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第1号   制作クレジット：
2003年8月にケープ・コッドでの「サミット」会議で顔を合わせ
た国際チームが協力して、アトラスの制作を進展させました。こ
のマルチメディア出版物は、前年のグリーン・マップ制作者グロ
ーバル会議において結成されたアトラスプロジェクト委員会の
アドバイスを元に、作業グループが2003年秋から冬にかけて
制作しました。
 
アトラス作業グループ:* 
  （名前の後に*印を記した人は、マップ制作者も兼ねる）
ドミニカ・ウイリアムソン
　　　　（デザイン・ディレクター、英コーンウォール）
ウェンディ・Ｅ・ブラウワー*（プロジェクト責任者、
　　　　ＧＭＳ創設ディレクター、ニューヨーク）
近藤 麻子　（情報・ウェブ・デザイナー、ＧＭＳ）
アリス・ハートレイ　（編集者、ＧＭＳ）
リック・コンロイ　（テクノロジー・プログラマー）
マシュー・グロシェック*　
　　　　（グラフィックデザイン、ミルウォーキー）
右衛門佐 美佐子*　
　　　　（日本側プロジェクト責任者/編集長、京都）
堀内 正弘*　
　　　　（日本側プロジェクト・コーディネーター、東京）
北條 崇　（日本語版テクニカル・マネジャー、京都）
中島 愛佳　（日英語翻訳）
林 千根　（日英語翻訳）
タイ・ダン　（フォト・アートワーカー）　
マイケル・サミュエル　（ロゴ・デザイナー）
ベン・ディスコー　（オープンソース開発）
ロバート・ズーバー  (企画・資金調達)
ニナ・レズニック  (法律顧問)
デーヴィッド・カッファー   (「はじめに」編集者)
ジュスティン・ラフォンテイン*  (配布顧問、トロント)
橋本 佳奈　（プロダクション・アシスタント、GMS）

著者紹介は最終頁をご覧ください。ＧＭＳ理事、アトラス･アド
バイザー、サミット参加者に関してはオンライン･クレジットをご
覧ください。 

アトラス資金提供および協賛団体：
日米コミュニティエクスチェンジ（JUCEE）日本財団（資金提
供）、日本国際交流基金グローバル・パートナーシップ・ニュー
ヨーク（資金提供）、ガイア財団　(ケープ･コッド研修施設提
供)、ロックフェラー財団 （べラージオ研修施設提供）

このマルチメディアの出版物は、英語版、日本語版ともにダウン
ロードができるＰＤＦ、冊子（2004年半ばに発行予定）、CD-
ROMで入手できます。翻訳と各地域で印刷・配布が円滑にでき
るような工夫に多大な努力が払われました。このマップを印刷
またはデジタル・コピーすることをお勧めします。（p.５参照）。グ
リーンマップ・アトラスの本、CD-ROM、定期刊行物、書籍、ウェ
プサイトを制作している人で、アトラスの全部または一部の複製
を希望する人はwww.greenatlas.org/jpの法律のページをご
参照いただくか、当方に直接連絡して許可をとって下さい。

天然デザインフォーラム、各地のプロジェクト・パートナー、チー
ムメンバー、その他、グリーンマップ・アトラスの制作に協力して
くださった多くの方々に心からお礼を申しあげます。とくにフラ
ー・プロジェクション装置を使って、表紙にアトラス掲載地をピ
ンポイントで記入できるようにしていただいたバックミンスター
・フラー・インスティチュートとVTPに感謝します。又、広島のグ
リーンマップ展示会向けに高解像度スキャンを提供してくれた
広島ゼロックス社、および写真や画像、文章を寄せてくださった
各地のマップ制作者たちに感謝の言葉を送ります。

グリーンマップ・アトラスはAdobe Creative Suiteを使って制
作しました。詳しくは奥付をごらんください。

発行： 2004年２月
発行人： Green Map System, Inc.
住所： PO Box 249　New York, NY 10002-0249 USA
電話：+1 (212) 674-1631
URL： www.greenmap.org
Email： info@greenmap.org

グリーンマップ・システムは、世界各地で制作される自然・文化
環境のマップを通して、地域の持続可能性や市民活動を応援す
る非営利団体(501c3)です。この団体への寄付は税の控除対
象になります。ご寄付頂いたお金は、アトラス第二巻の発行、並
びに私達の世界規模のメディア・プロジェクト等に利用させて
頂きます。

グリーンマップはGreen Map®の 商標であり、アイコン及びロ
ゴには版権があります。禁無断転載、複製。
版権： 2004 Green Map System, Inc.
全ての地図と画像の著作権に関しては、各ストーリーの最後の
ページをご覧下さい。アトラスに使われているものにはすべて著
作権がありますので、著作権・所有者の記述が明確に表示され
ることが義務付けられています。

書籍コード ISBN: 0-9749829-5-4
雑誌コード ISSN: 1550-3488

グリーンマップ® アトラス
マップ制作ストーリー　第1号
英語版: www.greenatlas.org
日本語版: www.greenatlas.org/jp    ‹ ‰    _                                    ] x 
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グリーンマップ制作ストーリーを、敢えて一般的なや
り方とは逆に南から北の順序で掲載しました。
ストーリーは、どれも次のような項目に従って書かれ
ています。

 ・表紙
1. はじめに
2. マップ制作
3. チームワーク
4. 制作費
5. 評価
6. むすび
・裏表紙/クレジット

この目次ページにはリンク機能が付いています。クリ
ック1つで各ストーリーへジャンプ。目次ページに戻
るには、各ページの下にある青いアトラスロゴをクリ
ックして下さい。矢印キーを使ってのナビゲートも可
能です。

アトラスは、他の資料と共に
www.greenatlas.org/jp
にて２つのPDFフォーマットでご覧になれます。
1. 72 dpi 画面上で見る
2. 150 dpi 印刷用

目次: 
Mapmaking Stories · Volume One
www.greenatlas.org/jp
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イントロダクション        Atlas III 
 
アトラスの使い方         Atlas V 
アトラスを見る、印刷する、映し出す、eメールする

グリーンマップ制作ストーリー 

ジャカルタ インドネシア マルコ・クスマウィジャヤ　-アイコン財団    Story A
活気あふれる首都圏のにぎやかな街をしるす

プーネ インド アナンド・ウパレカル-ネブラ・コンサルタンツ       Story B
インド中央部デカン高原にある豊かな文化遺産を記録する

広島 日本 千代章一郎-広島大学       Story C
地域マップづくりを通してエコピースの考えを組み立てる

ロブソン郡  アメリカ マック・レジャトン/マドリシア・ロックリア -　センター・フォー・コミュニティ・アクション Story D
田園地帯ノースカロライナの多様な人 と々場所をつなぐ

京都 日本 右衛門佐美佐子-天然デザインフォーラム      Story E
日本人の心のふるさとを内側から眺める

東京 日本 堀内正弘-アーバン・エコロジー・トーキョー      Story F
モザイク都市首都圏を自転車と徒歩で探索する 

ニューヨーク アメリカ  ウエンディ・E・ブラウワー　-グリーンマップ・システム    Story G
グリーンマップ発祥の地でグリーンマップをたどる

函館 日本 渡辺保史-node: 0138       Story H
ハイテクのマップづくりを通してスローペースを味わう

ミルウオーキー アメリカ マチュー・グロシェク-エジュケーション・デザイン・リンク    Story I
アートワークでアメリカ中央部のホームタウンの多様な側面を提示する

トロント カナダ ジュスティン・ラフォンテイン-グリーン・ツーリズム協会    Story J
都市のエコ・ツーリズムにハイライトをあてる

あとがき          Atlas VI 
マップの選択と著者紹介

http://www.greenatlas.org/jp
http://www.greenatlas.org/jp
http://www.greenatlas.org
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Welcome to the 
Green Map Atlas 
Mapmaking Stories · Volume One! 

“グリーンマップは、住んでいる人をまちに返すものだ。---それは誰かの無
味乾燥なまなざしを通してはなく、人間活動が紡ぎ出す、とてもおもしろい
タピストリーなのだ。”
-英「エコロジスト」誌　トム・スタンフォード

JAKARTA INDONESIA

PUNE INDIA

HIROSHIMA JAPAN

ROBESON COUNTY USA

KYOTO JAPAN

TOKYO JAPAN

NEW YORK CITY USA

HAKODATE JAPAN

MILWAUKEE USA

TORONTO CANADA

グリーンマップづくりの背後の生き生きしたエピソー
ドを紹介することで、アトラスは持続可能な地域社会
をつくるのにいろいろな取組み方があることを私たち
に伝えてくれています。このシリーズの先頭を切って
第一巻では、すぐれたアジアと北米の10カ所のスト
ーリーをお届けします。

アトラスはマップそのものだけでなく、各地のリーダ
ーたちの声、ユニークなマップづくりの奮闘記、動
機、制作方法、主要サイトやプロジェクトの成果につ
いてお伝えするものです。このイラスト付きの美しい
PDFアンソロジーをコンピューター画面で見るのも、
プリントアウトして本のようにご覧になるのも、展示
するのも、そしてｅメールで友人や仲間のみなさんと
分かち合うのもご自由です。グリーンマップ･アトラス
を取っておいて、できれば全88ぺージすべてお読み
いただくことをお勧めします。

私たちの目的は、皆さんが暮らしている町をより健康
的なものにしていくお手伝いをすることであり、アト
ラスストーリーがあなたの町にインスピレーションを
与えてくれればいいと願っています。

