
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       特   集  

 

さまざまな生きものがいる世界・生物多様性 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 特-2 

皆さんが、さまざまな生きものがいる世界について、テレビや新聞な

どでお話を見聞きするときに、「生物多様性」という言葉が使われるこ

とが多いと思います。  

「生物多様性」と言われても、なんだか難しい言葉で、どういう意味

で、何が大切で、なぜ必要なのか、よくわからない人も多いのではない

でしょうか。  

 

地球上には生きものが生きている環境がたくさんあり、たくさんの生

きものが住んでいて、その生きものの数も多いことが理想と言われてい

ますが、どういうことでしょうか。  

 

「生物多様性」とはどういうことか？私たちの生活にどう関わってい

るのか？これからどうしたらいいのか？などを理解してもらうために、

今回の特集に取り上げることといたしました。  

 今回の環境ブックは、 

『さまざまな生きものがいる世界・生物多様性』

を特集します。 

 

 

 

 

≪生物多様性コミュニケーションワード≫ （環境省）   
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１．生物多様性とは？ 

私たちの周りには個性豊かなさまざまな生きものが暮らし、お互いに

関係を与えあっています。このような生きものの存在とその関係を「生

物多様性」といいます。生物多様性は、われわれ人類にさまざまな恵み

をもたらすもので、人類が生きていくために欠かせないものです。生物

多様性は、今に生きている私たちだけにとどまらず、次に続く命のため

に、みんなで守っていかなければいけないものです。  

 

１）生きものの必要性  

 さまざまな生きものが、なぜいるべきなのでしょうか？  

私たちの暮らしは、生きものと一緒に成り立っています。生きものの

中には、食料を提供してくれるものがいます。植物が呼吸し、光合成を

行い、微生物が土を作り、豊かな土が食料をもたらしてくれます。  

さまざまな生きものが生息する『生態系』には、水の供給や気候の安

定など私たちの暮らしを支えてくれる、とても重要な役割があります。  

 

生態系からは４つのサービスがもたらされると言われています。  

①  基盤サービス  ⇒  すべての生物の存立基盤  

   生息地、栄養、水、土壌の形成…次の３つのサービスを支えるもの  

②  供給サービス  ⇒  豊かな暮らしの基礎・有用な価値  

  食料、燃料、材料、繊維、薬品、水などの供給  

③  調整サービス  ⇒  自然に守られる私たちの暮らし  

  気候緩和、洪水の防止、水の浄化などのサービスの提供  

④  文化的サービス  ⇒  豊かな文化の根源   

  精神的充足、美的な楽しみ、レクリエーション  

 

 次のページの図は、４つのサービスのイメージです。  
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２）３つの多様性 

 さまざまなサービスを提供してくれる生物の多様性には、３つのレ

ベルがあります。それぞれのレベルで保全をすることで、さまざまな

生きものが生息していくことができます。  

①生態系の多様性  

 干潟、サンゴ礁、森林、湿原、河川  など、いろいろなタイプの生

物本来の生息域があること  

②種の多様性  

 さまざまな動物・植物や菌類、バクテリアなどが生息・生育してい

ること  

③遺伝子の多様性  

 同じ種であっても個体や個体群の間に遺伝子レベルでは違いがある

こと  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

生態系の多様性  

  

  

