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持続可能な都市に向けたニューヨークの長期計画

ニューヨーク市長期計画･持続可能性市長室

政策アドバイザー

ステイシー・リー氏

こんにちは。私の名前はステイシー・リーです。

す。数十年前と比べて、このまちはずっと安全で、

本日は、ニューヨーク市を代表してお話ができま

より人々を歓迎するまちになっています。多くの

すことを大変光栄に思っております。

人々が全米から、そして世界中から、自分と家族

実は、去年の６月に東京都に招かれて、Ｃ４０の

のために、よりよい生活を実現するチャンスを求め

民間部門のビルのエネルギー効率ネットワークと

て、このまちに移り住んできます。ニューヨーク市で

建築物エネルギー効率に関する東京フォーラム

は、２０４０年までに、さらに１００万人からの新しいニ

に参加しました。この度、こうして再び日本に来るこ

ューヨーカーを迎えることになるだろうと予想して

とができたことをとても喜んでいます。日本生態系

います。

協会の池谷会長には、私を講演者としてお招きく

しかし、市の人口が増加するにつれて、私たち

ださいましたことに対し、心より感謝いたします。ま

は、適正な価格の住宅が提供できなくなる可能性

た、本日のフォーラム開催のために努力された日

や老朽化するインフラなどによる継続的な危機に

本生態系協会の多くの職員の方々、講演をされる

直面しています。

先生方、そして、持続可能な社会の構築に関心を

さらに、最も重要なことですが、地球の気候変動

持ち、今日ここに参加されている全ての方々に対

の問題もあります。気候変動は私たちの世代にと

して心から感謝いたします。

っての挑戦課題であり、ニューヨーク市民だけでは

私たちは、ニューヨーク市を持続可能で強靭な

なく、全世界が影響を受けている問題です。私た

まちにしようと日夜努力をしています。しかし、ニュ

ちは、すでに地球のいたるところで、極端な気候や

ーヨーク市の単独の努力では、持続可能な社会

気象による現象が頻繁に起こっているのを目の当

をつくることは可能ではありません。東京や北京、

たりにしています。しかもその頻度はますます高ま

その他のまちが、同じように持続可能で強靭なま

り、また損害額も膨大になり、復旧のための費用も

ちになるための努力をして、全てのまち、地域、国

爆発的に増加しています。

がお互いに学び、協力しなければ、真の持続可能

ニューヨーク市でも、さらに大型のハリケーンや

な、また強靭なまちにはならないと信じています。

洪水、熱波、その他の激しい気象現象が襲ってき

それゆえ、本日私は、喜んで私たちのアイデアや

た場合に、この都市がいかにもろいかを認識してい

活動を皆さんと分かち合い、そして皆さんから学び

ます。ニューヨーク市の気候変動委員会は、市の

たいと思っています。

内外では、今後３５年ぐらいの間に、年間の平均気

ニューヨーク市は、いまだに成長を続けていま
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上昇は２８〜６１ｃｍに達すると予測しています。この

