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第 1部 ドイツの都市および地域計画における自然生態系保護の方法

第 1章 ドイツにみる自然生態系保護のとりくみと計画制度 (水原 渉)

1-1 はじめに :都市を中心とする地域での一般的自然保護の重要性

近年､自然 ･地球環境の保護が多くの機会､場所で語 られるようになってきている｡ ｢持続 (永続)可能

な発展｣､ ｢(環境問題を)地球規模で考え､地域レベルでの行動を｣というスローガンも唱えられ､行政

などの分野でも環境保護の視点での計画 ･事業 (環境管理計画､地域環境計画､エコポリスなど)による取

り組みが徐々に進められ始めている｡昨年､COP3の会議が京都で開催されたが､これを契機として､今

後も更にエネルギー節約に留まらず､資源有効利用､太陽熱利用など､個々の技術開発 ･実用化の取組みも

進んでいくであろうし､そうあらねばならない｡しかし､新技術の実用化の際にも､新たな種類や質の廃棄

物問題などをもたらす事のないようにしなければならない｡生産や使用､廃棄の局面についての =新技術=

環境アセスメントの実施も含め､慎重に対応する必要がある｡これまでの大量生産 ･大量消費の姿勢ではと

うてい自然 ･地球環境は維持できない｡

言うまでもなく､この地球環境､つまりヒトを含む生物の生息環境は､地球という与えられた条件の中で､

無機的自然と生物の問で､あるいは自然生物自体の相互の弁証法的あるいはエコロジー的関係の中でつくり

上げてきたものであるDこの自然生態系を地球規模で護 り､そして生活の身近な場所で維持 し､発展させて

いく事は､個別技術の開発､応用に劣らず重要になってきている｡開発 ･建設などによる新たな自然破壊は､

本来的にはもうこれ以上許されず､規制的対策を行っていく事､そして､都市部においても場合によれば自

然的な状態の土地を創り出していく事も必要な段階になってきていると思われるO

都市部での自然の保護､維持､再生､発展は､直接的には都市部の生活者に身近なレクリェ-ション機能

(日常のリゾー ト地)や防災機能の確保､そして都市自体に由来する環境悪化を軽減するために自然の機能

を充分に生かしていく事 (都市気候の改善､大気浄化作用など)注1､更には都市部の生物種の多様性の確

保などを目的として持っている｡そして､都市部での自然維持 ･再生の強化は､これまでの都市のあり方で

あった ｢自然を破壊する都市｣､ ｢自然を破壊してできた都市｣から ｢自然と共存する都市｣への歴史的 ･

自然史的な歩みを進める事であるし､そうし位置づけて取組まなければならないと思うoその究極の都市の

姿は､基本的に都市的機能は有 しながらも､現在の都市像とは大きく異なっている可能性もあるし､そうあ

るべきであろう｡生物の進化は自然的に進むが､都市など人間の創った空間状況は人間の知力で …人間的自

然日の場にふさわしく "進化させる=しかない｡

注1植物の大気浄化機能にも限界があるのは当然で､汚染負荷が大きすぎると枯損､枯死する｡



この事から､山岳や湖沼 ･湖岸､自然緑地など個々の自然的状態が大幅に残されている地域だけでなく､

都市部にも =まだ=存在 している自然を､維持 ･保全し､更には自然地､自然生態系の再生 (自然の発展)

を進めていかなければならないと理解できる｡従って自然保護も､これ迄の単なる希少価値を有する自然だ

けでなく､自然全体が対象となってきている (自然の一般的保護)｡つまり､広い意味での自然保護が必要

とされているのである｡このための公有地拡大や土地所有者に対する補償､助成など経済的､法的な問題は

極めて大きなものとしてあるだろうが､この課題を避けてはならないと思う｡

しかし､考えてみると､都市の自然環境の回復もできなくて地球環境の回復が果たせるのかという疑問も

生まれる｡つまり､地球環境の回復のために都市部では都市部の ｢地域レベルでの行動｣があるが､これは

同時に都市環境の回復を含むものでなくてはならないのではないかという疑問である｡勿論､この ｢地域レ

ベルの行動｣には､廃棄物 ･廃棄エネルギーや､車などの排出する汚染物質など､人間の生産 ･消費の総活

動の中で生み出す､旧来の社会には存在しなかった規模での (あるいは､存在しなかった物質による)環境

=悪日影響の阻止 (発生停止 ･抑制､利用停止 ･抑制､再利用など)を地域レベルで考え実行していく事も

ある｡これらは現存の自然の浄化作用だけでは改善されないし､されなかったからこそ､都市自身が様々な

形で自らの環境への悪影響をやわらげていく事が必要で､そのためにも､都市の H自然化けにより自然の力

を利用した環境回復が重要な意味を持つ｡もちろん都市とその周辺地域との =分業的"関係を視野に入れて

相殺的な検討もする必要がある｡そして､これらも ｢地域レベルでの行動｣そのものである｡

あるいは都市の自然保護は一都市の自然自体の H実用的=意義､つまり上に述べた直接的意義がある点に

は疑いはないが6-地球環境の改善に対して直接的に大きく貢献はしないかも知れない｡地球環境問題は多

面的であり､地球温暖化､オゾン層破壊､酸性雨､熱帯雨林の減少､砂漠化拡大､国際水面の汚染､有害物

質の越境移動､発展途上国の公害問題などがある江2｡これらを考えれば都市部も含む各地域の自然環境保

護だけでは地球環境改善に貢献できる程度はそれほど大きくはないかも知れない｡

しかし､自然環境保護一般､そして都市の自然環境保護は､既述の実質的な意味に加えて社会が､あるい

は都市の住民や行政が､地球環境､そして自らの都市や居住環境をどう捉えているかという現れであり､更

に､自然環境改善の社会の理念に占める位置､自然に対する文化的 ･精神的 ･知的な位置づけ度合の象徴､

生活姿勢の表現でもあると思う｡ここには経済的高度利用とは別の次元での ｢土地の高度利用｣の姿がある

のではないか｡

意識するとしないとに関わらず､都市と自然は =対立的な存在=であると言えるC過去にも都市は自然を

破壊して成立し､都市の維持ができなくなった状況下では "自然化"されてしまうこともあった (廃虚､遺

跡)｡このような都市が継続するためには､都市を維持する活動が一経済活動などの裏付けのもとに-なく

てはならなかった｡しかし､現代では維持どころか都市建設､市街地拡大は進む一方であり自然機能は破壊

され続けている (都市機能を経済的､産業的側面のみから一面的に捉えるとそれで問題はないかも知れない)0

逆に､都市の構成者であるヒトは本来的には自然と対立するはずのない存在である｡それどころか自然的

存在そのものである｡だから環境の悪化の中で特に1960年代､70年代の-そして現在もまだ存在する一公

害に見られる強度の環境汚染の中での人体被害は言うに及ばず､大きく広がっている嘱息などの人体に関わ

る疾患が発生している (人間以外にも痛みを訴えられない動物などが､似たような疾患にかかっている事は

大いに考えられる)｡その様な人間が人間のための自然を破壊し続けているという事は少しグロテスクでも

あるO何がそうさせるのだろうか.また､その様な生身のヒトにふさわしい都市とはどういうものだろうか｡

注2環境庁 :1988年版 ｢環境白書｣ I43頁～など｡



【都市での自然生態系維持の課題の意味】

都市の中でも自然生態系を維持し､あるいは創出していく意味を幾つかの点にまとめて考えてみたい｡

(D 都市環境の改善

都市環境の改善には､省エネルギー､排気ガスの有害物質の抑制など技術的な対応も重要だが､それにも

増して自然生態系の持つ様々な能力を大切にしていく事が必要である｡つまり､豊かな都市環境 (緑の中の

レクリェ-ション､心理効果､自然の学習など)の維持 ･創出､ヒー トアイランドの抑制と良好な都市気候

の形成､光化学スモッグの抑制など大気改善､緑 ･土壌の地下水滴蓑などの機能を生かしていく必要があるC

② 地球環境の改善

これには地球温暖化､オゾン層破壊､酸性雨､熱帯雨林の減少､砂漠化拡大､国際水面の汚染､有害物質

の越境移動､発展途上国の公害問題､更には生物種の減少などの問題があるD

今後も都市化は進展していくだろう｡ユネスコの予測によると21世紀の初頭には世界の都市人口は全体

の半分程度になるとされている｡巨大なエネルギー消費の場としての都市では､地球環境改善の対策は､例

えば､職住近接などによって交通発生を抑制する､公共交通手段の拡充､自然エネルギーの活用などのエネ

ルギー対策､廃棄物発生の抑制対策 (建物の建替え需要の抑制なども含む)などがある｡

人工環境の場でもある都市に自然生態系を確保することによって､地球環境の改善のために､都市気候を

改善し冷房などの一定のエネルギー消費を抑える､樹木の増加を行い二酸化炭素の固定を促すなど,都市内

生物の多様性を維持するの効果が期待できる｡これは個々の都市では微々たるものだろうが都市全体の累積

で考えると大きいはずである｡

③ 社会理念としての自然生態系の保護

自然環境保護一般､そして都市の自然環境保護は､既述の実質的な意味に加えて社会が､あるいは都市の

住民や行政が､地球環境､そして自らの都市や居住環境をどう捉えているかという現れであり､更に､自然

環境改善の社会の理念に占める位置､自然に対する文化的 ･精神的 ･知的な位置づけ度合の象徴､子孫に対

する (人間的でない)人工的な都市環境を少しでも改善された状態で引渡していく姿勢､そして環境保護の

生活姿勢の表現でもあると思う｡

都市の自然を維持 ･創出していく事は経済的高度利用を超えた次元の ｢土地の高度利用｣と言えるC

④ 都市の将来像

これまで都市は ｢自然を破壊してきた都市｣､ ｢自然を破壊しつつ拡大する都市｣であった｡これまでの

計画理論には自然生態系の保護の視点は殆どなかったといえる｡しかし､これからは､この視点を取り込み

｢自然と共存する都市｣､ ｢自然の一部となる都市｣を戦略的目標として再編成していくべきである｡これ

が ｢地球環境時代｣の都市発展にふさわしい在り方だろう｡



1-2 ドイツの空間計画的制度とその中での自然生態系保護

ドイツの空間計画制度は､表 1-1の様に､ドイツの自治体一州一連邦という行政的段階構成に従って進

められている.本来の都市計画は表中の建設誘導計画となる｡この分野でも､エコロジー的な要素を計画の

中に位置づけていく方向をとっている (例 :｢建設法典｣で定められている建設誘導計画の諸原則､土地利

用計画図､地区詳細計画図の ｢表示｣､ ｢確定｣などで自然生態系を維持する視点が明確に盛り込まれてい

る)o

表 1-1 空間計画の中での都市計画と自然地計画 (段階的構成)

計画レベル プログラム/計画 自然地計画の役割

1. 国土計画 国土計画プログラム 自然地 .自然保護7○口ク◆ラム
(連邦+州) 州発展プログラム

2. 地域計画 (州内の地域) 州広域計画 州枠組み計画

･.十一一, ....F7....

