
中の島にあるハゼノキ。午前中は東側のベンチ側から、午後は傘亭側からが光があたり、マツの緑とハゼノキの紅葉のコントラストが大変美しい。

清澄庭園
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駅駅河駅白河駅駅河駅河駅河駅河駅河河河駅駅駅

所在地 江東区清澄二・三丁目
問合先 清澄庭園サービスセンター
 ☎ 03-3641-5892
交　通 都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線

「清澄白河駅」から徒歩3分

　清澄庭園は、緑陰の水面に歴史を映
す明治の代表的「回遊式林泉庭園」です。
全国の名石を配した池を巡れば四季
折々の表情を楽しむことができます。
　今回ご紹介するのは、「ハゼノキ」。
ハゼは古語の“はじ”が転じたものでヤ
マウルシのことともいわれています。“黄
櫨”の字を当てるのが中国産で、日本
のものとは違うという説があります。葉
は奇数羽状複葉で互生します。小葉は、
4～6対あり、長さ5～10cmの披針形
または卵状披針形で先端は長くとがり、
裏面は緑白色。5～6月、葉腋から長さ
約10cmの円錐花序をだし、黄緑色の
小さな花が多数開きます。核果は直径
約1cmの扁球形で白くて光沢がありま
す。ウルシと同様かぶれるので注意が
必要です。かつては、雌雄異株果皮に

ついている蝋を臼でついて取り、和ろ
うそくの原料としていたため、重要な栽
培樹木でもありました。
　園内にはハゼノキが数本ありますが、
中の島にあるハゼノキがとても大きく、
紅葉の時期にはマツの中に真っ赤に色
付く葉がとても綺麗です。また、風の
ない晴れた日には、池に映るハゼノキ
が普段とは違った趣を感じさせてく
れます。湖岸からハゼノキの紅葉
と涼亭を一緒に見る風景もまた
良いものです。

　この光景も11月中旬から2週間程度
の期間しか見られませんので、是非この
時期に清澄庭園にお越しいただき、美
しいハゼノキの紅葉をご堪能ください。

清澄庭園サービスセンター長　河野 雄作

清澄庭園

ハハゼノノキキ
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東京パークフレンドは、東京の「緑と水」に親しんでいただけるよう、さまざま
な催しや特典を用意しており、本誌「緑と水のひろば」も年に４回お届けします。

特 典
● 「緑と水のひろば」（年４回）
● 花のカレンダー（年１回）
● 都立庭園等の割引入園
● 東京水辺ライン定期便の割引乗船
● BBQ利用割引
　（舎人公園、水元公園、小金井公園）など

催 し 
観察会、見学会等を開催
※「東京パークフレンド」の
　ホームページで活動を紹介
　しています。ご覧ください。

年会費　2,060円

TEL：03-5532-1306　FAX：03-5532-1307

〒100-0012  東京都千代田区日比谷公園 1-5  
東京パークフレンド事務局（緑と水の市民カレッジ内）

検 索東京パークフレンド

お問合せ

http://www.tokyo-
park.or.jp/parkfriend/

※日曜・祝日、年末年始（12/29～1/3）は休館となります。

受付時間
9：00～17：00

●   東京の自然図鑑

   光が丘公園のイチョウ
   都会に進出する鳥たちの最新事情
●   地球に生きる  
   夢の青い花を咲かせる

公益財団法人 東京都公園協会　広報誌  「緑と水のひろば」   AUTUMN  2015

丸の内ブリックスクエア 三菱一号館広場　撮影：鈴木 一正
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❶大手町の森は都心のビジネス街で本物の自然に触れられ、多様な生
物と共存できる環境をめざしてつくられた。森は人工地盤の上に広がる。
❷自然の森のように木々は種類も樹齢も高さ・太さも様々。
❸地下1階からも眺められ、森を眺めるベンチはいつも人気。

●●❶ ●●❷

●●❸

の足元まで歩けるようにした広場状公開
空地、歩道状公開空地には、花木や草
花が似合う。大都市の街角景観が花の街
づくりコンクール、緑の都市賞、緑の環
境デザイン賞などの表彰事業へ応募する
作品も増えてきた。
　時代の感性に敏感でないと企業は生き
残れない。そのうえどのような社会貢献
をしているかが問われる。それをわかり
やすい形で表現し、都市に暮し都市で働
く人々に評価してもらえるのは、緑化であ
る。オフィスビルがその周囲に心地よく感
じの良い空間を提供すれば、おのずと企
業の価値が高まる。

　人と企業が集積する都市。そこで生産
されるのは情報であり、文化でありそして
新たな価値だ。それを求めてまた新たな
活動が始まる。そうした都市のダイナミズ
ムは、知的資本の豊かさ、成熟した技術、
整備された交通インフラなどに加えて持
続可能性と自然環境に支えられてきた。
これまでの都市は、そのダイナミズムを
緑の地に繰り広げ灰色の地と景観へと変
えてきた。その結果、都市力を生み出す
持続可能性と循環の源である自然環境を
失い、都市の衰退を招いた。成長の限
界だと言われた。しかしいま都市は限界
の中で新たな成長のかたちを模索し始め

ている。見えてきたのは都市における自
然の再生であり、それを実現するのは、
経済優先、利益追求型の時代には無駄
あるいは贅沢なものとされた緑と花を主
役とする都市づくりである。
　良い環境とは、美しく快適で、潤いが
あり、賑わいが感じられそして誇りの持
てる街である。そうした街で暮らし、働き
たいと思う。緑はこれらすべてに関与して
いる。都市空間の多くの面積を占める住
宅地と企業用地などの民有地が、どれだ
けそしてどのように緑化されているかが良
い環境づくりにとって重要だ。都市計画
の施策の一つに公開空地の制度があり、

建築敷地の一定割合を公共利用に提供
しさらに緑化すると、容積率の割り増しな
どの優遇措置を受けることができるので
緑化の推進に効果を上げてきた。当初は
このインセンティブばかりが強調され、
緑化の内容は地面から立ち上がった石の
植え桝に、常緑の高木と低木の組み合わ
せで緑を確保すればよいという設計が多
かった。広場といっても、人々は植え込
みを避けるようにビルに出入りするだけ
の空間となっていた。それが変わってき
たのは、花博の効果でガーデニングが流
行し定着し始めた1990年代以降の都市
園芸の興隆によるところが大きい。高木

輿
水 

肇  

写
真
／
鈴
木 

一
正

　地図を片手の公園、庭園巡りではなく、
勘を頼りに気分の赴くままに歩くのが街あ
るきの醍醐味だ。運よく公開空地や大臣
賞受賞と書かれたプレートが控えめに掲
げられたちょっといい広場に遭遇できれ
ば、もう散歩をすることが条件の英国貴
族の気分。

こしみず はじめ／前明治大学農学部教授、農学博士。
1944年東京都生まれ。東京大学大学院農学研究科
専門課程修士修了。屋上を含む人工地盤における緑
化研究の第一人者であり、農水省・国交省の花のま
ちづくりコンクールの審査員などを務める。公益財団
法人都市緑化機構理事長、一般社団法人自然環境共
生技術協会会長、NPO法人屋上開発研究会副理事
長、NPO法人21世紀緑化研究会会長。著書に『立体
緑化による環境共生』『環境をつくる花』など多数。

大手町タワー 大手町の森
大手町タワーは2013年8月に竣工した超高層ビル。ここに敷

地全体の約3分の1に相当する約3,600m2に及ぶ「大手町の森」が
ある。「都市を再生しながら自然を再生する」というコンセプトでつく
られたこの緑地は、本物の森を追求した最先端の都市緑化。地域
の植生に根ざした植物を「プレフォレスト」という手法により、別の地
で同じ条件のもとに3年間にわたり検証し育み、大手町に移植。約
4：6の比率で植栽された常緑樹と落葉樹の高木は合計約190本に及
び、野生の森のように樹種や樹齢、樹高も様々で、密度にも変化を
持たせ森本来の環境と景観が再現されている。オープンから丸2年、
森にはメジロ、シジュウカラ、ヒヨドリなどの野鳥や昆虫が訪れ、
森内のベンチは昼食時の人気スポットとなっている。
●千代田区大手町 1-5-5 ●常時公開 ●東京メトロ丸ノ内線・東西線・
半蔵門線・千代田線、都営三田線「大手町駅」から地下通路直結

❶
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　東京の大手町、丸の内、有楽町を含む大丸有
地区は東京の近代化の過程で形成されてきた有
数のオフィス街であり、最近はホテルや商業施設
も増え、オフィスワーカーだけでなく、買い物客
や外国人観光客の姿も目に付く。企業、団体お
よび行政などのまちづくりに係るいろいろな主体
が、大丸有まちづくり協議会を構成して連携を図
り、この地区の適切かつ効率的な開発、利活用
を通じた展開の成果といってよい。さらに新しい
時代の都心における国際業務センターとなるべ
く、次世代に誇りうる街づくりとして再開発を行っ
ている。その効果は地区内にとどまることなく、
周辺地区への無秩序な業務機能の拡散を防止
し、住機能の保全を可能とすることにより、休日
の閑散としたオフィス街とならないよう、常に賑
わいと活気のある都心像の構築を目指している。
　その実現を図るため、1994年に協議会に加
盟している地権者はまちづくり基本協定を締結し
た。7項目にわたるその内容は、風格ある都市
景観の形成に努める、都心文化機能を導入した
国際業務センターを形成する、緑・広場のネット
ワーク、地上・地下の歩行者ネットワークを構築
することにより快適な都市空間の形成を図る、地
権者が共通の認識を保ち、地域的な広がりを
もった総合的・一体的まちづくりを進める、公共・
公益的施設整備への協力など社会的貢献につな
がる街づくりに努める、行政機関とパートナー
シップを樹立し、公民協調の街づくりを進める、
社会状況の変化に応じ段階的かつ柔軟に対応で
きる街づくり推進システムの構築を図る、という
格調あるものとなっている。誇りのもてる街とい
うコンセプトを共有することにより、この地区の
緑化は、個が競う緑化ではなく、街全体を統一
感のある全体の最適化を目指した緑化であること
が伝わってくる。
　これに呼応するように隣の日本橋地域でも、
2006年に日本橋再生推進協議会を発足させ、
街づくりの方針について地元の合意形成を図る
取り組みが始まった。緑化がどのように進むか目
が離せない地域になっている。

大丸有（大手町・丸の内・有楽町）地区から八重洲にかけては、少し歩くと高層ビ
ルの谷間に公開空地（オープンスペース）の緑があり、屋上緑化や壁面緑化の緑
に出会うことができる。マップに主な緑化事例をあげ、コース化して紹介したの
で、ビル街に秋を訪ねてみてはいかがだろう。約4kmちょっとの街歩きである。

丸の内オアゾ 屋上庭園
ビル7階の屋上にあり1階の丸善入口横のエレ

ベーターで直行できる。ウッドデッキに幾何学模様の植
栽パターンが美しく、奥に木立9本の小さな森があり、
木の下にベンチが配されている。面積は約300m2。搭屋
を覆う壁面緑化は高さ10ｍに及ぶ。周りを囲まれている
ため、坪庭のように静かで落ち着いた空間となっている。
●千代田区丸の内 1-6-4 ●公開時間11：00
～17：00、  ※悪天候等により閉鎖する場合が
ある ●JR「東京駅」から徒歩1分、東京メトロ
丸ノ内線「東京駅」から地下通路直結

公開空地
建築物の敷地に設けられた、一般
の人が自由に通行できるオープン
スペースのこと。適切に公開空地
を設けることで、建築物の高さ制
限や容積率が緩和されるため、高
層ビルの周囲に多く見受けられる。

屋上緑化 
建築物の屋上や屋根に植物
を植えて緑化すること。ヒー
トアイランドの抑制、省エネ、
都市景観の向上などの効果
が期待できる。一般に公開
されない屋上緑化も多い。

壁面緑化
建築物の壁面を植物で覆い
緑化すること。日射を遮ると
ともに植物の蒸散作用により
壁面の温度上昇を抑え、歩
行者の視界に占める緑の量
（緑視率）を拡大する。

