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現在、地球温暖化が大きな課題となっていますが、

信州の高山生態系の成り立ちには、過去の地球の
気候変動が大きく関わっています。 
過去に何度もあった氷期には、北極周辺の氷河・

氷床の拡大にともなって、極地周辺に分布していた
高山植物の祖先となるグループが、氷河の南方に
南下していき、日本列島に到達しました。およそ 1 万
年前に最終氷期が終了した後、気候が暖かくなるに 
つれて、雪線

せっせん

とともに森林限界の高度が上昇してい 

き（雪線は現在、中部山岳の山
頂よりも高い高度となり氷河が
消滅しました）、それに追われる
ように高山植物は山の上の方、
上の方へと移動していきました。 
山頂高度の低い山では森林限界が山頂に達し、高
山植物も絶えてしまいましたが、森林限界が山頂に
達しえなかった高山では、山頂部に高山植物がかろ
うじて生き残ることができ、現在の信州の高山帯植
生を形作りました。 

 
高山植物が何種あるのかについて定説はありま

せんが、長野県ではおよそ 220 種の高山植物（森
林限界以高の高山帯と亜高山帯のお花畑に主に限
定して生育するもの）があると考えられます。この種
数は、日本全体の高山植物種数のおよそ 2/3 に達
します。 
こうした高山植物の豊富さから、長野県の山々に

は、白馬岳、八ヶ岳など日本の国内でも特に重要な
生物多様性ホットスポットがあります。 
では、信州の中で、高山植物多様性の最も高いホ

ットスポットはどの山でしょうか？ 
それは、北アルプス北部、後立山連峰の白馬岳で
す！信州の山々に見られる高山植物のうち、白馬岳
ではそのおよそ 8 割、180 種ほどを見ることができ
ます。また、様々な資料をもとに、長野県内の高山植
物の種多様性マップを作成してみると、白馬岳に次
いで、南アルプスの仙丈ヶ岳周辺や八ヶ岳に高山植

物が豊富なこと、また、日本アルプスのなかでは、全
体的に南アルプスの高山植物多様性が高いことな
どもわかります（図）。

エコシンは「エコ信州」の愛称です

 

高山植物のホットスポット！

上図）長野県の高山植物の種多様性マップ
5 倍メッシュごとに、出現する高山植物の種
類数を示した（『長野県植物誌資料集 CD-
ROM』及びNAC標本情報をもとに作図）。

左写真）本州では白馬岳と八ヶ岳のみに生育する
ツクモグサ（キンポウゲ科）

生物多様性ホットスポット！ー信州の高山植物たちー

長野県環境保全研究所 自然環境部 尾関 雅章
寄稿
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開催レポート

水 日

（公財）八十二文化財団主催による、当協会と長野県環境保全研究所、安曇野ビンサンチ美術館共催の企画
展の模様を写真でご報告します。会期中 334名の皆様にご来場いただきました。ありがとうございました。

楽しく学ぼう SDGs 

無料でダウンロードできる
SDGs すごろくやビンゴ、
さいころなど、
SDGs の本を紹介。

めざせ！長野ゼロカーボンライフ
「住居」「移動」「食」「消費財・レジャー」などの
分野の約 60 の選択肢を選び、どのくらい脱炭素生
活に近づけるかシミュレーション！

2050 ゼロカーボン
『信州ゼロカーボン BOOK（県民編・事業者編）』
『［信州版］夏の省エネガイドブック』などを配布
しました。

「信州屋根ソーラー
ポテンシャルマップ」

自宅の屋根に太陽光発電パ
ネルをつけたときの発電量
や節約金額などをチェック！

2050信州ゼロカーボン
チャレンジ

小中学生向けに作成した
パンフレットを配布。

『上流県「ながの」から海を
キレイに』の動画を上映。

当協会ブース

感動教室

7/23㊏・30㊏に開かれた感動教室では
触れる地球の実演・解説を行いました。

触れる地球🌏🌏🌏🌏実演会

会期中 8 日間、時間を決めて実演会を実施。
地球にやさしくタッチ👐👐

宇宙から地球の未来を考えよう をテーマに展示しました！

デジタル地球儀「触
さわ

れる地球」

正正面面

左左 右右

感動教室参加者アンケートより
みんな新鮮な内容でよかった。 新しい発見がありました。 こどもが楽しめました。
2100 年に向けて、何とか元の地球に戻したいものです。
ぜひ県内の小中高で巡回授業をされると、大変喜ばれ、興味を持たれると思います。
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白馬連山の高山植物の多様性は、この山域の複