この本はマルチメディアでのグリーンマップ･アトラス

のデビューです。続いて、2004年半ばに出版予定の
高解像度の英語版と日本語版CD-ROMができると、
品質の高いアトラス･ブックが世界のどこでもオンデ
マンド印刷できるようになります。全てのグリーンマッ
プ制作者には原稿が提供され、地元でグリーンマッ
プ･アトラスを複製できるようになっています。できる
だけ多くの人にグリーンマップ･アトラスを手にしてい
ただくために、環境に配慮した方式を採りました。今
後、オープンソース方式の考え方と第一巻用にデザイ
ンしたフォーマットを使って、他の言語を使用したも
のや、より多くの地域や特定テーマ（青少年が作った
ユースマップや水辺のマップなど）を扱っていく予定
です。

アトラスを作ろうという夢のような構想は2002年の
グリーンマップ制作者グローバル会議で生まれまし
た。私達は、従来の地図帳とは違い、マップづくりや
地域の視点からコミュニティへの影響などを伝える
ものにしようと決めました。そして、このような考えを
日米コミュニティエクスチェンジ（JUCEE）と話し合
いました。JUCEEと日本国際交流基金の支援、それ
に10人の献身的なマップ制作者たちの協力があっ
て、アジア・北米編---ジャカルタ(インドネシア)、プー
ネ(インド)、広島、ノースカロライナ州ロブソン郡(アメ

リカ)、京都、東京、ニューヨーク、函館、ミルウォーキ
ー(アメリカ)、トロント(カナダ)を収めた第一巻がで
きあがったのです。

®

http://www.greenatlas.org/jp
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地域活動から生まれるグリーンマップは、視覚言語
であるアイコンを通じて、発見･個人参加・日々のグリ
ーンな生活の選択に新鮮な視点を与えています。プ
ロジェクトの資金はいくつかの資金源から得ていま
すが、マップ制作者は、内容がスポンサーに影響され
ずに、できる限り正確で、公平かつ包括的であるよう
に最大の努力をはらったことを明言しています。

世界規模の運動は、マップに期待をかける。
グリーンマップ・システムのネットワークには42カ
国、250件近くのプロジェクトが参加しています。
175種類以上のグリーンマップが発行されました。

www.greenmap.org, グリーンマップ･システム
のホームページ:
世界中の全てのグリーンマップ･プロジェクト、グリー
ンマップ･アイコンポスター、ユースマップ制作ツール
がいくつかの言語でご覧になれ、リンクしており、この
持続可能な地域活動への参加のお誘いを掲載して
おります。

グリーンマップ･アトラスがマルチメディアの電子ブッ
クとして登場したことで、情報が多くの人に届き、影
響を与える可能性は大いに広がりました。次にあげ
るようないくつかの点で、アトラスにはこれまでにな
い新しさがあります。

-マップに結実するまでのプロセスがわかる。
-重要なサイトや関連したプロジェクトにつながる実
用的な情報がある。
-中央集権的なやり方を避けた環境に優しいマルチ
メディア出版である。
-各地域の目標と地球規模の目標を調和させている。

アトラスは、学生、ジャーナリスト、都市計画者、地域
リーダー、資金提供者、観光客、地図やメディアのファ
ン、草の根活動家そして世界の市民に楽しんでいただ
ける読み物です。今日、すぐにコピーを作りましょう！

グリーンマップ･アトラスと＜www.greenatlas.org/
jp＞の資料をごらんください。その上で、このプロジェ
クトに対するご意見をお聞かせていただきたいと思い
ます。みなさんの声によって、このプロジェクトの将来
の方向性が決まります。ぜひ、ご協力をお願いします。

グリーンマップ･アトラスウェブサイトには:

グリーンマップ•システム タイムライン

1995年以来、グリーンマップ・システムは次のよう
な活動を行ってきました。 
-あらゆる年齢の市民が自分たちの地域の環境
　資源や文化資源を見定め、促進し、関わるこ　
　とを支援。
-市民参加を拡大し、持続可能性に向けた歩み
　を加速させる総合的ネットワークを構築。
-現在、実施中の模範的な環境活動の努力を世
　界提示。
-人々のネットワークづくりにインターネットによ
　る情報交換を活用。
-自分たちのまちをより住みやすく、より健康的な
　所にする活動をする一方、自然の美しさ、輝き、
　多様性を提示。

・ 寄付情報 

・ フィードバック･アンケートとアトラス読者の感想

・ アトラス日本語版へのリンク 

・ アトラス共有用ツールとメディア用資料

・ クレジットと奥付 

・ グリーンマップ・ストアーアトラスとマップの入手方法

1992   1993    1994   1995    1996  1997    1998   1999   2000   2001    2002   2003   2004

ジャカルタ ニューヨーク

100番目のグリーンマップ・プロジェクト登録 (ブラジル・リオデジャネイロ)  

京都
ユース･マップづくり事業開始　 東京 

日本、南米、ヨーロッパ、およびキューバでグリーンマップ・ハブが活発化

マレーシア・クアラルンプールが200番目のグリーンマップ・プロジェクト登録
第1回マップ制作者グローバル会議

各大陸でのグリーンマップ・プロジェクト開始

グローバル・グリーンマップ・システムとウェブサイト開始

ニューヨーク グリーン・アップル・マップ第1版発行

グリーンマップ・アイコン・フォントの発表 プーネ/ロブソン

トロント/ミルウォーキー

非営利団体の認証取得

グリーンマップ印部数100万部達成

グリーンマップ･アトラス第一巻 オンラインデビュー広島 広島 
函館 

http://www.greenatlas.org/jp
http://www.greenmap.org
http://www.greenatlas.org/jp
http://www.greenatlas.org/jp
http://www.greenatlas.org/jp/feedback.html
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グリーンマップ･アトラスの使い方: 
Mapmaking Stories · Volume One
www.greenatlas.org/jp 友達や仲間にアトラスを送ることを、

歓迎します！受信者の環境に合わせ
てなるべく１ストーリーずつ送って
あげましょう。その場合、フォーマッ
トを変えずに元のままのPDFで必ず
送りましょう。

プロジェクターを使って
PDFを壁面に映し出すこ
ともできます。それぞれの
ストーリーを授業、講演
会、地域の集会などで紹
介することもできます。

虫眼鏡ボタンを使って、大きく見た
いところを拡大してみましょう。

冊子としてまとめる
両面印刷をした後、表紙を含めて順序よく並んでいるかを確
かめましょう。左端から２センチほどのところで次のような方
法で製本してください。：
 • 小さな穴を空けて、綴じ合わす
 • ３～５個のホッチキスを使う
 • バインダークリップを使う
 • コピーショップの製本サービスを利用する
 • ボール紙を使って表紙を製本する
 （本の背をダウンロードして印刷してください）

一冊の冊子としてまとまれば、あなたのアトラスは本棚にき
ちんと並べることができ、繰り返し読むことのできる「本」に
なります。

個人用に印刷
アトラスはA4・USレターどちらのサイズでも印刷可能です。紙は勿論再生紙を使ってください。カラープ
リントがベストですが、白黒で印刷するのもよいでしょう。各ページは、資源やプリンターを浪費せず、ト
ナーの使用量を最小限に押さえるようデザインされています。印刷する時は、｢横向き｣にページ設定をし
て下さい。可能な限り、両面印刷をお奨めします。始めにプリンターのシステムをチェックしてください。場
合によっては、奇数のページだけを先にプリントした後、その裏に偶数ページを印刷する必要があるかも
しれません。

アトラスは印刷してパネルに貼るな
どして展示することができます。展示
することにより、より多くの人が見る
ことができます。あなたは展示してあ
るマップがほしいと思うかもしれま
せんね。展示の模様をお知らせ下さ
い。他のアトラス展示イベントの情報
をオンラインでお知らせします。

この他にもっとクリエイティブでエコロジカルな冊子のまとめ方を思い付いた方は、ぜひ私たちに
Eメールして下さい。宛先は atlas@greenmap.org

地元の図書館に一冊作ってみるなんてどうでしょう？

72dpi
モニターで
見る

150dpi

印刷する

Full Screen View

ctrl + L

アトラスを展示する

Eメールで共
有する

グリーンマップ･アトラスは２つのフォーマットで
ダウンロードできます:

６冊以上プリントされる予定の方は再出版ガイドライン
をお読みになり、事前にご連絡下さい。 THE GREEN 
MAP ATLAS アトラスの高画質CD-ROM*版、アトラ
ス印刷版、掲載されたグリーンマップなどは2004年半
ばオープン予定のグリーンマップ･オンラインショップで
販売されます。お近くのグリーンマップメーカーにもご
相談ください。

*150dpiでもプリントには充分耐えられますが、画質が最も良いものは
CD-ROM（300dpi）からの印刷になります。CD-ROMは2004年の中
頃から入手可能になります。

詳しい使い方は、右の色分けされた説明文を参照
してください。その他の情報は＜www.greenatlas.
org/jp＞をご覧下さい。

72 dpi: 
モニターで見る、e-mailで共有する。
150 dpi:
印刷して製本する、展示に使用する 

アトラスは｢バザール方式：オープンソース｣の思想を
尊重して、自由に配布することができます。そのかわり
に、２つのお願いがあります。:
　・感想を聞かせて下さい。Eメール、もしくは簡単な
　オンライン・アンケートをご利用ください。
　・次号のアトラス制作や世界中のグリーンマップ･
　プロジェクトのために資金の援助をお願いします。
皆様のサポートをお待ちしております。

画面上で見る
Adobe Acrobat Reader 5で
PDFファイルを開いたら、“Ctrl 
+ L”ボタン（Mac:コマンド+L）で
全画面表示ができます。もとの画
面に戻る時も同じ操作です。

http://www.greenatlas.org/jp
http://www.greenatlas.org/jp/bind.html
http://www.greenatlas.org/jp/legal.html
http://www.greenatlas.org/jp/support.html
http://www.greenatlas.org/jp
http://www.greenatlas.org/jp
http://www.greenatlas.org/jp/survey.php
http://www.greenatlas.org/jp/support.html
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グリーンマップ・システムは、世界各地で制作され
る自然・文化環境のマップを通して、地域の持続
可能性や市民活動を応援する非営利団体です。
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地図データ