ＪＰタワー 
ＫＩＴＴＥガーデン

2013年3月に開業した日本郵便の商業
施設 「ＫＩＴＴＥ」 の6階にある屋上
庭園。青々とした芝生やカンツバキ、
タイサンボクなどの植栽に縁どられた
プロムナードとなっている。面積は約
1,500m2だが、空が大きく広がりとても
開放的。東京駅丸の内駅舎を間近に眺
める好立地もあり、国内外の観光客を
はじめ大勢が訪れる人気スポットに
なっている。
●千代田区丸の内 2-7-2 ●公開時間11：00～
23：00（日祝22：00）、  ※悪天候等により閉鎖す
る場合がある ●JR「東京駅」から徒
歩1分、東京メトロ丸ノ内線「東京
駅」から地下通路直結、同千代田
線「二重橋駅前」から徒歩2分 

丸の内仲通り
丸の内を永代通りから晴海通りまで南北に貫く

約1.2kmの丸の内仲通り。この通りはかつて夜や休日
には人通りがなかったが、公民連携による街づくりによ
り今や憩いの道、賑わいの場に。その一つが歩道の拡
幅と緑化。6mから7mになった歩道にはケヤキなどが
植栽され、緑のアベニューになっている。丸の内仲通
りはその魅力ある街づくりが評価され、平成27年度「都
市景観大賞（都市空間部門）」の大賞（国土交通大臣賞）
を受賞。
●千代田区丸の内 1・2・3丁目、有楽町1丁目 ●JR「東京駅」「有楽
町駅」、東京メトロ「大手町駅」「東京駅」「二重橋前駅」「日比谷駅」、
都営三田線「日比谷駅」などから数分 

❷

❹

❺

❶周りを囲まれた庭園は静かで心地よい。
❷1本1本の木の下にベンチ。

❶植栽の中にウッドデッキの園路がのびる。
❷ちょっとお洒落な芝生の花壇。
❸間近に東京駅丸の内駅舎。

幅7mの歩道に並木が緑陰をつくる。

●●❶ ●●❷

新丸の内ビル 
丸の内ハウステラス

38階建の新丸の内ビルの7階は丸の内ハウスとい
うレストランフロアになっており、その窓外を樹木
と草花によって緑化された屋外テラスが取り囲んで
いる。面積は約443m2。テーブルや椅子が置かれ
たテラスへの出入りは自由で、丸の内ハウス内のメ
ニューであれば飲食も楽しめる。新丸ビルでは1階
駐車場入口付近の壁面緑化も行われている。
●千代田区丸の内 1-5-1 ●公開時間 11：00～23：00（金曜
24：00）、  ※悪天候等により閉鎖する場合がある ●JR「東京駅」
から徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線「東京駅」から地下通路直結 

❸

●●❶

●●❷

●●❸

テラス南側には東京駅丸の内駅舎。

7階テラスならではの眺望と開放感。奥は皇居の緑。

歩道には休憩が
できるベンチも。
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中央通り  はな街道
中央通りは首都東京のメインストリート。この

通りの京橋から日本橋室町まで約2kmは、いつも季
節の花々に彩られている。これはNPO法人はな街道
が国土交通省東京国道事務所、花奉行、水奉行の
協力のもと花を植え手入れをしているもの。花奉行
は花を咲かせる費用を提供するサポーター、水奉行
は水やりや花壇管理などを行うボランティア。沿道の
町会、企業、商店会などが相互協力のもとに2004年
より継続している美し
い街づくりである。
●中央通りの京橋から日本
橋室町 ●東京メトロ銀座
線「京橋駅」「日本橋駅」「三
越前駅」・同東西線「日本橋
駅」・JR「新日本橋駅」下車

京橋トラストタワー 
グリーン・コモンズ

このビルの公開空地は約2,000m2に
及び、特に1,300m2を占める西側の
グリーン・コモンズは、まとまった緑
地が少ない八重洲エリアに貴重な空
間となっている。しかも、グリーン・
コモンズは極力地下構造物を排して
土地そのものに植栽し、長くこの土
地に「根ざした緑」をつくることを重
視。常緑樹・落葉樹を織り交ぜなが
ら花を楽しめるミモザなどを配した
木立は、竣工後1年半を経てすくす
くと生長している。また、数多く配さ
れたベンチにはいつも利用者の姿
があり、すでに地域の憩いの場とし
て定着している。
●中央区京橋 2-1-3 ●常時公開
●東京メトロ銀座線「京橋駅」から
徒歩1分、JR「東京駅」から徒歩4分、
都営浅草線「宝町駅」から徒歩4分

東京スクエアガーデン 京橋の丘
銀座線京橋駅の3番出口を抜けると2013年3月に

竣工した東京スクエアガーデン地下駅前広場に続く。そこ
には樹木が植栽され、見上げると階上へ緑が重層的に連
続している。「京橋の丘」は地下駅前広場から地上、さら
に2階～5階まで、高さ30ｍ、広さ約3,000m2に及ぶ大規
模な緑化空間。ここには約140種もの樹種が植栽され、
文字通り緑の丘を創り出している。3階テラスはオープン
スペースとして開放されており、春にはサクラ、秋にはモ
ミジも楽しめる憩いの空間となっている。
●中央区京橋 3-1-1 ●公開時間：3階テラスは7：00～
20：00 ●東京メトロ銀座線「京橋駅」から直結、同有
楽町線「銀座一丁目駅」から徒歩2分、都営浅草線「宝
町駅」から徒歩2分、JR「東京駅」から徒歩6分

パソナグループ
本部ビル 

アーバンファーム
呉服橋交差点に建つアーバンファーム
は、「自然との共生」をテーマにしたオ
フィスビル。まるで花壇のような壁面
には200種類以上の草花が植栽され、
春にはフジや100種類以上のバラ、夏
にはノウゼンカツラやサルスベリなど
が咲く。それだけでなく1階ロビーの
水田をはじめ、館内には床・壁・天井
を利用して80種類以上の野菜やハー
ブが栽培されている。2階まで見学自
由（見学の際は1階総合受付で案内パ
ンフレットを受け取る）。
●千代田区大手町 2-6-4 ●館内公開時間9：30
～17：30、土日祝日は休館、見学無
料 ●東京メトロ東西線「大手町駅」
から徒歩1分、同「日本橋駅」から徒
歩2分、JR「東京駅」から徒歩4分

丸の内ブリックスクエア 
三菱一号館広場

高層オフィスタワー棟の丸の内パークビ
ルと、明治時代の三菱一号館を復元し
た赤レンガの美術館に囲まれた中庭型
の緑化空間。地下1階レストランゾーン
の上に人工地盤でつくられた約1,500m2
のこの広場には、24種類の高木や三
菱一号館の設計者であるジョサイア・
コンドルが好んで用いたバラ10種類を
はじめ多彩な草木に彩られている。さ
らに、8.8mの高さまで壁面緑化ユニッ
トに覆われた3つの丸柱や噴水、植栽
の中の彫刻がいっそう豊かな空間を演
出。広場にはベンチがたくさんあり、
いつも多くの人々がくつろいでいる。
●千代田区丸の内 2-6-1 ●常時公開 ●JR「東京
駅」から徒歩5分、東京メトロ丸ノ内線「東京駅」
から地下通路直結、同千
代田線「二重橋前駅」から
徒歩3分、同有楽町線「有
楽町駅」から徒歩5分

❻ ❾

10

東京国際フォーラム 地上広場
東京国際フォーラムの地は明治27年

（1894）から約1世紀にわたり東京都庁があった場
所。都庁の新宿移転後、1996年に国際フォーラム
が完成しているが、そのガラス棟とホール棟の間
に地上広場がある。面積は約9,700m2。ここには
ケヤキ42本、カツラ15本が植えられ、雑木林を
思い起こさせるような憩いの空間となっている。
●千代田区丸の内 3-5-1 ●常時公開 ●JR「有楽町
駅」から徒歩1分、東京メトロ有楽町線「有楽町駅」
から地下通路直結、東京メトロ日比谷線・丸ノ内線
「銀座駅」から徒歩5分

❼

❽

❶緑豊かな広場は心地よくいつも人々が憩う。
❷壁面緑化の丸柱には約20種類の植物が茂る。
❸24種類の高木をはじめ緑は密度が濃く豊か。

各花壇に花奉行、水奉行が表示されている。

❶常緑樹・落葉樹を織り交ぜた森になっている。
❷地上21階建のビルの西側に位置する。

❶地下駅前広場には高木がシンボルツリー的に。
❷3階テラスは樹木が多く森のよう。❸歩道から眺めると「京橋の丘」の名の通り緑の丘を形成。

❶現代建築に木立がやさしさと季節感を添える。
❷地上広場はイベントスペースでもある。

TOKYO INTERNATIONAL FORUM CO., LTD（２点とも）

グランルーフ
2013年9月のグランルーフと昨秋の駅前広場の完成により

イメージを一新した東京駅八重洲口。光の帆をモチーフにしたグ
ランルーフの2階には、左右のタワー棟を直結するペデストリアン
デッキが配されている。その長さ230mに及ぶデッキ壁面のうち
180mが高さ3.8mまで緑化されている。種類の異なる地被植物
を使い5色にデザインされた壁面は、モダンなデッキにアクセン
トと癒しを添え、夏にはドライミストが涼しさをもたらす。
●千代田区丸の内 1-9-1 ●公開時間：2階デッキ 7：00～23：00
●JR「東京駅」八重洲口、東京メトロ丸ノ内線「東京駅」から5分、
同銀座線「京橋駅」から徒歩5分

11

12

❶壁面緑化がデッキの大きな魅力となっている。
❷デッキへの階段下も壁面緑化。❸涼しさを添えるドライミスト。

●●❶

●●❶

●●❷

●●❶●●❶

●●❷

●●❶

●●❶

●●❷

●●❸
●●❸●●❷

●●❸

●●❷

●●❸●●❷

❶1階ロビーの水田。❷下
から見上げた壁面は立派な
花壇。❸印象的な壁面は
界隈の緑のランドマーク。

京橋1丁目付近のはな街道の花壇。
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❶草花に彩られた睡蓮の庭は絵のよう。
❷睡蓮の庭へのエントランス。❸洒落た雰囲気のグリーンウォール。

❶樹木はカツラ、タブノキ、サ
クラ、コナラなど。❷湿生花
園でトンボを追う子どもたち。
❸建物から望む広大な緑地。
3.5haはサッカーコート4面分。

現在は花壇として様々な草花が咲き、
一部には菜園も復元。後ろ向きの作品は朝倉文夫作「砲丸」。

大きく育ったオリーブの木。朝倉彫塑館 屋上庭園
このページでは最新の施設緑化を紹
介したが、それとは逆に約80年前の
歴史的な屋上緑化もある。朝倉彫塑
館の屋上庭園である。この建物は彫
刻家・朝倉文夫（1883～1964）が住居
兼アトリエとして昭和初期に完成させ
た。屋上庭園は門下生に園芸実習を
通して芸術家としての観察眼を磨かせ
るためのもので、それが現在も残り作
品とともに見ることができる。一角に
はオリーブの大木が立つ。朝倉彫塑館は敷地全体が国の名勝に指定されている。
●台東区谷中 7-18-10 ●開館 9：30～16：30（入館 16：00まで）、月曜・木曜（祝日の場合は翌日）、
展示替期間、年末年始等休館 ●入場料 500円、小中高校生 250円  ※入館時には靴下を着用のこと。
※屋上は悪天候等により閉鎖する場合がある。●JR・京成・日暮里舎人ライナー「日暮里駅」から徒歩
5分 ☎03-3821-4549

　東京都では東京の緑の現状を把握するた
め、5年ごとに「みどり率」の調査を実施して
いる。昨年、平成25年の調査結果が発表に
なったが、それを平成20年と比較すると、
みどり率は都全域では50.70％から50.50％
と0.2ポイント減少している。しかし、区部に
限ると19.60％から19.80％と0.2ポイント増
え、初めて増加に転じており、これには公開
空地や屋上緑化も寄与している。とくに近年
は規模の大きな公開空地や人工地盤を含め
屋上緑化が次々に誕生。今年もすでに豊島
区新庁舎や二子玉川ライズ・ショッピングセ
ンター・テラスマーケットなど、話題の緑化空
間が登場しているので紹介する。
※みどり率とは、樹林地、草地、農地など実際
の緑で覆われた地表の割合（緑被率）に、緑で
ない公園部分や水面を加えた面積割合で、公開
空地や屋上緑化も含まれる。