雑な地質や氷河地形、豊富な雪に支えられています。
中でも、白馬岳周辺の複雑な地質や特殊岩石（石
灰岩、蛇紋岩）の分布は、この地域の高山植物の多
様性を生み出し、維持してきた大きな要因となってい
ます。 
こうした岩石の場所には、蛇紋岩地・石灰岩地特

有の高山植物が見られるほか、その土壌の特性か
ら森林植物が生育しづらく、本来、森林（ダケカンバ 
林やシラビソ林など）に覆われるような標高でも、高 
山植物群落が分布している様子が見られます。 
本州中部山岳では、最終氷期以前に渡来した高

山植物が、氷期・間氷期に各地に点在する逃避地
（レフュージア）に残存し、結果的に種多様性を局
地的に高める希少種として現在まで遺存した可能
性が考えられています。白馬連山は、その複雑な岩 

 

石組成、なかでも超塩基性岩や石灰岩地などのま
とまった存在が、こうしたレフュージアとして強く機能
し、長野県の高山植物の多様性を高めてきた可能
性が考えられるのです。

 
2022 年 8 月現在、今年の 12月には、カナダの

モントリオールで生物多様性条約締約国会議
（COP15）が開催される予定となっています（元々
は 2020年に中国で開催される予定でしたが、コロ
ナ禍でどんどん延期されてきました）。この会議の重
要な議題は、2010 年に日本で開催された COP10
で定められた10年間の国際目標「愛知ターゲット」
の後継となる、「ポスト 2020 生物多様性枠組」の
検討です。実は「愛知ターゲット」は「完全達成なし」
という残念な結果に終わっており、今回議論される
後継の枠組では、生物多様性保全への社会的な関
与をさらに高めて、目標達成を図る取り組みが大変
重要となっています。 
そうした取り組みのアイデアとして検討されている

中の一つが「30 by 30」と呼ばれるもので、これは

2030 年までに世界の陸域・海域の少なくとも
30％％を保全・保護することを目指すものです
（COP15 の準備会合ではまだ合意に達しておらず
盛り込まれるかどうかは未定ですが…）。 
長野県では、高山植物の生育する山岳域の多く
が自然公園などの自然保護区にすでに指定されて
います。しかし、それでも県土の 30％には達しておら
ず、ポスト愛知目標達成にむけては、さらなる自然保
護区の設定を検討する必要があります。そうした新
たな保護区を考える際には、いくつかの視点があり
得ますが、そのうちの一つには、ここで紹介した長野
県の生物多様性の成り立ちから、蛇紋岩地・石灰岩
地のように、気候変動下で高山植物のレフュージア
となりうるような（ある意味で気候変動に頑健な）場
所も重要な候補地として考えられるのではないでし
ょうか。 

 
 

 

 

 

月 日（土）に開催された感動教室「学び 遊びの森」のミニ講座「多様性ホットスポット 信州の高山植物たち」
の内容を基に構成していただきました。

白馬連山の高山植物の多様性を育むもの

生物多様性保全の新しい目標設定とからめて

白馬岳のお花畑の羊背岩（氷河擦痕が残る）

白馬岳の名前がついた高山植物
左から）シロウマオウギ（マメ科）、シロウマリンドウ（リンドウ科）、

シロウマチドリ（ラン科）
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🌍🌍地球温暖化防止活動推進センター通信🌎🌎

7 月 14 日、長野県センターは、地球温暖化防
止活動推進員を対象に、講師養成研修会「小中学
生向け講座づくり」を、伊那市のかんてんぱぱ・
くぬぎの杜

もり

で開き、脱炭素社会を担う子どもに
向けた教育について理解を深めました。 

講義とワークショップ
（写真）の二部構成の研
修会には、推進員 15 人か
ら申込みがあり、9人が会
場参加しました。 

講義では、長野県教育
委員会事務局学びの改革
支援課 指導主事の宮下卓也氏が、現場教師の実
情も交え、小中学校学習指導要領における「環境」
に関する教育について解説。広範囲で多面的、総
合的な内容を含んでいる環境教育を、地域と連
携を図りながら充実させるには、「外部講師と教
師の事前の打ち合わせで、指導のねらいや子 

どもの実態、役割分担などの共通認識を図って 
おくことが必要」と語りました。 

続いて、松本市や団体等と協働して、体験を通
じた環境教育を進める「中信地区環境教育ネッ
トワーク」事務局長の中林直子氏が、「学校が求

める環境学習講師」をテ
ーマに講義。学校が外部
講師に期待することとし
て、地域を知る学習や、教
師が持っていない専門知
識・技能、楽しい体験、学
習指導要領の学習計画の