・ 使用言語: インドネシア語、英語
・ 版数: 3
・ 地図形態: 印刷物、ウェブマップ
・ 収録サイト数: 第2版-287、第3版-198
・ グローバルアイコン使用数: 72

はじめに

ジャカルタのローカルアイコン7個の一部

いくためには欠かせない存在であることに気付いて
もらうことは重要である。ジャカルタはインドネシア
の首都なので必然的に中流層の比率が最も高い。

プロジェクトが進展するにつれて、メディア、アーテ
ィスト、知識人、学生からのサポートを得ることがで
きた。文化遺産の弱体化と行政機関のミスリードへ
の懸念が、同時に環境への懸念へ導いたのである。

私は都会の中にある自然と文化の関係を表現する
ツールを長年求めていたので、ジャカルタのグリーン
マップを作ることを決意した。

ジャカルタは、インドネシア共和国全国同様、過去
30年間産業･生産重視の政策をとり続けたことによ
って、幾度もの環境破壊を目の当たりにしてきた。独
立したばかりのこの発展途上国にとって、「消費」は
求めるべき新しい豊かさのバロメーターと見なされ
てきた。

健全な都市とエコロジー。その概念は元来インド
ネシアの多くの民族文化に共通するものであるが、
近年このような価値観は損なわれてきている。グリー
ンマップの制作は、都市のリアリティーを一枚一枚剥
いでいき、街と環境の健全なあり方を私たちの集団
意識の中にもう一度取り戻させてくれるものだと私
は考える。

私たちはまず始めに、ジャカルタの中流階級を利
用者の対象とすることにした。小学校に通うことすら
贅沢な多くの人間がいるこの国で、彼らは最も教育
程度が高い。知識のある彼らに、自らが現状を変えて第3版メンテンググリーンマップ詳細 (2003年)

ジャカルタ

　 イ ン ド ネ シ ア

南シナ海

ウエブマップ プロトタイプ完成

メンテング地域版開始

助成金獲得

プロジェクト開始

第1版ケマン地域版完成

旧植民地地域の追加

第2版のアップデート

雑誌 Aikon 助成獲得

第2版完成

グリーンマップインドネシア ホームページ完成

UNDP ユースプロジェクト開始

第3版メンテング版完成 西スマトラ勧誘の為の情報提供

タルマナガラ大学での展示会開催

workshops

2001                              2002                              2003                              2004

http://www.greenmap.or.id
http://www.greenatlas.org
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10,000 copies printed 1st map (as centrefold in Aikon
magazine), 3,000 2nd map, 3,000 3rd map

初めて制作されたグリーンマップはケマン地域の
もので、雑誌『AIKON』の中央見開き付録として出版
された。『AIKON』は文化や環境問題を取り扱う国内
唯一の雑誌であり、読者層は主に中産階級である。
地図の読者対象と一致するので、最も相応しい形で
配布できたと思う。2002年の10月に雑誌の出版が
終了するまでの八年間、この雑誌は再生紙に印刷さ
れていた。

私たちはジャカルタの地域一つ一つのグリーンマ
ップを常に新しいボランティアグループで作っていく
つもりだ。現在までに出版された三版の外観の違い
もそれ故である。一連の制作作業はアイコンの説明
から始まる。参加者は近辺の調査に繰り出し、時にサ
イトのオーナーや住民と熱心な議論を交えつつ、街
の文化や自然を豊かにしているサイトを確認してい
く。また地域特定のサイトもアイコンに含まれる。例
えば、メンテングリーンマップには、ソングライター、
バティック職人、共和国建国の父と言われる人、知識
人などの文化人の住居を地図に載せた。どのグリー
ンマップアイコンを使うか迷うこともあるが、一定の
基準を設けることにより質と一貫性は保たれる。

2002年に私たちの事務所は、融通手形振出イン
ドネシア協会（Indonesian Association of Kite 
Fliers）の非営利事務所に移転した。出版された地図
は、そこの小売スペースを独占しているAKSARA 
(アクサラ)本屋で販売されている。私たちのウェブサ
イト、www.greenmap.or.idはその他のインドネシ
アのグリーンマップと共有している。現在、このサイト
はマランの同僚が制作中で、東ジャバシティではまた
新たなグリーンマッププロジェクトが発足した。

マップ制作

（左から）
第1版-ケマング・グリーンマップ-
2002年2月
第2版-ジャカルタ・グリーンマップ-
2002年12月
第3版-メンテング・グリーンマップ-
2003年10月
メンテング・マップを熱心に作る子供達

テクニカルデーター

ソフトウエア:
Adobe Illustrator
QuarkXpress 
CorelDRAW 

ハードウエア:
Power Macintosh G4 workstation
HP Scanjet 3c

紙質:
First map: duplicator 80g, recycled
Second map: matted paper 120g

地図形態とサイズ:
Folding
  · First map: 47.4 X 30.8 cm/18.7 X 12.1 in
  · Second map: A2 (59.4 X 42 cm/23.4 X
     16.5 in)
  · Third map: A2 (59.4 X 42 cm/23.4 X
     16.5 in)

http://www.greenatlas.org
http://www.greenmap.or.id
http://www.greenmap.or.id
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25 460 0

Partners, Advisors and Board members: 11

Participants:
Kids (to age 14)

Youth (to age 22)
Adults (to age 65)
Seniors (age 65+) 

チームワーク

編集者とグラフィックデザイナーは常に参加している
ものの、私たちは毎回違ったグループ構成で地図を制
作する。第1版と2版は主にボランティアのグループが
取り組み、さらに数人が登録サイトの充実や議論にた
ずさわった。中心メンバーは、私自身-マルコ・クスマウ
ィジャヤ(チームリーダー)、ＡＳ・ニンシー（プロジェクト
コーディネーター）、ウッケ・コサシ(編集担当)、エンリ
コ・ハリムとボビー・イランディタ(グラフィックデザイナ
ー)、ジョニ・ファイサル、ヘニ・ウランダリ、ニラ・サリ(研
究者)で構成されていた。

第3版チームは、私、ルディ・ハシブアン(プロジェクト
コーディネーター)、アティ・カミル（テキスト編集者）、
ヘニ・ウランダリ、リア・ブタル-ブター（ボランティアコ
ーディネーター＆秘書）、ヤン・プリヤトゥナ(グラフィッ
クデザイナー)、ジョニ・ファイサル、ヘンドゥリ・ソエンド
ロ(研究者)というメンバー構成だ。ほとんどのボランテ
ィアは新卒・新社会人、もしくはジャーナリズム、建築、
都市計画、グラフィック・ランドスケープデザイン、文化
遺産の保護や芸術などを学ぶ学生である。投資家達は
グリーンマップが制作のみの活動ではなく、制作後も社
会や政府に街の問題点を発信し続ける活動であること
を望んだので、私たちは権威ある専門家たちによって

書かれた短い記事-消えていく歴史的資産、緑の減
少、環境法令の違反などについて-も掲載した。

ディスカッション、ワークショップ、発表イベントをす
る時、私たちは必ず手元にある世界各国のグリーン
マップを紹介する。他国のグリーンマップは私たちに
とってだけでなく、一般市民にとっても刺激的なもの
であるからだ。よりカラフルで細かく高画質なジャカ
ルタグリーンマップを求める人々の声にできる限り応
えていくつもりである。

どの地図もそれに関連する組織によってサポート
されている。例えばメンテング地区の地図制作では
ゲーテ・インスティチュートのボランティアの人が集
まる場所や発表イベントのスペースを提供していた
だいた。この文化センターはメンテング地区に位置
し、庭にはフィカス・エラスティカという古い木が植え
られている。これは、2つのグリーンマップアイコンに
該当する資産だ。

ジャカルタグリーンマップを使ってメンテング近隣の探索準備をす
る日蓮宗仏教センターの子供達。

<< 我々のターゲットする人たち
への書店・インターネットカフェ
での第2版発表会の模様。

<<タルマナガラ大学・ラワング
ギャラリーで世界のグリーン
マップ12種類を展示した会場
の模様。

展覧会に出席した学生や >>
講師はワークショップにも
参加。

メンテンググリーンマップの >>   
メンバーがゲーテ・インスティ
チュートでアイコン風船をふく
らましている模様。

http://www.greenmap.or.id
http://www.greenatlas.org
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Approximately 756 website visitors per year

エコノミックデーター

制作主体: Network of NGOs, cultural 
institutes,  artists, individuals

資金源: 
Grants, in-kind, sales, private funding

主な支援団体:
Aikon magazine
Society for Built Environment 
Goethe Institut Jakarta 
Ms. Sari Madjid 
World Bank Small Grant Programme

専任スタッフ: 3, combination of paid and 
voluntary

頒価: Rupiah 5,000 (US$0.60) for the 2nd 
map. Rupiah 10,000 (US$1.20) for the 
3rd map

派生プロジェクト: Exhibits

制作費

初版グリーンマップは雑誌『AIKON』に６ヶ月もの
間５名の人材を提供していただくなど多大な支援を
していただいた。印刷・ワークショップにかかる交通
費などの資金は後々になってワールドバンクの小補
助金制度で賄われたが、ほとんどの仕事は無給で行
なわれており、2003年の３月からはハーフタイムの
有給スタッフ１名で活動している。