種の多様性  

遺伝子の多様性  



 特-6 

コラム（立川市環境審議会会長  原  剛  氏（早稲田大学名誉教授、早稲田環境塾塾長）寄稿） 

 生物多様性とは 

遺伝子、種、生息地が多様であること 

 例えば、シベリアのタイガ（針葉樹広葉樹混交林）に棲むアムールタイガーから熱帯

インドの沼沢地帯にすむベンガルタイガーまで、気候に適応して様々な種類の虎が

本来の、自然の生息地（ in situ）に多様に生息している状態を「生物の多様性」と言

います。動物園、植物園のような人工の環境（ex situ）で飼育、栽培されている状態

では、「生物の多様性」が保たれているとはいえません。 

 生物の多様性が損なわれる原因は、先進工業国と開発途上国に共通するもの、

異なる構造によるものとがあります。開発、開墾のための森林伐採、野生生物の乱

獲、地球温暖化、水と土の汚染などは先進工業国と開発途上国に共通する生物の

多様性が損なわれる原因です。 

 貧困と人口増加が原因の焼き畑やアブラヤシ、コーヒーなど国際商品作物を大規

模に栽培するためのプランテーション、薪、炭材の採取、放牧地の拡大と過剰な放牧

などによる森林資源の過剰な利用は、開発途上国で生物の多様性が失われる原因

です。 

生物多様性は人類の生命線  

血圧降下剤から麻酔剤まで、今世界で使われている医薬品のおよそ 40%は生物

由来の原料から生産され、その市場価格は年間 8,000 億～1 兆ドルに達するとみら

れています。アメリカ国立がん研究所は、2,000 種以上の熱帯林植物を“抗がん薬

草”としてマークしています。 

 インド洋の孤島マダガスカルに住む、”裸足の医者“の秘薬だったバラツルニチニチ

ソウは、白血病の治療に用いられ、特に子供の白血病患者の存命率を著しく高める

薬効をあげました。この薬草が発見されたとき、マダガスカル島の熱帯雨林は 90%が

失われており、バラツルニチニチソウも森林と共に消える一歩手前でした。  

人類と同じように、野生生物は長い進化の産物です。滅びてしまえば二度と地球上

に現われることはありません。 

 人間にとって役に立つか、立たないか、という見方からではなく、共に地球の歴史を

生き抜いてきた生物同士であるという共感、生命への畏敬に基づいて人間の仕業が

生物を滅ぼすことがあってはなりません。それが種の多様さ、様々な野生生物と人類

が共存していくルールだといえるでしょう。 

地産地消の活動に光  

１９９２年６月、ブラジル・リオデジャネイロで開かれた第２回地球サミット「国連環境

開発会議」には、政府間の会議と同時に１６５か国の市民組織の代表が参加、「生

物多様性市民条約」（コミットメント）をまとめました。 

「生物多様性とは、あらゆる生物のいのちを相互につなぐ仕組みと文化の多様性

をも含む」、との考え方に基づいて「持続可能な農業」と「食糧安全保障」。」市民条

約がまとめられました。 
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 ここからは、さまざまな生きものが生きられる環境、生物多様性を守

っていくために、人々はどのように取り組んでいるか見ていきましょう。 

 

４．国際的な取り組み 

世界では、さまざまな種が絶滅しています。国連の推計では過去の

100 年間の平均で 100 万種あたり 10～100 種が絶滅しており、現在

から過去 100 年間では、100 万種あたり 5,000 種が絶滅していると

されています。人間の近代的な活動が活発になった直近の 100 年では、

50 倍の種が絶滅しており、絶滅のスピードが早くなっています。  

 

『ロンサムジョージ』  

ガラパゴスゾウガメのジョージは、ガラパゴス島に１匹だけ残された

ゾウガメ。  

ガラパゴス島には、ゾウガメが生きられる生態系の多様性は残されて

いるかもしれません。種の多様性としては、１つの種が存在している

と言えるかもしれません。しかし、遺伝子の

多様性は全くありません。種としても絶滅を

待つだけの状況です。  

自分が、世界で一人だけの人類となったら、

どうでしょう。ジョージはガラパゴスゾウガ

メとして、最後の一匹として生き、平成 22

年に亡くなりました。  

 

 

いったいなぜ、生きものがいなくなっているのでしょう？  

  

 東南アジアでは、さまざまな生きものが生息地としているマングロー

ブ林を切り開き、エビの養殖場にしています。エビを養殖し、世界に（日

本に）販売しているのです。アマゾンでは、熱帯雨林を単一の作物を作

るプランテーションにかえてしまった場所もあります。  

 人間が簡単に捕まえられるために、たくさんの数を捕獲したため、絶

滅したドードーという鳥もいます。  

人間の経済活動が、生きものの生息地、多様な生態系を破壊したため、

その環境でしか生息できない生きものが絶滅しています。また、生きも

のを捕獲したためにその種の数が大幅に減り、遺伝子の多様性がなくな

ったために、絶滅していく種もいます。  

@photosku.com 
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このような人間活動が原因となって起こっている、生物多様性の喪失

に対して、国際的にはどのような動きが起こっているのでしょうか。  

 

 