なかで生かせる体験などを挙げ、子どもたちを
楽しませながら環境の視点を入れていくことが
大事ではないか―と強調しました。 
今後、推進員は年内を目途に、地域やテーマご

とに、学校や地域での講座づくりを進めること
としています。 

長野県ゼロカーボン戦略では、温室効果ガス
正味排出量を先ず 2030 年度に 60%削減
（2010 年度比）が目標です。あと 8 年でどう
やって減らすのか？ 

一つの方法は化石燃料の燃焼によるCO2排出
量を減らすことです。 

長野県環境保全研究所研究報告（2011 年）
によると、長野県は暖房のため、家庭における
灯油からの CO2排出量（１人あたり）が全国平
均より 3 倍以上多かったそうです。これを減ら
すには CO2 排出量の少ないエネルギーへの転
換が必要です。 

灯油暖房機は壊れ難く長く使われるもので
すが、エコを意識し、暖房器具を見直す勇気が
必要かもしれません。お勧めはヒートポンプを使
ったエアコンで、エネルギー効率が上がります。 

温室効果ガス排出量をあと 8 年で 60%削減 
しなければならない状況は、言葉は悪いですが、会社などにおいてケツが決まっていて新しい技術や製
品を生み出さなければならない状況と似ている気がしています。締切が迫っているときは最初から完璧
を求めず、案が出たら先ずやってみて、途中で見直しながら進んで行く――という手段も取られます。
その方が結果的には早く目標に到達できるようです。 

エネルギー転換
エネルギー管理士 島川 清一［上田市］

5

＊出典 長野県環境保全研究所研究報告第 7 号（2011）
「家庭のエネルギー消費量と CO2 排出量」
－長野県内 10 市町でのアンケートから－
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🌍🌍地球温暖化防止活動推進センター通信🌎🌎

○レ○ポ○ー○ト○1  親子環境バスツアー「温暖化ってなあに？」 

7 月 30 日（土）、長野市センター主催で、自然観察会・地球温暖化防止学習会
を開催、10 組の親子のみなさん（小学生 17 名、大人 10 名）が参加されました。 
当日は朝から気温も上がり熱中症も心配されましたが、時間に余裕を取り、給水な
どに気をつけて、元気に参加していただくことができました。 
見学場所の「いいづなお山の発電所」では、山の木材を使って山を育てながら発

電すること、その電気が長野市内の施設で使われているお話を伺い、発電施設の見
学をさせていただきました。「戸隠森林植物園」では小雨模様の天候ということで、
「八十二森のまなびや」で昼食をとって施設見学をし、その後、植物園内で自然観
察を実施しました。時折雨のちらつく空模様でしたが、大きく荒れることもなく楽しい
時間となりました。 

○レ○ポ○ー○ト○2  ゼロカーボンさみっと 2022 

ゼロカーボン長野プログラムの一環として「ゼロカーボンさみっと 2022」
が 7 月 29 日（金）から 31 日（日）まで、松岡のサンマリーンながの内長野
市リサイクルプラザで開催されました。新型コロナの蔓延を受け、パネル展示
による発表が多いなか、長野市センターは、感染防止策をとりながら、デジタ
ル地球儀「スフィア」の展示や、スマートハウス化応援隊の紹介、エコドライ
ブシミュレーターによるエコドライブ講習会（写真）などを実施しました。多目
的ホールでは主催者の CO2バンク推進機構によるゼロカーボンクラフト教室
も開催され、親子がソーラーカー作りに熱心に取り組んでいました。気温は
35℃を超え、新型コロナ感染者も記録的な数で、来場者数はもう一つでした
が、ゼロカーボン長野プログラムの一端をご理解いただけたと思います。 

  

参加事業所募集中！

［実施期間］2022.9.17㊏-30㊎

― 長野県からのお知らせです ―

対象店舗で省エネ性能の高い家電製品（エアコン、電気

冷蔵庫、電気温水機器）を購入した県民の皆様に、購入

品目等に応じたキャッシュレスポイントをプレゼント🎁🎁

〔購入対象期間 申請受付期間〕

2023.2.14 まで

くわしくはWEBで！
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🌍🌍地球温暖化防止活動推進センター通信🌎🌎