頭を行く人々を写したものです（図−１）。中央の長

予測をそのまま放置して現実のものとしてしまうの

身の男性がビル・デ・ブラジオニューヨーク市長で

か、努力して下回らせるのか。それは今後数十年

す。向かって右隣にパン・ギムン国連事務総長、

間のＣＯ２排出に関する対策の道筋によって左右

市長から向かって左側にアル・ゴア元副大統領、

されます。

そのさらに左にチンパンジーの研究で世界的に有

２年前、ハリケーン・サンディという巨大台風が

名な英国の霊長類学者、ジェーン・グドールさん、

ニューヨークとその周辺を襲い、４３名の尊い命が

国連事務総長の右側の女性は､フランスのセゴレ

奪われ、１兆９，０００億円の損害が出ました。広い範

ーヌ・ロワイヤル・エコロジー大臣です。

囲で洪水が発生し、８８，７００件もの建物に被害が

しかし、私たちの努力も、私たちが単独で行動

でました。しかし、こうした被害にうちひしがれること

するだけでは、長続きする影響を与えることはでき

なく、私たちは、その後直ちに、ニューヨーク市をも

ません。去年９月にニューヨーク市だけで約４０万

っと強くすること、災害に対する強靭性をさらに高

人の市民が、地球温暖化対策を求める｢人々の気

めることを、長期的な計画として確立することを決

候行進」に参加しました（図−２）。それだけでなく

断しました。

世界１６２カ国、２，４６４の都市で同じメッセージが

何もしないことは、選択肢として考えられません。

共有され、同様の催しが開催されました。私たちは、

国連の予測にでは、気候変動の最悪の影響を回

気候変動のないよりよい将来のために、今、一緒に

避するには、先進国は、温室効果ガスの排出量を

戦う必要があります。

２０５０年までに８０％減らさなければならないとされ

ニューヨーク市は、これまでも長年にわたって、さ

ています。このことから、ニューヨーク市は２０１４年９

まざまな重要課題に集中的に取り組む戦略を構

月、２０５０年までに、２００５年レベルから８０％削減す

築してきました。そして、それに基づいて、野心的

ることを決意し､行動に移すことになりました。ニュ

かつ実現可能な目標を立て、具体的な行動計画

ーヨーク市はこのようなゴールを約束した世界最

を作り、定期的にその進捗状況を測定評価してき

大の都市となりました。

ました。より具体的には、２００７年に、２０３０年までの

この写真は、去年の９月に、ニューヨーク市で約

市の成長計画をまとめたプラン・ニューヨーク･シテ

４０万人もの市民が集まった大規模デモ行進の先

ィ（ＰｌａＮＹＣ）を発表しました。２０１１年には、この計

頭

まで

図−１

図−２
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画を改善して、温室効果ガスの排出量を２０３０年

ギーからだということが分ります。実際、７０％以上

までに３０％減らすための戦略と方法論を策定しま

がビルからの排出量であり、車などの交通機関か

した。２０１３年には、ハリケーン・サンディの後、ニュ

らは２１％にすぎません。

ーヨーク市をもっと強靭にするには何が必要かに

市内にある約１００万件の建物のうち、４６００㎡よ