豊島区庁舎 豊島の森・グリーンテラス
今年5月7日、再開発事業により整備された豊島区新庁舎がオー
プンした。49階建て超高層ビルの1階から10階が区庁舎である
が、外観デザインを監修した建築家・隈研吾氏によれば樹木のよ
うな庁舎をイメージ。建物外周を太陽光パネルと緑化パネルの
「エコヴェール」が木の葉のように覆う。屋上緑化による「豊島の

森」は10階にあり、小川や森などかつ
て区内にあった武蔵野台地の自然が
再現されており、荒川水系の魚も展
示されている。さらに、8・6・4階には
グリーンテラスが設置され、外階段
によって10階からめぐり下りることが
できる。豊島の森とグリーンテラスは
小中学生の環境教育にも活用される。

西武池袋本店 食と緑の空中庭園
今年4月、西武池袋本店9階屋上に誕生した「食と緑の空中庭
園」はオープンエアーで味わう料理に加え、美しい庭園も魅力。
そこには印象派の画家、クロード・モネの「睡蓮」にインスピレー
ションを得て造園された庭があり、池に白、ピンク、赤系などの
睡蓮が浮かぶ。周りには45本の樹木と約1,400株の草花が植栽
され、全長約165mのグリーンウォールもお洒落。約20種のバ
ラ、ススキやキキョウなど秋の草花、紅葉も楽しめる。
●豊島区南池袋 1-28-1 ●屋上営業時間 10～4月 10：00～20：00、5・6・9月 
22：00まで、7・8月 22：30まで、※悪天候により休業する場合がある ●JR・西
武池袋線・東武東上線・東京メトロ「池袋駅」下車 ☎03-3981-0111 

品川シーズンテラス
品川駅港南口エリアに今
年5月にオープンした国内
最大級のオフィスビル、
品川シーズンテラス。ここ
には建物北側を中心に
3.5haもの緑地が広がる。
しかも、建物とこの広大
な緑地は、芝浦水再生セ
ンターの上部空間を活用
してつくられたもの。緑地
はビルイベント広場と芝浦
中央公園が一体に造園さ
れており、広い芝生を中
心にカツラやタブノキ、
サクラなどが植栽され、
池のある2つの湿生花園
が配されている。トンボや
水鳥など水辺の生き物を
次の水辺へつなぐためで
あり、人々の憩いとともに
生態系への配慮がなされ
ている。
●港区港南 1-2-70 ●公開時間  
7：00～23：00  ※芝浦中央公園
部は夜間閉園（5～9月 19：00～
6：00、10～4月 17：00～7：00）
●JR・京浜急行「品川駅」から徒
歩6分 ☎03-6433-2848

●●❶

●●❶

●●❶ ●●❷

●●❸
●●❷

●●❸

●●❸●●❷
❶4階のめだかの池。奥の緑が国分寺崖線。
❷5階の原っぱと小川。奥前方に多摩川が流れる。
❸3階の菜園広場では地元の小学生が種まきや
収穫を体験する。❹あちこちに地域の自然の説
明書きとフトンカゴ（角ジャカゴ）。

二子玉川ライズ  ルーフガーデン
二子玉川駅周辺地区の再開発事業で今年4月、
二子玉川ライズ・ショッピングセンター・テラ
スマーケットがオープン。この低層棟には約
6,000m2のルーフガーデンが設置されてい
る。二子玉川ライズは等々力渓谷及び国分
寺崖線と多摩川の間に位置し、ルーフガーデ
ンは地域の生態系をつなぐ役割を担う。4階
には多様な生き物が棲むビオトープのめだ
かの池、5階には小川と原っぱ、3階には菜
園などをゾーニング。フトンカゴ（角ジャカゴ）
に工事で出た石を用いるなど、植栽も石も土
も土地由来のものを使用し二子玉川の自然
を再現。地域の自然環境や生態系を学べる
エコミュージアムとなっている。
●世田谷区玉川 2-21-1 ●公開時間 10：00～21：00
●東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」から直結 
☎03-3709-9109

●●❹
●●❶

●●❷ ●●❸

❶武蔵野台地の自然環境を再現した豊
島の森。❷庁舎階を覆う「エコヴェー
ル」（太陽光パネル＋緑化パネル）。❸
グリーンテラスの水は10階から流れ落
ちる。上の植物は緑化パネル。

●豊島区南池袋 2-45-1 ●公開時間：4～9月 
9：00～17：00、10～3月 9：00～16：00、年
末年始・祭日及び雨天・強風時は閉鎖 ●「池
袋駅」東口から徒歩9分、東京メトロ有楽町
線「東池袋駅」から地下通路直結、都電荒川
線「都電雑司ヶ谷駅」「東池袋四丁目駅」から
徒歩3～4分 ☎03-3981-1111
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緑のアーチが美しい丸の内仲通り。

❶樹木は生長し今や森の中の道。
❷6階の屋上庭園。奥のツインタ
　ワーは聖路加ガーデン。

❶1階屋根上に竹林がある。
❷2階客殿回廊から竹林の眺め。
❸山門先の参道も竹林に彩られている。

●●❶

●●❷

土留めのフトンカゴと、
東京都都市緑化基金の助
成物件を示す案内板。

❶親水公園側から見た壁
面緑化と中庭（公開空地）。
❷道路側から見た中庭。

　都市緑化についてここまでは近年誕生した公開
空地や屋上緑化、壁面緑化などを中心に紹介して
きた。それらの多くは企業によるものであるが、都
市緑化は都や区市レベルから一般の人々まで様々
なかたちで取り組まれており、例えば東京都都市
緑化基金による緑化助成もその一つ。東京都都市
緑化基金は、都民とともに東京の緑を増やすこと
を目的として1985年に設立。以来、都民や企業、
団体からいただいた募金を運用し、その運用益に
よって緑を増やす事業を展開している。ここでは都
市緑化基金の「街かど緑化支援事業」の助成によっ
て生まれた緑化空間を訪ねてみることにした。
※東京都都市緑化基金については13頁参照

丸の内美化協会
大手町・丸の内・有楽町エリアはどの通りも街路樹が美しく整備されている。そ
の緑の景観づくりを先導してきたのが丸の内美化協会。同協会はまだ街路樹
の少なかった大丸有地区を、東京の表玄関にふさわしい緑豊かな街並にする
ことを目的に三菱地所など数社により1966年に発足（現在33社）。行幸通りと
馬場先通りの植樹帯整備を最初とし、以来、丸の内仲通りを中心に半世紀に
わたり大丸有地区の緑の街づくりに努めており、来年4月に50周年を迎える。
都市緑化基金もかつてそれを助成している。
●助成年度：平成元・2・3年 ●千代田区大手町・丸の内・有楽町 ●JR「東京駅」「有楽町駅」、
東京メトロ「東京駅」「大手町駅」「二重橋前駅」下車

聖路加国際病院
聖路加国際病院南側の緑地
帯の中に遊歩道がのび、そこに「この緑の一部は東京都緑化
基金の助成によるものです」と案内板がある。同病院（本館）
は1992年竣工。都市緑化基金では遊歩道を含む公開空地の
緑化と、病院6階には屋上庭園がありこの緑化も含め助成して
いる。遊歩道は快適な歩道、散歩道として人々に親しまれ、
屋上庭園は入院患者や家族の癒しと憩いの場になっている。
●助成年度：平成3・4・5年度 ●中央区明石町 9-1 ●東京メトロ日比谷線
「築地駅」から徒歩7分、同有楽町線「新富町駅」から徒歩8分 

アークヒルズサウスタワー
「Vertical Garden City（立体緑園都市）」のコンセプト
のもとで都市づくりを進める森ビルのアークヒルズの
一つとして2013年に竣工。緑化率50％を超える豊か
な緑に囲まれており、都市緑化基金はその公開空地の
緑化を助成。樹木は地域の植生に基づいて樹種を選
び、公開空地だけで高木約150本を含め約3,100本を
植栽。傾斜地の土留めにはフトンカゴ、排水路には
ジャカゴを用いて生き物の生息空間をつくり、野鳥の
水浴用のバードバスを設置するなど生物多様性にも配
慮。都心にありながら生き物の息吹が感じられる環境
となっている。
●助成年度：平成25年度
●港区六本木 1-4-5 ●東京
メトロ南北線「六本木一丁目
駅」から地下道直結 

Mystyle MONNAKA （マイスタイル門仲）
マイスタイル門仲は3階建て2棟の共同住宅。北側を古石場
川親水公園、南側を公道に面し、それを建物と建物の間に
取られた公開空地の中庭が結んでいる。公開空地はシンボ
ルツリーを含む大小約70本の樹木を中心に緑化され、親水
公園側の建物壁面は様々な草花で緑化されている。都市緑
化基金の助成によるこの公開空地と壁面緑化は、古石場川親
水公園とともに散策する人々に癒しと憩いをもたらしている。
●助成年度：平成23年度
●江東区古石場 2-8-5
●東京メトロ東西線「門前仲
町駅」から徒歩7分、JR京葉
線「越中島駅」から徒歩9分

回向院念仏堂
明暦の大火（1657年）の犠牲者
を供養するために建立された
回向院は、江戸名所としても知
られた寺院。2013年竣工の念
仏堂は、2・3階外周を1階屋根
上の竹林が取り巻くという斬新
なデザイン。山門を入ると参道
を竹林が彩り、その竹林が空へ
続くという趣向である。都市緑
化基金はこの1階屋根上の竹林
などを助成。2階には客殿があ
り回廊から眺める竹林も美しく、
天空の竹林は訪れる参拝・観光
客に緑の美しさを伝えている。
●助成年度：平成25年度 ●墨田区両
国 2-8-10 ●JR総武線「両国駅」から徒
歩3分、都営大江戸線「両国駅」から徒
歩10分

❶木立の中の遊歩道。
❷ポケットパーク（手前）と前庭。

❶建物北側の緑地帯。ベンチにはいつも憩う姿が。
❷散策路脇の排水路のジャカゴ。

アンビエンテ経堂
この9階建ての集合住宅は、都市緑
化基金の助成で緑化されたゆったり
とした公開空地に囲まれている。正
面には大きなオオヤマザクラをシン
ボルツリーとする前庭、北西角には
150m2のポケットパーク、西側には
遊歩道がカーブを描いてのびる。そ
こにはコナラ、シラカシ、ヤマボウ
シなど地域になじむ多種多様な樹木
が植栽され、住宅街に豊かな緑の
空間を添え、居住者と地域の人々に
四季折々の楽しみを届けている。
●助成年度：平成23年度 ●世田谷区経堂 
3-19-14 ●小田急線「千歳船橋駅」から徒歩
10分、同「経堂駅」から徒歩12分

●●❶

●●❶

●●❷

●●❷

●●❷●●❶

●●❶ ●●❷

●●❸
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新渡戸
文化学園

中野駅JR中央線
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この通りでは左右合わせて4軒が
まちなか緑化に参加。つながりの
ある緑の景観をつくり出している。

まちなか緑化で植
えられた樹木に
はこのような
プレートが付
されている。

囲桃園公園（上）と緑化活動のきっかけになった花壇。

東京都
都市緑化基金
マスコット
ふたばちゃん

　東京都では昭和59年、21世紀までに市街地の緑
を2倍に増やす「緑の倍増計画」を策定し、民有地の
緑化を計画的に推進するための基金を設立すること
にしました。これを受けて、東京都公園協会内に「東
京都都市緑化基金」が設置されたのは昭和60年7月
のことで、以来、今年で30周年を迎えました。
　都市緑化基金は東京都の出損金に加え、広く都民
の方々や企業、団体からの寄付金によって成り立って
おり、その運用収入で事業を行っています。基金の累
計額は平成26年度で約27億7千万円に達しています。
基金による事業は、「緑化助成事業」及び「緑化普及
事業」を柱としており、その概要は次のとおりです。

街かど緑化支援
街かどの景観向上や市民への公開性など、地域にお
いて緑化効果の高い民間施設の緑化事業（接道緑化、
壁面緑化など）について、工事費の一部を助成します。