〇生物多様性条約の制定  

1972 年スウェーデン、ストックホルムでの第 1 回「国連人間環境会

議」に次いで、1992 年に南米、ブラジルのリオデジャネイロで、地球

規模の環境を考える二回目の会議「環境と開発に関する国際連合会議（地

球環境サミット）」が開催されました。この会議では、地球温暖化対策

を目的とする「気候変動枠組条約」と生物多様性の保全などを目的とす

る「生物多様性条約」が制定されました。  

現在、生物多様性条約は、1993 年に発効し、2017 年現在、企業の

知的財産権への配慮を主張し、条約を批准していないアメリカを除く国

際連合に加盟する全部の国とクック諸島、ニウエ、欧州連合の計 196

の国・地域が加盟しています。  

 

生物多様性条約の目的  

 

 

 

 

 

生物多様性条約では、先進国の資金により開発途上国の取り組みを支

援する資金援助の仕組みと、先進国の技術を開発途上国に提供する技術

協力の仕組みがあります。経済的な理由、技術的な理由から生物多様性

の保全と持続可能な利用のための取り組みが十分でない開発途上国を支

援することになっています。  

また、生物多様性に関する情報交換や調査研究をそれぞれの国が協力

して行います。  

 

〇生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯＰ10）  

生物多様性条約の締約国会議（ＣＯＰ）がほぼ２年に１度開催されて

います。2010 年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第 10

回締約国会議（ＣＯＰ10）では、3 つ目の目的である「遺伝資源の利用

から生ずる利益の公正で衡平な配分」に関する名古屋議定書が採択され、

１．生物の多様性の保全  

２．生物多様性の構成要素の持続可能な利用  

３．遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分  
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2011 年～2020 年に取り組む新戦略計画（愛知目標）が決められまし

た。  

ＣＯＰ10 で採択された新戦略計画では、2050 年までの中長期のビ

ジョンとして「自然と共生する（Living in harmony with nature）世

界」が掲げられ、2020 年までの短期目標と５つの戦略目標のもとに

20 の個別目標が決められました。各国では積極的な行動を促す目標と

なっています。  

■ 戦略計画 2011－2020 ■ 

ビジョン（中長期目標【2050 年】） 

「自然と共生する（Living in harmony with nature）世界」 

ミッション（短期目標【2020 年】） 

2020 年までに、回復力があり、また必要なサービスを引き続

き提供できる生態系を確保するため、生物多様性の損失を止

めるための効果的かつ緊急の行動を実施する 

20 の個別目標 [愛知目標 ] 

戦略目標Ａ  

各政府と各社会において生物多様性を主流化することにより、

生物多様性の損失の根本原因に対処する（４つの目標） 

戦略目標Ｂ  

生物多様性への直接的な圧力を減少させ、持続可能な利用

を促進する（６つの目標） 

戦略目標Ｃ 

生態系、種及び遺伝子の多様性を保護することにより、生物

多様性の状況を改善する（３つの目標） 

戦略目標Ｄ 

生物多様性及び生態系サービスから得られるすべての人のた

めの恩恵を強化する（３つの目標） 

戦略目標Ｅ 

参加型計画立案、知識管理及び能力構築を通じて実施を強

化する（４つの目標） 
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４．日本・東京都の取り組み 

国際的な動きを受け、日本ではどのような動きを行ったのでしょうか。

亜熱帯から亜寒帯まで四季折々豊かな自然に恵まれた日本列島では、さ

まざまな生きものが生きられる世界をいかに保全し、将来につなげてい

くのか、法律や方針を決めて対応しています。  

 

≪国際的な動き≫     ≪日本の動き≫    ≪東京都の動き≫  

1992 年  

 

 

   

            1993 年 5 月  

 

1993 年 12 月  

  

            1995 年    

 

 

             2002 年・2007 年  改定  

    

                        2007 年 6 月  

            2008 年  

 

 

 

            2010 年  

2010 年  

 

 

            2012 年             2012 年   

地球環境サミット 

生物多様性  

基本条約  制定  
生物多様性  

基本条約  締結  

生物多様性  

基本条約  発効  

生物多様性  

基本戦略  策定  

生物多様性  

基本法  制定  

生物多様性  

国家戦略  策定  ＣＯＰ10 開催   

愛知目標  決定  

生物多様性国家

戦略 2012-2020  

策定  

生物多様性条約の

締約国会議（ＣＯＰ）

開催（２年に１度）  

緑施策の新展開  

～生物多様性の保全

に向けた基本戦略～      

策定  

緑の東京 10 年  

プロジェクト 策定  
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１）日本の取り組み  

 国際的な動きとして、生物多様性基本条約が制定され、日本では、

1993 年 5 月に条約を締結しました。  

条約に基づき 1995 年に『生物多様性基本戦略』を策定し、途中２回

の改定を行いました。2008 年には『生物多様性基本法』を制定し、法

に基づき 2010 年に新たに『生物多様性国家戦略』を策定しました。国

家戦略は、ＣＯＰ10 における 2020 年までの新戦略計画（愛知目標）

の決定を受け、『生物多様性国家戦略 2012-2020』に改定され、現在

に至っています。  

 

