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1．はじめに　

　近年、都市緑地の気候緩和機能や生物多様性維持機能と

いった環境保全機能が注目を浴びるようになってきてい

る。都市域にはもともと生物の生息地となりうる緑地が少

ない上にビルや工場、道路等によって、生物の移動も強く

制限されている。しかし、地価の高い我が国の都市域に新

たに面積の大きな緑地を創造することは大変難しく、面的

に生物のための空間を確保することには限界がある。そこ

で、生物の移動経路を確保し、地域全体での生物多様性を

高めようとする生態的ネットワークを都市に導入すること

が求められている 1)。

　本稿では、日本有数の工業地帯である兵庫県尼崎臨海地

域において、緑地の分布状況を分析し、生態的ネットワー

クの拠点となるような緑化を提案することを目的とした。

2．手順　

　提案は図－１の手順で行った。対象地の生態的ネットワ

ークを 3 つのスケールに分けて解析を行った。スケール

は阪神地域を範囲としたマクロスケール、対象地尼崎市大

浜町近辺を範囲としたメソスケール、対象敷地を範囲とし

たミクロスケールである。スケールに応じた生態的ネット

ワークの解析と社会条件の解析を踏まえ、緑化提案をした。 

3．社会条件

（1）対象地の概要について

　対象とする兵庫県尼崎臨海地域の一部は江戸時代以来の

埋立地であるが、大正時代初めまでは多くの自然海岸が残

っていた。1930 年から 1960 年代にかけての急速な重化

学工業の発展とともに海岸は埋め立てられ、工業地帯とな

った。平成 3 年ごろからは不況や産業構造の変化により、

工場の撤退等が相次ぎ遊休地が増えている。

　法規制等から見ると銃猟禁止区域に指定されているもの

の、自然環境保全地域や近郊緑地保全区域等に指定されて

いる箇所はない。また工業地域であるため都市公園等の公

共緑地も北部に限られており、小規模な緑地が工場敷地内

に散在するのみである。臨海地域の樹木緑被率は約 4％ 2）

と非常に低い。一部の道路は緑化されているが、樹木の生

育状況は良好ではない。

（2）工場緑化に関する法規制について

　工場緑地にはいくつかの法規制があり、工業地域での緑

地の分布に関係がある。

　規制の対象は、工場立地法の場合、敷地面積 9,000 ㎡

以上又は建築面積 3,000 ㎡以上の工場・事業所で 20% 以
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上の緑化を義務づけている。尼崎市の環境をまもる条例の