三重:二二;::I-那::..二.二二≡ 堆課イ木;ぎii i=5-==-.I-qii.…….....幣 H==p.===S…苦手翌嵩

4. 部門別計画と施設計画 耕地整理 .道路建設水利事業 .土地掘起こしその他の "介入"計画 建設法典またはその他の法律に基づく自然地維持的随

Pfaff-Schley(Hesg.):DieUmweltvertraglichkeitsprt)fungalsPJanungsinstrument:

Planungs-UVP･Anlagen-UVP,Taunusstein1993,61頁の図を参考にした｡

現在､ドイツの都市の自然生態系の維持発展の計画は自然地計画､介入規則などを軸に展開しているので,

これらを中心に見ていきたい｡

(1) 連邦自然保護法まで

ドイツでの自然保護に関わる基本的な法律として､現在､連邦段階には ｢連邦自然保護法 :Bundes-

natllrSChutzgesetz｣ (正式名称は ｢自然保護と自然地維持に関する法律｣ :GesetzbberNattlrschutzund

bndschadftspnege)が存在する (1976年12月24E])oこれが制定される以前には ｢帝国自然保護法｣

(Reichsnaturschutzgesetz) (1935年6月26E])が存在し､第2次大戦後も継続して州法としての効力を持っ

ていた｡

ドイツの自然 ･自然地の維持 (維持-Pflege:手入れ､繕い)の動きは農業国家から工業国家への移行の

過程で､つまり､18世紀末から19世紀にかけての "ロマン主義思潮の子= (KinderderRomantik)として起

こってきたとされている｡ここでは自然の感性的な享受が追求されたのであろう｡これは更に自然的環境の

維持 ･保護を求める自然保護運動につながっていき､その中で ｢ドイツ郷土保護連盟｣ DeutscherBundfdr

Heimatschutz;1904年設立)などが設けらている｡

この時期は規模の大きな市民公園の建設が開始される時期でもあるo初期のものでは前世紀020年代に

4



設けられたものもある0世紀の変わり目の時期には国民公園 Ⅳolkspark)の建設ブームも起こっており､

これが現在の都市の貴重な緑地ス トックとなっている｡市民貸し農園 Kleingarten:クラインガルテン)

の源流であり,特に都市の子供達の健康を護る目的で起こされたシュレーバーガルテン建設運動なども前世

紀の半ば頃の事であった (これは現在も集合住宅居住者の代替的戸外生活空間として機能 している)D更に

は記念建造物保護の最初の波も19世紀のロマン主義の時期に現れたものであるO

自然保護の法制化の動きでは､例えばプロイセンてユ902年に ｢景観的に優れた地域の醜悪化に対する法

律｣ (GeselzgegenVerunslaltunglaJldschafL]ichhervorragenderGegenden)が設けられている｡第 1次大戦後の

1919年に制定されたワイマール憲法では第150条で､ ｢天然記念物ならびに自然地の記念物は国家の保護

と手入れを受ける｣とうたわれていた｡またプロイセンの ｢原野 ･森林警察法｣では､警察当局に動植物と

自然保護地域の保護のための命令を発する権限を与えているなどの動きがみられる｡

各々の地域でみると､1920年1月17日には､現在のノル トライン ･ヴェストファーレン州の一地域であ

るリッぺ ･デ トモル トの州議会 (当時)で近代的な郷土保護法が制定され､天然と建築の記念物保護と手入

れ､維持について定められた｡この時期には､その他､バイエルン州､ヘッセン州などでも自然保護の法律

が制定されている｡

1935年になって､これ等の動きを受けて上記の帝国自然保護法が制定されたが､ここでは､自然へのあ

こがれと郷土感覚という情緒的な価値のあるものを保護育成し､各市民の自然享受と心身回復を保障しよう

という理念に根ざした自然保護を目的に､自然資源 hattidicheHi】fsquelle:自然の援助源)の維持と保全に

対する統一的､素材的 ･法的､手続き的な基礎が設けられた｡自然の現象形態の保護の根拠は､美観性､希

少性､装飾価値､科学や郷土 ･国土学にとっての利益などとされていだ 3｡

第2次大戦後､新 しい政治体制の中で､現在の連邦自然保護法の制定まで､既述のように､各州は旧来の

帝国法を受け継ぎながら施策を進めていた｡連邦自然保護法は､既出の環境プログラム 8971年)にも制

定が位置づけられ予定されながら､1976年に設けられた｡これには自然保護地域の指定など旧帝国法の思

考 ･手法モデルも受け継いでいるが､旧帝Eg法との大きな違いは､ ｢自然地計画｣と｢自然への介入の規則｣

が更に設けられたこと､つまり自然保護の一般化が行われたことにある｡

自然地計画の重要性を巡っては､環境問題専門家評議会 釈atYonSachvers血digenRirUmweltfragen)が

1986年に自然地計画と介入規則の効力の不充分さを厳しく指摘し､改めて両手法が大きな注目を集め､以

降､効果的な運用についての提案が数多く行われ､改善に取り組まれてい夢 4｡また現在議論されている

環境法典の中でも､環境誘導計画の核としての位置づけなどが検討されているようである｡

(2) 連邦自然保護法

連邦自然保護法は､自然と自然地を､集落 ･市街地であるかないかを問わず､

｢1.自然収支 (Naturhaushalt)の実行能力､ならびに､ 2.自然財の利用可能性､ 3.植物界と動物界､

4.自然と自然地の多様性および独自特性､美観性が､人間の生存基盤として､そして自然と自然地でのレ

クリェ-ションに対する前提として､継続的に保障される様に､保護し､維持し､発展させる｣ (第 1条)

という目標を持って制定されている｡

注3alurSChulzrecht､導入部､dtv､IngeMaas:VomVorksgartengunV31kspark-AusderGeschichtedesDemokratischen

stadtgiirns/M･Andritzky,K･Spitzer(Hg･):GrthinderStadt,ReinbeckbeiHamburg1981年収録､など｡

注一UlrichRamsauer,ErichGassner:NaturschutzdutchhIldschaftsplanung,Hamburg1992
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連邦自然保護法の内容を章別に見ると､自然保護と自然地維持の目標 ･原則､官庁などの課題､州の立法

権限 (第 1章)､自然地プログラムと自然地枠組み計画､自然地計画囲 5の作成について (第2章)､自

然と自然地に対する介入と相殺-介入規則-､侵害､建設誘導計画との関係などについて (第3章)､自然

保護地域と国立公園 (Nationalpark)､自然地保護地域､自然公園 OVaturpark)､天然記念物､自然地保

護構成要素という自然の保護､維持､そしてレクリェ-ションに関する地域の指定および要件について (ド

イツの国立公園は日本の自然環境保全地域､自然公園は国立 ･国定公園に類似する) (第4章)､種の保護､

ビオトープの保護､輸出入などについてのヨーロッパ共同体規定や国際規定の実行､国際的責務についてな

ど (第 5章)､開放地の立入り､要件を満たす公有地のレクリェーション目的での開放努力について (第6

章)､法的資格のある団体の意見表明､資料閲覧について (第7章)などとなっている (資料 1参照)0

都市部での自然保護との関係で重要なのは乾 草の ｢自然地計画｣､第3章の ｢介入､相殺の規則｣や｢介

入規則と建設誘導計画との関係｣､第4章の ｢保護地域などの指定｣に関わる規定になるだろう0第三幸､

3章によって､自然保護が､希少性のある自然の保護の枠からはみ出し､都市内の一般的な自然保護に広げ

られたわけである｡自然保護､自然地の維持 ･保護の体制は､州､自治体の段階構成に対応する形となって

いる｡

連邦自然保護法は ｢枠組み法｣ 択ahmengesetz)で､これ自体には基本線しか規定されておらず､更に

この法律の場合､州に対しては一部の条項を除いて強制力を持っていない｡枠組み法なので､中味について

は州の法律の詳細な規定により素材的に充足されることで､効力を生み出すものであるO

従って州段階でも､ ｢自然保護法 :Nautrschutzgesetz｣､ ｢自然地法 :hndschaftsgesetz｣ (ノル トラ

イン ･ヴェストファーレン州)､ ｢自然地維持法 :hndschtspflegegesetz｣ (ラインラント･フアルツ州､

シュレスヴィッヒ･ホルシュタイン州)と名称は､多少､異なるものの､旧東独部の5州も含めた全 16州

が､自然保護に関する法律を有し､一定の独自性も持ちながら対応を行っている｡

(3) 自然保護の手法的特徴

1976年に､それまでの伝統的な特定地域の保護指定に加えて､以前にはなかった ｢自然地計画図｣ど介

入規則｣の手法が新しく設けられたOこれらは自治体が実施していく｡特定地域の保護指定の手法は日本の

自然保護と類似しているので､ ｢自然地計画図｣と ｢介入規則｣などを中心に､少し詳しく見ていくことに

する｡

1)自然地計画図と緑地整備計画

自然地計画図は自然保護のための "空間計画"であり､基本的に都市全域に渡って自然の保護と自然地維

持の目標の実現のために作成される｡自然と自然地の現況､そして目標 (第 1条)に従う評価､追求される

注5IAndschaftsplanに対して､hndschaftsplanungの用語があるが､これは州のhndschaftsprogrammm､広
域のhndschaftsr･ahmenplan､自治体段階のLandschaftsplanを含んだ計画全体を指して用いられる言葉であ
る｡そこで､ここでは､-pLanungを ｢計画｣とし､-planは図面を中心とすることから ｢計画図｣とした｡計
画図の響きは日本では軽さを持っているが､計画における図面の持つ大きな位置がある.この計画図には詳細な

解説文書も付属するが､飽くまでも図面が最重要のものである｡



状態､自然 ･自然地の保護 ･維持 ･発暦 6の対策､更に種 ･ビオトープの状況を表すものである｡これは

一般に建設誘導計画を通じて現実転換の実行力を得ようとするものであるO

自然地の追求される状態は例えばケルン市の自然地計画の ｢発展目標｣を参考にして見ると､

① かなりの近自然的な自然地の維持と更なる発展､

② 既存の緑地の維持と継続発展､

③ 近自然的な生息空間と､構成された要素の形成と発展､

④ 建設指針計画的な予定事業の考慮の元での､保護すべき自然的要素のある自然地の豊富化､

⑤ 表面構造と表出像において損傷のある､あるいは放置されたままの自然地の再生､

⑥ 汚染防止あるいは気候改善の目的のための自然地の装備､

⑦ 動植物のための特別な生息地の確保と発展､

⑧ 建設指針計画の執行 (土地利用計画に基づく､あるいは地区詳細計画の作成による個々の事業をと

おして行われる)までの時間的限定的な維持､

が掲げられ､これに基づいて具体的に地域指定､対策が定められている｡

｢自然 ･自然地の特別保護の地域｣の指定は :

･自然保護地域

･自然地保護地域

･天然記念物

･保護された自然地構成要素

･保護された並木道 ･樹木列

･保護された樹木群

という形で行われ､

｢発展対策および維持対策､開発対策｣として :

･樹木列 ･樹木群 ･個別樹木 ･耕地の生け垣 ･河岸の木立 ･若木植栽

･森林マント群落 ･保護植栽 ･草原の散在樹木 ･再自然化 ･維持対策

･近自然的形成 ･散歩道 ･草原

などが指定されている｡

このケルン市の場合､自然地計画図は作成に14年をかけている (1991年発効)が､市の全域約405b 正の

51% (農地も多く含む)に何らかの保護指定が行われており､これを見ても単なる自然保護として捉えて

いるのではないことが分かる｡

自然地計画は法律に定める目標とは別の､計画論的な次元で特に3つの課題､つまり:

(D 市街地地域も取り込んだ､自然地全体の広範囲の､つまり広域的な保護､

② 自然地保護に対する全体構想の発展､特に特別保護に置かれている地域を取り込んだ =結合計画M

(Verbundplanung)､

③ 自然と自然保護の状態の広範な分析と診断を基礎に､維持と保護に対する設定目標 Eielvorgabe)

を発展させる予防計画によって､特定の予定事業が具体的な空間要求を出してこない前に行われる､

予防原理の実現､

注6この ｢発展｣は モ̀ntwicklur唱''で､日本語にいう開発の意味も含んでいるが､この場合は自然収支の実行能
力を増大､再生していく事を主に指している｡



図 結合 された (integriert)
環境計画 としての自然地

計画

出典 :Steubig,Buchwald.