〇生物多様性基本法  

 生物多様性に関連する基本的な原則を定めています。また、生物多様

性保全、利用などの基本的な施策や、国、地方公共団体、事業者、国民

などの責務を定めています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合的・計画的な

施策の推進  

〇豊かな生物多様性の保全  

〇生物多様性の恵沢を将来にわたって享受

できる自然と共生する社会の実現  

〇地球環境の保全に寄与する 

目的  

基本原則  

生物多様性の保全と持続可能な利用をバランスよく推進  

責務  

国の責務、地方公共団体の責務       ：基本原則にのっとった施策の実施等  

事業者の責務、国民及び民間団体の責務：基本原則にのっとった活動等に努める  

①保全：野生生物の種の保全等が図られる

とともに、多様な自然環境を地域の

自然的社会的条件に応じ保全  

②利用：生物多様性に及ぼす影響が回避さ

れ又は最小となるよう、国土及び自

然資源を持続可能な方法で利用  

保全や利用に際しての考え方  

③予防的順応的取組方法  

④長期的な観点  

⑤温暖化対策との連携  
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コラム（立川市環境審議会会長  原  剛  氏（早稲田大学名誉教授、早稲田環境塾塾長）寄稿） 

 

〇生物多様性国家戦略 2012-2020 

 ＣＯＰ10 で採択された愛知目標の達成に向けて、また、東日本大震

災を踏まえた自然との共生社会のあり方を示すために、生物多様性国家

戦略 2012-2020 が策定されました。  

この国家戦略では、５つの基本戦略が設けられています。  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

シマフクロウ、鮭、牛乳のつながり 

世界一透明な湖、北海道摩周湖からの伏流水が噴き出す西別川・水源地

の鮭鱒養魚場に、1993 年秋新月の夜、一対の巨大な鳥影が舞い降りました。 

「ボー、ボー。ウー。」闇を圧し

てとどろく鳴き交わし。養魚場

を見張る男たちに緊張が走り

ます。 

アイヌ民族集落の最高神

コタン・コロ・カムイ、シマフク

ロウのつがいが、人間の生活

圏で目撃された瞬間でした。

1972 年、シマフクロウは国の

天然記念物に指定されまし

た。しかし今も、「絶滅が近い」

と予測されている「絶滅危惧

1A 類」指定のままです。 

フクロウ科の鳥としては世界最大級の「神の鳥」。人々はその出現に驚きな

がらも、「何故養魚場の附近に住み着いたのか」に思いをめぐらせました。河川

改修や砂防ダムによって、ヤマメやオショロコマなどの小魚が上流部に遡上で

きなくなっていました。餌を奪われたシマフクロウにとって、養魚場は最後の生

命線だったのです。彼らは「いのちのゆりかご」も奪われていました。巨木にでき

【５つの基本戦略】 

１．生物多様性を社会に浸透させる 

２．地域における人と自然の関係を見直し、再構築する 

３．森・里・川・海のつながりを確保する 

４．地球規模の視野を持って行動する 

５．科学的基盤を強化し、政策に結びつける 

【提供：公益財団法人  日本野鳥の会】 
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た「うろ」を利用して巣をつくる彼らにとって、森林伐採の進行は，種の命脈を危