花壇・庭づくり活動支援
ボランティア団体などによる公共的な場所での花壇
づくり、野草・樹木の保護活動、小中学校での緑化
活動に対して、活動費の一部を助成します。

界わい緑化推進プログラム
東京都や市町村が進める「界わい緑化推進プログラ
ム」への協力、及び選定地区に対する「まちなか緑化」
の手法を用いた緑化支援を実施します。この事業は
左に紹介した「まちなか緑化活動支援事業」の後継事
業です。

緑化助成事業

普及啓発・募金活動
都立公園のイベントなどで、
都市緑化の普及啓発や募金活
動を行います。

人材育成
地域における緑化普及の担い

手として「まちなか緑化インストラクター」や「まちな
か緑化士」を講座・認定試験を通じて育成します。

緑化普及事業
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中野桃園町会
接道部分のわずかなスペースを活かし
　中野駅南口の中野通りの西側一帯が中野3丁目で、ここが桃
園町会。このあたりは徳川五代将軍綱吉の「お犬様のお囲い
場」だったところで、その後、八代将軍吉宗が桃の木を植えさ
せ行楽地とした。「桃園」はそれに由来し、旧町名でもあった。
　現在は建物が 間なく密集する住宅地であるが、こうした歴
史を受け継いでか、玄関前などの限られたスペースを花や緑
で美しく飾る家もあった。それにヒントを得て、町内を花と緑
に包まれた町にしようと思い立ったのが桃園町会環境保健部。
平成19年のこと。早速、当時荒れていた囲桃園公園（かこいも
もぞのこうえん）をきれいにしたいと区に申し入れ、有志を募り
「ひまわり」という活動グループを立ち上げ、花壇づくりと園内
清掃を始めたのが緑化活動の始まり。
　その後、東京都公園協会が都市緑化基金の事業として「まち
なか緑化」のモデル地区を募集しているのを知り、町会として
応募。すでに地域の人たち自身で緑化活動に取り組んでいる
実績もあり、モデル地区に選ばれ、平成21年度から事業がス
タート。桃園町会におけるまちなか緑化は23年度まで実施さ
れ、合計24軒の緑化施工が行われた。緑化は玄関先や軒先
のわずかなスペースに樹木を植えることを中心に行われ、そ
の結果、植栽は緑の量を格段にアップし、通りの景観を一変
させるとともに緑の連鎖をつくり出した。

まちなか緑化の緑を町の財産として
　それから3年。桃園町会のまちなか緑化による緑は歳月分の
生長をとげ、町内にいっそうの緑量をもたらしている。緑の現
状については写真を見ていただくとして、桃園町会環境保健
部の橋本睦子さんにまちなか緑化のその後についてうかがっ
たので紹介したい。
　まちなか緑化は24軒で実施されたが、その緑を町の財産と
して育てていくために施工宅が集まって「緑を育てる会」を発
足。毎年、剪定や害虫防除を共同で依頼している。
　まちなか緑化を通じてコミュニティ形成も深まっている。桃
園町会の取り組みは中野マルイに伝わり、同社の協力のもと
平成23年から桃園会館とマルイ四季の庭を会場にまちなか緑
化イベント「みどりのカフェ」を開催。手作りケーキやドリンクの
販売とともに、まちなか緑化活動とマルイの生物多様性の取り
組みをパネル展示し、生物多様性についてのレクチャーや緑

化クラフトの講習会を実施。
「みどりのカフェ」はこの秋5回
目を迎える。
　中野3丁目には近い将来、中
野駅西口改札の新設に伴い広
場ができる予定がある。桃園
町会ではこの広場の緑化につ
いても提案をしていきたいと語
り、緑化の取り組みは続く。も
ちろん、まちなか緑化のきっか
けとなった囲桃園公園の花壇
づくりと清掃は、今も週2回続
けられている。

まちなか緑化実施箇所
●平成21年度実施
●平成22年度実施
●平成23年度実施

　東京都都市緑化基金では「街かど緑化支
援事業」などに加え、平成20年度から25年
度まで「まちなか緑化活動支援事業」を展開
した。これは地域ぐるみで緑化に取り組む商
店会や町会などを支援し、緑を増やそうと
いうもの。このまちなか緑化では都内5地区
をモデル地区として支援・助成。その一つが
中野区中野3丁目の「桃園町会」で、事業は
21年度から23年度に実施された。3年後の
桃園町会を訪ねてみた。
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東京都庁
（第一本庁舎）

約370m

「ふれあいの径」（当初のグリーンロード）は駅のある大通りと公園を結ぶメイン園路
（幅30m、全長400m）。旧都庁前から移植されたイチョウ並木は黄葉の頃はとくに美しい。

ふれあいの径北端にある「いちょうの植栽由来」。

1960年頃の都庁前の
イチョウ並木。〔山田
菊雄編『オリンピック
を迎える首都東京の
展望』豊橋毎日新聞
社（1961）より〕

京葉線東京地下駅平面図
  〔日本鉄道建設公団東京支社編『京葉線工事誌』同公団東京支社（1991）より〕

完成時（昭和63年）の光が丘公園グリーンロード。〔左：東京都公園協会所蔵、右：『都市公園』第102号 東京都公
園協会（1988）より〕

緑の季節のふれあいの径（左）と、現在の鍛冶橋通りのイチョウ並木。右側前方が東京国際フォーラム（旧都庁第一本庁舎）。

光が丘駅

ふ
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径
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区立体育館

バード
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野球場
陸上
競技場

弓道場

ゲート
ボール場

少年
サッカー場

ちびっ子
広場キャンプ

広場

自然保存ゾーン

公園北口

光丘高校口

あけぼの橋口
赤塚口

芝生広場

都営大江戸線

光が丘公園
●練馬区光が丘 4-1-1 ●都営大江戸線「光
が丘駅」から徒歩8分、東武東上線「成増駅」・
東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄成増
駅」から公園北口まで徒歩15分、Ⓟ有料
☎ 03-3977-7638

知事の発言で一転光が丘公園へ
　調整の上、仮移植先として特に大き
な10本は近くの東京駅前丸の内側ロー
タリー内に、2本を都庁の構内に、大
多数の41本を国鉄（当時）が用意した
所沢市内の苗圃にと決め、適期を待っ
て昭和60年（1985）11月半ばから移植
作業が始まった。
　その11月末、今後の方針を知事出
席の庁議で報告したところ、知事からこ
の際、現在の樹は公園へ移植し、復旧
には若木を植えてはどうかとの提案が
あった。それを受け、所沢の苗圃に仮
移植したイチョウの復植先を公園にする
ことに方針を変更し、大径のイチョウ並
木がふさわしい公園を探した。
　その結果、造成工事たけなわの光が
丘公園が浮上した。ちょうど街と園内を
結ぶメイン園路「グリーンロード」（現在
のふれあいの径）の基本設計に着手す
るタイミングだったので、そこにイチョ
ウ並木を組み入れることを決めた。
　グリーンロードは公園入口のメイン園
路だが、歩行者専用道路的な機能を持
ち、周辺の商業施設から直接出入りでき
るなど道路と公園の機能を併せ持つ施設
である。元「街路樹」のイチョウを植栽す
るにはまさにふさわしい場所であった。グ

リーンロードの基盤整備が完了した昭和
62年（1987）12月、国鉄から事業を引
き継いだJR東日本によりイチョウの移植
が始まり、翌63年（1988）1月に終了した。

それぞれのイチョウ並木の現在
　それから四半世紀、光が丘公園のイ
チョウ並木は公園の顔として魅力的な表
情を添え、来園者を迎えている。樹齢は
130年余を数え、幹周り2m前後となっ
ている。
　一方、京葉線東京地下駅はグリーン
ロードへのイチョウ移植の2年後、平成
2年（1990）3月に開業した。その時に
JR東日本により新たに植えられた幹回り
0.45ｍほどの「若木」も、現在は幹周り
0.7～1.2mにまで生長し、25年前と遜
色のない風格のある並木になっている。

はやし としひこ／1977年東京都に入庁、街路樹管理、
公園霊園管理整備、公園事業調整など一貫して公園
緑地行政を担当。旧都庁前の鍛冶橋通りのイチョウ並
木の移植にも携わった。2015年定年退職後、再任用
職員となる。

人との係りを記録する都市の自然図鑑
　都市には人との係りが深い自然があ
る。人為的に植えられ道路の付属物とし
て管理されている街路樹はその代表的
なもののひとつだ。街路樹から公園の
並木に「転身」した光が丘公園「ふれあ
いの径」のイチョウについては現地に由
来が記されている。現物があり説明があ
れば図鑑としての要件は備わっている
が、その由来記の行間を補完できれば
より興味深い自然図鑑になると考え、当
時のメモを基にいくつか記してみたい。

京葉線地下駅工事と都内屈指の街路樹
　JR京葉線は東京駅と千葉県の蘇我駅
を結ぶ首都圏では比較的新しい路線で
あるが、今や通勤通学やベイエリアのリ
ゾート施設への足として、東京にとってな
くてはならないインフラとなっている。こ

事着工にあたっての最大の課題が、こ
のイチョウの扱いとなった。
　明治40年（1907）、諸外国に比肩す
る都市景観の整備を急ぐ東京市（当時）
は、市役所前の通りに成木のイチョウ
（20年生、幹周り0.4m）を植栽した。そ
れから80年、市役所は都庁に変わり、
その前の鍛冶橋通りには高さ18ｍ、幹
回り1.5ｍ（いずれも平均）、天を指す樹
齢100年のイチョウ並木が育ち、まさ
に東京の景観を代表するものとなってい
たのである。

仮移植し再び元の場所にと一旦は決定
　鍛冶橋通りにあったイチョウのうち工
事の支障となるのは53本、専門家の意
見も聞きながらその保全手法について
検討がなされた。
　まず、移植せずに工事が進められな
いか検討した。大きな植木鉢のような
鋼製のハコを矢板とパイプで根の周りに
構築し防護しながら、その下を掘るとい
うものであるが、復旧後もハコが壊せな
いためイチョウの成長に与えるリスクが
大きく早い段階で否定された。そうなる
と一旦どこかに仮植え保管し復旧時に再
度移植するか、伐採撤去して新規に植
栽するかということになる。費用的には
伐採新植が有利なことは明らか
だが、それぞれの「個体」が東京
のシンボルとして歴史を重ねた替
えがたい樹木であるため、後者
を選択する考えはなかった。
　結局、工事による支障樹木の
原則通りに一旦仮移植してまた
元に戻すという方法が選択され
た。次に問題になったのは仮移
植先をどこにするかだった。

の京葉線の東京駅を丸の内の東京都庁
（当時）の目の前、鍛冶橋通りの地下に新
設するという巨大プロジェクトは、昭和
58年（1983）7月、京葉線新砂町～東京
間の工事実施計画が運輸大臣（当時）の
認可を受けたことでスタートした。
　その計画によると、将来の15両運転を
見越した駅は地下4層、長さ約370m、
最大幅約39m（いずれも建築部分）で、
構築にあたり道路の全面掘削は避けら
れない規模である（下図参照）。ところ
が、鍛冶橋通りには都内でも有数のイ
チョウの街路樹があり、東京地下駅工

林 敏彦
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イソヒヨドリ
2010年前後から内陸部への定着が顕著に
なっている。上は雄、下は雌。

ハシボソガラス
再び都心での繁殖が確認されている。

エナガ
都心部の大規模緑地への定着が確認されている。

ハヤブサ
都心で姿は観察されていたが、今年、池袋のビル街で繁殖が確認された。

オオタカ
近年、皇居や明治神宮などでも繁殖が
報告されており都心に定着しつつある。

1960年代後半から1980年代に区部に進出し、今や都心でもおなじみになった野鳥。

ヒヨドリ ハクセキレイ イワツバメ

コゲラ メジロ カワセミ

漂鳥として、岩礁
海岸や港など海岸
周辺が主な生息地
でした。内陸部の
記録は、戦後では
1961年の銀座が
初めてで、2000
年前後までに記録
が徐々に増えまし
た。2010年前後
から内陸部への定
着が顕著になり、
海岸から約50km