私たちにとってこの活動の有益な点は、人々がジャ
カルタを学ぶ手助けとなっていることと政府に圧力
をかけることができることだ。地図とは人々が情報発
信、問題の提議、自らの関心ごとを共有できるプラッ
トフォームである。大変実用的なメディアだ。現時点
ではこのプロジェクトは、金銭的な収益はこれといっ
てない。個人的に私は1ヶ月３０ドル、週６時間ほど
をグリーンマップに費やしている。プロジェクトを持
続させるため、いかに地図の売上を伸ばすか私たち
は現在模索中だ。より充実した内容と魅力的なデザ
イン、メディアへの露出を増やすことによって需要は
増えると見込んでいる。それだけではなく、他の地図
に劣らないためにもより魅惑的なサイトを載せようと
探索している。

（上から）『ジャカルタ・ポスト』紙のネット記事の賞賛記事-03年
11月7日。Jarigan Plestarian Pusaka Indonesiaのウェブサイト
に掲載されたメンテンググリーンマップのプレスリリース。

ジャカルタマップの第3版、第
2版に使用されたアイコン

これらのアイコンは全グリーン
マップに共通に使われている

http://www.greenatlas.org
http://www.greenmap.or.id
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評価

このプロジェクトの最大の難関は、増大する時間と
労力を限られた予算の中で賄うことだ。当初はボラン
ティアの人々の緩やかなネットワークの中で活動して
いたが、プロジェクトが成長するにつれ、より組織化
された団体としての活動が必要になってきている。ボ
ランティアの方々をきちんとマネージしなければなら
ないし、みなそれぞれの理由でプロジェクトに出入り
するので、有給のコアグループを作ることは必要不可
欠だ。

私たちにとってグリーンマップの一番の価値は、ド
キュメンタリーとしての役割にある。またグリーンマッ
プによる国際的なネットワークには、たくさんの人が
関心を示す。彼らはこんなにも多くの人間が自分達と
同じように環境のことや文化のために活動をしてい
ることに驚き、勇気づけられる。ジャカルタグリーンマ
ップもまたヨグヤカルタやバランといったインドネシ
アの他の街にグリーンマップの火種をつけた。ワーク
ショップを開くためにバンドゥン、スラバヤ、メダンに
も招かれた。私たちはブキティンギ・スマテラ地区を
地図にしてその知られざる価値を表に出そうとしてい
る。そうすることによって、軽率な開発を止める活動
が他の地域でも広がるかもしれない。ごく最近になっ

て私たちのグリーンマップは、国連開発プログラムの
環境能力開発部の関心を集めており、手作り住居が
並ぶ低所得地域の問題のある学生に、建設地図制作
や関連技術を教える時に使われる。

私たちは自分達の活動がジャカルタ市に与える
影響を組織的に訴えていく方法論を持ちえていない
が、前向きなコメントを頂いているし、メディアの取り
上げ方もとてもよい。市民の方々はメーリングリスト
に登録しワークショップ(通常大学内で開かれる)に
来てもらうといった形で参加できるようになってい
る。私たちの活動は過去２年の間に、約12種類のメ
ディアに掲載された。紹介されたメディアは、『テン
ポ』、『コーランテンポ』、『コンパス』、『ジャカルタポス
ト』(英語)、『ジャカルタ新聞』(日本語)、『フェミナ』、『
ハーワールド』(どちらも女性誌)、『ボボ』(児童向け雑
誌)、『インティサリ』、トランスTV、ラジオ68H、ジャク
ニュースラジオ、ラジオフィーメール、ラジオER／エ
シックラジオなどである。

（上から）ケマング近隣の初版マップ。裏表紙詳細。

ジャカルタグリーンマップは多くのメディアに紹介された。（左から）『Bobo』（02年8月）。『Tempo』（03年2月）第1版、ケマングマップを
出版した 『Aikon』誌では、「スローダウン」の特集で掲載された（02年2月）。展覧会ポスター。『Aikon』誌のセンター折りマップの表紙。

http://www.greenmap.or.id
http://www.greenatlas.org
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むすび

私たちの地図は、参加して下さる方々のスキルや知
識が毎回、反映されるため、一枚一枚違った地図が
できるのが特徴的だ。極めてローカルな情報、権威あ
る専門家の話を織り込みつつ、毎回１つの地域を丹
念に制作する過程も独特だ。私がこの活動で一番楽
しいのは、予想もしていなかったような発見がいつも
あることだ。発見のプロセスが私たちに新しい知識を
与え、未来へと導びいてくれる。

近い将来、私たちは地図の販売や営業に力を入れ
る予定だ。グリーンマップ活動を存続させるために
も、より多くの書店、観光者向け掲示板や共催者を探
していかなければならない。さらにあと２つぐらい市
内の地域のグリーンマップを作ったら、ジャカルタ全
体のグリーンマップに着手するつもりでいる。それと
同時に、ジャカルタ以外の国内のおもしろそうな地域
-例えばバリのウバドなど-のグリーンマップも作れ
ればと思っている。大変人気のある面白い地域の地
図は収益も大きいと思われるので、そういった場所で
はグリーンマップの活動を広げるだけではなく、地図
の販売収入によって他の地域の活動をサポートする
ことができるようになるかもしれない。

“私は自分の子ども達を連れて、地図に書かれてい
ることを追ってみたいと思います。しかし、これらのす
てきな場所が私達が訪れたとき、まだ存在していると
保証できるでしょうか？”
ｰミア・アマリア 32歳女性、脚本家

“地図は完成することがありません。私はメンテング
の住民ですから、地図に足すべき場所があるのはい
つも分かります。”
ｰハディ・プルノモ 60代男性 映画製作者

“地図を見せてもらうと、今にでも自転車にまたがって、サイトを訪ねたり
街の探検がしたくなってしまいます！”
ｰヴィヴィ・ザブキィ 28歳女性、ラジオジャーナリスト

メンテングの伝統的家屋には、開放的なベランダ付きの玄
関があり、これで局地的な気候を調節する。また、昔はこれ
が開放的な生活様式を生んでいた。

地域グループによってよく管理されているメンテングの小
公園。

放置されたままになっているジャカルタ中心部を流れる重
要河川、シリウング川の不法投棄。

http://www.greenatlas.org
http://www.greenmap.or.id
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ジャカルタストーリー監修: 
Marco Kusumawijaya
Jakarta Green Map Makers
Kompleks Carina Sayang II
Blok A, No. 12A
Jakarta 14440
Indonesia
tel: +62 21-55951515
mobile: +62 (0)816811563

All map, web and promo images © Jakarta Green Map

All Other Photos by:
Marco Kusumawijaya, except

page 5) top, from left: Ludi Hasibuan, © Bobo 

Magazine; Agus Hidayat, © Tempo Magazine; © Aikon 

Magazine, far right: Enrico Halim, © Aikon Magazine

email: marcokw@centrin.net.id
or visit the online store at
www.greenatlas.org

マップの申し込みは？

第2版-2002年　Kemang, Kebayoran Baru地区と38の緑地が掲載されているジャカルタマップ

（左から）第3版ジャカルタマップに掲載したメンテング近隣のモスク。珍しく晴れた朝のジャカルタ
南部の山々。殆ど生き物を見ることができず、見ることができるのは年に5-6回程度。

<< メンテンググリーンマップを
手伝ってくれたヴォランティアの
方々。

www.greenmap.org, グリーンマップ･システムの
ホームページ: 世界中の全てのグリーンマップ･プロジ
ェクト、グリーンマップ･アイコンポスター、ユースマッ
プ制作ツールなどがいくつかの言語でご覧になれ、リ
ンクしており、持続可能なこの活動への参加のお誘い
も掲載しております。

http://www.greenatlas.org
http://www.greenmap.org
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グリーンマップ・システムは、世界各地で制作され
る自然・文化環境のマップを通して、地域の持続
可能性や市民活動を応援する非営利団体です。
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地図データ

・ 使用言語: 英語
・ 版数: 3
・ 地図形態: アート紙、手漉き紙、絹織物
・ 収録サイト数: 130
・ グローバルアイコン使用数: 18

「始めは暗闇でしかなかった。突然、千の太陽の光
が現れた。」（バグワット ギータ）まさにその通りだっ
た-少なくともプーネ市の地図作りに関しては！

インド西部のデカン高原の緑豊かな山々に包ま
れたプーネ市は、ボンベイから160km東に位置し、
300万人以上の住民を抱える名実ともにメトロポリ
スである。英領植民地時代、夏の首都として利用され
ていたプーネは、マハラシュトゥラ州でも2番目に大
きく、現在も50％以上の官庁がこの街にある。また、
ここはインドの教育の中心地としてもよく知られてお
り、高度な研究機関がいくつも点在している。プーネ
で開かれた国際マラソンやガネシュ祭りも、今では世
界的に知られるようになっている。

私の専門は建築であるが、地理情報システムにも
深い関心を寄せている。1999年、地図データのダウ
ンロードの為ネットサーフをしていたところ、フレンド
リーなウェブサイト-これがグリーンマップシステム
(GMS)だったわけだが-に遭遇した。学歴も年齢も
問わないグリーンマップ作りへの招待状がそこには
記されていた。それだけではなく、GMSは自らの所

はじめに

プーネの4個のローカルアイコン

有する大切なグリーンマップアイコンまで提供してい
た。私は、街の個性となる様々な資産をシンプルな方
法で記録に収め、より大きな持続性に向かって未来に
繋いでいくグリーンマップのコンセプトに感銘を受けた。

プーネグリーンマップ詳細 (2003年)

プーネ市広域地図完成プロジェクト開始

プーネ市中心部マップ完成

ホームページ設置

マップ発表

小規模なスポンサーシップ確保

助成金獲得
インディアエクスプレス紙にて報道

プーネ市中心部マップシルク版完成

プーネ市中心部第２版完成

1999                 2000                 2001                2002                2003                 2004 