Braun:Natur-undUmweト

tschutz.Jena1995,393頁

を持っているとされている法7 0

既に述べたように､自然保護の規定は､一部の規定を除き､州によって泉なってお り､自然地計画図も例

外ではなく､む しろ典型的に現れていると言える｡各州 とも自然地計画図の規則を導入 しているが､例えば

法的拘束力 (これは建設誘導計画との関係で重要である)に関 してみると､旧西 ドイツ地域の州について､

｢独立｣と ｢直接統合｣､ ｢間接統合｣の3つの異なる位置を持った自然地計画図に分類されてい夢 8｡

つまり､一方で連邦全体に規則づけられた建設誘導計画の制度がありながら､他方でこれと自然地計画 と

の関係けが異なっているのである｡ この理由の一つには連邦自然保護法よりも先行 していた州があり､建設

注7UlrichRamsauer,ErichGassner:NaturschutzdurchLandschaftsplanung,Hamburg1992､2貢

注8 これらのタイプは :① ｢独立｣自然地計画 :建設誘導計画と並んで､独立した外部拘束力を有すもので､ ノルトラ

イン･ウ●ェストファーレン州､ハンフールク州(市),フーレ-メン州､へ●ルリン州(市)で行われている｡② ｢直接統合｣自然地計画 :最初

から建設誘導計画の枠内で作成されるもので,ハ●イエルン州､ラインラントフアルツ州で行われている｡③ ｢間接統合｣自然

地計画 :計画作成後､建設誘導計画への受け入れによって外部拘束性を得るもので､その他の州で行われている｡
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誘導計画との統一的な関係付けができなかった事もあると思われが9｡ 緑地整備計画図は都市内の各地

区を対象とし､地区詳細計画図に対応するものである｡連邦自然保護･法にはこの計画 (図)の規定はないが､

多くの州でこの緑地整備計画図を導入し､都市内部の自然整備 ･保護に当たってい夢 100 位置づけは､地

区詳細計画図に確定できない自然保護関連の確定を行い独自拘束力を持つ (ハンブルク市)､地区詳細計画

図の準備､補完として (ニーダーザクセン州など)､地区詳細計画図の構成部分として (旧東独部のザール

ラント州)､エコロジー的基礎として作成し､適切な場合には地区詳細計画図に受け入れる (旧東独部のザ

クセン州など)､緑地整備計画図の表現を地区詳細計画図の確定として受け入れる (旧東独部のブランデン

ブルク州など)などとなっている｡

表現内容は一般的に自然地計画とほぼ同様とされている (表現自体はより詳細となる)｡中には開発によ

る自然破壊の相殺 ･代替対策も表現できるようになっている州もある (ザールラント州)a

2)介入規則､および建設誘導計画との関係

【介入規則】

介入規則によって､ ｢立法家は､特定の保留地と保護地域の方式に対する伝統的なこだわりから自然と自

然地を解き放ち､環境保護の分野で一般的な原因者原理を自然保護にも持ち込んだ｣注目 .っまり､これは､

或る計画 ･事業を行い自然生態系に損傷を与える場合には､不許可も含めて検討し､止むを得ない場合には

自然生態系あるいは空間的機能関連性の次元でそれを相殺する対策を原因者に求めるという規則である｡

介入規則は連邦自然保護法の第8条で定められている (資料 1参照)｡そこでは､ ｢自然と自然地への介

入｣は､自然収支の実行能力あるいは自然地像に､かなり､あるいは後遺的に影響を与える形態改変あるい

は土地利用をいい､ ｢介入の原因者｣には､自然保護と自然地維持の目標に必要な場合､回避可能な自然と

自然地の侵害を停止し､一定期間内に自然保護と自然地維持の対策によって ｢回避不能の侵害を相殺する義

務｣が定められている｡この様な義務は､他の法的規則で､介入に対する官庁の承認､あるいは認可､許可､

同意､計画確定､その他の決定､官庁への届出が規定されている事が前提とされている｡相殺義務は､これ

らの決定と届出を担当する官庁によって言い渡される｡介入が相殺された状態とは､その終了後､自然収支

に対し大きなあるいは後遺性の侵害が残っておらず､自然地像が自然地にふさわしく再生されるか新形成さ

れている状態を指している｡

しかし､この自然への介入となる土地利用で､これが侵害となる事が不可避であるか必要な規模で相殺さ

れず､そして自然と自然地についての全要求を考量した上で自然保護と自然地維持の要求が優先される時に

は､これは禁止される｡

行政が行う計画に関しても,道路などの部門別計画を根拠として実施することになる自然と自然地への介

入においては､計画実施体は､その介入の相殺に必要な自然保護と自然地維持の対策を､個々の部門別計画

あるいは自然地維持的な随伴計画で､文章と図面の形で表現するものとされている (この随伴計画は部門別

計画の構成物)O

注9ノルトライン･ヴェストファーレン州では1975年4月に連邦で最初の法律が制定されているが､ここでは自然地

計画図に建設誘導計画と同様の条例としての法的拘束性が与えられ､行政内部だけでなく市民も拘束 (外部拘束)
するものとなっている｡

注10地整備計画図のない例外は､旧西独地域ではノルトライン･ヴェストファーレン州､ヘッセン州､ラインラン
ト･フアルツ州､ブレーメンなどである｡

注llA.Ebert,E.Bauer:Naturschutzrechtの前書き､1993Mtinchen18頁
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【介入となるもの】

ここで介入として考えられるものを､比較的､具体的にあげているノル トライン ･ヴェストファーレン州

の自然地法 (第4条 ｢自然と自然地への介入｣ :資料 2参照)によって見てみたいo

そこでは､ ｢自然と自然地への介入は､自然循環能力あるいは自然地像を大幅に､または影響が後遺的に

残る形で侵害する可能性のある､土地 (Grundf)ache)形態あるいは用途の変更である｣とされ､具体的に､

介入として :

1.地下資源の露天採掘 (注 :褐炭など)､

2.高さが2mを超え､面積ガ担00mlを超える盛り土､

3.空港および廃棄物投棄場､キャンピング場の建設あるいは大幅な拡張､

4.軌道および道路の建設もしくは大幅な形状変更､ならびに外部地域での建物の建設､

5.水面の拡張､

6.沼地および湿地の排水､ならびに面積が100miを超える池の埋め立て､

7.外部地域での､地上の供給廃棄施設の移設､

8.外部地域での､地下の供給廃棄施設､あるいは原料搬送設備 (パイプライン)の敷設､

9.森林の変換､

10.自然地に特徴を与える要素となっている垣根 糾ecken)の除去､

ll.森林外のクリスマス用樹木栽培および装飾用柴栽培14-これは､苗木栽培的に利用されるか苗木栽培

と言いえる場合でも該当する一､

が該当する｡

そして､介入に該当しないのは :

1.当法と連邦自然保護法の意味での､秩序に適った農業および林業､漁業のための土地利用､

2.道路と軌道の騒音防止のための土手､

3.農業と林業の経営のために必要な､独自要求による小規模の掘削､

4.地区詳細計画を根拠とする住宅建物､

としている｡

具体的適用例については不詳だが､特に外部地域 (日本での市街化調整区域的な地域)での土地形状の変

更､湿性地の重視､垣根 (農地の繁み状のもの)による緑の連続性などビオトープ (湿性､緑の回廊)､自

然景観の重視などが読み取れる｡

【介入規則と建設誘導計画との関係】

建設誘導計画 (土地利用計画､地区詳細計画)との関係についても､新たに同法の第 飴粂 ｢建設法規に

対する関係｣で (1993年4月22日の法文で追加)で定められた｡

この規則は全州に対する義務規定となっている (枠組み規定からの例外)｡そこでは､建設誘導計画の作

成や変更などによって自然と自然地に対する介入が予想されるなら､上述の代替対策に関する規定を運用し

ながら､建設誘導計画の中の自然保護と自然地維持の要求について考量を行い表示内容と確定に関する決定

を行い計画 (あるいは変更)決定をする事が定められている｡

即ち､介入が予想される敷地上での､あるいは建設指針計画の中のその他の関係地域での自然循環の機能

10



実行力や自然地像の予想される侵害を相殺､代替､抑制することに役立てるための表示 ･確定内容を定める

ことができるというものである (この際には自然地計画の表示内容を考慮しなければならない)｡

このように建設誘導計画で相殺 ･代替対策を定める規則を設けたのは､介入規則だけで対処する場合､代

替支払金で処理される傾向が強かった事も理由にあるようである｡代替支払金は当該ゲマインデが代替対策

に活用できるものであるが､法律の本来の主旨とするものではなく､より実行力のある建設誘導計画の表示 ･

確定の中で相殺 ･代替対策の表示 ･確定が行える制度を設けたわけであぜ ユ2｡

また､なぜ建設誘導計画の段階で既にこれを行うのかについては､これ自身は自然と自然地に対する介入

とはならないが､それを準備するものと理解されているためであが ユ30

地区詳細計画の中の当該敷地外の ｢その他の該当地域｣についても､必要な場合､地区詳細計画の一般的

確定を補う形で､介入が予想される敷地を､調整対策あるいは代替対策のために全部か一部について指定す

ることができる｡

調整対策と代替対策は､事業実施者 Ⅳorhabentr:ger)が行う｡場合によっては､ゲマインデは､事業

実施者あるいは敷地所有者に代わってその費用負担で､これを実施する事もある｡この対策は､都市建設的

理由あるいは自然保護的理由で必要である場合には､既に介入の前の時点で実施でき､介入が予想される敷

地で建築的あるいは営業的な利用が許されると､すぐに費用返済が主張 (要求)できる｡

但し､建設法典34条の ｢建築連担地域の内部地域｣ (地区詳細計画図が作成されていない市街地)の事

業は介入とは見なされてない (自然保護と自然地維持の管轄官庁の同意を必要とする ;下記同様の期限を設

定し､金銭支払い規則を州は定めるられる)Oつまり既成の市街地部分の多くの建設 ･開発行為は法律的に

自然に対して著しい影響を及ぼさないとされているB140これは自然的な土地に新たに開発するものではな

いから或る程度うなずけるものではあるが､エコロジー的都市発展の主旨に沿った方向かどうかには疑問が

残るo

また､1993年4月の ｢対策法｣によって､州は､1998年4月30日まで建設誘導計画などに適用しないな

どの規制緩和規定を定める事ができる (経過的措置として)0

ドイツでは環境影響評価の制度の導入 (1990年)は比較的に遅かったと言えるが､介入規則自体の中身を

みると､それが既に類似の役割 (土地機能に限られているが)を持った規則であった点には注目しておく必

要がある｡また1987年からの建設法典によって建設誘導計画の考慮事項としての自然保護の観点が強めら

れ､土地利用計画の表現内容､地区詳細計画の確定内容として自然保護の項目が充実されているなど都市計

画自体の自然保護の位置づけも既に大きく取り上げられていた点も忘れてはならない｡

3) 環境親和性 (影響)評価

ドイツでは環境影響評価の制度の導入 (1990年)は比較的に遅かったと言えるが､自然地計画や介入規則

を見ると､それが既に類似の役割 (土地機能に限られているが)を持った規則であった点には注目しておく

必要がある｡

最近では自治体レベルでも環境親和性法とは別に､これと重複しない形で更に幅広い範囲で環境影響評価

注12p.Runkel,H.Koch.Baugesetzbuch(Einftihrung).K6ln1993､53頁

注13NalurschutzundBaurecht-Tei11(BBauBl､1994年1月号)､20頁

注14これには地価問題で経済的な負担が大きい事や､逆にインフラストラクチャーが整っているから懸念はないと
の考え方が背景にあるようである (前注と同書､56頁)｡
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が行われ始めている｡例えばケルン市でi出990年に ｢環境親和性評価-ケルン市要綱｣を議会で議決して

