており，か

つ，参加者が身近な自然を学ぶのにも適した手法であるため，公園緑地など

での住民参加型プログラムへの応用が可能である． 

図１ ネズミムギの抑制（上） 

結実前の 5 月に刈り取る A・B 区では，

結実後の 6 月に刈り取る C 区と比較し

て，ネズミムギ密度が顕著に低下した．

本種が 1 年草であり，また埋土種子が

少ないことが抑制しやすさに繋がって

いると考えられる． 

図２ 実験区の様子（右） 

外来種抑制と在来種導入を併用した場

合のみ，実験開始 4 年目にセイタカア

ワダチソウとチガヤの優占度が逆転

し，半自然草原らしくなってきた． 

 



都市の緑景観資源が受けた津波の被害について 
～被災２年目の都市樹木等の状況～ 
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津波、樹木医、地震、防災、海水、土壌 

 

 

一般社団法人日本樹木医会技術部会との合同調査を2011年8月および2012年10

月に行った。その結果、東日本大震災（2011年3月11日）発生後、津波により冠

水を受けた都市公園、街路、社寺など都市樹木の初期の被害状況の一端が明ら

かになり、従来、ランドスケープ業界等で言われていた樹木の耐潮性あるいは

耐塩性とは異なる海水冠水に対する耐性の強弱があることが推察された（表１）。こうした耐性や

被害の現れ方は樹種別に異なり、表２に示すように生育地の土性と土中に残留する塩分の濃度との

関係性が推測されるなど、樹木の被害には複雑な要因が関係していると思われた。また、多くの都

市樹木は２ヶ年を経てもなお継続的に樹勢が衰えており、健康で大きな樹木ほど今後も時間をかけ

て衰退していく可能性がある。被災地の復興にあたり、町並みの豊かさや潤いに寄与する資源とし

て、樹木などの緑景観資源が果たす役割は大きいと考えられ、これら樹木の被害状況や樹種別の抵

抗性について検証・把握し、今後の緑化技術や緑化事業に役立てていくことの意義は大きい。この

ため、今後も引き続き日本樹木医会と協調し、樹木医学としての視点から被災樹木および植栽基盤

に関する調査・分析を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この調査は、一般社団法人日本樹木医会技術部会の樹木医７名と共同で行った。

専門実務家の目を通した幅広い被害要因の追及が期待できる。 

表１．海水冠水に対する耐性について(2012年 10月時点) 

比較的強いと考えら

れるもの 

アオギリ、アキニレ、アジサイ、アスナロ、アラカシ、ウメ、ウバメガシ、エンジュ、オオムラサキツツジ、
カイヅカイブキ、クヌギ、コウヤマキ、コノテガシワ、ゴヨウマツ、ササ類、サツキツツジ、サトザクラ類、
シダレヤナギ、シャリンバイ、セイヨウハコヤナギ、セイヨウベニカナメモチ、ツルウメモドキ、ドイツト

ウヒ、ナンテン、ニセアカシア、ネムノキ、ハマヒサカキ、ヒサカキ、フジ、マサキ、マメツゲ、マユミ、
ミズナラ、ミヤギノハギ、ヤマグワ、ヤマザクラ、ヤマブドウ等 

中程度と思われるも

の 

アオキ、アカエゾマツ、イチョウ、エノキ、クロマツ、ゲッケイジュ、ケヤキ、コナラ、サルスベリ、サン
ゴジュ、シノブヒバ、トウネズミモチ、ヒイラギ、ヒイラギモクセイ、メタセコイア、モチノキ、モッコク
等 

比較的弱いと考えら

れるもの 

アカマツ、イチイ、イヌツゲ、イロハモミジ、ウワミズザクラ、キンモクセイ、サザンカ、サワラ、シラカ
シ、シラカバ、シロダモ、スギ、ソメイヨシノ、タイサンボク、タマイブキ、チャボヒバ、ツバキ類、トウ
カエデ、ハルニレ、ヒマラヤスギ、ヒヨクヒバ、マテバシイ、モクレン、モミ、ヤマボウシ、ユズリハ、ユ

リノキ等 

 

表２．津波被災土壌の電気伝導度および 

塩素濃度(2011年 8月) 

採取地 
採取 

深さ 

電気 

伝導度 

dS/m 

塩素 

濃度 

mg/kg 

土

性 

多賀城地区 

緩衝緑地 

（多賀城市） 

15cm 0.08 52 S 

80cm 0.87 1,380 S 

みなと東公園 

（気仙沼市） 

15cm 1.03 1,040 CL 

80cm ※8.71 ※3,200 LiC 

※停滞水の計測値 図２．一斉枯死したサワラ 

（多賀城市） 

図１．先縁から壊死する 

イチョウ（多賀城市） 



ジオパーク活動とジオ環境研究部門の役割 
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ジオパーク，地域資源，地球科学，地域づくり 

 