アグラ

アーマダ－バード

アラハバード
ジャイプル

ナーグプルスーラト

（ボンベイ）ムンバイ

チェンナイ（マドラス）

（カルカッタ）
コルカタ

コーチ

ニューデリ

イ ン ド

アラビア海

ベルガル湾

イ ン ド 洋

Ganges

プーネ

http://www.greenatlas.org
http://www.greenatlas.org
http://www.anandupalekar.com/gismap.htm
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1,000 maps printed on paper 
(200 on handmade paper, 100 on silk)

地図制作こそが楽しさの本番だ。サーベイ･オブ
･インディアには1962年当時の地図があり、何人か
が地図情報を更新もしていたが、ベースマップにはあ
えて、「プーネA to Z」（パシュラム出版）を選択した。
この地図の制作者、S.Pバルヴェ氏が使用を快く承
諾して下さったのだ。私達の地図は、市の地図とは違
って、現実に近いものであると確信している。

道路、山、2本の川、植民地時代とそれ以前の建築
物、洞窟寺、人物など、街の財産は実に様々な形で存
在する。建築物だけを比較しても、1200年に及ぶ歴
史を垣間見ることができる。私達は私の幼少時代、す
なわち1940年代から存在するもの全てをリストアッ
プしようと決めた。そして、約25個のグリーンマップア
イコンを選んで、これら街の財産を年代順に分類した。

2000年の時点でプーネには、150Ｋ㎡の中に
200万人もの人々が生活していたので、私たちは慎
重に地図の対象地域と基準を定める必要があった。
最も理想的な地域として挙がったのは、700年の歴
史があり、人口密度も高く親密な生活空間のある市
の中心部だ。ここにお見せしている地図は19世紀ま
であった旧市街のものである。1863年にイギリスに

侵略されて以来、この街は大変貌を遂げ、市外には軍
事宿営地ができ、物資の往来を妨げていた河には橋
がかけられた。

プロジェクトが進むにしたがって、私たちは、地図
にはいろんなサイズや技術があることを知るようにな
った。GMSからいつかのマップを送って頂いたので、
それを参考にサイズ･色・紙質など選ぶことができ
た。少しずつ新しい世界が開き始めていた。

マップ制作

テクニカルデーター

ソフトウエア:
CADIAN Arch
Graphic SW

ハードウエア:
Celeron and Pentium
Canon SLR camera
Bicycle
Motorcycle

紙質:
Handmade Paper, Maplitho 100gsm, 
Artpaper 130gsm with vegetable ink

地図形態とサイズ:
Folding
  · Central & Silk maps: 54.6 X 41.9 cm/

21.5 X 16.5 in
  · Citywide map: 55.9 X 43.2 cm/22 X 17 in

（左から）
プーネグリーンマップ（2003-4年）
プーネ中心部グリーンマップ（2003年）
プーネ中心部グリーンマップ（2000年）
サイトのアドヴァイスや他のコメントを前に進捗状況
を見る学生達。

http://www.greenatlas.org
http://www.greenatlas.org
http://www.greenatlas.org
http://www.anandupalekar.com/gismap.htm
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0 50 0

Partners, Advisors and Board members: 5 

Participants:
Kids (to age 14)

Youth (to age 22)
Adults (to age 65)
Seniors (age 65+) 

参加者には、このプロジェクトが商業的意味合い
を伴わないこと、ほとんどの労働はボランティアで行
なわれることを理解してもらった上で協力してもらっ
た。多くのボランティアは、私の生徒たちだったが、彼
らは喜んで制作に参加してくれた。印刷のプロである
ニナド･マテが印刷を担当し、グラフィックデザイナー
のアヌープ・チャプヒカとスミタ・パティルには、仕事
ごとに報酬を払った。

チームワーク

地図制作はやりがいのある挑戦だった。始めは、こ
のプロジェクトをグラフィックデザインやコンピュー
タ設計システムに慣れている私のオフィスチーム以
外の人に広げるつもりはなかったが、プロジェクトが
進むにつれ、私たちは環境関連のフォーラムへの招
待や講演の依頼を受けるようになった。地図は本当
の意味で形になってきていた。

このプロジェクトが自分一人の手中で収まるもの
ではないと気付いた私は、より多くの人に関わっても
らうことにした。実際、インドは才能もアイデアも有り
余っている国だ。すぐに、準備は整った。ベースマップ、
レイアウト、デザイン、情報収集、NGOとの交流̶な
かなかのリストだったが---などを行った。グリーンマ
ップのアイデアに共感し、関わりたいと思った全ての
人に参加してもらった。そして、何としても素晴らしい
グリーンマップを作ると心に決めていた私は、文化遺
産の保護、環境問題、景観、鳥類学など様々な都市
関連の活動をするNGOの人たちに会ってまわった。
マラティ劇場を代表する文化都市プーネの著名な劇
場や工芸関連サイトも訪ねた。グリーンマップを通し
て、この街のたくさんの宝物を発見できたのは目を見
張る体験だった。

左端-GMSの広報スペシャリストRobert Zuber博士と2000年7月
の初版発表時にいくつかのアイデアを委員会と共有する

<< プーネグリーンマップ
2003年版にすばらしいデザイ
ンをしてくれたグラフィックデザ
イナーSmita Pacil。

マーシャル機構のスタッフを >>
含めて、地域のNGOメンバーが
アイデアを提供。

マップ制作者Anand Upalekarは、著名な物理学者、フェミニスト、
作家、科学政策提唱者であるVandana  Shiva博士にプーネグリー
ンマップ2003年版を贈呈した。

http://www.greenatlas.org
http://www.greenatlas.org
http://www.anandupalekar.com/gismap.htm
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制作費

建築家として、プロジェクト予算のやりくりをするこ
とには慣れていたが、助成金などの資金獲得に関し
て私は全くの素人だった。スポンサーに頼るより、限
られた資金となるが、私の貯蓄を有効利用して資金
をまかなった。よって、地図は経済的にも私の器量に
も程よい規模のものにした。プロジェクトの総費用は
35000ルピー（約700ドル）で、印刷物1000枚、手
漉き紙に200枚、インドシルクに100枚がプリントさ
れた。手漉き紙は豊富な繊維とリサイクルされたパル
プ材を原料とし、市外50キロに位置する工場で制作
されている。

シルクに印刷するアイデアはバルベ氏がデジタル
画像をシルクや繊維に印刷していることを耳にした
時に思いついたものだ。シルクのグリーンマップはス
カーフとして女性に使ってもらっている。このアイデア
は大変評判がよく、一躍大人気となった。普通紙に
印刷されたマップは一枚15ルピー(約30セント)で本
屋で販売されていたが、後からほしい人に無料で配
布するよう方針を変えた。
 

（上から）プーネグリーンマッ
プその他のプロジェクトを紹
介しているウェブサイトwww.
anandupalekar.com
プーネグリーンマップのシルク
スカーフ。
（背景）プーネグリーンマップ
は再生紙ともみ殻から作られ
た手漉き紙に印刷された。 

エコノミックデーター

制作主体:  Architecture design group
 
資金源:
Private funding

主な支援団体: 
Self, Hotel Blue Diamond

専任スタッフ: 5

頒価: Rupees 15/copy, but many were 
distributed free

これらのアイコンは全グリーン
マップに共通に使われている

プーネマップ初版と第2版に記
したグリーンマップアイコン。

http://www.greenatlas.org
http://www.greenatlas.org
http://www.greenatlas.org
http://www.anandupalekar.com/gismap.htm
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評価

ロバート･ズーバー博士がプーネに来るのに合わ
せて私たちの地図は発表されることになり、必然的
に5ヶ月間で地図は制作されることとなった。制作期
間が決まった時点で、作業分担を細かく分けていくの
は簡単だった。なんといっても制作チームはやる気と
エネルギーで溢れていた。そして、1999年9月の頃か
ら思い描いていたものが着実に実現していった。

プーネ市庁の委員長であるアショク・デシュパンデ
氏は、出版記念イベントの取り仕切りを快く引き受け
てくださり、このイベントはインドでは縁起が良いとさ
れる7月27日(2000年)に設定した。来訪したロバー
トは地図データの最終チェックやアイデアの提供な
ど、様々な形で協力してくださり、おかげでイベントは
成功に終わった。彼は私たちにたくさんのインスピレ
ーションを残してくれた。ヴィジェイ・パラニペ (環境
問題専門家)、プラカシュ・ゴレ博士(鳥類学者)、シャ
ラド・マハジャン(NGO-マシャル)、プラシャント・ヴァ
グマレ（プーネ都市エンジニア）、アルヴィンド・コルハ
トゥカル（元ムンバイ株式取引所長）、その他サカル、
インディアンエクスプレス、タイムズ･オブ･インディ
ア、ケサーリやローカルテレビの記者がイベントに出
席した。

出版記念イベント以降、私たちの元にバンガロー
ル市、ムンバイ市、コルハプル市、トゥリバンドラム市、
ナシク市などから地図の制作を希望する問い合わせ
が相次いだ。このうちの幾つかの街は、制作に向けて
動き出している。これは、私たちのプロジェクトが、世
界的ネットワークのあるグリーンマップシステムのプ
ラットフォームの上で行なわれた制作だからこそ得る
ことのできた反応と言えるだろう。

2003年末にヴァンダナ・シヴァ博士は講義のため
プーネに訪れた。講義の後、私は彼女に2000年版と
最新版のグリーンマップを紹介した。グリーンマップ
のことを既に耳にしていた彼女は、「プーネは創造的
な活動をするのに最適な街ですね」と私たちの活動
を賞賛した。

（上から）Anand Upalekarと最初の草稿マップを紹介した『India 
Express』紙（2002年11月14日）。S. P. Barve氏による『プーネ、
AからZ』はプーネマップのベースマップとして使わせていただいた。