いる｡この適用範囲を見ると､

･都市計画の枠組み計画､都市発展構想､立地構想､

･全ての計画段階での建設誘導計画､□交通構想および道路 ･鉄道交通計画 (計画決定手続き)､

･緑地計画 (貸し小庭園 [Kleingarten]も含む)､

･スポーツ施設計画､

･外部地域での民間の建設 ･宅地開発事業 (建築事前許可伺いの時点から)､

･市の行う建設 ･宅地開発事業で建設費が1000万マルクを超えるもの､

･大規模の運河建設､

となっている｡

これらを見ると単に施設 ･開発プロジェクトだけを対象としたものではなくなりつつある事が分かる｡

4)更に幅広いエコロジー的都市づくりの展開

エコロジー的都市づくりの動きとして､例えばノル トライン ･ヴェストファーレン州 (以下､NRW州)を

見ると､この州では､これまでの都市発展政策に対する反省の意 (在来のやり方では現在の環境問題には対

応できない)も込めて､最近､ "未来のエコロジー的都市…のモデルプロジェクトを実施している｡

これは同州の人口5万人以上の全都市 (70弱)を対象にモデル都市を募集し､応募のあった20都市から3

都市 (Aachen､Herne､Hamm)を選び､既存の助成策のなかで優先的に助成していこうとするものであ

るoLかし､州の狙いは､これらの都市での新しい可能性､経験､修正､行政の阻害要因などを探りながら､

1992年から10年の間に､それまでの自発的な取組みを発展させるなどによってモデル都市へと育成してい

く事にあり､単なる助成に留まらないとされている｡

このモデル都市育成の視点は

･土地利用 (空地消費の抑制､気候再生機能､土壌機能､地下水の滴養､緑地保全)､

･交通 (騒音減少､資源節約､土地消費の抑制､女性に対する適合性)､

･エネルギー供給 (一次エネルギー利用抑制､再生可能エネルギー利用の増加､電気 ･熱併給方式､

･建設 ･住まい ･居住環境 (建設資材､暖房需要の低減､建物による自然地 ･地域景観の侵害の低減､

戸外活動の可能性の拡大など)､

･廃棄物/排水 (相談活動､再利用､分別収集､地下水滴養､表流水の負荷低減)

などである｡これまでの実践の中で､様々な実績や経験が生まれている｡

1-3 自然生態系保護の計画専門家の教育

自然地計画家 (hndschaftsplaner)の教育も進められつつある｡自然地計画家は環境アセスメントも含

む自然地計画の全ての能力を有す者として教育される｡自然地保護の大学教育に関してみると､ミュンヒェ

ン工科大学､ベルリン工科大学､カッセル総合大学､ハンノーファー大学､ヘクスター大学や､その他､高
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等専門大学など､全部で11校で専門コースが設けられている (1984年現在)注15 0 専門コースでなくとも例

えばア-へン工科大学では60年代から ｢自然地エコロジーと自然地デザイン (ランドスケープデザイン)｣

(Ⅰ皿 dschaRs6kologieurLdLandschaftsgesla)lung)の講座が設けられているように､講座次元も含めれば多くの

大学で自然環境保護とその計画的取扱いについての研究教育が行われていると考えられる｡

自然地計画は､計画原理からは建築 ･インテリアの類似分野とされており､一定の実務の経験とその証明

によって､州の建築家協会に登録でき､自然地建築家 山lndschaftsarchitekt)となる｡職能団体は ドイツ

自然地建築家協会 (BDLq)である江160

また､社会的な自然保護意識を示す直接的なデーターはないが､ちなみに ドイツの環境保護団体の会員数

(環境保護連邦協会傘下の105団体もの)をみると260万人に及んでいる江170これは人口差を考慮すると日

本の400万人に当たる｡日本では ｢日本自然保護協会｣の会員は2万人､日本 リサイクル運動 ｢市民の会｣

では20万人などとなっているが､総計でも100万人にもならないであろう注180

1-4 日本とドイツにみる都市計画と自然環境保護の相違点

日本では公害問題の激化を経験する中で､国の公害防止関連の法律は1950年代後半から徐々に制定され

はじめ､60年代の後半には公害対策基本法を中心とする一連の法律が一応形式的に出そろったとされてい

る旺190日本の環境問題は公害問題を色濃く反映していたが､もう一方では都市の居住環境､自然環境保護

の課題も浮かび上がってき､現在､これらと取 り組まれつつある｡しかし､ ドイツと比べてみると対応の大

きな差が見られるOこれには､気候､国土条件の差異や､都市化の歴史的過程の差異など､かなり絶対的な

条件差が反映している側面もあるが､都市 ･広域計画行政の相違とその中での環境保護の位置づげや､省庁

間の縄張り意識､更には経済中心の考え方､社会的な環境意識や自然観などそれ以外の重要な背景も持って

いるようである0

日本では1993年11月12日に多くの国民の期待を担って環境基本法が成立した｡これ以前では､1967年に

制定された公害対策基本法と1972年に制定された自然環境保全法の2法を基本として環境政策が押し進め

られてきた｡この時期以降の都市 ･生活型の公害や廃棄物の増大､都市部での身近な自然の減少の問題､過

疎地での森林の保全機能の維持の困難な地域の発生などが生じ､そして自然資源の利用圧力の増大などによ

る地球的規模での環境の悪化が生じてぎ i20､更に国際的な希少生物種保護の対策の必要性も生まれてきて

いるDこの様な状況に対応すべく､環境の総合的把握のもとでの新 しい政策手法の基礎として考えられたの

が､この環境基本法であるとされている｡

環境基本法は､ ｢環境の保全に関する施策の基本となる事項を定め｣､ ｢環境の保全に関する施策を総合

注15A.∫.Wiesand,K.Fohrbeck,D.Fohrbeck:BerufSrchitekt,Stuttgart､1984,150頁,151頁

注16G.-M.K叫ger:Landschaftsplanung-Bauleitplanung-UVP/H･Pfaff-Schley(編),DieUmweltvertraglichkeitsprtUungals
Planungsinstrument:Planungs-UVPAn lagen-UVP,Thunusstein1992,62頁,63頁

tEr7p.K.Mayer-Tasch,WMrass,E･-U･YonⅥ色isacker,FIKohout:Umweltpolitikundihrelnstrumente,Bonn1994,55頁

注18雑誌 『AERAMook4 環境学がわかる｡』 (朝日新聞アエラ発行室､1994年)121貢～

注19三省堂 ｢新六法｣ (1993年版)の環境 ･公害法の解説 u93頁 ;室井力)

注20環境庁企画調整局企画調整課 (編著) ｢環境基本法の解説｣ (ぎょうせい､1994年)､ ｢はしがき｣より｡こ
の法律によって公害対策基本法は廃止され､自然環境保全法は一部改正され､ ｢自然環境を保全することが特に

必要な区域の自然環境の保全を総合的に推進すること等を目的とする実施法的な性格の法律に改正された｣ (同､

｢解説｣､348頁)とされている｡
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的かつ計画的に推進し｣､ ｢現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保｣と ｢人類の福祉に｣寄与､

貢献する事を目的としている｡この中で様々な主体に対する責務､環境基本計画､特定地域における公害の

防止､国が講ずる環境保全施策など､そして国際協力､地方公共団体の施策､費用負担 ･財政措置などにつ

いての規定が行われている｡

環境アセスメントについては､基本法の中で明確な法制化を行うよう強い要望が国民の間から出ていたが､

これはその時点では実現せず1997年になってやっと制定された｡ ドイツでは1990年に｢環境親和性検査法｣

(GeselzdberdieUmwe】tverlr独1ichkeitsprbfung/UVPIGestz)として法制化がされている (自治体段階での環

境アセスメントはこれ以前から進められてきた)｡

ドイツには現在のところ日本の ｢環境基本法｣に当たる法律はない｡今に続く環境政策は1971年の環境プ

ログラム (Umweltprogramm)荘2ユの制定 (閣議決定)に遡り､それ以降､徐々に活発化したきたとされ

ているが､法律の形をとったものはない (むしろ､このプログラムは次に述べる日本の ｢環境基本計画｣に

当たると言える)O ドイツでは､最近､環境法典 Umweltgesetzbuch)注22を制定する動きがあるOこれ

は既存の環境保護関連の法律を整理統合するもので､環境基本法的な役割も与えられる可能性はある｡但し､

制定は遅れており今世紀中には無理だろうとの見方がされている｡

さて日本の環境基本法の規定の中でも､都市計画行政に関しては特に環境基本計画が関わってくる (基本

法15条)と思われる｡

環境基本計画では､長期的目標として､①循環 (経済社会システムにおける物質循環をできる限り確保す

ること)､②共生 (賢明な利用､自然と人間との交流の場を保つことで､健全な生態系を維持 ･回復し､自

然と人間との共生を確保する)､③参加 (あらゆる主体が立場に応じた公平な役割分担のもとで取り組む)､

④国際的取組 (地球環境問題の性格､日本の経済的位置や経験 ･技術による協力､あらゆる主体が国際的取

り組みを推進する)という4つの点を掲げ､持続､維持の可能な社会の実現を図ろうとしている｡この基本

計画の中では ｢都市緑化によるヒー トアイランド現象の緩和｣ 注23､ ｢公益公共施設の緑化､公園緑地の整

備等による都市緑化､国民参加の緑化等により､都市等における緑の保全創出を進める｣注24､ ｢遮音壁､

植樹帯整備等の道路構造対策､土地利用の適正化等の沿道対策等の充実｣注25などの対策や､ ｢都市化の進

展に伴う雨水の地下浸透の減少による湧水が枯渇｣ 注26 している問題の指摘など､都市計画に関わり得る都

市内部での自然環境保全 ･改善に関連する内容が散見できる (これらを如何に有意に強力に実現して行くか

が重要であり､都市計画的な対応が大きく求められる)｡しかし､環境基本法での自然保護の位置づけは､

自然環境保全法が別個に残されたことから､必然的に弱くなっている0

ところで､自然環境保全法は自然保護を目的とする法律である｡この対象は､ ｢特に自然保護を目的とす

る地域｣に限定されている｡しかし､自然保護は､自然生態系の持つ生物種の多様性の維持､景観､都市気

候の改善､自然循環の維持､レクリェ-ションの場､等々の多様な機能を考えると､単に自然環境保全地域

注ユJこのプログラムは内容的に ｢環境政策｣と ｢行動プログラム｣に分かれており､後者の中で当時の帝国自然保
護法の不充分さの指摘と共に､現行の連邦自然保護法の必要性が打ち出された｡