離れた八王子市のビル街で繁殖するな
ど各地で観察されています。私も神奈川
県の藤沢市や伊勢原市で、海岸から数
km以上離れたビルやマンションで時々
姿を確認します。
　内陸のダム湖では全国的に分布して
います（柴田佳秀・早川いくこ2012）。
世界的に見ると岩場が本来の生息環境
で、中国では400km内陸の分布記録
があります。なぜ海岸から離れた分布
が見られるか不明です。そのため「都市
鳥研究会」が中心で本格的全国調査が
2014年から始まり、研究成果が期待さ
れます。

都市に分布を広げつつある鳥たち
　その他、雑木林に分布する小鳥のエ
ナガが、1980年代に東京の郊外で、
2000年頃から23区内の住宅地の緑地
で、2010年以降は都心部の大規模緑
地に定着したことが確認されています
（川内博2012）。

　また、1980年代以降都心から姿を
消していたハシボソガラスの繁殖が
2012年に巣鴨で確認されています（松
田道生2012）。
　都市へ分布を広げる鳥の原因は不明
な点が多く今後の課題です。推察でき
る原因もありますが、科学的に解明され
たものは少なく、今後の研究成果に期
待したいと思います。

はやま よしかず／日本大学生物資源科学部 准教授。
日本造園学会会員。1951年生まれ。緑地の保全や
創出について、生き物の賑わいに配慮する視点から
研究を行っている。鳥に興味を持ち始めて約60年に
なるが、鳥類も研究の指標の一つとなっている。

　東京における鳥の分布変化は、1960
年代後半から1980年代に、ヒヨドリ・
ハクセキレイ・イワツバメ・コゲラ・メジ
ロなど、それまで繁殖期に23区内でほ
とんど分布しなかった鳥の進出や、分
布が後退したカワセミなどの復活が確認
され注目を集めました。鳥の分布変化
は、開発や環境汚染の影響で都市域の
鳥が衰退していると認識された中での復
活だったため、大きなインパクトがあり
「都市鳥（都市適応鳥）」の言葉が知られ
るようになりました。こうした鳥の生態
特性を明らかにするため「都市鳥研究会
（唐沢会長：当時）」などが設立されてい
ます。
　都市域の自然環境は人々の活動に応
じて日々変化にさらされています。都市
域の緑被率は相変わらず減少していま
すが、公園緑地や公共用地・企業用地・
住宅地などにおける緑地整備は順次進
展し、都心の「緑」環境は充実してきま
した。こうした環境変化の中での鳥たち
の今を、報告させていただきます。

オオタカの都心緑地への定着
　オオタカは、小鳥を主な食べ物とす
る中型の猛禽類としてよく知られていま
す。保護対策が図られ、2000年代に
入り各地で繁殖分布が報告されるように

で、カワラバト（ドバト）を狩るハヤブサ
を観察したことがありました。
　東京の高層ビル街がマンハッタンのよ
うになる事を期待したものです。2013年
から東京駅近くで、定期的な早朝の鳥類
調査を行っていますが、昨年ついに繁
殖期にハヤブサを確認しました。しかも
2羽同時に観察することができました。
その後も現在まで不定期ですが観察が
続いています。どこかのビルの屋上で繁
殖している可能性が高いと考えます。と
ころが今年に入って池袋のビル街で繁殖
したと友人から聞きました。ついに繁殖
地が確認されたことになります。オオタカ
同様、営巣可能な岩棚に類似した安全
なビルの外壁と、周辺に分布する食べ物
となる中型・小型鳥類の存在が彼らの繁
殖を可能にしていると考えられます。

イソヒヨドリが磯から離れて内陸へ
　イソヒヨドリは北海道から九州、沖縄
までの各地に分布するツグミ類の小鳥で
す。一年を通じて分布する留鳥または

なりました。東京では主に丘陵地から平
地の郊外に分布していますが、近年で
は皇居や明治神宮など都心でも繁殖が
報告されています。山手線外側の大規
模緑地でも以前から繁殖が報告されて
いましたが、都心で定着したことは大変
興味深いことです。明治神宮では1番
の繁殖が続いていましたが、最近は2
番目が繁殖にチャレンジするようになり
ました。安全な樹林中の営巣場所と十
分な食べ物の確保がオオタカの定着に
重要だと考えられています。繁殖期にラ
イバルとなるハシブトガラスへの対応の
習熟なども有利になりそうです。これか
らの推移を静かに見守りたいものです。

崖地に営巣するハヤブサの都心進出
　ハヤブサは岩礁海岸の岩棚に営巣す
る中型の猛禽類です。20年ほど前から、
米国ニューヨークのマンハッタンで超高
層ビル街に営巣することで話題となりま
した。その当時、冬の新宿高層ビル街

葉
山 
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ツユクサの青色遺伝子を組み込ん
でつくられた青いコチョウランともと
の品種Wedding Promenade（左）。

同じ交配でできた
多様な青花品種。

ツユクサの青色遺伝子を組み込んだ
青紫の「大和姫の組換え体」と八重の
桃色品種「ラブシグナル」を交配して
つくられた青いダリア。

青色遺伝子を取り出したツユクサ。

Wedding Promenade

ツユクサの遺伝子を組み込んだ
青紫のダリア（右）と
もとの品種「大和姫」（左）。

大和姫の組換え体 ラブシグナル

短期間でこの成功にたどりつくことがで
きた。この青色コチョウランは世界蘭展
をはじめ日本各地ですでに公開されて
いる。
　一方、ダリアではピンクの一重の切り
花用品種に、ツユクサの青色遺伝子を
導入し、コチョウランより10ヶ月早く
2011年4月に開花に至った。東日本大
震災の直後のことであった。この植物が
咲かせたミヤコワスレのような色合いの
初花を見た時の驚きと感動は予想以上
であった。ツユクサの遺伝子がコチョウ
ランとダリアの両方できちんと働いたこ

とは、相性の問題を考えれば、大変幸
運であったといえるであろう。青色ダリ
アについては、ピンクの八重大輪品種と
交配したら種子がとれ、播種して４ヶ月
目には数個体が開花し、その中には八
重の青花個体も含まれていた。青色遺
伝子が交配によって次の世代に伝わる
ことがわかったことで、今後多様な青色
系品種の作出が期待される。

みい まさひろ／千葉大学名誉教授。1947年東京都生
まれ。千葉大学園芸学部卒業。名古屋大学大学院農
学研究科修了。園芸植物を用いた細胞融合、遺伝子
組換えによる育種学的研究を行い、2012年に世界で
初めて青いコチョウランと青いダリアの作出に成功した。

品種改良の限界と遺伝子組換え
　私たちの身の回りにあるたくさんの花
はどれもみな個性的で、その植物に特
徴的な花の形と色を持っている。これら
の特徴は遺伝的に決められていて、大
きく変化することはない。しかし中には
花の大きさや形、色などに大きな違い
を持つ品種がたくさん存在する植物もあ
る。これらは人間が長い年月をかけて
品種改良（育種）を行ってきた結果であ
る。育種はふつう、突然変異という現
象によって出現した変わり者（変異体）
の中から、望ましい性質を持つ個体を
みつけ、それらの間で交配を繰り返し
ながら行われるが、突然変異はきわめ
てまれな現象で、望みの変異体が都合
良く現れるわけではない。したがって、
どうしても目的の性質を持った品種が作
れない場合には、その性質を持つ別な
種（しゅ）と交配する場合もある。しかし、
交配はごく近縁の植物としか行えないた
め、やはり限界がある。このような育種
上の問題を根本的に解決する手段とし
て登場してきたのが、遺伝子組換えと
いう技術である。

　遺伝子はあらゆる生物が共通の物質
であるDNAでできていることから、ある
生物の遺伝子は基本的に他のどんな生
物の中でも働く可能性がある。遺伝子
組換えはこの考えを基礎に、遺伝子を
取り出す技術と、それを生物の細胞の
中に送り込む技術、そしてその細胞か
ら個体を再生する組織培養と呼ばれる
技術が開発されたことで、可能となった
ものである。とくに植物では、種による
難易の差こそあれ細胞や組織から植物
体を再生することが早くから可能となっ
ていたため、その育種的な利用が急速
に進んだ。

れている。この病原性遺伝子を青色遺
伝子に置き換えて植物で働かせれば、
花の色が青くなることが期待されるわけ
である。
　ツユクサは日本全国に自生する身近
な植物であるが、この遺伝子を組み込
んだピンクのコチョウラン品種は、4年
後の2012年2月15日に開花し、その
花はツユクサに似た美しい青色に変身
していた。コチョウランはもともと遺伝
子組換えの難しい植物であるが、それ
を解決する一連の技術開発を10年以
上かけて行ってきたおかげで、比較的

不可能の代名詞「青いバラ」の作出
　遺伝子組換えが花の育種に応用され
た最も代表的な例は、日本のサントリー
フラワーズが作出した「青いバラ」であ
る。バラには多種多様な花型と豊富な
花色があるが、唯一青花の品種が存在
しない。そのため欧米では青いバラは
不可能の代名詞となっている。花の赤
や青系統の色は花弁の細胞に含まれる
アントシアニンと呼ばれる色素によって
もたらされる。このアントシアニンはそ
の化学構造からペラルゴニジン、シアニ
ジン、デルフィニジンの３つのグループ
に分けられ、それぞれ鮮赤、赤紫、紫
青系統の色合いを示す。バラで青い花
色の品種が存在しない最大の理由は、
紫青系統の色素であるデルフィニジンを
持った品種や原種がないことにあった。
デルフィニジンの合成には特殊な遺伝
子（青色遺伝子と略称）が必要であるが、
それをバラは持っていないことが原因で
あった。サントリーの研究チームは、バ
ラに紫のパンジーから取った青色遺伝
子を組み込むことで、青色のバラを作
出したが、バラに先駆けてペチュニアか
ら取った青色遺伝子を使って紫色の
カーネーションも作っている。ただし、
遺伝子とそれを組み込む植物との間に
は相性があり、このペチュニア由来の遺
伝子はバラでは働かなかった。

青いコチョウラン、ダリアへの挑戦
　コチョウランやダリアなどはバラに匹
敵するほどの豊富な花色を持つが、や
はり青色の品種が存在しない。中でも
ダリアは欧米ではバラと同様、やは
り不可能の代名詞となっている。
永年の育種家の努力でも作
り出せなかった夢の青い花
を咲かせるために、我々は
まず石原産業株式会社がツユ

クサから単離した青色遺伝子を用
いて、コチョウランの細胞に遺伝子を

組み込んだ。遺伝子組換えには、アグ
ロバクテリウムという細菌を利用した。
この細菌は植物に自分の遺伝子を送り
込む能力があり、それによって根頭癌
腫病という病気を引き起こすことが知ら
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東京都公園協会インフォメーション

みどりの図書館  東京グリーンアーカイブス

「みどりの図書館 東京グリーンアーカイブス」は、緑と水の市民カレッジ 2Ｆ（P29参照）です。資料の検索は館内の検索パソコンまたはインターネットから。

http://tokyo-park.or.jp/college/archives/

　小石川後楽園内には、京都東山
山麓の清水寺を見立てて造られた建
物があったことをご存知でしょうか。
その建物は清水観音堂と呼ばれてい
ました。当館が所有している長岡安
平史料群における「小石川後楽園図
面」（❶）には、清水と記された建物
が立体的に描かれています。山の手
台地南端の高台に建立されたこの建
物からは、往時はさぞ遠方まで眺望
を楽しめたことと思われます。
　源信興により記された「後楽紀事」
〔元文元年（1736）〕によると、清水観
音堂について「わづかなる堂なれど
も、舞台の高さは京都の清水寺にも
おとるまじうこそ、堂の柱などの彫刻
美観を成せり」と、この建物を記述し
ています。計見東山により発行され
た「後楽園全」〔明治40年（1907）〕に
掲載された清水観音堂の絵図（❷）

には、崖地から束柱を建て舞台を支
えている様子が描写され、まさに京
都の清水寺を見立てて造られていた
ことがわかります。建物正面の柱に
は模様が描かれ、前述の「後楽紀事」
における柱の記述を裏付けていま
す。また、❸の写真は、下方から清
水観音堂を見上げて撮影された大
変貴重なものとなります。 