掲載誌（左から）『インドタイムス』紙（2002年11月
13日）。Marathi語の新聞『デイリー・サカル』紙
（2000年7月31日）。

http://www.greenatlas.org
http://www.greenatlas.org
http://www.anandupalekar.com/gismap.htm
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むすび

まるで星座が宇宙に散らばる星たちをつなぎ描く
ように、グリーンマップはプーネという街の本当の魅
力を描く。持続可能な世界への希望を、世界共通アイ
コンを使って地図に載せていくアイデアは、多くの人
にとって斬新なものだ。しかし現在では遺産マップや
木の地図を作るといった特別な目的をもった地図プ
ロジェクトもある。

自治体の協力を経て、私たちは2002年から
2003年にかけて新たなグリーンマップを制作し
た。初版は150平方キロメートルだった対象面積を
250平方キロメートルに拡大し、18の町村を掲載し
た。若い世代に街の本当の姿を知ってもらい、街の理
想や未来を描くきっかけになるよう、この地図はプー
ネ市内にある423の全ての学校に配布される。

私自身にとって、街の豊かな資産を発見することは
楽しく貴重な体験だった。この地図を手にした全ての
人が、私と同じだけの楽しい時間と貴重な発見が街
の中に見いだせることを望む。なかでも、都市開発に
たずさわる人間は、より心と目を開いて、この街の持
つ豊富な資産に敬意を払った都市開発を提案して
ほしい。

“この地図は私たちの街の顔だ。価値ある庭園や資
産、建物を地図にしていくあなたの努力を称えたい。”
ｰプラシャント・ワグマレ氏、都市エンジニア、プーネ
自治体

“地図を基盤にした情報システムは全ての都市に
欠かせないものであり、中でも巨大化・複雑化してい
く中心部において、それは重要な意味を果たす。環境
学の生徒や旅行者にとってグリーンマップはとても役
に立つだろう。”
ｰシャラド・マハジャン　NGOマシャル企画長

“これはエコツーリズムの視点から街をとらえた唯一の地図である。住民
の協力のもとで制作されたこの地図だからこそ、都市の本当の生活と文
化を垣間見ることができる。” 
−パース・ラワテ、テクディグループ

Aga Khan王子によって寄贈されたKasturba Gandhi記
念館。ガンジーが軟禁されていた場所で、彼の妻もここで亡
くなった。

どこの家庭にでもある真鍮のポットは金属職人によって生
産され、磨きをかけられる。

（左から）手作りのカラフルなガラス製のブレスレットなど
を売る伝統工芸店。これらの品々は、元々紀元前4世紀に
はローマから輸入されていた。礼拝用の花市場、多くの花
売りが小道に花を並べる。

http://www.greenatlas.org
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マップの申し込みは？

新しくできたプーネ市広域地図（2003年）

（左から）歴史あるプーネ大学の本部は元はViceroyの館であった。
プーネの緑多い丘を抜ける陽気な散策コースに沿って、深い山の精気が伝わってくる。

<< Utkarsh本取次店のオー
ナー、Sudhakar Joshi氏は店
にグリーンマップを置いてくれ
ている。

www.greenmap.org, グリーンマップ･システムの
ホームページ: 世界中の全てのグリーンマップ･プロジ
ェクト、グリーンマップ･アイコンポスター、ユースマッ
プ制作ツールなどがいくつかの言語でご覧になれ、リ
ンクしており、持続可能なこの活動への参加のお誘い
も掲載しております。

http://www.greenatlas.org
http://www.greenmap.org
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る自然・文化環境のマップを通して、地域の持続
可能性や市民活動を応援する非営利団体です。
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Hiroshima C:1

はじめに

広島の４個のローカルアイコン

とはどのようなものかを考えていく。そして、それは「
平和」を考えることにつながる。では、まず始めに、古
くて新しい地球環境時代の都市の乗り物、路面電車
から見えるまちの地図を作ることから始めよう。路面
電車が楽しいまちヒロシマ。それはとてもヒロシマら
しい、と私は思う。
さあ、みんなで路面電車の楽しいまち「ひろしま」に
していこう。

ひろしまエコピースマップは、住んでいる場所に愛
着が芽生え、過去から未来へつながる都市デザイン
を発信するために作られた環境地図だ。地図作りを
通して、私たちは広島の「人も地球も楽しい」場所や「
古いもの」と「新しいもの」がつながっている場所を発
見しながら、地球の中の広島の特徴を考えていった。
ひろしまエコピースマップには、10才の小学生から
75才のシニアまで参加している。ひろしまエコピース
マップはローカルかつグローバルな感性、地域の自
然や歴史に関する感性をまちのみんなで（キッズから
シニアまで）育んでいく活動だ。そして新しい「平和」
のメッセージを平和都市「ヒロシマ」から発信してい
きたいと思っている。

平和な世界を守っていくためには、戦争をしないよ
うにすることが何より大切だ。しかし現在、このまま
人類が生き続けることができるかどうか、私たちはわ
からなくなってしまっている。だからこそ、考え方の違
う人がたくさんいる世界の中で、「ちがい」を乗り越え
て、「平和」とは何かを考えることが必要なのではな
いか。今までの様に不要になったものを簡単に捨て
てしまうのではなく、リサイクルの考え方をとりなが
ら、本当にずっと住み続けることのできる「ひろしま」

マップデーター

・ 使用言語： 日本語
・ 版数： 2
・ 地図形態： 印刷物、ウェブマップ
・ 収録サイト数： 685
・ グローバルアイコン使用数： 58

広島エコピースマップ詳細（歴史編）

広島

第１版完成

プロジェクト開始

ホームページ設置

助成金獲得

エコピースマップ2004年度版

走る地図展 開催

workshops

1999                 2000                 2001                2002                2003                 2004 

仙台

札幌
日 本

日本海

太 平 洋

大阪 名古屋
福岡 東京京都

http://www.greenatlas.org
http://home.hiroshima-u.ac.jp/ecopeace
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5000 maps printed

マップ制作

ひろしまエコピースマップはフィールドワーク＋ワ
ークショップ／展示／オープンカフェと名付けられた
話し合いのサイクルで作られた。まず、フィールドワー
クでは、路面電車に乗って、都市の環境の○とＸを調
べた。ワークショップでは、緑（環境の○）、赤（環境の
Ｘ）、黄色（環境の○Ｘの判断が付かない、○Ｘの意
見が分かれる）の三色で作られたアイコンを用いて、
各グループでマップを作った。興味深いことに、大人
たちには「緑」とされる場所も、子どもたちには「赤」で
あったり、逆のこともある。

出来上がったマップは、8月の平和祈念式典（原爆
投下日）と終戦記念日の期間に、被爆電車とグリーン
ムーバ（超低床車両）の車内で発表する。この「走る
地図展」には「市民参加編」のオプションがあり、一般
市民の人々が自由に参加できるオープンワークショッ
プ型の展覧会も同時開催となっている。

ひろしまエコピースマップは、歴史編と現代編か
らなり、両者とも広島の路面電車からの風景を表現
した地図である。歴史編は、戦前に路面電車の運転
手をされていた藤井照子さんの記憶の風景をもとに
している。今後様々な戦前の風景がアイコンを使っ

て表現されていくことだろう。反対に現代編は、一連
の循環作業の成果がまとめられている。厳選された
30の「これからもエコピースであってほしい場所」、「
これからエコピースになってほしい場所」が掲載され
ている。この現代編はトレーシングペーパーに印刷
されており、歴史編と重ねてみたり、将来のVersion 
2004, 2005と重ねて見たりすることで、まちの変化
が読み取れるようになっている。

テクニカルデーター

ソフトウエア:
Adobe Illustrator 
Macromedia Dreamweaver 
Adobe Photoshop

ハードウエア:
Macintosh workstation
Trams
Digital cameras
Color printers and projectors
Handmade fieldwork map folders

紙質:
Recycled and tree-free, tracing paper

地図形態とサイズ:
Folding map with translucent layer
  · A2 (59.4 X 42 cm / 23.4 x 16.5 in)

（左から）
広島エコピースマップ現代編（2004年印刷）
広島エコピースマップ歴史編（2004年印刷）
ワークショップで作ったマップをみんなで見て比較する。

http://home.hiroshima-u.ac.jp/ecopeace
http://www.greenatlas.org
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40 2840 9

Partners, Advisors and Board members: 30

Participants:
Kids (to age 14)

Youth (to age 22)
Adults (to age 65)
Seniors (age 65+) 

チームワーク

ひろしまエコピースマップは、大学・小学校、行政、
企業、一般市民が一体となって制作されている。ひろ
しまエコピースマップには、10才の小学生から75才
のシニアまで、様々な時代の「ひろしま」を体験した人
が参加し、一緒になってまちの未来の姿について考
えながらマップを作っている。

大学・小学校としては広島大学大学院工学研究科
の千代章一郎助教授をはじめとし、教育学研究科の
山崎晃教授、広島大学附属小学校の關浩和先生と
担当クラスの児童４０名、広島大学大学院生木原一
郎君をリーダーとする大学生・大学院生のサポータ
ーが中心となっている。また広島大学の竹崎嘉彦助
手、匹田篤助教授などそれぞれの専門分野の方々の
協力も得ている。

大学外では、都市計画の専門家として実務をされ
ている建設コンサルタンツ協会中国支部技術委員会
道路部会景観研究の方々にも実践の経験をもとに
様々な意見をいただいている。