ついて検討し、２０５０年までを見通した気候変動

り小さなビルでは、市全体で使われる総エネルギ

緩和のための政策を検討しました。

ーの３５％が消費されています。４６００㎡以上のビル

その結果、エネルギー使用から排出される温室

は、市全体のエネルギーの４８％を使用しています。

効果ガスの最大の源は建物からであることが明確

さらに、現存するビルの約８０％は、これから３５年後

になり、そこに焦点を絞り、民間のビルと公共のビ

の２０５０年にも存在し、エネルギーを使い続けます。

ルそれぞれに削減目標を設定しました。今年２０１

ですから、すでにあるテクノロジーや資源を使って、

５年には、市が２０５０年までに８０％排出量を減らす

エネルギー利用の大幅な効率化に向けて、今す

ための包括的なプランを発表する予定です。

ぐ行動を開始する必要がありますし、またそれは

いかにして気候変動を緩和するか。私たちの主

やればできることなのです。

要な戦略のひとつはエネルギー利用を転換する

２０５０年までにＣＯ２の８０％を削減するには、建

ことです。ニューヨークのまちの姿です。東京と同じ

物でのエネルギー利用をどう減らすかが鍵となり

ようにネオンサインを煌々と照らして、エネルギー

ます。この図は、時間軸を使って、削減をどのような

を使い過ぎています。

かたちで、いつまでに、どのくらい行っていくかという

このグラフは、建物のエネルギー効率を上げる

計画と実績を示しています。ニューヨーク市は２００

ことが、いかに温室効果ガスを削減する最高の方

７年以来、すでに１９％の削減を達成しています。２０

法かということを表わしたものです（図−３）。右側

３０年までに、２００５年より３０％削減するという目標

が、主要なエネルギーの使用量を分野ごとに表わ

も、達成に向かって着実に進んでいます。

したものです。大小規模のビルの暖房費や照明、

しかし、現状を維持しただけでは、２０５０年まで

あるいは交通などです。左側は、温室効果ガスの、

に８０％削減するという目標は達成できません。そ

部門毎の排出量を示したものです。ニューヨーク

の目標を達成するには、進歩の速度をもっと速め

市では、大部分の炭素排出は、建物で使うエネル

なければならないし、最も効果的な方法を見つけ

大きく

なければなりません。私たちは建物でのエネルギ
ー消費を大幅にカットする手法をすでに知ってい
るので、これから１０年以内にビルからの排出量を３
０％減らすことに焦点を絞った計画を発表しました。
もしこれが実現すると、全体として、２０５０年までに
８０％削減を達成することができるはずです。
そこで、昨年９月、建物のエネルギー効率を転
換する計画を策定しました。ワン･シティ：ビルト・ト
ゥ･ラスト（Ｏｎｅ Ｃｉｔｙ： Ｂｕｉｌｔ to Ｌａｓｔ）と呼ばれ
ているこの計画は、ニューヨーク市のビルを低炭素
な未来社会に転換するためのものです（図−４）。
図−３
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民間が所有するビルからの排出量を３０％、公共の
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建物からの排出量を３５％、いずれも２０５０年までに