注22法案では環境誘導計画 (Umweltleitplanung)も考えられている｡自然収支がこの中に位置づけられようとし
ているとの事である｡ (UlrichRamsauer,ErichGassner:Naturschu亡zdurchIjndschaftsplanung,

Hamburg1992,41頁)

注23環境庁(編):環境基本計画､大蔵省印刷局､1994年､23頁

注24同 :24頁

注25同 :31頁

注26同 :33頁
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のみならず､都市部の中に存在する自然的土地も保護対象とする必要がある (自然の一般的保護)Oまずは

あらゆる自然を対象として考えるべきである｡既存の大都市の内部では､その様な対象は限られていると言

ってよいが､そこでは自然の回復も必要とされていると考えるべきである｡地方都市に行けばまだ自然は多

く存在するD今後の諸都市の発展を考えるとき,この一般的保護の視点からの計画は一層必要とされているO

自然環境保全法が策定された70年代初期には､大都市部でも､自然は今より遥かに残っていたであろう

し､その様な都市地域の自然環境保護を求める声は大きかったようである｡それは自然環境保全法制定の時

期の動きに現れている｡法案では自然環境保全地域の指定対象の範囲として都市部も取り込もうとされてい

た｡しかし､これは建設省の反対に合い､この結果､建設省側で制定されたのが都市緑地保全法 (都市計画

区域内で指定)などであるとされている江27 (しかし､その指定状況を全国規模でみても非常に少なげ 28 と

言える)｡

自然環境保全法とほぼ同時期に制定されたドイツの連邦自然保護法では ｢古典的な｣自然保護の概念から

枠を広げ､対象や範囲を拡大し都市部にまで広げ､空間的に全体的､一体的に扱おうとしたわけである｡

上記の様な事をみると､当時､建設省は都市部について､その他は農林省 (保安林など)や環境庁の領域

という具合いに､ …縄張り日を巡る確執があったように思えるDしかし､環境問題は､水 ･土 ･大気などの

環境媒体を総合的 ･統一的に捉え､対処していくべき性格のものである｡これは環境改善に大きな役割を果

たす自然 ･自然地についても言えるQ逆に総合性､統一性をもった対応は空間的に捉えることで担保される

点が多い｡従って空間計画としても空間の階層的重層性や分節性､連続性のもとで､都市部と農村部､更に

は自然地域を一体的に捉えて進めていく必要があるのではないか｡

この 日縄張り行政Mに対 して､環境基本法に定めている環境基本計画が､どう応えていくかも課題である

ように思える｡つまり､環境基本計画の観点からでも既有の都市内部の緑地保全法､生産緑地法などの指定

緑地を自然保護､自然生態系保護の視点から見直し､都市計画の自然 ･自然地保護の対象として一元的に整

理し統合化していく必要性が出てくるのではないかと考えるoE]本でも都市の緑を一元的に扱おうとする｢緑

のマスタープラン｣の策定が建設省通達の形で推進され､現在は ｢緑の基本計画｣として自治体レベルで策

定が進められているが､ ｢緑｣の視点が主要で生態系全体を把握する視点が弱いように思われる｡

1-5 おわりに

以上､ ドイツの自然保護の幅の広がりと都市計画と関わる制度的手法などについて概略を見てきたOこれ

は､日本で言えば環境庁的が主管の施策であるが､建設誘導計画という建設省の主管になる都市計画制度が

直接に関連づけられるなど､ ｢環境｣と ｢建設｣の有機的結合が明瞭にみられるO今後､都市計画行政ある

いは環境保護行政がどの方向に進むべきなのかを示唆する一例であると思う｡そして､今後､土地利用で自

注27山村恒年 :自然保護の法と戦略､有斐閣､1989年､204頁.ちなみに同書によると,国立公園などを規定する
自然公園法も取り込み統一的に位置づけようとの動きもあったが､林野庁の反対で実現しなかった (同書 96貢｡
これに対して､ドイツの連邦自然保護法では国立公園 (ドイツでは自然公園に該当)なども対象としたものにな

っている (資料1第4章参照)｡

法28例えば緑地保全地区の指定状況を見てみると､28都市でしか行われておらず､全体で190地区､約649ha

(1991年)である (自然保護年鑑3､自然保護年鑑刊行会､1992年､258頁)｡これは直接に保護地域を意味し
ないが､ドイツの保護地域の例と比較してみると､例えばケルン市 (人口約00万)では自然地保護地域が
13700ha､自然保護地域が約600haとなっており､それぞれ市域面積の33.8%､1.5%を占めている (ケルン市土

地利用計画解説書 [Fl畠chennutzungsplanderStadtK61nErlauterungsbericht､1984年]､213頁)｡
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然の状態が多く残っている所やその様相を呈する所は自然保護的な視点から一元的に扱っていく必要がある

ようだと考えさせる｡

ドイツでは都市計画は自治体の専決的な行為であり､自然地計画も基本的に同様である｡自治体の環境は

自分達で守っていく事が基本であろうし､また住民参加の制度も保障される必要がある｡この点では､自然

地計画も建設誘導計画と同様の手続きが保障されているようである (州の段階の法律)0

さらに現在 ドイツでは､環境誘導計画 Umweltleiplanung)の導入が議論されつつある.これは既出の

｢環境法典｣の …教授法案… 0'rofessorenentwurf)として1990年に議論のために公表されたものの中に

扱われているもので､州 ･地域 ･自治体の各段階で環境誘導計画を作成することも提案されている｡これに

ついては自然地計画との関連で､この発展形であるのかあるいは全く新しい形になるのかが議論されている｡

この法典案ではこれ以外に環境を全分野にわたって総合化しーっの ｢環境のもつ利益｣ BeLange)として

まとめ､これを都市計画などの際には他の ｢利益｣と突き合わせて孝量すること (二重孝量)も提案されて

いるが､これでは環境の利益が必要に見合った形で考慮されないのではないか､法のエコロジー化を決定的

なものにすることはできないという意見がみられる注29｡この環境法典については更に "顧問法案"

(Referentenentwurf)が準備されてつつあるとのことである｡

都市計画､都市建設の先に自然生態系を見ることのできる計画こそ､今後の都市発展に必要とされるもの

であるC

ドイツでこれができる鍵は､深い文化的､歴史的な基盤に根ざした地方分権による地元発想と地元実践の

尊重や､健康な人間生活には自然が欠かせないという認識､都市の中での自然生体系が重要であるという認

識､そして計画行為に占める科学の位置がより強いことなどにあると思われる｡

注29Akademie鉛Ⅰ･RaumforschungundLandesplanung:IntegrationeinerUmweltleltPlanungindieRaumordnung,Hannover

1994
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資料 1 (水原 渉 邦訳)

連邦自然保護法

GesetzもberNaturschutzundLmdschaftspnege
(BundesnattlrSChutzgesetz-BNatSchG)

1987年 3月 12日の条文､1990年 2月 12日に最新変更

第 1章 一般規定

第 1粂 自然保護と自然地維持 [-pflege]の目標

(1)自然と自然地は集落 ･市街地地域 besiedelt]あるいは非集落 ･市街地地域 [unbesiedelt]におい

て､

1.自然収支の実行能力､ならびに､

2.自然財の利用可能性､

3.植物界と動物界､

4.自然と自然地の多様性および独自特性､美観性､

が､人間の生存基盤として､そして自然と自然地でのレクリェーションに対する前提として､継続的

に [nac仙altig]保障される様に､保護し､維持し､発展させなければならない lentwickeln].

(2)第 1項から発生する要件は､相互に､あるいは自然と自然地に対する公共 匪11gemeinheit]のその

他の要求に照らし合わせて考量することが必要とされる｡

(3)秩序に適った農業と林業に対しては､文化 ･レクリェ-ション自然地の維持が中心的な意味を持つ ;

それは､通例､当法の目標に役立てられる｡

第2条 自然保護と自然地育成の原則

(1)自然保護と自然地維持の目標は､個別に実現が必要で可能あり､第 1条2項の全要求を考量した上で

妥当であれば､特に､以下の原則の基準に従い実現するものとする｡

1.自然循環の実行能力は維持し改善する必要がある ;侵害は停止するか相殺するものとする0

2.末建築の地域 [unbebauteBereiche]は､自然循環の実行能力および自然財の利用にとって､そして

自然と自然地におけるレクリェ-ションの前提として､全体にそして個別の機能実行能力に充分な規模

で維持する必要がある｡集落 ･市街地地域では､自然と自然地の諸部分 打eile]は､緑地とその構成

要素であっても､特別に [inbesonderenMasse〕保護し､維持し､発展させなければならない｡

3.自然財は､自己更新しないものである場合､節約的に利用するものとする ;自己更新する自然財の消費

は､継続的 [nachhaltig]に活用できるように誘導する必要がある｡

4.土地 [Boden]は保全するものとする ;自然の肥沃性 Fruchtbarkeit]の消失は避ける必要がある｡

5.埋蔵資源の採掘の際には､価値ある自然地部分あるいは自然地構成要素を破壊することは避ける必要が

ある ;自然循環に対して後遺的影響をもつ加害 lSch畠den]は防止する必要があるO地下資源の探索と

採掘 [Gewinnung]による､および盛り上げ lAufsch批tung]による不可避の自然と自然地の侵害は､

再開墾 [Rekultivierung]により､あるいは近自然的な形成によって代替する lausgleichen]0

6.水面も､自然保護と自然地維持の対策により維持し拡大する むermehren]必要がある ;河川湖沼

[Gewasser]は汚濁から保護し､その自然の自己浄化能力を維持あるいは再生する必要がある ;可能

な場合､河川湖沼の純技術的な整備 lAusbau]は避け､生物的な河川技術対策 [Wasserbauma

onahmen]で代替する必要がある｡

7.大気汚染と騒音侵害は､自然保護と自然地維持の対策によっても低く抑える必要がある｡

8.気候､特に地域気候の悪影響 lBeeintr:chtigur唱]は避けるものとし､不可避の悪影響は自然地維持

の対策によっても相殺し [ausgleichen]あるいは低減するものとする｡

9.植生は秩序に適った利用の枠内で保障するものとするが､この事は､特に森林およびその他の植物繁殖

地 [Pflanzendecke]､河岸 ･湖岸植物 [Ufervegetation]に該当する ;植物繁殖地が除去されている

非建築地は､再びその場所に適した形で lstandortgerecht]緑化するものとする｡

10.野生の動物と植物およびその生息共同体 [止bensgemeinshaft]は､自然循環の構成部分 lTeile]と

して､自然的､歴史的に成熟した種の多様性の形で保護するものとする｡その生息場 R.ebensstatte]

と生息空間 [ビオトープ]､ならびにその他の生息条件は保護し､維持し､発展させ再生させる必要が

ある｡
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ll.近隣レクリェ-ション [Naherholung]および休暇レクリェ-ション､その他の余暇形成に対しては､