大学生の助けを借りて、小学生たちは電車に乗り込み、市内調査を
行う。

<<都市計画専攻の学生がフィ
ールドワークで発見したことを
討論する。

3色のアイコンカードは必要 >>
なだけ刷り、余ったら再利用リサ
イクルされる。

主なサイトを見て記録する4年生の参加者。

http://www.greenatlas.org
http://home.hiroshima-u.ac.jp/ecopeace
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制作費

エコノミックデーター

制作主体: Non-profit grassroots group

資金源:
Grants, sponsorship, in-kind

主な支援団体:
Hiroshima Xerox Co., Ltd
Hiroshima Electric Railway Co., Ltd
Sumitomo 3M Ltd

専任スタッフ: 1

頒価: 100 yen, but some were provided 
free

派生プロジェクト: Youth mapping resources

ひろしまエコピースマップでは、継続して活動してい
くために、ボランティアを基本にしている。建設コンサ
ルタンツ協会が参加するのに伴い、その共同研究活
動資金を支援していただいており、ワークショップの
会場は広島市関連施設や広島大学附属小学校など
市の施設を使っている。

また、広島ゼロックス株式会社、広島電鉄株式会
社、住友３M株式会社の三社には、資金的協力、ワー
クショップの人員動員や企画に関する意見や提案も
いただいている。広島電鉄株式会社からは広告掲載
や展覧会場としての車両内の広告スペースの提供、
展覧会場となった車両の関連では外装素材を住友
３M株式会社にも支援していただいた。広島ゼロック
ス株式会社には、広報用のポスターやアイコンポス
ターの印刷費用、ワークショップ時のプロジェクター
やプリンターなどの機材や人材まで幅広く支援して
いただいている。

地図は、参加者には無料で配り、主要な書店では
100円で販売する。私たちのウェブサイトは、これか
ら２年かけて、広島の過去と現在の写真を掲載して
ていき、環境学習のツールとして活用できるようにす
る予定だ。

（上から）グリーンムーバ（電車）内部の様子--街の中を移動しなが
ら展示する「走る地図展」。「被爆電車」の中では、ワークショップで
紹介したグリーンマップ、写真、アイコンなどが展示された。「走る地
図展」には、世界のグリーンマップも展示された。

広島エコピースマップと広報ポ
スターに表したグリーンマップ
アイコン。

これらのアイコンは全グリーン
マップに共通に使われている

http://home.hiroshima-u.ac.jp/ecopeace
http://www.greenatlas.org
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評価

ひろしまエコピースマップは様々な人が参加して、
それぞれの「まち」への感性を反映させてつくる地図
である。そのため、ひろしまエコピースマップのアイコ
ンやサイトの選定には、科学的根拠よりも個々の感
性が重視されている。例えばマップの現代編におい
て、特別に取り上げられている「エコピースサイト」は
ワークショップやオープンカフェでの議論やプレゼン
テーションを重視して選んでいる。今後は感性が表
現されている地図づくりと平行して、環境の科学的デ
ータも随時収集・蓄積を行っていく。

私たちはまた、歴史への感性をみがくことにも取り
組んでいる。これは歴史への感性が都市の未来の姿
を思い描くのに欠くことができないものだと信じるか
らだ。歴史編をつくることもその試みのひとつだが、
様々な世代の人が協働することを通して、現代編は
歴史的な気付きというものを掘り起こそうとしてい
る。例えば子供達が、年輩の方々の視点に触れること
で、自分自身の歴史への感性を高めることもできる。
今後は、シニアの生涯学習へ活動を広げていく予定
である。

私たちは、子どものためのグリーンマップシステム・
アイコンを編集したり、都市の環境学習のホームペ
ージを作成したりして、教育キットの学術的研究開
発にも取り組んでいる。そのすべては、人々の空間的
時間的感性をより豊かものとすることを念頭に取り
組まれている。

エコロジーとは「人と地球の楽しい関係」だ。まち
の景観の中で「古い」と「新しい」はつながっている。
過去から未来へ、歴史との楽しい関係もエコロジー
なのだ。

（上から）ワークショップでアイコン、スケッチ、メモなどで記録した
様々なグリーンマップ。調査では、特別に用意されたベースマップに  
「いい」場所、「悪い」場所を配していく。シニアグループはデジタルカ
メラで重要サイトを記録した。

（左から）エコピースマップの広
報ポスター。ワークショップで使用
したアイコンには色で○、Ｘ、△の
意味の段階を付け加えた。

http://www.greenatlas.org
http://home.hiroshima-u.ac.jp/ecopeace
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むすび

ひろしまエコピースマップのユニークなところは、
歴史編と現代編で構成されていることだ。歴史の上
に絶えず変化をつづける現代の都市を重ねてみるこ
とで、都市の変化を捉えることができ、未来の「ひろし
ま」を考える事ができるようになっている。

ひろしまエコピースマップは、みんなのためのもの
である。様々な世代の人たちが、それぞれグループを
作ってマップを作り、最終的にひとつの地図を完成さ
せる。エコピースサイト以外のマップに散りばめられ
た小さなアイコンは、参加者それぞれの感性が反映
されている。

“私達は戦前のことをもっと知りたいと思いました。
そして、聞いたいろんな話をグリーンマップを通して、
子孫や全世界の人に伝えてゆきたいです。”
-ワークショップの時に歴史編を見た子どもたちの

コメント

“ひろしまエコピースマップの報告書をありがとう．
我々の学生には非常に興味深いものです！”
-オーギュスタン・ベルク教授（フランス社会科学
高等学院）

街は常に変化していく生き物だ。ひろしまエコピー
スマップの現代編での「エコピースな場所」は、その年
の「エコピース」を表現していて、新しく現代編がつく
られる時には、アイコンの種類もカードの色も異なる
かもしれない。そんな「エコピースな場所」には、私た
ちの希望が含まれる。赤の場所は緑の場所への希望
だ。夢は、今現在参加してくれている子供達が、エコ
ピースなメッセージを語り継いでいき、未来の「ひろ
しま」の姿を考えるため、シニアとして(新しい子供達
と一緒に)参加してくれることだ。私たちはそのような
日が来るまでこの活動をずっと続けていこうと思って
いる。

“私は最初、みなさんにもうお教えすることがないと感じたのですが、参加
させて頂いて本当に良かったと思います。”
　-藤井照子さん（戦前の路面電車の運転手で歴史編の制作協力者）

第二次大戦中被爆した京橋は歴史もあり、電車からも見える。

和台通りの並木道は、クルマより歩行者が多く、市民の憩い
の場である。

「走る地図展」では電車の内外にグリーンマップを展示し、
原爆ドームの前を走り抜けた。

http://home.hiroshima-u.ac.jp/ecopeace
http://www.greenatlas.org
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広島ストーリー監修: 
千代章一郎
広島エコピースマップ
〒739-8527　東広島市鏡山1丁目4-1
広島大学大学院工学研究科
tel: 0824-24-7834

All map, web and promo images © Hiroshima 

Ecopeace Map 
Other Photos:
Shoichiro Sendai and Green Map System 

email: sendai@hiroshima-u.ac.jp
or visit the online store at
www.greenatlas.org

マップの申し込みは？

広島エコピースマップの現代編は2003年の街を収録している。

（左から）調査会でデータを記録する皆さん。広島名物お好み焼き店での模様。

<< 広島教育大学附属小学校
の熱心な参加者たち。

www.greenmap.org, グリーンマップ･システムの
ホームページ: 世界中の全てのグリーンマップ･プロジ
ェクト、グリーンマップ･アイコンポスター、ユースマッ
プ制作ツールなどがいくつかの言語でご覧になれ、リ
ンクしており、持続可能なこの活動への参加のお誘い
も掲載しております。

http://www.greenatlas.org
http://www.greenmap.org
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はじめに

ロブソンの5個のローカルアイコンのうちの3個

地図データ

・ 使用言語: 英語
・ 版数: 2
・ 地図形: 印刷物
・ 収録サイト数: 89
・ グローバルアイコン使用数: 23

プロスペクト・グリーンマップ詳細（2003年）

たちに伝えられ、その智恵や実践を記録に残し、活用
していくことにも役立っている。私たちは、農村地域
と学校を結ぶプロジェクト、市民参加から教育課程
改革へ、自然と文化に触れるキャンプからエコ・ツー
リズム及び文化ツーリズムまでの教育努力の土台づ
くりとなるようなプロジェクトを探していた。グリーン
マップづくりを通して、自分たちが探しているものを
見つけ、しかもそれをさらに広げることができた。

ロブソン郡は、アメリカ国内でももっとも多くの民
が暮らす農村地帯であるが、グリーンマップ・プロジ
ェクトを通して、青少年も大人もここの生物資源や文
化資源について知識を広げ、評価を高めている。　

ノースカロライナ州ロブソン郡の70を越える地域
のネイティブアメリカン、アフリカ系、ヨーロッパ系の
学生や大人、シルバーの人たちが調査を行い、自分
たちの住む地域にある生態系や歴史的・文化的なも
の、市民むけ施設、レクレーション施設を地図に落
としていった。すでにイトスギ湿原50ヵ所、8000ヵ
所にものぼるカロライナ湾の入江、その他ランバー
川の流域の名所を図にした。グリーンマップづくり
は、Center..for..Community.Action(CCA)の主
たる教育活動であり、これにはRural.School.and 
Community.Trustの支援を受け、ロブソン郡公立
学校連合の後援を受けている。

このプロジェクトを通して、年配者との対話，コミュ
ニティ散歩、自然ハイキング、カヤック漕ぎ、自然観察
など、人と人、人と自然のふれあいが起こっている。昔
から伝統を守っている人たちの知識や慣習が若い人

ホームページ設置

リバーウェイセンター完成

プロジェクト開始

UNC-TV ドキュメンタリー放送

リバーウエイセンター用地確保

プロスペクトグリーンマップ完成助成金獲得

グリーンマップ研究会発足

記者会見開催、テストマップ完成

レッドスプリングマップ完成予定

workshops

1999                 2000                 2001                2002                2003                 2004 