ギーを利用したりしています。これらは市が所有す

削減しようという計画です。これらの目標は、政治

るビルにおいて、エネルギー効率を最大限にする

家や行政部門のリーダーシップによって、エネル

ためのいくつかの取り組みの例です。

ギーの利用効率の向上や、建築基準・エネルギ

市はまた、よりよいエネルギー管理をするために、

ー基準の強化、よりクリーンなエネルギー開発の

職員に高度の研修を行う投資をしています。また、

ための技術革新の促進などを通じて、達成される

新しいエネルギー効率のよい製品をテストする目

ことになっています。

的で、そうした製品を公共の建物で率先して使う

また、今後のプログラムや政策、委任された権
限などを導くため、必要な情報を評価し、認定する

ようにしています。これは、技術革新の促進や新製
品を試すチャンスを奨励するためでもあります。

必要があります。そのために、技術的研究や検討

民間が所有するビルに関しては、ビルのオーナ

グループを発足させることにしました。私たちは新

ーや管理者たちに、より効率的なエネルギー設備

しい超効率戦略を認定しています。たとえば、パッ

が市場で販売されているという情報を提供すると

シブハウスは、断熱材を増やしたりすることで、暖

ともに、それらを後付けで追加導入するよう説得し､

房や冷房の利用を必要最低限に抑える手法など

それに対して援助を行っています（図−５）。り

を使っています。また別に、ゼロ・ネット・エネルギ

つまり、市が、いわば仲人のように、ビルのオー

ー手法というものもあります。これは化石燃料を使

ナーとビルの改造に関する情報や市場との間に

った分を、そのビルの屋根や敷地を使って、再生

入って、リトロフィット・アクセレレーター（Retrofit

可能エネルギーを生産することで、ゼロ・ネット・エ

Accelerator）、「後付け追加導入の促進役」とな

ネルギーにするという取り組みです。

るわけです。このリフォーム促進策はこの春スター

ニューヨーク市は、多くのプロジェクトが迅速に

トの予定です。ニューヨーク市内の民間の大規模

実行されるように、妨害になるような制限をできる

なビルに対して、市が過去数年間に集めたエネル

だけ取り除く努力をしています。街灯や信号機な

ギーや水のデータを提供すると同時に、テクニカ

どの照明をＬＥＤなどの最新のものに取り替えたり、

ルな援助、補助金などのインセンティブ、金融関

太陽光パネルを設置したり、コージェネの発電所

係の紹介、教育・研修などの情報も提供します。

や工場を利用して、無駄に捨てられていたエネル
る

さらに、後付け導入を促進する政策として、企
業す

図−４

図−５
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業やビルのオーナーの社員の能力開発の向上を

イの劇場の削減目標です（図−６）。このような努

奨励するものがあります。これは、ビル管理トレー

力を今後１０年の間に、小売業やホテルなどほかの

ニング、あるいはこの分野での新規ビジネス開発、

分野にも広げていくつもりです。

職業訓練などを、各社員に紹介したりして促進す
るものです。

これは、簡単で安いコストでできることの例です。
屋上に、太陽の光を反射する白いペンキを塗って

これらの努力をいっそう効果的にし、また多くの

います（図−７）。エネルギー使用量や都市のヒート

人々を参加させるために、市はエネルギーと水の

アイランド現象を緩和し、地球温暖化をスローダウ

データを大型のビルから収集するだけでなく、中

ンさせるのに効果があります。ニューヨーク市は、ク

規模のビルからも集めることにしています。これによ

ール・ルーフ（NYC CoolRooｆｓ）というプログラム

って、全体で４万件のビルから、データが集められ

のもとで、毎年 100 万平方フィート（約 92,900 ㎡）

るはずです。その結果、どのビルが、またどのタイ

の面積の屋根に白いペンキを塗っています。これ

プのビルが、最もエネルギーを消費しているかを

は全て、会社や学校、また地元のコミュニテイの人

分析・把握できることになります。これらのデータは、

たちが、ボランティアで参加して行っています。ここ

全てオンラインで公表されるので、市民も、自分た

に写っているのはスパイダーマンです。映画会社

ちのエネルギー使用量が、どのように改善されて

も宣伝を兼ねてボランテア活動に参加していま

いくかを一目で見ることができるようになります。

す。

民間部門のビルを対象としてエネルギー効率

エネルギー効率を高めることに加えて、太陽エ

を高める取り組みに、ニューヨーク･シティ・カーボ

ネルギーなど、よりきれいなエネルギーを利用する

ン・チャレンジ（NYC Carbon Challenge）と呼ば

ことにも力を入れています。ニューヨークの太陽光

れるプログラムがあります。このプログラムを通して、

発電は、２００７年以来すでに１５倍以上に増えてい

大学や病院、その他を説得し、今後１０年間でＣＯ

ます。市の民間部門の太陽エネルギーの増大目

２排出を全体で３０％以上削減するという約束をす

標は、２０２５年までに、２５０メガワットに増やすことで

でに取り付けています。これはタイプ別にその目標

す。スタッテン島でも太陽光発電所の設置が計画

を示したものです。大学や病院、商業オフィス、一

されています。近々、広大なごみ捨て場跡地に、１

番右が、ニューヨークと言えば有名なブロードウェ

０メガワットの発電が可能な大規模な太陽光パネ

力て

ル

図−６
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ルが建設される予定です。
また、冬場はビルの暖房用にボイラーで重油を