場合、敷地面積が 10,000 ㎡以上の工場・事業所を対象に、

敷地面積の 10% 以上の緑化が義務づけられている。

（3）企業の実情

　尼崎 21 世紀の森を生かした産業活性化のための企業ア

ンケートによると、臨海地域立地企業の 26.7％の企業が、

事業所内の緑化について「改善・推進を図りたい」あるい

は「条件が整えば推進を図りたい」と回答している。また

緑化に関して何らかの関心を持っている企業は８割にも及

んだ。企業ヒアリングにおいては「緑への意識はあるが、

新たに緑化するが場所がほとんどない」ことがわかった。

現地調査でも敷地ぎりぎりまで建物が建っていること（図

－ 2）が確認できた。企業は工場緑化や環境に関心はある

が、緑化の場所がなく、そのためのコストをかけられない

状況にある。

4．生態的ネットワーク解析

（1）マクロスケール　

　対象地である尼崎

臨海地域は温暖少雨

を特徴とする瀬戸内

気候下にある。北側

には六甲山系、北摂

山系の山地がみられ

る。それらの山地か

ら武庫川や猪名川が

大阪湾に向かって流

れ込んでいる。 武

庫川河川敷には樹木

群が点在しており、

トモエガモ、ツクシ

ガモなどのレッドリ

ストに選定された鳥

をはじめ、12 目 27

科 78 種が上流から河口域にかけて確認されている 3)。ま

た他の動植物全般的に存在度が比較的高い地域は武庫川、

猪名川の北部河川敷となっており 4）、六甲山系からの樹林

のネットワークとして機能されると考えられる。また「森

と水と人が共生する環境創造のまち」を目指した尼崎 21

世紀の森構想 2）の事業として、海岸に面した工場跡地に

て「尼崎の森中央緑地」の整備が進行中である。約 29ha

の尼崎の森中央緑地は地域の新たな生態的ネットワークの

核となりうるであろう。しかし、尼崎臨海地域のほとんど

は工場地帯となっており、臨海地域の樹木緑被率は非常に

低いため、マクロスケールにおいては六甲山系から武庫川

水系までつながっている生態的ネットワークを尼崎の森中

央緑地までどのようにつなげるかが課題といえる。 

（2）メソスケール

1）生態的ネットワーク指針図の作成

　この地域において、緑地の配置に基づく生態的ネット

ワーク指針図（図－３）を作成した。空中写真と 1/2,500

国土基本図等を用いて緑被分布を抽出し、空中写真の実

体視と現地調査に基づき、緑被を高木、低木、草本の 3

つの階層に区分した。さらに、0.1ha 以上のまとまりを

持った高木樹木群から半径 50 ｍのバッファーを発生させ

た。0.1ha を基準としたのは、尼崎市の環境を守る条例に

かかる工場の 10％がまとまって緑化された場合を想定し

たからである。また発生させたバッファーを 50 ｍとした

のは、一般的に鳥が繁殖期に移動する距離の目安とされて

いるためであり、このネットワーク指針図のひとつの基準

とした。ネットワーク指針図により、武庫川から東西に延

びる緑地のつながりが小規模工場の多い地域で分断されて

いることが明らかになった。これは、小規模工場が工場緑

化の規制を受けないために、小規模工場の集中している地

域において、まとまった緑地がほとんど存在していない

ことが原因であると考えられる。このような地域におい

て、飛び石状緑地を確保することにより、武庫川河川敷の

樹林ネットワークが尼崎の森中央緑地までつながり、生態

的ネットワークが確立すると考えられる。

（3）ミクロスケール

1）対象敷地の概要

　先のメソスケールの分析をうけて小規模工場を緑化提案

の対象とすることとした。緑地ネットワークの分断されて

いる場所ではないが、協力を得られることになった尼崎大

浜町一丁目の工業団地等工業集積地に位置している株式会

社福田博商店を対象敷地とした。敷地の選定は、敷地面積

が工場緑化の法規制にかからない規模であること、また提

案の趣旨に賛同してもらえたこと、さらに、場合によって

は、建設中の新工場において提案を採用しても良いとの工

場主の意向があったことなどによった。

　

図－ 2　限られたスペースに緑化

がなされている様子

図－ 3　生態的ネットワーク指針図
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　敷地は南、東、北側を道路に面している。敷地面積

は 1227.35 ㎡（新築工場敷地 329.93 ㎡を含む）南北約

62.5 ｍ、東西約 25 ｍである（図－４）。もともと南北に

長方形だった敷地に北西側に隣接する約 330 ㎡の土地が

新たに加わり、新築工場を建設中である。

　新築工場を含めると、4 棟の建物が敷地内に配置してい

る。いずれも単純な構造をしているものの、建物の側面に

よって、環境は大きく変わる。またそれらが隣接すること

で環境の異なる空間が複雑に組み合わされることになる。

このような小規模工場地域は多様な空間構造になってい

る。この特徴を生かして植栽計画をすることで、多様な生

物の生息が可能となると考えた。

2）提案するエリアの現況

　緑化提案するにあたり、敷地内で分散する緑化スペース

を４つのエリアに分けて、現況解析をした。Area １―南

側の道路に面する事務所の玄関である。両脇には、植栽桝

が設置されており、緑化をしている。当敷地において最も

広いスペースである。現在、ヒラドツツジの寄植えとスカ

イロケット等のコニファーが等間隔に植えられており、日

当たりはよい。 Area 2 ―コンクリート舗装された駐車場

と倉庫に囲まれた無機質な空間である。休憩時間等に社員

が集う姿が見られる。日照は朝の僅かな時間のみである。

また奥にはさらに隣の工場があるため風の通り抜けが少な

いと考えられる。Area 3 ―新設する工場北側の搬入口両

脇に位置する場所。スペースは限られている。日照は朝の

僅かな時間のみである。Area 4 ―新設する工場と隣接す

る工場との間の土地幅は僅か数十センチの細長い土地で、

日照は殆どない。高い壁に挟まれているため、雨風も当た

らない。

5．緑化提案

　この地域では、六甲山系から武庫川水系までつながって

いる生態的ネットワークを尼崎の森中央緑地まで途切れさ

せないように、規模は小さくても緑地を創出することが肝

心である。限られた工場敷地において植地を確保しなくて

はならない。さらにこれを多様な生物の生息を可能とする

多様な空間構造となるように考えた。

（1）工場緑化植物の選定

　