　清水観音堂は、残念
ながら大正12年の関
東大震発災の折に、
炎上した涵徳亭からの
飛火により焼失してし
まいます。❹は震災
後に撮影された写真
です。方形の手水鉢
により、清水観音堂が
この場所に建立されて
いたことがわかります。
この建物には、木造如
意輪観世音菩薩半跏
像が安置されていまし
た（❺）。燃え上がる炎
の中、当時隣接してい
た東京砲兵工廠の工
人が、火傷を負いな
がらこの観音像を持ち
出して難を逃れること
ができました。

　現在は、建物の土台
として据えられた礎石
や建物の脇にあった
方形の手水鉢、急
峻な崖地に立つ建
物の地盤を支えた
石積が、清水観
音堂の面影を
偲ばせてくれま
す（❻）。往時、
園内に建立されていた様々な建物に
思いを馳せながら、小石川後楽園を
散策してみてはいかがでしょうか。

所蔵資料より

❶小石川後楽園図面「長岡安平史料群」

❷清水観音堂絵図「後楽園全」計見東山 ❸清水観音堂

❺木造如意輪観世音菩薩
半跏像

❻現在の清水観音堂跡

❹関東大震災後の清水観音堂跡

土台
礎石
た
急
建

音堂跡

　日本では、あまり知られていないベル
ギーのオープンガーデンですが、ヨー
ロッパ各地から多くの人が訪れているそ
うです。たぶんフランス語とオランダ語が
常用語ということで日本では敬遠される
のでしょうが、今回訪れたお庭は大変見
ごたえのある庭ばかりでした。オープン
ガーデン協会に登録されている庭は現在
202。20年の歴史があるということです。
　まず最初にお訪ねしたのは、82才
の元小児科医の庭。歴史を感じる建物
は、元修道院だということです。時代
は17世紀、それを示す家についた刻
印を誇らしげにみせてくれました。た
だ、お庭は、当時はなにもなく、その
後、作りこんで変化に富んだ見事な庭
になりました。その庭の奥深さは想像
以上で、見頃を迎えていたシャクナゲ
の美しさ、池に映る素晴らしさにため
息が出ました。嬉しそうに見せてくだ
さったのは、黄色いアザレアで、ベル
ギ―、ゲント産の、香りの良い花 Azalea 
pontica（Rhododendron luteum）でし
た。地元の花ということで、ゲントアザ
レアはその後訪れた多くのガーデンの
自慢の花でした。他にも色々、そのひ
とつひとつを愛情豊かに説明してくださ
る様子に、植物愛を感じたものです。
さらに、感激したのは、小脇にかかえ
た一冊のファイル！自分の庭にある植

物すべてをリストアップしてあり、毎年、
更新しているそうです！学名も書かれ、
大変緻密なもので、お医者さんだけに、
お庭のカルテを作っているのだと、感
心しました。
　個人の庭の魅力は、庭主の個性が
みえること！次に訪れたお庭は、イチ

イの木を刈り込んで作った
緑の回廊が見事な庭。家の
前に拡がる芝生と緑のトン
ネルに見とれていると、そ
の回廊の先にみえる川の向
こうにも庭があると、案内し
てくださいました。そこには、
刈込まれた樹のオブジェ、
様々な植物が植えられてい
る花壇に細い道等々、テキ
スタイルの仕事をされてい
るかただそうで、全体デザ
インへのこだわりを感じま
す。私達が日本人だからと、
見せてくれた木は、“サトミ”
という日本女性の名前がつ
いたヤマボウシの花でした！
　高山植物が咲く、森の中
に迷いこんだような庭もあり
ました。御祖母さんの家と
庭を購入し、庭造りを始め

たそうです。家の周りは、きちんとした
整形庭園ですが、その奥は、自然林…。
仕事が忙しいので、そのままにしてい
るそうですが、牧場ではロバを飼い、
毎日犬と散歩して、すごくリラックスで
きるとおっしゃいました。
　オープンガーデンされている、日本
女性のお庭にもお邪魔しました。ベル
ギー人と結婚してベルギーに長く住ん
でいる方です。5ヘクタールもあり、「毎
日することがたくさんあって…」、とおっ
しゃる庭は、日本の植物を集めたコー
ナーもあり、アヤメが見頃でした。ベル
ギーの庭雑誌にも取り上げられた素敵
な庭で、お人柄にも癒されました。
　今回ベルギーのオープンガーデンを
巡って感じたのは、男性が中心の庭が
多いこと、そして、この庭で娘の結婚
式をあげたい！等、庭に大きな夢を描
く人が多いことでした。
　ただ、国が違えども、庭を愛する人
の思いは共通で、庭に出ると癒される、
元気になる、花の話ですぐに友達にな
れるとおっしゃいます。さらに、「オープ
ンガーデンの楽しみは？」との問いには、
「自分の庭を喜ばれ自分も幸せだった」、
「訪れた人から知識や情報を得られるの
が嬉しい」など、日本と同じで、花仲間
の心は万国共通だと実感しました。
　なんでも、ベルギー人は自然を愛す
る国民で、日本人の感性に近いそうで
す。言葉さえ堪能ならば、もっと、
親しくなれたのにと残念です。

2

43
No

須磨 佳津江の

元修道院だった元小児科医の家やカルテのようなお庭の植物リスト。

自然のままを大事にしている庭。牧場でロバと遊ぶ庭主。

庭から見た緑の回廊と家。ゲントのアザレアが色鮮やか。

娘の結婚式のため整備した庭の一部に、日本庭園のテイストをとり入れた。

日本女性の優しさを感じる庭。園芸雑誌にも掲載された。
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芝公園
●港区芝公園 4-10-17 ●JR山手線「浜松町駅」から
徒歩12分、都営三田線「芝公園駅」「御成門駅」から徒
歩2分、都営浅草線・大江戸線「大門駅」から徒歩5分、
同大江戸線「赤羽駅」から徒歩2分 ☎03-3431-4359

東京タワー東京タ東東 タタワワワー
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都都都
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三三  三 
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ペルリ提督像ペルペペ リリ提提
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遣米使節記念碑遣遣米米使使使節節
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サービスビスササービス
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銀世界銀 界銀世界

照宮東照宮照宮東照宮宮照丸山芝丸芝丸山
古墳古古墳

活動場所の花壇活動場活動場場活動 壇壇壇

都都都都都都都営営営大大大江江江江戸戸線線線
首首首首首首
都都都
首首首
　 高高高
都都

　 　 速速　 　 　 速
高高高

伊能忠敬伊能忠敬伊伊能伊
記念碑記念碑記念碑

区立区立立
芝公園園
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7号地地地117
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谷谷もみじ谷みもみじ谷ももみじ谷谷谷

芝公園園園

NECグループ生物多様性ガーデンクラブの活動場所
でもある芝公園の1号地。公園の歴史を語るように大
木が多い。花壇は写真上の梅林（銀世界）の中にある。

1号地の花壇で選択的除草を行うNECグループ社員。広さは約30m2。参加者は社員構成比を反映して男性が多い。

フジバカマと活動の象
徴であるアサギマダ
ラ。芝公園ではまだ
目撃報告はない。
もっとたくさんのフ
ジバカマを植えて
ゆっくり蜜を吸える環
境を整えていく計画。

❶参加者は花壇にやってくると活動の趣旨とその日の選択的除草のレクチャーを受ける。❷抜き取る草は絵
や実物でわかりやすく指示。❸気軽に参加できるよう手袋や道具などは準備されている。❹この日の作業の
成果はゴミ袋6個分。活動場所の花壇には❺のような案内板があり、活動についての説明（❻）もある。

すでに生物多様性ガーデンとしてできあがっている17号地の花壇（約30m2）。

NECネイチャークエスト
 in 芝公園
　芝公園は明治6年
（1873）に誕生した日
本最初の公園の一つ。
その歴史ある公園で、
企業の社会貢献の一環
としてボランティア活動を展
開しているのが「NECグループ
生物多様性ガーデンクラブ」です。その
名の通りNECグループ社員による取り組
みで、2011年度より“芝公園にアサギ
マダラを呼ぼう！”をスローガンに掲げ、
「NECネイチャークエスト in 芝公園」と
いう環境保全活動を行っています。
　アサギマダラは日本本土と南西諸島・
台湾にかけて渡りをすることで知られる
蝶。「日比谷公園や新宿御苑などでは
観察されていますが、芝公園ではまだ
観察の報告がありません」と佐久間玲子
さん。「そこで園内で姿を見ることを自
然植生回復の指標として活動を始めま
した」。佐久間さんはNECコーポレート
コミュニケーション部CSR・社会貢献室
の所属でこの活動を担当しています。

選択的除草により在来植生の回復
　活動は具体的には、芝公園内の2ヵ
所の花壇（NECグループ生物多様性
ガーデン）で土壌づくりや“選択的除草”

が好む食草や蜜源植物もたくさん植えて
います。「選択的除草とは増えすぎなど
で他の草の迷惑となる草を取り除き、
在来植生の回復や植生バランスを保つ
こと。それによって生物多様性花壇をつ
くっています」と佐久間さん。

　活動日は年7回（5・6・7・9・10・11・
3月の各月1回）、平日の昼休みを利用
して実施。参加募集はイントラサイトで
行い、事前申込は不要。当日花壇に行
けば、誰でも自由に参加できます。しか
も作業に必要な手袋をはじめとする道具
は、この活動を連携して行っている
NPO法人グリーンワークスが準備してく
れますので手ぶらでOKです。

できる範囲で、たとえ10分でも
　この7月の活動日、芝公園を訪ね活
動の様子を取材させていただきました。
場所は1号地の花壇。昼食を終えた方々
が三々五々やってきます。ちなみにNEC
本社（田町駅前）から芝公園までは徒歩
で10分弱。一定の人数が揃うたびに、
グリーンワークスの泉健司さんが、活動
の趣旨と本日の作業内容を説明します。
この日の選択的除草の対象はエノコロ
グサ、ノゲイヌムギ、メヒシバ、ヤブガ
ラシなど。見本が絵や実物で示され、
それを参考に抜き取ります。作業時間
は正午から午後1時まで。参加者はそ
の間に30～40分作業する人もいれば、
15分程度で切り上げる人も。「できる範
囲でたとえ10分でもと呼びかけ、多く
の方に気軽に参加していただけるように
しています」。
　最終的にこの日の参加者は45名。抜
き取った草は45ℓのゴミ袋で6個を数
えました。参加者は天候に左右されま
すが、少ない日で20名、多い日で50
～60名とのこと。
　活動としてはこれ以外に年に一度、グ

ループ社員と家族に加え地域の人々に
も呼びかけてファミリーイベントを実施。
今年は夏休みの子どもたちをまじえ、都
心の自然を楽しみながら生物多様性に
ついて学んでもらいました。

活動5年目、アサギマダラはまだ
　「NECネイチャークエスト in 芝公園」
の活動を始めて今年で5年目。1号地の
花壇は実は2013年度から始めた2つ目
の活動場所ですが、泉さんによれば「こ
の花壇もかなり複雑な生態系が戻って
きています」とのこと。一方、最初の
2011年度から手がけてきたのは17号
地の花壇。「そちらはすでに生物多様性
花壇としてできあがっており、今はそれ
ほど手をかけなくても自然に循環してい
くようになっています」。実際に17号地
の花壇を訪ねてみましたが、そこには
何種類もの花が咲き、
アオスジアゲハやモン
シロチョウ、ミツバチ
などが訪花していまし
た。「現在は数多くの
生き物が見られるよう
になっていますが、残
念ながらアサギマダラ

の目撃情報はまだです」と佐久間さん。
「いつか立寄ったアサギマダラにマーキ
ングをして放せる日が来ることを願って、
今後も活動を続けていきます」。
　NECグループ生物多様性ガーデンク
ラブのこのユニークな活動は、2014年
の第49回東京都公園協会賞奨励賞（ボ
ランティア部門）に輝いています。

による在来植生の回
復、アサギマダラの幼虫

の食草であるイケマやキジョランの探
索、蜜源であるフジバカマやユーパトリ
ウム類などの植栽を行っています。もち
ろん、それだけでなく都会にすむ昆虫
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NECグループ生物多様性ガーデンクラブ