まり知られていないかもしれませんが、こうした自然
豊かな空間は、公共の福祉増大に役立つとともに、

燃やしていますが、それをより質のよいものに替え

ＣＯ２の排出量を減らし、過剰な雨水を吸収し、生

て、温室効果ガスの排出量を減らす努力をしてい

活の質も改善しています。つまり、自然や生態系か

ます。自発的に行ってもらうのと、法的に強制して

ら得られる多面的な機能やサービスによる恩恵で

実行してもらうのと、両方の手段を使って進めてき

す。ミリオンツリーズ・ニューヨーク・シティ（ｍｉｌｌｉｏｎ

ました。その結果、空気がきれいになった、スモッグ

ｔｒｅｅｓＮＹＣ）やその他のプログラムを通じて、私た

が少なくなったなどの追加の恩恵を得ることができ

ちは、全てのニューヨーク市民が、歩いて１０分以

ました。

内で公園やオープンスペースにアクセスできるよ

ニューヨーク市の大気汚染は、車からのものより、

うにする努力をしています。２０１３年現在、市では

暖房用の重油の燃焼による方が多いのです。市

すでにその目標の７６％を達成しています。この地

民の健康を改善する絶好の機会であることを認

図はグリーンとオレンジの両方とも市民が１０分以

識して、私たちは２０１１年より「ニューヨーク市クリー

内で公園やオープンスペースに歩いて行ける地

ン暖房」というプログラムを実施して、よりきれいな

域を示しています（図−８）。

燃料に切り替えるように奨励する努力をしてきま

ミリオンツリーズ・ニューヨーク・シティは、２００７

した。その結果、今、市の空気は過去５０年間で最

年にスタートし、２０１７年までの１０年間に１００万本の

もきれいな状態になっています。そして、全米で第

木を植えることを目標にしています。このプログラ

４位の空気のきれいな大都市になりました。

ムには、市民への教育宣伝活動が含まれていま

建物のエネルギー効率は、そこに住み、学び、

す。学生や住宅所有者、その他多くの市民に、ボ

働く人のレベルが上がらなければよくなりません。

ランテアとして、木を植え、その木を長年にわたっ

そこで、グリーン・ニューヨーク・シティ（ＧｒｅｅＮＹ

て育てていくという活動に参加するよう奨励促進

Ｃ）という教育宣伝活動を実施し、個人を教育し、

しています。

権限を与え、小さな行動をとるだけでも、重要な気

１００万本のうちの７０％の木は、街路沿いや公園

候変動の緩和策になることを知ってもらうという努

などの公有地に植えられていますが、残りは私有

力をしています。もし、１００万人のニューヨーカーが、

地、個人宅の庭や企業、ＮＧＯ などの敷地内に植

それぞれごみを減らし、エネルギー使用量を節約

れ

し、排出量の少ない交通手段を選択すれば、市
全体の排出量を７．５％も減らすことができると試算
されています。
バーディー（Birdy）という名前のポピュラーな
マスコットも温暖化対策の促進に一役買っていま
す。ニューヨーク市民を代表して、もっと自転車を
使おう、リサイクルをしよう、エコバックを使おう、木
をたくさん植えようということを宣伝しています。
ニューヨーク市は、摩天楼で有名なビルが立ち
並んだ都市ですが、同時に公園とオープンスペー
ス、つまり、自然豊かな緑地のまちでもあります。あ

図−８
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えられています。この活動も順調に進んでおり、昨

この計画は、伝統的なコンクリートのインフラも

年末までに、すでに９３５，９１８本の木が植えられま

含んでおりますが、同時に既存の浄水システムを

した。

最も効率的なものに改善することなども含んでい

密集した都市部では空間が限られているので、

ます。また、雨が降ったときに、水が道路などの不

使われなくなった空き地を創造的に再利用するこ

浸透の地表からあふれ出して、下水道に入るのを

とが重要になります。ハイライン（Ｈｉｇｈ Ｌｉｎｅ）と

防ぐことも目標にしています。さらに、これらの戦略

呼ばれる場所は古いインフラに新しい命を吹き込

を、データを使って情報提供し、一般市民を巻き

んだ見事な例です（図−９）。１９３０年代に貨物列

込む努力もしています。

車の高架鉄道線として使われていた線路が、１９８

現在、港内の水質は、過去１００年以上継続して

０年ごろには放棄され、雑草が生い茂るままになっ

きた水質テストの結果により、はるかにきれいにな

ていました。取り壊しが予定されていましたが、一

ったことが分っています。それにともなって、海のな

部の市民が「取り壊すのはもったいない」ということ

かの自然生態系も回復しつつあります。しかし、こ

で、保存に向けて働きかけを行い、何ｋｍにもわた

こで示した左の地図のように、まだ水質基準に満

る公園につくりかえることになりました。

たない地域が何カ所も残っています。分析の結果、

ここから私の話しの後半部分に入りますが、グリ

このような水質汚染が起こり、海の自然を壊すの

ーンインフラに焦点をあててお話をします。グリー

は、大雨による洪水で下水があふれたり、下水と

ンインフラとは、従来のコンクリートなどによるグレ

雨水処理が別々ではなく、一緒に処理されている

ーインフラに相対するもので、自然の機能や生態

古い設備が存在する地域から、汚れた水が流れ

系サービスを利用するものです。ニューヨーク市で

込むからだと分かりました。それが右側の地図に

は、洪水や豪雨の管理と水質の改善を主目的に

示されています。

グリーンインフラを用いています。ニューヨーク市の

これを正すために定めた目標は、２０３０年までに

グ リ ー ン イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー ・ プ ラ ン （ NYC

不浸透の地表面をもつ、先ほどの地図の古い地域

Green Infrastructure Plan）は、２０１０年９月に

のうち、あふれる雨水が特に多い１０％の地域にお

施行されました。その主目的は、ニューヨーク港の

いて、１インチの深さの分量の水をグリーンインフラ

水質を改善することです。

で管理・処理できるようにすることでした（図−１０）。
ー

ン

図−９
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この１インチという数字が選ばれたのは、ニューヨー