充分な規模で､自然の特性と位置が適切な土地を開発し､目的に適った形成を行い､維持するものとす

る｡

12.特性からみて､国民のレクリェ-ションに特に適している自然地の構成部分 圧andschafsteile]への

出入り [Zugang〕は､容易にする必要がある｡

13.特別に特徴的な独自特性 lEigenart]を有する歴史的な文化景観 [KulturLandschaft]とその部分は

維持する必要がある｡この事は､記念建造物の独自特性あるいは美観性の維持に必要な場合､保護下の

あるいは保護価値のある文化記念物と記念建造物､埋蔵記念物の周辺にも該当する｡

(2)州法によって更に原則を設けることができる｡

第3粂 官庁と公的部局の課題

(1)この法律の実施と､この法律の枠内であるいはこれに基づき制定された法令の実施は､法令規則で他

に定めのない場合､自然保護と自然地維持を担当する官庁の元で行われる｡

(2)他の官庁と公的部所 [6ffentlicheStelle]は､自己の担当の枠内で自然保護と自然地維持の目標の実

現を支えるものとするOそれらは､参加 D3eteillgung]の詳細な規定が定められていない場合､既

に自然保護と自然地維持の要求に触れる全ての公的計画と施策の準備の際には､自然保護と自然地維

持を担当する官庁に報告し意見聴取するものとする｡

(3)第2項2文に基づく参加義務は､自然保護と自然地維持の計画と施策が他の官庁の課題商域に触れる

場合､自然保護と自然地維持を担当する官庁に対して適用される｡

第4粂 州の立法に対する規定

当法は､第3文に述べられている規定を例外とし､州の法律制定に対する枠組規則となる｡州は､当法の

発効後の2年以内に､適切な補償規則を含み､当法の規定に適した規則を制定する､あるいは既存の規則を

適合させる必要がある｡第1条から3条,および第7条､第8a条から8b条まで､第9条､第12条4項2文､第

20条､第20a条､第20d条4項から6項､第20e条から23条､第26条から26C条､第28条から40条は直接に

適用される｡

第2章 自然地計画 上planung]

第5条 自然地プログラムと自然地枠組み計画 [-plane]

(1)自然保護と自然地維持の目標の実現についての広域的な要求と対策は､国土計画と州計画の原則と目

標を配慮し [unterBeachtung]､或る州の州域に対しては自然地プログラムの中に､州内の部分地

域 [Teile]に対 しては自然地枠組み計画の中に表現される｡

(2)自然地プログラムおよび自然地枠組み計画の､空間に重要な lraumbedeutsam]要求と施策は､諸

州の州計画法規的基準に基づく他の空間に重要な計画と施策を考量した上で､国土計画法の第 5条 1

項 1文と2文および第3項の意味でのプログラムと計画に取り込まれる必要がある｡

(3)ベルリンとブレーメン､ハンブルクの州では､自然保護と自然地維持の要求と対策が州の地域に対し

て自然地計画に表現されるなら､自然地計画は､自然地プログラムと自然地枠組み計画に置き替わる

[ersetzen]0

第6条 自然地計画 上plane]

(1)自然保護と自然地維持の目標の実現についての現地の [6rtlich]要求と対策は､自然保護と自然地維

持の理由で必要となった場合､自然地計画に文章と図面､付加理由文を用いて詳細に表現するものと

する｡

(2)自然地計画は､必要な場合には､次の表現を含む｡つまり:

1.自然と自然地の現況､および､それについての第 1条 1項に確定された目標に従う評価 匝ewertung]､

2.自然と自然地の追求される状態､および､特に次の事に対して必要な対策､

a)第3章の意味での一般的な保護と維持､発展の対策､

b)第4章の意味での自然と自然地の特定部分の保護と維持､発展の対策､

C)第5章の意味での野生種､特に特別保護動物の動植物の生活輔Lebensgemeinshcaften)とビオト

ープo
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(3)自然地計画の作成に当たっては､国土計画と州計画の目標に注意するものとするD自然地計画の建設

指針計画にとっての活用可能性 Ⅳerwertbarkeit]には配慮するものとする｡

(4)州は､自然地計画の作成を担当する官庁と公的部所を定める｡州は自然地計画の手続きと拘束性を､

特に建設指針計画との関係に対して lfiir]規則づける｡州は､自然地計画の表現 Darsteuung]が､

建設指針計画へ､その表現あるいは確定として受け入れられるという事を定めることができる｡

第7粂 計画に当たっての州の協力

(1)州は､第 5条と6条のプログラムと計画の作成の際に､隣接する州内と連邦領域内で全体として､第

1条と2条の自然保護と自然地維持の目標と原則の実現が阻害されないように配慮する必要があるD

(2)自然与件を理由として州の境界を超える計画が必要である場合､隣接州は､第 5条と6条によるプロ

グラムと計画の作成の際に､関係する地域に対しての要求と対策を相互の協調の中で確定する必要が

ある｡

第3章 一般的な保護と維持､発展の対策

第8粂 自然と自然地に対する介入 肥ingriffe]

(1)当法の意味での自然と自然地への干渉とは､自然収支の実行能力あるいは自然地像に､かなり､ある

いは後遺的に影響を与える形態 [Gestalt]改変あるいは土地 [Grundnache]利用をいう｡

(2)干渉の原因者は､自然保護と自然地維持の目標に必要な場合､回避可能な自然と自然地の侵害

[Beeintrachtigungen]を停止し､一定期間内に自然保護と自然地維持の対策によって不可避の侵

害を相殺する [ausgleichen]義務を有す｡この様な義務は､他の法的規則で､干渉に対する官庁の

承認 [Bewi11igung]､あるいは認可 [ErLaubnis]､許可 [Geneh山gur唱]､同意[Zustimmung]､

計画確定 [Planfeststellung]､その他の決定 [Entscheidung]､官庁への届出 [Anzeige]が規定

されている事を前提とする｡義務は､これらの決定と届出を担当する官庁によって言い渡される

[aussprechen]｡干渉が相殺されたとは､その終了後､自然収支のかなりの､あるいは大きな侵害

が残っておらず､自然地像が自然地にふさわしく uandschaftsgerecht]再生されるか新規形成され

ている状態をいう｡

(3)干渉は､これが侵害となる事が不可避であるか必要な規模で相殺されず､そして自然と自然地につい

ての全要求 [Anforderungen]を考量した上で自然保護と自然地維持の要求 EBelange]が優先され

る [imRar唱eVOrgehen]時には､禁止するものとするO

(4)公法 [6ffentlichesRecht]によって扱われている部門別計画 [-plan]を根拠として実施されるべき

自然と自然地への干渉においては､計画実施体は､その干渉の相殺に必要な自然保護と自然地維持の

対策を､個々の部門別計画あるいは自然地維持的な随伴計画 臣egleitplan]で､文章と図面の形で

表現するものとする ;この随伴計画は部門別計画の構成物である｡

(5)決定と対策は､参加の更なる形態が規定されていない場合には､自然保護と自然地維持を管轄する官

庁の同意 [Benehmen]の元に行われる､あるいは自然保護と自然地維持を管轄する官庁が自ら決定

する｡

(6)第2項に基づく官庁の決定の前に行われる Ⅳorausgeht]､官庁による自然と自然地への干渉にお

いても､官庁以外と同様に lentsprechend]第 2項から5項までが該当するo

(7)本法律の意味における秩序に適った農業的および営林的,漁業的土地利用は､自然と自然地への干渉

とは見なさない｡

(8)州は､一般に自然循環または自然地像の機能実行能力のかなりのあるいは後遺性の侵害に導く､特定

の種類の土地 [Grundna:he]の形態 [Gestalt]または利用の改変を侵害と見なさなくてよいとい

う事を決めることができる｡州は同様に,通常､第 1項の前提を満たさない場合､特定の種類の改変

が侵害に該当すると決めることができる｡

(9)州は､第2項と3項について更に立ち入った規則を制定できる ;これは特に相殺可能ではないが優先

的な侵害の場合の原因者の代替対策に関して該当するo

(10)侵害が環境親和性検査についての法律の第3条に基づく環境親和性検査が行われる hnterliegen]

計画予定に関わるものである場合､第2項 1文か第3項に基づき､あるいは第 9項の規定を根拠に決

定が行われる手続きは､上述の kenannten]法律の要求に適合しなければならないO
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第8a粂 建築法規に対する関係 (1993年4月22日の法文で追加)

(1)建設指針計画の作成あるいは変更､補完､廃止を理由として自然と自然地に対する干渉が予想される

なら､第8条 2項 1文､および第 8粂9項の意味での代替対策に関する規定を同様に

[entsprechend]運用しながら､ ｢建設法典｣と ｢建設法典についての対策法｣に基づき､建設指

針計画の中の自然保護と自然地維持という重要課題 胆elange]について､建設法典第 1条による考

量を行い､決定する｡これには建設法典第 5条と9条に基づく表示内容と確定に関する決定が含まれ

る ;この表現と確定は､干渉が予想される敷地上でのもしくは建設指針計画の中のその他の該当領域

での自然循環の機能実行力あるいは自然地像の予想される侵害を相殺あるいは代替､抑制する

[mindem]ことに役立つ｡この際には自然地計画の表示内容を考慮しなければならない｡地区詳細

計画の中のその他の該当領域での第2文に基づく確定は､建設法典の第9条を補う形で､その他の確

定を理由に干渉が予想される敷地を､調整対策あるいは代替対策のために全部か一部について指定す

る [zuordnen]ことができる｡

第 1文から4文は ｢建設法典についての対策法｣の第4勉 a項と第 7条に基づく条例に対して同様に該

当する｡

(2)地区詳細計画あるいは地区詳細計画の草案 lEntwurf]が第 1項に基づく敷地上の同様の

[entsprechend]確定あるいは敷地に設定された lzugeordnet]確定を含んでいるか､その様な確

定を予定している場合には､地区詳細計画を有す地域での計画予定 Ⅳorhaben]に対して､および

建設法典の第 30条と33条に基づく計画作成の間は､第8条2項 1文と第8粂9項の意味での代替

対策に関する規定を適用するものとする ;これ以外は第8条は適用しない｡

(3)調整対策と代替対策は､計画実施者が行うものとする｡第 1項4文に基づき敷地に確定が指定されて

いる [zugeordnet]場合には､ゲマインデはこれを､計画実施者あるいは敷地所有者に代わって､

これらの者の負担で実施す る ;これは他の方法が確保されていない限りのことである｡この対策

は､都市建設的理由あるいは自然保護的理由で必要である場合には､既に干渉の前の時点で実施でき

る ;干渉が予想される敷地で建築的あるいは営業的な利用が許されるとすぐに費用返済が主張要求)

[Kostengeltendmachen]できる｡

(4)ゲマインデが第3項に基づき相殺対策と代替対策を実施する場合には､費用は指定された

[zugeordnet]敷地に配分する｡配分基準は :

1.建築部分の敷地面

2.許容 [zulbssig]の敷地面

3.予想される侵害の度合 lbeiSchwere]､

である｡

配分基準は相互に結合できるO第 2項から4項までは､ ｢建設法典についての対策法｣の第4粂a

項と第 7条に基づく条例の該当地域での計画予定に対しても該当する｡

(5)ゲマインデは条例によって以下の点について規則づけることができる0

1.地区詳細計画の確定に対応する形で､第 1項4文に基づく相殺対策と代替対策の作成

[Ausgestaltung]のための原則､

2.第3項に基づく費用支払の規模 ;この場合､建設法典の第 128粂1項 1文 1番と2番､及び2文

を相応的に [entsprechend]適用する｡

3.費用算定の方法と建設法典第 130条に応じた統一額の高さ､

4.ビオトープ類型と利用類型に従う､予想される侵害の度合の定額算定

[pauschalierung]を含む､第4項に基づく費用の配分､

5.前払いの要求に対する前提､

6.費用返済の満期｡

(6)建設法典34粂により許容される lzul:ssig]建築連担地域の内部の計画予定は､第4項4文から

他の事が導き出されない場合には､侵害と見なさない｡

(7)建設法典第35条 1項と4項に基づく計画予定についての､第8条による決定､および建設法典第3

4条に基づく建築的施設の建設についての決定は､自然保護と自然地維持の管轄官庁の同意をもって

行われる [ergeben]｡建設法典第34条の場合に自然保護と自然地維持の管轄官庁が 1ケ月以内に

意見表明をしない場合には､決定に権限のある官庁は､自然保護と自然地維持の要求がその計画予定

によって妨げられないという事を出発点にできる0第4項4文の場合には同意は必要としないoこれ
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以外では､第 8条 5項 1文は妨げられない｡