7 月 14 日、長野県センターは、地球温暖化防
止活動推進員を対象に、講師養成研修会「小中学
生向け講座づくり」を、伊那市のかんてんぱぱ・
くぬぎの杜

もり

で開き、脱炭素社会を担う子どもに
向けた教育について理解を深めました。 
講義とワークショップ

（写真）の二部構成の研
修会には、推進員 15 人か
ら申込みがあり、9人が会
場参加しました。 
講義では、長野県教育

委員会事務局学びの改革
支援課 指導主事の宮下卓也氏が、現場教師の実
情も交え、小中学校学習指導要領における「環境」
に関する教育について解説。広範囲で多面的、総
合的な内容を含んでいる環境教育を、地域と連
携を図りながら充実させるには、「外部講師と教
師の事前の打ち合わせで、指導のねらいや子 

どもの実態、役割分担などの共通認識を図って 
おくことが必要」と語りました。 

続いて、松本市や団体等と協働して、体験を通
じた環境教育を進める「中信地区環境教育ネッ
トワーク」事務局長の中林直子氏が、「学校が求

める環境学習講師」をテ
ーマに講義。学校が外部
講師に期待することとし
て、地域を知る学習や、教
師が持っていない専門知
識・技能、楽しい体験、学
習指導要領の学習計画の

なかで生かせる体験などを挙げ、子どもたちを
楽しませながら環境の視点を入れていくことが
大事ではないか―と強調しました。 

今後、推進員は年内を目途に、地域やテーマご
とに、学校や地域での講座づくりを進めること
としています。 

長野県ゼロカーボン戦略では、温室効果ガス
正味排出量を先ず 2030 年度に 60%削減
（2010 年度比）が目標です。あと 8 年でどう
やって減らすのか？ 
一つの方法は化石燃料の燃焼によるCO2排出
量を減らすことです。 
長野県環境保全研究所研究報告（2011 年）

によると、長野県は暖房のため、家庭における
灯油からの CO2排出量（１人あたり）が全国平
均より 3 倍以上多かったそうです。これを減ら
すには CO2 排出量の少ないエネルギーへの転
換が必要です。 
灯油暖房機は壊れ難く長く使われるもので

すが、エコを意識し、暖房器具を見直す勇気が
必要かもしれません。お勧めはヒートポンプを使
ったエアコンで、エネルギー効率が上がります。 
温室効果ガス排出量をあと 8 年で 60%削減 

しなければならない状況は、言葉は悪いですが、会社などにおいてケツが決まっていて新しい技術や製
品を生み出さなければならない状況と似ている気がしています。締切が迫っているときは最初から完璧
を求めず、案が出たら先ずやってみて、途中で見直しながら進んで行く――という手段も取られます。
その方が結果的には早く目標に到達できるようです。 

エネルギー転換
エネルギー管理士 島川 清一［上田市］

5

＊出典 長野県環境保全研究所研究報告第 7 号（2011）
「家庭のエネルギー消費量と CO2 排出量」
－長野県内 10 市町でのアンケートから－
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当社は、前身の㈱イースタンより 2016年に分社し、創業
6 年目を迎え、電子機器の製品には欠かせない各種の電源装
置の開発、製造～販売までを行っている会社です。 

親会社である㈱三社電機製作所（大阪市）の主導のもと、
三社電機グループの環境方針を順守し、地球環境保全が企業
の社会的責任であることを全従業員が認識すべく、環境負荷
の低減と「持続可能な社会」に貢献しています。 
また、当社は長野県 SDGs 推進企業として 2020 年 1 月

に登録され、SDGs目標達成に向けて取り組んでいます。 
長野県は 2019 年にゼロカーボンを宣言、

2021 年発表の「長野県ゼロカーボン戦略」で、
温室効果ガス排出量削減目標を、日本政府の
2030年 46%削減（2013年比）に対して、長野
県は 60%削減（2010年比）としました。 
当社も、この長野県特有の豊かな資源とエネルギーを生か

した取組みに共鳴し、更なる省エネ施策、リサイクルの推進に
加え、太陽光発電など再生可能エネルギーの導入を加速し、脱
炭素社会の実現に積極的に取り組んでまいります。  

（環境管理室 守屋 武）諏訪支部・茅野市 
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 わが社の SDGs ―― 新たに加入された企業会員をご紹介します ――

株式会社諏訪三社電機 ～脱炭素社会に貢献する～ 

高効率な
電源製品を
開発する手で
地域をきれいに

 

9/30○金 ・10/1○土
長野市芸術館・長野市役所

［同時開催］
エシカルふぇす in NAGANO

桜スクエア（長野市役所西側広場）

デジタル地球儀｢スフィア｣出展予定。
ぜひご来場ください！

★ ★ ★

推進員有志による 省エネガイドブック
年度改訂版

× ページ

節電要請が続いています。

ダウンロードしてご活用ください。
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