されています。

ク市では、雨が降っても、９割がたその雨量は１イン

市では、全てのネイバーフード、つまり近隣地区

チ以下にとどまるということが理由となっています。

で、それぞれの条件に適した戦略を採用していま

１０％の地表面というのは、私有地と公有地の両方

す。イーデンワルドハウスもそのひとつです。これは

を含んでおります。

ニューヨーク最大の市営住宅で、大アパート群と

基本的な考え方としては、市内の全ての土地

なっています。ここでも雨水管理の方法を変えまし

所有者、管理者が、自分たちの敷地内に降った雨

た。これまでは、昔のままに雨樋を屋根から地面、

は、道路や敷地外には出さずに、その敷地内で処

そしてそのまま道路へと排水していましたが、その

理するということです。グリーンインフラは、この目

雨樋をはずして、雨水を敷地内のグリーンインフラ

標を実現するための鍵となりますが、コンクリート

のある場所に導いて、地下に吸い込ませるように

構造物などに比べてコストが安く、エネルギー消

変更しました。これが水色の部分です。緑色で示

費も減らし、したがってＣＯ２の排出量を減らすから

されたところは、この敷地内に設けられたレインガ

です。

ーデンと呼ばれる場所の位置です。

これはグリーンインフラの典型的な例で、道路の

レインガーデンは、庭の手入れもされているグリ

一部を使ったバイオスウェイル（Bioswales）とい

ーンインフラです。面積も大きく、そこに降った雨を

うもので、植物を植えて雨水を集める場所です

直接受け止めることができます。また、屋根や道

（図−１１）。溜まった水は、４８時間以内に地下にし

路からあふれた雨水を吸収し、その他の不浸透の

みこむ設計になっています。さらに、バイオスウェイ

地表からの雨水を受け入れる場所です。そして、

ルは、都市のヒートアイランド現象も緩和し、野生

さらに、オレンジ色の部分が浸透性の舗装です。こ

動物のための生息地を提供し、大気の質も改善し

れは、硬い表面ですが浸透性のある材料を使い、

ます。グリーンインフラの別のタイプで、雨水グリー

水が染み込むような構造になっているものです。こ

ンストリート（Stormwater Greenstreets）と呼ば

うしたものが、コンクリートやアスファルトの代わりに

れるものもあります。やはり植物が植えられていま

使われ始めています。

すが、先ほどの例よりもっと大きな面積で、既存の

公立の学校もグリーンインフラを設置する理想

道路のかたちに沿って、それぞれユニークに設計

的な場所と言えます。従来の学校の校庭は、ほと

パ

んどの場合、コンクリートなど不浸透な表面で舗装
されていました。それを全部はがして、芝生などに
かえるという取り組みが始まっています。こういうリ
フォームプロジェクトは、公共部門と民間がパート
ナーを組んで実施することによって、より実現可能
になります。
ニューヨーク市には、グリーンインフラ補助金プ
ログラムがあります。これは民間のビル所有者たち
に、自分たちの敷地内に降った雨水を１日敷地内
に維持し、直接敷地外に排出させないようにする
処置に対する資金補助プログラムです。これは、
図−１１

その成功例である、クイーンズ・カレッジという大学
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のレインガーデンの写真です（図−１２）。キャンパス

フラです。ブルーベルトは、これまでに約４０００ｈａに

の庭園管理に､植栽のほか砂利などを敷きレイン

まで広がりました。

ガーデンを導入することで、浸透性舗装を取り入

ブルーベルトシステムは、さらに、私有地にある

れました。また、この補助金プログラムでニュー・ス

湿地などや下水道につなげられて、もっと大きな

クールという学校が、屋上緑化を設置しました。こ

統合的な雨水管理システムになる予定です。これ

れは雨水を管理するだけでなく、屋根の断熱効果

は、ブルーベルトで復元された典型的な湿地の写

もあり、ビルの冷暖房費用を節約する効果もありま

真です（図−１４）。これまでにさまざまなブルーベ

す。

ルトシステムをつくってきました。左は、人工的な小

市では現在、グリーンインフラから得られる追加

川や池をつくって道路の下を流れるようにした例

の利点に関して、費用対効果の分析を行っていま

です。また、湿地などを復元して、雨水用の下水

す。それらはたとえば、温室効果ガスを削減する

道があふれた場合の遊水池としての役割をもた

効果や、大気の質の改善する効果などです。また、

せて、汚れた水が直接自然の川や湿地に流れ込

雇用の増加や、ヒートアイランド現象の緩和など、

まないようにして、そこに生息する野生生物に悪

様々な費用対効果を分析しています。

影響を与えることを最小限に抑えようとする取り組

ニューヨーク市は、その他の水管理方法からも

川

大きな恩恵を受けています。そのひとつとして、ブ
ルーベルト分水界と呼ばれる水管理手法がありま
す。ブルーベルトは、マンハッタン島の先の方にあ
るスタッテン島で実施されています。ここはニュー
ヨーク市内でもまだ自然がまだ残っているところで、
16 の集水域があります（図−１３）。開発で破壊さ
れてしまった小川や池、湿地などを復元し、さらに
それらをネットワークでつなげることでブルーベルト
を形成し、大雨などの雨水を貯水し、自然の力で
ろ過力してきれいにするという一種のグリーンイン
れ