(8)地区詳細計画に対する第 8条の有効性は､それが法的規定によって計画確定に代わるものであれば､

妨げられない｡

第8b粂 これと異なる州規定 (1993年4月22日の法文で追加)

(1)州は､第8a条から外れて､1998年4月30日までに､

1. ｢建設法典についての対策法｣の雛 粂2a項と第7条に基づいて､第8a条1項を建設誘導計画と条例

に適用しないという事､そして

2.建設法典の第30条と33条に基づき地区詳細計画の地域の予定事業と計画作成中の予定事業､およ

び ｢建設法典についての対策法｣の第生粂2a項と第7条に基づく条例の適用地域の予定事業を ｢自

然と自然地｣への介入と見なさない事､

を定められる｡

建設法典の第1条5項と6項の適用はこれにより妨げられないC

(2)州は､第8a条2項と6項､および第8C条1番を外れて､更に､

1.建設法典の建築連担地域の内部､

2.193年5月1日より前に効力を得た地区詳細計画の地域､

にある予定事業による､自然収支の実行能力あるいは自然地像に対するかなりのあるいは後遺的な侵

害を金銭支払によって代償できる事を定められる0第2番の事例では､侵害の代償あるいは代替､抑

制が既に建設誘導計画的な考量の対象でなかった場合に限ってのみこれが該当する｡事業実施者ある

いは所有者は金銭支払の代わりに代償 ･代替対策を実施できる｡金銭支払の収入はゲマインデのもの

となり､代替対策に利用するものとする｡

第8C条 第8a条についての経過規定 (1993年4月22日の法文で追加)

第8a条2項から7項までは､

1.1993年5月1日より前に効力を得た地区詳細計画の地域にある､あるいは､

2.1993年5月1日より前にその許可 [Zuはssigkeit]に関して決定され､その決定がまだ非対抗可能

性をもつには至ってない [unanfechtbarwerden]､予定事業に対しても適用する｡

第9条 連邦官庁の参加の際の手続き

(省略)

第10条 認容義務

(1)州は､土地の所有者または利用権有者がこの法律を根拠としてあるいはその枠内で制定された法的規

則の自然保護と自然地維持の対策を､これによって土地の利用が過度に侵害されないならば､認容す

べき事を定める事ができる｡

(2)州は規定を更に設けることができる｡

第11条 市街地域の維持義務

(1)集落 ･市街地地域では､土地を秩序正しく lordnungsgemaB]保全していない所有者あるいは利用

権者は､自然保護と自然地維持の要求がかなりあるいは大きく侵害される場合､または土地の維持が

適切で妥当である場合､土地の維持 [手入れ]を義務づけることができる｡

(2)州は､更に詳細な規則を制定することができる｡

第4章 自然と自然地の特定部分の保護と維持､発展

第12粂 一般的規則

(1)自然と自然地の諸部分 lTeile]を :

1.自然保護地域､国立公園､自然地保護地域､自然公園､あるいは､

2.天然記念物あるいは保護された自然地構成要素､

に指定する [erkl:ren]ことができる｡

(2)指定は､保護対象と保護日的､目的達成に必要な命令と禁止､そして必要な場合は維持対策と発展対
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策あるいはこれについての権能の決定が含まれる｡

(3)州は､特に :

1.第 1項に基づく手続き､

2.自然と自然地の保護すべき部分の一時的な安全確保 Bicherstellung]､

3.その登録､

に関する規則を制定する｡

(4)州は､国立公園に対しては､異なる規定を制定できる｡国立公園としての指定は 匠rklarungzum
Nationalpark]､連邦環境･自然保護･原子炉安全省と連邦国土計画･建築･都市建設省の同意によっ

て発せられる [ergeht]0

第13粂 自然保護地域 [Naturschutzgebie亡]
(1)自然保護地域は法的拘束的に確定された地域で､自然と自然地の特別保護が､全体としてあるいは個

別部分で :

1.特定の野生の動植物の生活群あるいはビオトープの維持のために､あるいは､

2.科学的あるいは自然史的､地理学的 nandeskundlich]理由から､

3.希少性､あるいは特別の独自特性､卓越した美観性のために､

必要となる地域である｡

(2)自然保護地域あるいはその構成要素の破壊か損害､改変､もしくは後遺性の阻害 Bt6rung]に導く

可能性のある全ての行為は､更に詳細な規則で禁止される｡保護目的に適う場合には､自然保護地域

は公衆が立ち入れるようにできる0

第14条 国立公園 [Natiopnalpark]
(1)国立公園は､法的拘束的に確定された統一的に保護すべき地域で :

1.大規模で特別の独自特性を有し､

2.その地域の大きな部分が自然保護地域の前提を有し､

3.人間の影響を受けていない､あるいはそれが僅かである状態にあり､

4.特に､可能な限り種の豊富な地場の動植物の現況維持に役立つ､

地域である｡

(2)州は､大規模性や人の居住 田esiedlung]によって生まれる [geboten]例外を考慮しながらも､Eel

立公園が自然保護地域の様に保護されることを保障する｡保護目的から見て許されるのであれば

[erlaubt]､自然公園は公衆に対して開放する lzug:nglichmachen]必要がある｡

第15粂 自然地保護地域 [hndschaftsschutzgebiete]
(1)自然地保護地域は､法的拘束的に確定された地域で :

1.自然の循環の実行能力または自然財の利用可能性の維持あるいは再生に関して､もしくは､

2.自然地像の多様性あるいは独自特性､美観性のために､

3.レクリェ-ション用の特別の意味のために､

自然と自然地の特別な保護が必要な地域である｡

(2)自然地保護地域では､第 1条3項と詳細な規定の基準 Massgabe]を特に考慮しながら､地域の性

格を改変するあるいは特別の保護目的に抵触する全ての行為が禁止される｡

第16条 自然公園 [Na亡urpark]
(1)自然公園は､統一的に発展させ維持すべき地域で :

1.大規模であり､そして,

2.大部分が自然地保護地域あるいは自然保護地域であり､

3.その自然地的前提によってレクリェ-ションに特に適しており､

4.国土計画と州計画の原則と目標からみて､レクリェ-ションあるいは観光 Fremdenverkehr]用

として考えられている､

地域である｡

(2)自然公園は､レクリェ-ション目的に沿って計画され､構成され､公衆の出入を可能にする

[erschliessen]必要があるO
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第17粂 天然記念物 [Na山rdenkmale]
(1)天然記念物は､特別保護が､

1.化学的あるいは自然史的､郷土学的な理由から､

2.希少性あるいは独自特性､あるいは美しきのために､

必要な､法的拘束的に確定 Festsetzung]された個々の創造物である｡確定は､天然記念物の保護

に不可欠な周辺も取り込むことができる｡

(2)天然記念物の除去､ならびに天然記念物または保護されているその周辺の破壊あるいは損傷､改変､

後遺的な侵害につながる全ての行為は､更に詳細な定めによって禁止される｡

第18条 保護下の自然地部分 [Geschiitztebndschaftsbestandteile]
(1)保護下の自然地部分は､自然と自然地の法的拘束的に確定された部分で､その保護が :

1.自然循環の実行能力の確保のため､そして､

2.地元像と自然地像の活性あるいは構成､維持のため､

3.有害な影響の防止のために､

特別保護が必要な部分である｡

(2)保護下の自然地構成要素の除去､ならびに保護下の自然地構成要素の破壊あるいは損傷､改変を導き

得る全ての行為は､詳細な規定の基準に基づき禁止される｡州は､現況量が減少する場合には､適切

で妥当な代替植樹を義務づけることができる｡

第19条 特記と名称 [KennzeichnungundBezeichnung]
(省略)

第5章 野生の動植物種の保護と育成

第20条 種の保護の課題

(1)この章の規定は､自然の多様性そして歴史的に成長した多様性の中で､野生の動 ･植物種の保護と維

持 [種保護 :Artenschutz]に役立てられる｡種保護が包括するのは :

1.人間による､特に [menschlichを省略]捕獲など [Zugriff]による侵害 [B.-e.]からの動植物と

生活群の保護､

2.野生の動 ･植物種のビオトープの保護と維持､発展､再生､ならびにその他の生活条件の保障､

3.放逐されている野生種の動植物を､その自然的な生息領域 Ⅳerbreitungsgebiet]内の適切なビ

オトープへ生息させること lAnsiedlung]､

である｡

(2)植物保護法規および動物保護法規､伝染病法規､森林法規､狩猟法規､漁業法規の規則は､この章の

規則とこの章を根拠にして制定された法令によっては妨げられない｡

第21a条 概念規定

第22b条 種とビオトープ [生物生息域単位空間 ;Biotop]の保護のための一般規定

(1)第20条 1項に基づく課題の準備と実施､監視について､州は :

1.野生の動 ･植物種､特に現況量 D3estand]が危険に曝されている､種保護の視点からみて重要な

種の個体数 [Population]と生息共同体､ビオトープの表示と評価について､

2.保護目標と維持目標､発展Ej標の設定と､その実現について､

適切な対策をとる｡

(2)州は､種保護とビオト-プ保護の実現のために､更なる規則､特に野生の動 ･植物種のビオト-プの

保護に関しての規則を制定する｡

(以下のもの､省略)

第20C粂 特定ビオトープの保護/第20d粂 野生動植物の全般的保護 /第20e粂 特別保護下の動植物種/第20f条
特別保護下の動植物種に対する保護規定/第20g粂 例外/第21粂 輸出入
第21a粂 更なる輸出入規定の制定の権限/第21b粂 輸出入の許可/第21C粂 管轄/第21d粂 税関の協力 /第21e
条 輸出入の手続き /第21f粂 税関署による押収と没収 D3eschlagnahmeundEinヱiehung]/第21g粂 費用/
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第22粂 証明､没収 /第23条 報告義務と立入り権 [Auskunfts-undZutrittrechり /第24粂 動物飼育場

lTiergehege] /第25条 名称の保護 /第26条 その他の権限 /第26a粂 ヨーロッパ共同体の､あるいは国際的

規定の実施 /第26b条 一般的行政規定 /第26C粂 移行規則

第 6章 自然と自然地でのレクリェ-ション

第27条 開放地の立ち入り [BetretenderFlur]

(1)道路や道､ならびに非利用の土地の開放地へのレクリェ-ション目的の立ち入りは､自己責任の元に

許される｡

(2)州は細部について規定する｡州は､重要な理由､特に自然保護と自然地維持､及び耕地保確

[Flurschutz]､農業経営の理由で､レクリェ-ション行為者 [-suchende]からの保護､あるい

はかなりの損害の防止､もしくは土地所有者のその他の保護すべき利益のために､立ち入りを制限す

ることができる ;それ以外の種類の利用を全体的に､あるいは部分的に立ち入りと同様に扱うことが

できる｡

(3)州の更なる規定と開放地の部分への立ち入り権限は妨げられない｡

第28条 土地の提供 [Bereitsteueung]