うくしていたのです。 

「神様を救わねば・・・・」。住民たちはそう直感しました。 

闇から現れた神と遭遇して 23 年。牛乳と鮭の日本一の大生産地、根釧台

地とオホーツク海をつなぐ西別川の河畔に暮らす人々と自然の営みに何が起

きたでしょうか。「人々」とは作家開高健が「ロビンソンの末裔」で描いた凄まじ

い苦闘の歴史をたどった開拓民の末裔たちです。酪農家と漁業者をはじめ、住

民たちは 1994 年「虹別コロカムイの会」をつくり、「シマフクロウ百年の森づくり」

に着手しました。 

中学生も学校ぐるみで加わり、西別川の両岸幅 50 ㍍から 100 ㍍に約８万本

の広葉樹の苗を植え、手入れをする一方、残っている巨木に巣箱を架け続け

ています。北海道に 140 羽しか生息していないシマフクロウの、実に 34 羽が、

コロカムイの会員たちの手で巣立ったのです。 

酪農家も川沿いの牧草地を植樹場所に提供、植樹したミズナラやハンノキ

が、今では３㍍を超す高さに生い茂っています。「我々の生活は、自然の恵み

で成り立っている。シマフクロウがいなくなったら生活が危ない」（舘定宣
たてさだのぶ

会長） 

「川の縁に木の緩衝帯が出来ると、大雨の時に土砂が川に流されなくなり、

安心して酪農が出来る」（酪農家） 

「放流したサケの稚魚が森からの養分で育ち、４年後に５％以上、西別川に

戻ってくる」（漁業者）そして生きた魚がシマフクロウの主食なのです。  

自然界がつくり出す栄養分は森と川と海をめぐり、牛乳や鮭となって私たちの

生命を支えているのです。大自然のこのような大きく、多様なつながりこそが

「生態系サービス」です。 

皆さんシマフクロウ百年の森づくりに加わりませんか。 

 

  

  

【シマフクロウ百年の森づくり、に興味を持たれた方へ】 

立川市環境対策課（電話：042-523-2111（代）内 2243）にお名前、住所、連絡

先をお伝えください。シマフクロウ百年の森づくりの窓口から折返し、ご連絡を

いたします。 
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２）東京都の取り組み  

 東京都では、2007 年 6 月に「緑の東京 10 年プロジェクト」を策定

し、水と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させることを目的

に、さまざまな施策を展開しています。例えば、校庭の芝生化や街路樹

の増加などです。  

 いずれの施策を行うにも、都民一人ひとりが緑に親しみ、意識を高め、

育て、守っていくことが大切です。  

 東京都では、緑の東京 10 年プロジェクトが５年経過した 2012 年に、

『緑施策の新展開～生物多様性の保全に向けた基本戦略～』を策定しま

した。この戦略は、生物多様性の危機を背景とし、緑の施策の取り組み

を振り返り、生物多様性の視点から将来的な施策の方向性をまとめてい

ます。具体的には、３つの行動方針を定め、それぞれの行動方針に基づ

き、どのような取り組みが行われたのか、今後どのような取り組みを行

うのか、施策の方向性を体系化しています。  

  

 

 【３つの行動方針】  

 

 

 

 

 

 

都民には、次の役割が期待されています。  

【都民の役割】  

 

 

 

 

 

  

行動方針１ 『まもる』 ～緑の保全強化～ 

行動方針２ 『つくる』 ～緑のネットワーク化～ 

行動方針３ 『利用する』～緑の持続可能な利用の促進～ 

・生物多様性の重要性を理解し、生物多様性に配慮した消費活動を行う。  

・区市町村、企業、NPO 等が主催する緑の保全・創出活動に参加する。 
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５．立川の取り組み 

 立川市では、さまざまな生きものを感じられるように色々な取り組み

を行っています。  

 立川市第２次環境基本計画では、P. 77 に協働プロジェクト『目指そ

う！水と緑と生きものを感じられるまち』として目標や具体的な取組例

が書かれています。具体的な取組として、①集めよう！地域の水と緑と

生きもの情報、②学ぼう！地域の水と緑と生きもの、③引き継ごう！地

域の水と緑と生きもの、の３つが書かれています。  

 

１）集めよう！地域の水と緑と生きもの情報  

⇒生きものの情報を集める工夫『立川いきものデータベース』  

立川市とムシムシ探検隊・立川が協働して、立川いきものデータベー

スを作っています。立川いきものデータベースは、生き物のデータベー

スを作るとともに、多くの人たちが自然にふれあう機会をつくることで、

生きものに興味・関心を持ってもらうことを目的としています。  

平成 30 年 2 月現在、昆虫、野鳥、野草の３つの種類の写真の投稿を

受け付けしています。名前がわからなくても、気軽に投稿できますので、

ホームページにアクセスして、写真を投稿してみてください。  

投稿してもらった写真から名前を同定してホームページのデータベ

ースにアップします。  

 

  

【投稿の流れ】 虫を野草、野鳥に読み替えてください。 
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２）学ぼう！地域の水と緑と生きもの  