図−１３

図−１２
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水湿地などが広がっています。これらはみな嵐など

みも行っています。
ニューヨーク市では、大雨の管理を沿岸の強靭

に対する自然の防波堤の役割を果たしています。

化に焦点を当てて行う場合もあります。たとえば、

また、洪水を最小限に抑え、汚染物質のろ過にも

海岸の土地の嵩上げをするために、砂丘を創出し

役立っています。沿岸部には、植物の成長に悪影

たり、海岸に砂を運び、砂浜の面積を拡大したりし

響をあたえる窒素による汚染、海岸の浸食、海面

ました。この写真の上の方は、ハリケーン・サンディ

上昇など、さまざまな問題があります。ニューヨーク

の被害を受けて砂浜が削られてしまった場所です。

市は、流入する汚染物質や汚れた雨水が流れ込

それを、沖合の海底から巨大なバキュームクリー

まないよう、湾の自然を保護し、そこに生きる多くの

ナーで砂を吸い上げて、ここに積み上げて、砂浜

生物を保全し、生物多様性を守る取り組みを続け

を広げて回復しています。また、高潮などによる海

ています。

岸侵食を防ぐために、隔壁や護岸、岩を積み上げ

これは珍しいやり方ですが、必要に応じて、台

た防波堤などによる沿岸部の強化も行っていま

風や洪水を防ぐために、一時的な建造物を設置

す。

することもあります。この写真は取り外しが可能な

波による被害を受けやすい海岸部の防衛とし

洪水防御壁です。台風が近づいてきた、洪水が

て、自然の力に頼る方法も重要です。ジャマイカ

押し寄せるかもしれない、高潮がくるかもしれない

湾は、ケネディ空港に面した湾です。遠くにマンハ

という時に、こういうものを一時的に設置します。台

ッタンのスカイラインが見えます（図−１５）。この湾

風が通り過ぎて何もなかったとなると、取り除いて

の広さは７２００ｈａで、マンハッタン島とほぼ同じ面

もとの海岸に戻します。

積があります。ニューヨーク市内では残り少ない自

ニューヨーク市は、常に新しい戦略を追い求め、

然のまま、未開発の状態で保存されている大湿地

研究を重ね、連邦政府や州政府と協力し、地元

帯です。

のパートナーと連携して、洪水からの守りを最大に

ジャマイカ湾は、東京でいえば東京湾にあたる

し、リスクを最小限に抑える努力を今後とも続ける

場所ですが、この湾内はさまざまな自然の要素の

つもりです。これは今後取り組まれていくそうした

集合体です。島のような草地、入り組んだ水路、

戦略のひとつで、「生きた防波堤」と呼ばれる構造

二つの淡水池、そして多くの原生的なヨシ原、塩

物です。海岸から１００〜６００ｍほど沖合に建設さ

れの

れる､自然環境に優しい防波堤のようなもので、大
きな波が直接海岸まで到達して打撃を与えない
ようにするものです。生きた防波堤は、設計次第
で魚類や貝類、ロブスターといった甲殻類など、海
洋生物の生息地をつくることにもなり、人間の保護
に加えて、自然生態系の保護にも役立ちます。こ
の絵ではアザラシも見えます。
本日の私のプレゼンテーションは、ニューヨーク
市が取り組んでいる多岐にわたる仕事を、ごく簡
単にまとめたに過ぎません。さらに詳しいことが知り
たい方は、ぜひ、ニューヨーク市の公式ウェブサイ
図−１５

ト（www.nyc.gov/planc）をご覧いただきたいと
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思います。そこに、本日取り上げた全てのトピック
に関するたくさんの情報が掲載されています。そし
て、４月には、持続可能性・強靱化包括計画の最
新版が公開される予定で、こちらもホームページで
ご覧いただけます。
私はニューヨーク市のこうしたアイデアが、東京
や世界中の行動を呼び起こし、世界がもっと持続
可能で強靭になるよう希望しています。そして、皆
さんからも多くを学ぶことができることを期待してい
ます。
どうもありがとうございました。
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