●活動内容 芝公園内の花壇（NECグループ生
物多様性ガーデン）で選択的除草
による在来植生の回復や、アサギ
マダラが好むフジバカマなどの蜜
源や食草の植栽

●活動場所 園内1号地・17号地
●活  動  日 年7回（開催日は不定期）
●活動人数 毎回20～60名のNECグループ社員
●会  　  費 無料
●募  　  集 一般募集なし
●問  合  先 芝公園サービスセンター 
 ☎03-3431-4359
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大温室

※大温室は改修・増築工事に
　ともない、平成28年春まで
　休館します。

臨時駐車場

神代植物公園❶❷❸
都民の植物園として50年余、展示植物は約4,800種
10万本（株）に及ぶ。約23ha（無料区域を含めると約
49ha）の園内にはばら園、さくら園、つつじ園、かえ
で園、うめ園など30ブロックもの展示区域が広がり、
深大寺門側には雑木林も広がる。
●調布市深大寺元町 5-31-10 ●京王線「調布駅」北口から
小田急バス吉祥寺駅行または三鷹駅行「神代植物公園前」
下車、「調布駅」北口から京王バス深大寺行「神代植物公
園」下車、「つつじヶ丘駅」から京王バス深大寺行「神代植
物公園」下車／JR中央線「三鷹駅」「吉祥寺駅」から小田急
バス調布駅北口行または深大寺行「神代植物公園前」下
車、  ○P 有料 ●開園9：30～17：00（入園16：00まで）●休
園 月曜（祝日の場合は翌日）、12月29日～1月1日 ●入園
料500円、65歳以上250
円、中学生200円（都内
在住・在学の中学生と小
学生以下は無料）、無料
公開日：5月4日（みどりの
日）、都民の日（10月1日）
☎042-483-2300

深大寺❹
奈良時代の天平5
年（733）の開創と
伝わる古刹。都
内では浅草寺に
次ぐ歴史を持ち、
昔も今も多くの参
詣客が訪れ、門
前には名物深大
寺そば屋や土産
物屋が並ぶ。

水生植物園❺
ここも神代植物公園の一部（無料区域）。谷戸の湿地
に木道などが整備され水辺の植物が観察できる。

深大寺城跡❻
水生植物園内の西側の高台は通称「城
山」。戦国時代に丘城があったところ
で土塁や空堀、本郭跡などが残る。

青渭神社❼
青渭大神（水神様）
を祀り、旧深大寺
町の総鎮守。境内
に『江戸名所図会』
にも登場する推定
樹齢700年のケヤ
キの古木がある。

都立農業高校神代農場❽
今もハケの自然が残り、早春の雑木林にカ
タクリが咲き、谷戸では湧水を利用してニジ
マスの養殖や稲作の実習が行われている。
●公開日：原則木曜9：00～16：00  ※事前に要
確認 ☎042-362-2211

神代農場脇の道❾
農場西側のフェンス沿い
の道はケヤキや竹林が続
き懐かしさを誘い、そこを
抜けると畑が広がる。

池ノ上神社10
この神社は名前のとおり、かつて池や
水田があった2つの谷戸（水生植物園
と神代農場）に挟まれた台地上にある。

深大寺自然広場 野草園11
農場から続く谷戸に下り中央高速をく
ぐるとあり、約300種の野草が育つ。
●開 園 3～10月 の10：00～16：00 ●休
園 3～5月は月曜と祝日、6～10月は月曜
と祝日及び第1・第3・第5土曜と日曜

深大寺自然広場下の田畑12
自然広場の下には丘陵の雑木林を背景に田んぼや畑があ
り、かつてハケに広がっていた里山の風情を伝える。

祇園寺 
自由の松13
明治41年、ここで自由民権運動に斃れた人々の法要が営
まれ、そのとき板垣退助が手植えした赤松が聳えている。

佐須の田畑1415
柏野小南側の道路を渡
ると水路がのび、それ
に沿うように田畑が続
く。区部近郊とは思え
ないほどの広々とした
田園風景である。

野川 細田橋から上流16
野川はハケの湧水を集めて流れ、
深大寺の湧水も神代農場の湧
水もこの川に流れ込む。細田橋
の上流は桜名所でもある。

野川 馬橋17
細田橋から馬橋までは550mほ
ど。馬橋は甲州街道が渡る橋で、
昔は馬に水を飲ませ一服した場
所だったとか。

甲州街道18
徳川家康が整備した五街道の一つ。ケ
ヤキ並木は1964年東京オリンピックのマ
ラソンコースになった際に整備された。

　神代植物公園では9月下旬から
ダリアが咲き、それを追いかける
ように秋バラが見頃を迎えます。
「秋のバラフェスタ」は10月10日
（土）から11月1日（日）まで。世界
バラ会連合最優秀庭園賞を受賞し
たばら園で、美しいバラとさまざま
な催しをお楽しみください。
　ところで、神代植物公園は国分
寺崖線（ハケ）の台地上に位置し、
その南側斜面には深大寺、谷戸の
湿地には水生植物園が広がってい
ます。一方、東側には青渭神社が
あり、その先には都立農業高校神
代農場と深大寺自然広場のある別
の谷戸が続いています。この2つ
の谷戸にはハケの自然が残り、し
かも深大寺自然広場下から野川ま
での一帯にはかつてのハケ裾を偲
ばせる田園風景が広がっています。
　秋バラを堪能した帰り道、ハケ
の自然と田園風景の中を行くのは
いかがでしょう。京王線柴崎駅ま
で約4.5kmです。
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東京メトロ南北線「駒込」から徒歩7分、都営三田
線「千石」から徒歩10分、  ○P   なし ●開園 9：00～
17：00（入園16：30まで）●休園 12月29日～1月
1日 ●入園料 300円、65歳以上150円、小学生
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開 5月4日（みどりの日）、10月1日（都民の日）☎
03-3941-2222

春のライトアップのメインとなる「しだれ桜」。

秋限定のライトアップ。幻想的な「水香江」。

日中では味わえない趣を見せる「つつじ茶屋」。

ライトアップされると、まるで絵画のような「山陰橋」。

これぞ特別名勝の大名庭園、
圧巻の「中の島」ライトアップ。

江戸時代を代表する大名庭園
　六義園は、1702年（元禄15年）に徳
川5代将軍綱吉の側用人であった柳沢
吉保が川越藩主の時代に7年半の歳月
をかけて作庭した築山泉水回遊式庭園
です。
　全国に36ヶ所しか指定されていない
特別名勝の一つで、江戸時代、完成当
時から小石川後楽園と六義園は２大大名
庭園として名を馳せていました。特性は、
「儒教（漢詩）の庭」「和歌の庭」「宗教（哲
学）の庭」の調和によって作り出される三
階建ての文化構造となっており、「詩歌の
心」を造景に活かしたという点で稀有な
庭園と言えます。戦乱の無くなった太平
の世にできた「平和の庭」でもあります。

ライトアップのはじまり
　「春のしだれ桜」や「秋の紅葉」と「大
名庭園」のライトアップは、六義園が完
成した300年目を記念し2001年から始
まりました。普段は決して見ることがで
きないライトアップされた夜の庭園は、
四季折々に咲く花・草木や石組、土橋、
石灯篭などを中心に、かがり火や江戸
時代に町民の間にも広まった灯りをイ
メージした光で幽玄な趣を演出してい
ます。それまで全国に先駆けて京都の
神社仏閣などがライトアップをしていた
ものの、東日本エリアや面積が東京
ドーム約2つ分もある大規模な園で行
うライトアップは六義園から始まったも
のです。

ライトアップに適した環境と来園者の動向
　六義園周辺の立地は、低層住宅地な
どに囲まれており、都心にもかかわら
ず高層ビルが数少ない場所であるた
め、園内から見る空が広く、ネオンや
生活光も入りにくく、明暗のメリハリが
付けやすいなど、ライトアップするには
恵まれた環境にあります。
　これまでのライトアップ来園者の動向
を見てみると、第1回当時は、春・秋を
合わせて14万人弱の来園者数でしたが、
ここ数年の第13回・第14回では37万人
強の来園があり、その数も約2.6倍に
まで増加し、庭園の魅力アップに重要
な役割を担ってきたことが分かります。

六義園

自然を相手に美しく見せる地道な取り組み
　大名庭園とは、庭園文化が誕生した
飛鳥時代以前から様々な時代変遷の中
で、それまでの庭造りの要素を集大成
した総合造園といえるもので、池泉を
回遊しながら四季折々の花・草木などを
楽しめるように作庭されたものです。
六義園のライトアップも四季を感じなが
ら楽しむという回遊式庭園の醍醐味を
知ってもらうところにあります。
　春は姿が美しい一本桜として有名な
「大きなしだれ桜」や秋は約500本の「紅
葉木」が色鮮やかに庭園を彩る、もっと
も絢爛豪華な時期に合わせライトアッ
プします。建造物等へのライトアップや
プロジェクションマッピングとは異なり、
花・草木は気温や日照、風、雨、水、
影など自然条件によって、絶えず変化
を見せてゆきます。このため、開催期
間中の20日間前後の中で一度設置した
照明の配置や角度を調整していく必要
があります。当初は色鮮やかであった
紅葉も期間途中には落葉してしまう
ケースがあります。紅葉の進み具合な
ど観察を欠かさず、閉園後にデザイ
ナー、職員によって調整をおこなうこと
で魅力を損ねることのないよう工夫する
取り組みを行っています。日々、移り変
わる自然を相手に美しく魅せる地道な
取り組みがライトアップ成功につながる
です。
　また、一見、色彩豊かに輝く桜や紅
葉に目を奪われてしまいがちですが、
大泉水に浮び上る島々や、芝地を浜辺
や入り江に見立てた流麗な地割や野筋、

さらに、個性豊かな庭石や石組、
古木のマツ、そして、丸太と土でで
きた素朴な味わいの土橋など、巧み
に配置される植栽や添景物は、日本人
の繊細な美意識を感じさせてくれます。
　さらに、秋限定の青い光とミストで
失われた水の流れを再現した水香江な
ど、煌びやかな色のコントラストは散
策を楽しく演出します。

ぜひ幻想的な光の共演を
　庭園という空間によって作り出される
その場の空気と大中小の約600の光が
織りなす共演は、日中にはない幻想的
で幽玄な世界を映し出しています。
　万葉の時代に風光明媚な和歌の浦の
景色を詠んだ、山部赤人「和歌の浦に
潮満ちくれば潟をなみ 葦辺をさして 鶴
鳴きわたる」を映し出した六義園をライ
トアップとともにお楽しみいただき、過
去から現在そして未来へと思いを馳せ
ていただくのも粋かもしれません。
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東京パークフレンドでは、催しや東京の緑と水に関する情報の提供を行っています。お問い合わせ、入会方法などは本誌裏表紙の下段をご覧ください。 

東京都公園協会インフォメーション

緑と水の市民カレッジ東京パークフレンド http://www.tokyo-park.or.jp/parkfriend/ http://www.tokyo-park.or.jp/college/

企画展　長岡安平没後90周年記念展
■ わが国ランドスケープの嚆矢　長岡安平■ 9月2日（水）～11月28日（土）
　明治政府が出した明治6年太政官布達第16号は、人
が集まる由緒ある景勝地・名所・著名な旧跡等の遊歓の
場に“公園”という、わが国にこれまでにない言葉（概念）
をあてました。江戸時代まで、庭園などの広大な緑の造
園空間は、特権階級の専有空間であり、庶民には遠い
存在でしかなく、公園制度の誕生は、庶民の日常に近
づくものでした。長岡安平は、この公園黎明期にあって、
概念的に示された“公園”に対して「かくあるべき」と唱え、
具現化を図り、その造園技法も伝統に固守することなく、
あえて否定することも厭わず、これまでにない緑と庶民と
の日常的なふれあい環境を創出しました。彼の思想は
現代の公園にもつながる先見性と普遍性をもち、未来
へも継承されるべきものといえます。
　長岡安平没後90周年となる今年は“公園”という新た
な空間に息吹を与え、これま
でにない緑の環境をつくりあ
げた長岡安平の人となりや
業績、公園論を伝える企画
展を行います。
　その他、みどりの図書館
東京グリーンアーカイブスが
所蔵する貴重な長岡安平の
遺品を特別公開いたします。
　皆様のご来場お待ちして
おります。
● 場所：緑と水の市民カレッジ 3F