植栽計画に先立ち、利用する植物種は、対象地域が属する

武庫川水系、猪名川水系の自然植生、代償植生の構成種か

ら選定することとした。尼崎中央緑地は地域の生物多様性

保全をキーワードとして整備される予定であるので、六甲

山系から尼崎中央緑地までのの生態的ネットワークをつな

ぐ役割を果たす今回の緑化においては、地域の内に存在す

る種を活用し、地域性に配慮することが重要であると考え

た。具体的には兵庫県に分布するコナラ－アベマキ、エノ

キ－ムクノキ、コジイ－カナメモチ群集の構成種から選定

することとし、敷地のエリアごとに群集を決め、植栽条件

と生態的意味を踏まえて植物を選定した。

（2）Area 1 での提案

　植物はコナラ－アベマキ群集から鳥や蝶が好む多様な種

を選定した。高木・亜高木種は、ウワミズザクラ、エゴノ

キやコシアブラ等を選び、床低木には鳥類に果実を提供す

るムラサキシキブ、ガマズミ等を選定した。スペースが比

較的広いので植栽に多様性を持たせた。落葉樹を主体とし

たため、夏は緑陰をつくり、冬は建物に日が当たり、室温

緩和にも役立つ。建物のエントランスにもあたるため、四

季折々の植物の変化で季節感を味わえるように人間の視点

からの配慮も行った。イメージスケッチを図－ 5 に示した。

（3）Area 2 での提案

　植物はエノキ－ムクノキ群集から選定した。高木・亜高

木種はクマノミズキ、さらにはメジロ、オナガやイシガ

ケチョウが好むと

されるイヌビワを

選定した。クマノ

ミズキは成長が早

く、大きな樹冠で

直射日光を遮り、

明るい日陰を好む

クチナシ、アオキ、

マンリョウなどの

林床草木に快適な

空間を提供できる

と考えられる（図

－ 6）。 植 栽 管 理図－ 4　緑化提案を行う工場の敷地の概略とエリア区分

図－ 5　Area1 のイメージスケッチ

　図－６　Area2 のイメージスケッチ
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で下枝を払えば、樹幹を保ちつつも駐車機能を阻害するこ

とはないため、この空間は社員がちょっとした休憩がとれ

るように配慮した。

（4）Area 3 での提案

　Area 3、4 の植栽は日照があまり期待できないので、コ

ジイ－カナメモチ群集から日陰に耐える樹木を選定した。

高木・亜高木にはアラカシ・ナナメノキを選定した。管理

による剪定は最小限に止め、生物が利用できる樹冠を形成

させる。壁面にはウラギンシジミ、モンキチョウが好むテ

イカカズラを植栽することとした。限られた空間において

も様々な工夫を行うことによって、生物が利用できる空間

を創り出すことは可能である。

（5）Area 4 での提案

　植栽は林床低木、草本植物を主体に選定した。アセビ、

ヒサカキ、アオキ等に加え、地面には日陰を好むヤブラ

ン、ヒメシャガ等を植栽する。壁面はパーゴラ等で壁面緑

化をを行う。小規模工場にはこのような隣接する建物同士

の間に土地が多くある。ほんの僅かな空間を境界で仕切る

と一層狭くなるため、隣接地の共有化を図り、お互いに

とって土地の有効活

用をすることを提案

したい。細長い空間

を生かし、庭園の園

路風に飛び石を配置

した。また雨水を利

用した水鉢を設置し

て、鳥のための水場

を設置した。従来で

は利用価値のないス

ペースも手を加える

ことで、生物が利用

する空間とすること

ができる。

5．工場緑化を進めるために

　本研究においては、メソスケールのネットワーク指針図

によって、地域の緑地のネットワーク状況が明確に把握で

きた。その結果、法律や条例の規制を受けない小規模工場

密集地域で緑被が少ないことが明らかになり、そのような

敷地面積が限られた小規模工場においても可能な緑化方法

を提案した。小規模工場の集まりは大規模工場より複雑な

形状であり、緑化が進めば、生物相がより豊かになる可能

性はある。

　しかしながら、生態的ネットワーク解析において、実際

生物がどのような行動をとっているのか確認することは容

易ではない 5)。またネットワーク指針図に関してもその評

価をどのように行えばよいのか課題はある。

　今回対象としたような小規模敷地における生態的ネット

ワークをもとにした緑化計画手法はまだ確立されてない。

今後は、生態的ネットワーク指針図を作成するに当たり、

例えば指標種の選定、行動範囲の設定など詳細に条件を与

えるなど、まだまだ改良の余地があると考えている。

6. まとめ

　本稿で提案した一連の手法により、小さな敷地であって

も、大きなスケールの生態的ネットワークに寄与できる緑

化のあり方を示すことができた。さらに、本稿で提案した

緑化は、地域の緑化活動と連携し、一部実現する方向で進

められている。地域の自然環境を改善するために、土地所

有者と意識の高い市民が連携した取り組みが他の場所でも

生まれ始めており、そのような活動に少しでも貢献できた

ことは、大きな成果であったと考えている。
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図－ 7　Area3 のイメージスケッチ

　図－ 8　Area4 のイメージスケッチ
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