連邦および州､ゲマインデ､ゲマインデ連盟､その他の地域団体は､自己の所有になる土地で､土地状況

からみて国民のレクリェ-ションに適しているもの､特に :

1.河岸湖岸の土地､

2.美しい自然地部分の土地､

3.そこを通れば､それ以外には近づけないかそれが不充分な森林や湖､海岸への接近を可能とする土

地を､レクリェ-ションに対して適切な規模で準備する ;但し､これが土地の公的な目的拘束には

ずれる場合はこの限りではない｡

第 7章 団体の協力､規則違反と免除

第29条 団体 [Verb:nde]の協力

(1)法的能力のある [rech亡sf:hig]協会には､他の法的規則で同内容の協力か更に立ち入った形の協力

が述べられて [vorsehen]いない場合は､意見表明ならびに重要な専門家鑑定書の閲覧の機会が､

次の場合､つまり:

1.自然保護と自然地維持の担当官庁の法令､および当法の下位に位置する他の法的規則の準備に際し

て､

2.第 5条と6条の意味でのプログラムと計画の準備に際して､これが個々人に拘束的な場合､

3.自然保護地域と国立公園の保護について出される禁止と命令の免除より前に､

4.第 8条の意味での自然と自然地に対する介入と結びついた計画予定 Ⅳorhaben]に関する計画決

定手続きの中で､

与えられる｡

(以下のもの,省略)

第30粂 罰金規定 /第30a粂 処罰規定 /第30b粂 没収 /第30C粂 税関署の権限 /第31条 免除

第 8章 連邦法の改定

(以下のもの､省略)

第32条～第37条

第 9章 移行 ･経過規定

(以下のもの､省略)

第38粂 特殊例に対する移行規定 /第39粂 ベルリン条項 /第40粂 発効
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資料 2

ノル トライン ･ヴェストファーレン州

自然循環の保証と自然地の発展についての法律 (自然地法)

GesetzzurSicherungdesNaturhaushaltsundzurEntwicklung

derIAndschaft(LandschfsgesetzILG)

1980年 6月 26日の条文､1992年 4月 9日に最新変更

(水原 渉 邦訳)

第 1章 一般規定

§1 自然保護と =自然地維持M 0_andschaftspflege)の目標

(1)市衝地 (besiedelと)と非市街地の自然と自然地は,

1.自然循環の =能力M OJeistungsfahigkeit)､ならびに

2.自然財の利用可能性,

3.植物 …相= (-welt)と動物相､

4.自然と自然地の多様性と固有の性質､美しさが､

人間の …生活条件= 01bensgrundlage)として､そして自然と自然地でのレクリェーションの前提

として､充分に =確保される日 毎esichert)様に､保護し､維持し､発展させる必要があるo

(2)第 1項から発生する諸要求は､相互に考量し､その他の､自然と自然地に対する "公共からのり

(derAllgemeinheit)諸要求に照らして検討する必要 があるO

(3)秩序に適った農業と林業は､ "文化的'' a{ultur-)､レクリェ-ション的自然地として中心的な意

味を持つ ;農林業は､一般的に､この法律の目標に役立てられる｡

第2条 自然保護と自然地維持の原則

(1)自然保護と自然地維持の目標は､個々の事例について実現に必要､可能であり､また第 1条2項によ

る諸要求を考量した上で妥当であるなら､特に以下の原則を基準にして､実現させるものとする｡

1.自然循環の能力は維持し､改善する必要がある ;これを侵害する要因は取り除く､あるいは =代償

するり (ausgleichen)必要がある｡

2.非建築地域では､自然循環の能力と自然財の利用のため､そして自然と自然地でのレクリェ-ショ

ンのために､全体的にも個々の場合でも､その機能が果たせるに充分な規模で維持する必要がある｡

市街地地域では自然と自然地の部分は､緑地面とその既存部分をも含み､特別に保護し､維持し､

発展させる必要がある｡

3.自然財は､再生不可能である場合には節約的に利用するものとする ;再生する自然財の消費は､継

続的に利用できるように誘導する必要がある｡

4.土壌 (Boden)は維持しなければならない ;自然の肥沃さの喪失は避けるものとする｡

5.地下資源の採掘に際しては､価値ある自然地部分要素あるいは自然地構成要素の根絶

(Vemichtung)を回避しなければならない ;自然収支の継続的損傷は､防止する むerh>ten)必

要があるO地下資源の探索と獲得 佑ewinnung)による､そして埋め戻し 仏ufsch>ttung)に

よる自然と自然地の不可避の侵害は､再生 収ekultivierung)あるいは近自然的形成によって相殺

するものとする｡

6.水面は､自然保護と自然地維持の対策によっても､保全し拡大するものとする｡河川湖沼は汚染か

ら保護し､その自然的な自己浄化力は維持するあるいは再生する必要がある｡可能性に応じて､河

川湖沼の純技術的な整備 仏usbau)は避け､生物的な河川湖沼工事で代替する必要がある.

7.大気汚染と騒音影響も､自然保護と自然地維持の対策によって低く抑える必要がある｡

8.気候の侵害､特に地域の気候の侵害は回避し､不可避の侵害も自然地維持的な対策によって相殺す

る､あるいは低く抑える必要がある｡

9.植生は､秩序に適った利用という形で確保する必要があるが､これは特に森林とその他のまとまっ

た (geschlossen)植生群 (Pflanzendecke)､岸辺植生に該当する.植生群が除去された非建築

地面は再び立地適合的に緑化するものとする｡
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10.野生の動植物は､自然収支の一部として保護し維持する必要がある｡

11.近郊レクリェ-ションおよび休暇レクリェ-ション､その他の余暇形成に対し､自然的な特徴と

位置からみて充分に適した土地を開発し 色rschliessen)､合目的的に形成し､維持するものとす

る｡

12.人々のレクリェ-ションに対してその特徴からみて特に適している自然地への出入りは､容易に

する必要がある｡

(中略)

第4条 自然と自然地への =介入… cingriffe)
(1)この法律の意味での､自然と自然地への介入は､自然循環能力あるいは自然地像を大幅に､あるいは

影響が後々まで続く形で侵害する可能性のある､ …大地" (Grundfl:che)の形態あるいは用途の

変更である｡

(2)介入には :

1.地下資源の､ …露天採掘… (OberirdischeGewinnung)､

2.高さが2mを超え､面積が400mLを超える "盛り土= (Aufsch>ttung)､

3.空港および廃棄物投棄場､キャンピング場の建設あるいは大幅な拡張､

4.軌道および道路の建設もしくは大幅な形状変更､あるいは外部地域での建物の建設､

5.水面の拡張 (Ausbau)､

6.沼地および湿地の排水､ならびに面積が 100mlを超える池の埋め立て､

7.外部地域での､地上の供給廃棄施設の移設､

8.外部地域での､地下の供給廃棄施設､あるいは資材搬送設備 (パイプライン)の敷設 das
Verlegen)､

9.森林の用途転換､

10.自然地に特徴を与える要素となっている垣根の除去､

11.森林外のクリスマス用樹木栽培および装飾用柴 6chmuckreisig)栽培 -これは､苗木栽培的に

利用されるか苗木栽培と言えても該当する一､

が該当するO

(3)介入に該当しないのは :

1.当法と連邦自然保護法の意味での､秩序に適った農業および林業､漁業のための土地利用､

2.道路と軌道の騒音防止のための土手､

3.農業と林業の運営のために必要な､独自要求による小規模の掘削､

4.地区詳細計画を根拠とする住宅建物､

であるo

(4) (代償対策について)

(5)以下は省略｡

第18粂 自然地計画の発展目標

(1)自然地の発展目標は､計画地域の中で充足すべき自然地発展の課題の重点 6chwergewicht)につ

いての情報を与える｡発展目標としては､特に次のものが重要となる｡

1.近自然的な生活空間あるいはその他の自然的な自然地要素を､豊かにあるいは多様に保有している

自然地の維持､

2.近自然的な生活空間と､構成化され活発な要素を持つ､全体として維持価値のある自然地の豊富化

(Anreicherung)､

3.影響構造あるいは発現像､表面構造において､損傷のあるあるいは強度に放置された自然地の再生

4.レクリェ-ションのための自然地の拡充､

5.公害防止 (Immjssionsschutz)目的のための､あるいは気候の改善についての自然地の装備｡

第19条 自然と自然地の特別保護の部分域 (Teile)
自然地計画では､公共の利益によって Gmlnteresse)特に保護すべき自然と自然地の部分域を第20

条から23条までに従って確定されるものとする｡確定は､保護対象および保護目的､目標の達成に必要な
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命令と禁止を定める｡

第20条 自然保護地域

自然保護地域は､以下の事柄に対し必要な限りで､確定される｡

a)特定の野生生息の動植物の生活共同体あるいは生活場 C.ebensstatte)の維持､

あるいは､

b)科学的あるいは自然史的､郷土学的 払ndeskundlich)､地質史的理由､C)ある土地もしくは

自然地構成要素の希少性､あるいは特別の個性 Cigenart)､卓越した美しさo

確定はa)の意味での生活共同体もしくは生活場の創出 Cierstellung)､あるいは再生についても認

められ得るC

第21粂 自然地保護地域

自然保護地域は､以下の事柄に対し必要な限りで､確定されるa

a)自然収支の機能能力あるいは自然財の活用可能性の維持と再生､

b)自然地像の多様性あるいは個性､美しさ､

C)レクリェ-ションにとっての特別の意味｡

第22条 天然記念物

個々の自然財 (Einzelsch]pfungen)は､その特別保護が以下の理由で必要な限りで､天然記念物

として確定される｡

a)科学的あるいは自然史的､郷土学的､地質史的な理由､

b)希少性あるいは個性､美しさ｡

確定は､天然記念物の保護に必要な周辺も取り込むことができる0

第23粂 保護下の自然地構成要素

自然と自然地の構成部分 けeile)は､その特別保護が以下の点について必要な限りで､保護下の自

然地構成要素として確定される｡

a)自然収支の機能能力の確保 (Sichersteuung)､

あるいは､

b)地域 (Ots-)像あるいは自然地像の活性化あるいは構成化､維持､

C)有害な影響の防止 仏bwehr)O

保護は､特定の地域内で､樹木あるいは生け垣､その他の自然地構成要素の全体 "資源… Bestand)
にまで拡張することができる｡

第26粂 発展対策および維持対策､開発対策 CrschlieOungsmaOnahmen)
自然地計画 (図)は､第 1条による諸目標の実現と第18条による発展目標に必要な発展対策および

維持対策､開発対策を確定するものとする｡これには､特に以下のものが挙げられる｡

1.近自然的な生活空間の設置あるいは再生､維持､

2.草地樹木および生け垣､蜜蜂用草原の樹木 但ienenweidegeh lze)､保護植物､並木道､樹木

群､個別樹木､

3.腐朽家屋の除去あるいは長期に渡って使用されないその他の阻害施設も含む､損傷のあるもしく

は非使用の敷地土地の整備 Oierrichtung)､

4.自然地像の維持 Crhaltung)と再生､特に谷間草地および傾斜面草地ならびに人口高密地域の

緑地の維持についての維持 C'flege-)対策､

5.散策路および公園､寝ころび草地,遊び草地の設置｡
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