⇒生きものを身近に感じる場  『自然観察会』  

毎年、立川市では、自然観察会を開催しています。玉川上水や多摩川、

矢川緑地など自然が保たれている場で観察会を行い、自然にふれあう機

会を設けています。  

 

【平成 28 年度の取り組み】  

日時  講座名  講師  場所  

平成 28 年  

6 月 18 日  
ホタルを見よう！  柴  俊男  

こんぴら橋会館  

玉川上水  

6 月 19 日  虫を好きになる方法  はじめの一歩  奥山英治  
柴崎学習館  

諏訪の森公園  

7 月 18 日  光に集まる虫を見よう！  
ムシムシ探

検隊・立川  

たまがわ・みらいパーク  

多摩川河川敷  

8 月 6 日  玉川上水自然観察会  柴  俊男  
こんぴら橋会館  

玉川上水  

8 月 21 日  昆虫写真の撮り方講座  森上信夫  
たまがわ・みらいパーク  

多摩川河川敷  

11 月 13 日  
虫目のススメ～やっかいものが宝も

のになった～  
鈴木海花  

たましん RISURU ホール  

矢川緑地  

平成 29 年  

2 月 11 日  
野鳥観察会  

森下英美子  

たちかわエコ

パートナー  

たまがわ・みらいパーク  

多摩川河川敷  

3 月 12 日  
街中の消えていく生き物、増えてい

く生き物  
川上洋一  

たましん RISURU ホール  

矢川緑地  

 

 

 

  

  

2016/6/19 虫を好きになる方法  はじめの一歩 

2016/11/13 虫目のススメ 2016/8/21 昆虫写真の撮り方講座 
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３）引き継ごう！地域の水と緑と生きもの  

  ⇒保存樹木制度  

  保存樹木は、次世代にわたって樹木の保全を図るために、健全で

樹容が美観上すぐれている樹木で、地上 1.5mの高さの幹周り 1.5m

以上、高さが 10m 以上等の要件を満たした樹木を指定し、標識を

設置することで市民に周知する制度です。また、管理費用の一部と

して一団の土地において、30 本を限度に 1 本につき年額 4,500

円の補助金を交付し、賠償責任保険にも加入しています。  

  指定を受けた場合、所有者には、①保存樹木が枯れないよう、保

護・育成すること、②保存樹木が無くなった場合など、市長に届出

ることが義務付けられます。  

  一方、市では、①樹名板の設置、

②保存樹木の状況の調査、所有者に

対する保護等に関する必要な助言の

実施、③必要に応じて枯れ枝や支障

枝などの除去を行う、こととなって

います。  

   平成 29 年 3 月末現在、市内 483

本を指定しています。  

    

 ⇒保護樹林地制度  

   保護樹林地制度は、市内の貴重な緑を保全するため、武蔵野の面

影を残す雑木林等を、所有者の同意を得て市が保護樹林地に指定し、

使用貸借契約により市が樹林地の保全管理を行い、次世代にわたっ

て貴重な樹林地を保全する制度です。平成 29 年 3 月現在、17,425

㎡を指定しています。  

 

     

  

幸町の保護樹林地 ボランティアによる下草刈りの様子 

五日市街道の保存樹木の様子 
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７．まとめ 

今回の特集では、『さまざまな生きものがいる世界・生物多様性』を

取り上げました。生きものが本来の生息地（ in situ）で生存するには、

その土地・気候・独自の地形が必要であり、ある一定の種の数が必要で

す。生きものの食べる・食べられるという複雑な連鎖もあります。何か

一つの種の生きものが欠けることで、他の種の生きものが存在できなく

なる可能性もあります。  

特集で紹介した通り、日本や東京都、立川市などさまざまなレベルで、

生物多様性を保全していくための取り組みが進められています。立川市

でも『立川いきものデータベース』で生きものの情報を集め、自然観察

会で学ぶ機会を設け、保存樹木・保護樹林地制度で自然の保全に努めて

います。身近な地域の活動に参加してみてはいかがでしょうか。  

 

さまざまな生きものがいる、多様な世界を表す『生物多様性』は考え

ると難しい概念です。一人

ひとりができることは少な

く小さいかもしれませんが、

まずは、自然にふれあい、

自然を慈しみ、今ある自然

をいかに次世代につないで

いくか、考えながら行動し

ていきましょう。  

みんなでつなげよう 

さまざまな生きもののいる 

世界 