ジオパークは地域を構成する主な要素「ジオ（地質学的要素）」「バイオ（生

物学的要素）」「ソシオ（社会科学的要素）」やそれに関わる事象及びこれ

らの関連性を保護・保全しながら観光や教育等に活用することで、地域の持

続的発展を図る新しい取り組みである． 北近畿に位置し，京都府，兵庫県，

鳥取県の3府県6市町からなる山陰海岸ジオパークは，ユネスコと国際地質学連合（IUGS）の共同の

国際協力研究事業である「国際地質科学計画（IGCP）」の下で1999年に発足した国際ネットワーク

である世界ジオパークネットワークに2010年に加盟した．ジオ環境研究部門では山陰海岸ジオパー

クを中心に地域をつなぐジオパーク活動を支援し発展させ，望ましい地域資源の保全と活用法を探

ることを目的として，ジオパークに関する基礎的研究から地域との関係性構築に関する研究を実施

している． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．ジオパーク活動の概念図． 

地域に内在する特有の性質を地域資源ととらえ，それらを保護・保全するとともに教育や観光等に活用

することで地域の持続的発展を図る． 

 
図２．日本列島周辺の変遷図．山陰海岸ジオパークのメインテーマは「日本海形成に伴う多様な地形・

地質・風土と人々の暮らし」である． 

 

現在世界ジオパークネットワークに加盟しているジオパークは 28 の国と地

域に 98ある．ジオパークを総合的に研究する機関は日本初であり，世界的に

も珍しい．地域資源を保護・保全しながら活用し，地域の持続的発展を図る

取り組みはジオパーク以外の地域づくりでも有効であり，今後の地域づくり

の柱として期待できる． 

大地に根差す地域特有の資源 

活用 

 
教育・学習 

 
観光開発・商品開発 

 研究 

 保護・保全 



 

恐竜時代の祖先を探る 

〜篠山層群の恐竜と新種真獣類「ササヤマミロス・カワイイ」〜 
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化石，哺乳類，恐竜，篠山層群，白亜紀  

2006 年以来，丹波市・篠山市の篠山層群（約１億 1200 万年前）からは恐

竜をはじめとする脊椎動物の化石が多数発掘されている．2007年と2008年に

同地層から発掘された哺乳類のほぼ完全な下顎の化石が 2013 年に記載・命名

された．ササヤマミロス・カワイイと命名されたこの化石は，白亜紀後期（１

億年～6600 万年前）に起きたとされる真獣類（人類も含まれる哺乳類の系統）の多様化がすでに約

１億 1200万年前に始まっていたことを示唆している． 

 

大型の恐竜が繁栄した中生代の哺乳類，特に真獣類の化石は世界的に少なく，

ササヤマミロスよりも保存の良い白亜紀前期（１億 4500 万年～１億年前）

の真獣類の化石は2例しか知られていない（いずれも中国）．白亜紀前期の真

獣類の化石は，恐竜が大繁栄していた白亜紀当時の我々の遠い祖先の姿とそ

の進化の過程を教えてくれる貴重な資料である． 

 
  

 



兵庫県立有馬富士公園における住民参画型運営 

～みんなに愛される公園をめざして～ 

        

自然・環境科学研究所 

環境計画研究部門 

講師 藤本
ふじもと

 真里
ま り

 
 

住民主体 公園運営 博物館 アクションリサーチ 

 

兵庫県立有馬富士公園は、兵庫県の都市公園として住民参画型の公園

運営を導入した最初の事例である。2001 年の開園当初から、約 30 のグ

ループが住民グループによる自主企画・運営プログラム「夢プログラム」

を実施している。本研究は、著者がコーディネーターとして関わりなが

ら行ったアクションリサーチで、活動の記録や住民に対する意識調査から住民参画型運営

に必要な人づくり、しくみづくりについて提案している。  

 

 

 

(上左 )有馬富士を望む

公園(175.2ha) 

(上中 )トライアングル

／合唱 

(上右 )メケアロハの会

／フラダンス 

(下左 )緑の環境クラブ

／クラフト 

(下中 )ガキっこクラブ

／子供対象プログラム 

(下右 )子育て支援グル

ープキララ／お母さん

対象プログラム 

 

 兵庫県立大学付属自然・環境科学研究所のひとつは、兵庫県立人と自

然の博物館（ひとはく）にあり、著者は研究員を兼務している。そのシ

ンクタンク活動の一環として有馬富士公園の運営にコーディネーターと

して開園前から関わることができたことで、記録や調査結果をより深く

分析できている。実践から住民参画型運営をめざす他の公園に伝えるべきこととして４つ

をあげたい。  

①  ひとづくり、しくみづくりは最初が肝心  

②  住民は自らの意思による実践をやってみてはじめて自分たちでやる（運営する）

楽しさを実感  

③  現場から提案するしくみが大切  

④  ひとはくのような社会教育施設や大学などの教育・研究施設は公園などの公共

施設と win win の関係で連携可能  

これら一連の研究は 2012 年度の日本造園学会賞を受賞した。  