平成27年度  後期のおすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示

■ 子どもスペシャル講座　親子で自然が好きになるゲーム■ 11月3日（火・祝） 10時～12時
　ネイチャーゲームを通して木や
植物などの自然物に直接触れな
がら、観察力や発想力、集中力
を高める活動を行い、楽しみなが
ら自然とふれあいます。 親子で一
緒に出来る活動ですので、どうぞお気軽にご参加ください。  
※お申込の際、お子様のお名前、年齢をお知らせください。
● 講師：田川 裕則 氏（森林インストラクター）　● 場所：日比谷公園　
● 定員：15組30名　● 受講料：高校生以下520円、保護者1,030円

■ 皇居東御苑秋歩き　11月12日（木） 13時～16時
　緑と水が美しい秋の午後、海外からの旅行者にも評判の

皇居東御苑を中心に、歴史を訪
ねながらのんびり歩きます。観
察したり写真を撮ったり、楽しい
発見があることでしょう。
● 講師：櫻本 史夫 氏（カレッジ専任講師）
● 場所：皇居東御苑とその周辺
● 定員：30名　● 受講料：2,060円

首都圏大学サテライト講座
■ 街路樹で都市が変わる■ 11月28日（土） 10時～12時
　東京には2014年現在、78万本
の街路樹があり、もっとも身近なみどりですが、強く剪定され
た街路樹が多いため存在感は薄い。一方、欧米や中国、韓
国の都市をみると、大きく枝を伸ばした街路樹が木陰をつくり
豊かな街並みをつくっています。この違いは偏に剪定に因っ
ています。熱中症による死者の
急増や予想される首都直下地震
を考えると、東京の街路樹の樹
冠最大化は喫緊の課題です。講
座では、近年の研究で明らかと
なった街路樹の効果と合わせて、
強い剪定によって起こる様々な問
題・リスクを説明し、樹冠最大化
に向けた処方箋を説明します。 
● 講師：藤井 英二郎 氏
　（千葉大学大学院園芸学研究科教授）
● 場所：緑と水の市民カレッジ 講習室
　（日比谷公園内）　　
● 定員：30名　● 受講料：1,550円

「緑と水の市民カレッジ」は　公園や庭園、緑地の歴史や自然環境等に関わる展示、東京都立公園の
情報、またそこで活動するボランティアの情報を発信する「みどりのⓘプラザ」、公園緑地や環境に関
する図書をはじめとする資料を収蔵・公開する「みどりの図書館東京グリーンアーカイブス」、東京の緑
と水について幅広く学べる「緑と水の市民カレッジ講座」を実施する緑と水に関する総合的な施設です。

http://www.tokyo-park.or.jp/college/

緑と水の市民カレッジ
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入館料
無 料

各講座のお申し込み方法   
上記の電話、FAX、ホームページ、事務局窓口
のいずれかの方法でお申込みください。各講座とも先
着順で定員になり次第締め切りとさせていただきます。
お申し込みの際は、  ❶希望の講座名、  ❷氏名、  ❸住
所、  ❹電話番号をお知らせください。

● 場所：千代田区日比谷公園1-5   ● 開館時間：9：00～17：00   
● 休館日：日曜・祝日、12/29～1/3
● 駐車場：日比谷公園地下公共駐車場（有料）
● 問合先：緑と水の市民カレッジ事務局
TEL 03-5532-1306　FAX 03-5532-1307

日比谷公園

8月4日（火）  7：30～9：00 　晴れ　参加者：33人

　去る、8月4日、上野恩賜公園にて、
「早朝に楽しむ～上野のお山巡りと不
忍池観蓮会～」を実施いたしました。
講師は、緑と水の市民カレッジの高
橋事務局長に務めて頂きました。こ
の観蓮会も3年目を迎え、夏の風物
詩であるハスを楽しむことを目的に
定番のイベントとして開催し続けてお
ります。今回は、不忍池のハス見物
の前に、上野公園内に点在する銅像
を中心に園内を巡りました。
　まず訪れたのは噴水広場近くの林
に佇む“野口英世像”。続いて訪れた
のは1862年に来日した“ボードワン
博士”の像。この人物はオランダの
軍医で医学所講師として日本に滞在
し、大学東校（東京大学医学部の前
身）などが上野の森に移転することに
対して意義を唱え、上野の自然を守っ

た公園の生みの親とも言える深い縁
をもった人物です。
　続いて唐門がリニューアルされた
“上野東照宮”前を通り、“上野大仏”

の紹介、芭蕉が「花の
雲　鐘は上野か　浅草
か」と詠んだ“時の鐘”、
“時忘れじの鐘”を巡っ
た後は清水観音堂へ。
江戸時代、清水の舞台
からは、蓮池、中島弁
財天、更には本郷台地
の大名屋敷を一望する
ことが出来ました。現
在は、月のような孤を
描いた“月の松”があり、
そこから不忍池を眺め
ることが出来ます。
　不忍池は江戸時代よ
り浮世絵などの芸術作
品に描かれたほどの「ハ
スの名所」です。
　ここでは実際にハス
の葉を手に取りながら、
ハスについての解説が
ありました。ハスの葉

に水を落とすと高度な撥水性（ロータ
ス効果）を発揮します。皆様もヨーグ
ルトの蓋を開けても裏にヨーグルト
が付いていないという場面に遭遇し
たことがあるかと思います。これは、
このロータス効果を原理としており、
身近な植物の構造が日常に活かされ
ているという紹介がありました。また
ハスは開閉を繰り返し4日で散ると言
われていますが、日ごとの咲き方の
違いについての解説がありました。
　最後は事務局で用意したハスの
クッキー、ハスの甘納豆、珍しいハ
スの甘露煮、ハス茶を堪能して頂き
ました。大変、暑い中でしたが、多
くの方にご参加頂きました。今後も
多くの方々に参加頂けるよう魅力的
なイベントを開催してゆくように努め
たいと思います。

東京パークフレンド向けイベント

ハス葉を手に取り興味深げに観察する参加者。

不忍池に浮かぶハスの花。

ボードワン博士像（上）と、清水観音堂の月の松。
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東京都公園協会インフォメーション

東京都都市緑化基金 http://www.tokyo-park.or.jp/profile/greening/

本誌に関するご意見、ご感想は
ＦＡＸ、郵便またはホームページ
「お問い合わせ」よりお送りください。

〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町
2-44-1 ハイジア10階 

FAX ： 03-3232-3069

公益財団法人
東京都公園協会 
｢緑と水のひろば」担当

検 索公園へ行こう！

特集

東京の自然図鑑
光が丘公園のイチョウ
東京の自然図鑑
都会に進出する
鳥たちの最新事情
地球に生きる
夢の青い花を咲かせる
須磨 佳津江のひと・まち・みどり
ベルギーのオープン
ガーデンを訪ねて❷

東京パークスNOW 

みどりの図書館
小石川後楽園の
清水寺
みんなでいっしょに
芝公園
NECグループ生物多様性
ガーデンクラブ
公園より道まわり道
秋バラの
神代植物公園から
国分寺崖線の自然と
田園風景を歩いて野川へ
ごぞんじですか？
六義園
ライトアップされた
大名庭園を楽しむ
東京パークフレンド
早朝に楽しむ
上野のお山巡りと
不忍池観蓮会
緑と水の市民カレッジ
後期のおすすめ講座
みどりのⓘプラザ
東京都都市緑化基金
緑化助成事業・
募集案内

裏表紙  樹
清澄庭園　ハゼノキ
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寄付・募金にご協力いただいた方へ、『花のタ
ネ』を差し上げています。皆さまの手でも緑を
増やして下さい。都立公園・庭園・霊園・イベ
ントなどで募金箱を見かけた
ときは、ぜひご協力をお願い
します。

緑の普及啓発活動・募金活動

ご寄付・募金のご協力のお願い
　東京都都市緑化基金は、皆さまからの
ご寄付・募金をもとに基金を運用し、その
果実でご紹介した事業を実施しています。
　当基金の趣旨をご理解いただき、ご寄
付・募金のご協力をお願いいたします。
●寄付申込書と専用振込用紙（手数料
無料）をお送りします。下記「緑の基
金担当」までご連絡ください。

● ATM・インターネットバンキングでの
お振込は、振込手数料が無料です。

●都立公園、庭園、霊園の管理所など
の募金箱からもご寄付いただけます。

みずほ銀行  東京都庁出張所　
普通   1 0 4 8 8 7 5
公益財団法人  
東京都公園協会緑化基金

ご
寄
付

振
込
先
口
座

寄付をありがとうございました
2015（平成27）年 4月～6月の間に、次の方々
からご寄付をいただきました。 （順不同・敬称略）

TEL.03-3232-3099
公益財団法人東京都公園協会「緑の基金担当」

当基金についての詳細はホームページでもご覧いただけます。

各事業・ご寄付のお申込み、お問い合わせは

検 索東京都都市緑化基金

このお金は、東京の緑を増やすために使われます。

2015（平成27）年4月、5月、6月に集まったお金

3,160,265円
寄付・募金金額

泉陽興業 株式会社
練馬光が丘地域
中野区花と緑の祭典実行委員会
インラインスケート光が丘パイロンズ

●
●
●
●

このほかにも、都立公園・霊園
などの募金箱へ、多くの方々
からご協力をいただきました。
ありがとうございました。

ふたばちゃん

花のタネ

募金箱

東京都都市緑化基金では、皆さまからの寄
付・募金をもとに基金を運用し、その果実で
ご紹介した事業を実施しています。昨年度は、
18,274,982円の寄付をいただきました。誠に
ありがとうございました。

寄付・助成実績

●緑化基金寄付の内訳

企業・団体など
94.0%

公園・庭園などの
募金箱
6.0%

●支出の内訳

街かど
緑化支援
27.3%

普及に
関わる経費

24.2%

花壇・庭づくり
活動支援
13.5%

都市緑化の
普及啓発 
16.9%  

他団体
への助成
5.7%

「界わい緑化推進プログラム」
に基づく緑化活動支援  12.4%

「東京都都市緑化基金」とは　緑豊かなまちづくりをめざし、都内の民有地の緑
を増やすために、1985（昭和60）年に東京都公園協会内に創設されました。以
来、民間施設の緑化工事やボランティア団体による緑化活動への助成のほか、
都市緑化への理解を広げる普及啓発活動を続け、緑化推進に取り組んでいます。

2014（平成26）年度 
緑化助成先を紹介します 花壇・庭づくり活動支援事業

春日町の「会話の生まれる花いっぱいの明るいま
ちなみづくり」につながる拠点となることを目指し
た花壇づくりです。メンバー全員で学び、“明るく
見たこともない花壇”“管理しやすい花壇”となるよ

うに、花を選び、植栽し
管理をしています。手作
りの看板も作成しまし
た。通りがかりの方が声
をかけて下さり会話が生
まれはじめています。

東京都
都市緑化
基金

運用 利子

寄付金
募金

都出資金

緑化
助成

緑化助成事業のしくみ
東京都都市緑化基金は皆さまからの寄付金と東京都からの 
出資金を原資として、運用で得られた利子などの利金によって、
　　　　東京の緑を増やす「緑化助成事業」を実施しています。

街かど緑化支援事業

　駅に近く周辺住民の通行が多いため、接道部には極力樹
木や緑地を配置しています。四季折々の表情が美しいカツ
ラやハナミズキ、シラカシ、イロハモミジを植え、彩りのあ
る植栽計画にしました。また地植えだけでなく壁面緑化も積
極的に行っており、写真の様にわずか数ヵ月で表情が大きく

変化しています。カセッ
ト式壁面緑化は機能性
及びメンテナンス性に
優れているため緑の持
続的な普及にも役立ち
ます。

助成先紹介 小田急不動産株式会社

助成先紹介
はるさん花壇づくりプロジェクト

リーフィアレジデンス世田谷喜多見
3月
施工当時

5月

2015（平成27）年度
緑化助成事業を
募集します
街かど緑化支援事業
都内民間施設の緑化工事費の一部を助成

申請
受付中

●締切  11月20日（金）

応募条件ほか詳細は、ホームページをご覧いただくか、
お電話でお問い合わせください。詳しくはWebで！

検 索公園へ行こう！ 　緑化助成

※申請書はホームページからダウンロードできます。
※助成先・助成金額は審査のうえ決定します。
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