ロブソン郡 シャーロット

ワシントン

アラバマ ジョージア

フロリダ

ウ ァ゙ージニア

メリーランド
デラウェア

ウェスト
ウ ァ゙ージニア

ノースカロライナ

サウスカロライナ

ペンシルウ ェ゙ニア
ニュージャージ

メキシコ湾メキシコ湾

大西洋大西洋

http://www.ccarobesoncounty.org
http://www.greenatlas.org


Robeson County · North Carolina · USA
Robeson County Green Maps
www.ccarobesoncounty.org

Robeson D:2Green Map Atlas · Volume One · Robeson’s Story · www.greenatlas.org · © Green Map® System 2004

 1000 color copies of Prospect Map,
4000 draft copies of both Prospect and Red Springs

ロブソン郡グリーンマップは、学生主導のプロジェ
クトである。70ある地区がそれぞれのグリーンマップ
を作成し、それを合わせて６つの高校の学区マップに
し、最終的には全郡のマップにまとめていく。マップに
はそれぞれの地域で使った教材や郡グリーンマップ・
アトラス、各コミュニティの絵ハガキが付録としてつ
いてくる。それに、リバー・ウエイ野外冒険教育センタ
ーでの学んだ内容や、観光資源についての情報も入
っている。

カラーマップの第1号では、プロスペクトという町
に着目した。青少年がベースマップの下絵を４×８フ
ィート大の掲示板に描き、町の中を調査し、サイト
を記入していった。出版したマップはＧＩＳにもとづ
くもので、学生が見つけたサイトも全部入っている。
学生が各サイトについてナレーションを考え、それを
CCAの職員が編集した。

私たちのマップ作りは、カナダのイエローナイフ、デ
ンマークのコペンハーゲン、カリフォニアのサンタモ
ニカ・バローナ、ニューヨークのローマップをはじめと
する多くのＧＭＳプロジェクトに刺激を受けた。ま
た、「アラスカの伝統的知的遺産ネットワーク」が実

施した文化的アトラスにも大いに触発された。
作業をしながら、グリーンマップとは最終成果その
ものでなく、地域の人たちの智恵や土地に対する誇
りを高める過程であり、それがいろいろな前向きの
結果をもたらすことにこそ意義があることに気づい
た。地域の人たちをまとめ、指導力を高める事業とし
てもっとも効果的なものとみることができる。目的、
内容、用途が多元的であればあるほど、地域住民の
関心は高く、幅広い。

マップは無料で郵送、ないしはＣＣＡの会員、教
室、教会、政府機関その他地域集団を通して配布さ
れている。

マップ制作

テクニカルデーター

ソフトウエア:
ESRI ArcView
CorelDRAW 9

ハードウエア:
Digital camera
Video camera
Kayaks
Digital projectors
Overhead projector

紙質:
Recycled paper

地図形態とサイズ:
Folding
  · Both maps 35.6 X 21.6 cm / 14 X 8.5 in

（左から）
レッドスプリング・グリーンマップ（2004年）
プロスペクト・グリーンマップ（2003年）
左側-ロブソングリーンマップ共同代表パトリシア・ロック
レアはここの固有種のアキノキリン草の医薬的特性を報
告している。

http://www.ccarobesoncounty.org
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88 882525 1616

Partners, Advisors and Board members: 5

Participants:
Kids (to age 14)

Youth (to age 22)
Adults (to age 65)
Seniors (age 65+) 

チームワーク

ＣＣＡは、生徒、教師、親、高齢者など、世代を超え
たマップづくりチームを編成した。グリーンマップづく
りは、ＣＣＡ会員と草の根リーダー開発研究所の大
人の活動の目玉となった。加えて、夏季大学生インタ
ーンたちがプロジェクトを手伝ってくれた。どのマップ
に関しても、主要サイトの調査や説明には学生が中
心的な役割を果たしている。セントポールの町でも、
中学生がグリーンマップ・プロジェクトを始めている。

マップは、各地域の生物多様性と文化的多様性が
盛り込まれるようにデザインされている。また、マップ
作りに関わった人たちは、グリーンマップが次のよう
なことに役立つことをすぐに理解した。すなわちマッ
プは地域に対する誇りを高め、背景の異なる様々な
住民を、この地域の素晴らしい環境資源や文化資源
に結びつける事ができるという事である。学校の先生
たちは、生徒が自分の住んでいる町を故郷と呼ぶの
にふさわしいところだと感じられるような、地元中心
のカリキュラム改革ができるのではないかと考えた。

われわれのマップには現在あるものだけでなく、か
つてそこにあったものも記入し、マップを水平と垂直
の両方から見たものにしている。年配の人たちとのイ

ンタビューを通して、読者は土地の歴史や伝統的な
暮らしについて知り、過去と現在を想像力をもって結
びつけることができる。

私たちは教育者の全国会議に出席し、世界中の
教育者や環境活動家とeメールをかわし、『Mother 
Earth.News』(2002年6月)や『Rural.Roots』
(2001年4月)などの重要記事に目を通して、幅広く
情報収集や意見交換をした。またサンフランシスコや
アトランタをはじめとする地域でのマップづくりに影
響を与えた。世界中のマップメーカーたちやプロジェ
クトからも多くを学んだ。

Sandersonイチゴ狩り農園の経営者Leslie Sanderson氏。プロス
ペクト・グリーンマップの13番参照。

マップ制作者は月1回コミュ >>
二ティマップ制作のために会合
を開く。

<< 談笑するロブソン郡の著名
な作家であり歴史家のWilliam 
McKee Evans博士（右）、CCA
の理事、Reverend Arnold 
Walker（中央）、Reverend 
Jimmy Jones（左）。

ロブソン郡グリーンマップ >>
研究会の先生達（2002年6月）。

<< 校庭で動植物の調査をする
フェアグローブ・グリーンマップ
の学生達。

http://www.ccarobesoncounty.org
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制作費

郡をあげてのマップの資金づくりのため、地域教
育、青少年協議会、指導性開発、観光関連事業その
他の具体的なプロジェクトや活動と結びつけること
で、資金提供者の理解をとりつけ、資金援助をしても
らった。その際、私たちはグリーンマップづくりとは単
独の事業ではなく、他の事業を活性化し情報を提供
することになる核になるプロジェクトであると説明し
ている。

グリーンマップ・プロジェクトは、当初は資金を要す
るが、長期的には利益を出せる数多くの成果を生ん
だ。その最たるものがリバーウエイ野外冒険・教育セ
ンターである。この施設は、地元紙でグリーンマップ・
プロジェクトの記事を見たある家族が土地を売却し
てわれわれに贈与してくれた所に建設され、ランバー
川の環境と文化的財産を身をもって体験するための
場を青少年、教育者、親たちに提供している。

将来にむけて、私達は、グリーンマップ・フェスティ
バルや10代後期の若い人たちに自分たちより若い
生徒が実施するグリーンマップ活動を運営してもら
うための経費などの資金作りの目標を設定している

（上から）ランバー川に沿って下るツアーを準備中。
ノースキャロライナのインディアン文化センター近くでカヤックから
魚釣りをする皆さん。

エコノミックデーター

制作主体: Non-profit organization and 
grassroots group

資金源: 
Grants, private funding, in-kind services

主な支援団体:
Center for Community Action
Rural School and Community Trust
The R.M. Skipper Family
Evelyn Zuber Trust
Lumberton Kiwanis Club

専任スタッフ: 2

頒価: Free

派生プロジェクト: Outdoor Adventure and 
Education Center, curriculum workshops, 
tourism resources

ロブソン・グリーンマップに記
されたグリーンマップアイコン。

これらのアイコンは全グリーン
マップに共通に使われている

http://www.ccarobesoncounty.org
http://www.greenatlas.org
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評価

ロブソン郡グリーンマップ・プロジェクトの進捗に
ついてはＣＣＡの職員と役員、コンサルタント、年配
者、大人のガイド、青少年のマップメーカー、地域住
民で構成される団体が定期的に評価している。

ロブソン郡のサイト選択基準は他のＧＭＳ参加プ
ロジェクトに比べて多少範囲が広く、従来の生態系
や文化的資源の他に、歴史、リクレーション、市民の
為の場所、それに「過去」のサイトまで載せている。地
元住民や報道関係者(ランバートやフャイヤットビル
新聞)、教育者は非常に強い関心を寄せている。とい
うのは、彼らは、高校を卒業するとこの地を離れるこ
との多い若い人が、ここの文化的資産や生態系資産
について関心をもたなくなっていることを懸念してい
るからである。

私達のグリーンマップ・プロジェクトは、ＧＭＳから
ワークショップやアドヴァイスなどの様々の支援を頂
き、そのお陰で、新しい人たちをマップ制作の過程に
引き寄せることができた。さらに、他のグリーンマップ
・プロジェクトの関係者と連絡を取り合う中で多くを
学び、農村環境の中でのグリーンマップづくりの可能
性を明らかにすることができた。

施設建設につながった土地の提供や持続可能な
観光資源についての熱心な討議、計画づくりなどに、
皆さんが余り熱心だったため、私達はマップづくりの
作業からは多少はずれてしまった。さらに、作業スケ
ジュールをもっと厳格に作っていたら、プロジェクト
をもっとよいものにできたと思われる。政府から学校
まで、組織的な支援者が大勢いるので、将来、グリー
ンマップが「生み出したもの」にもっと多くの時間を費
やすことができるだろう。例えば、マップづくりを通し
て、教育や観光関連の機会を広げたいと思っている
他の地方のコミュニティにも有効なウェブを作ること
などである。

川の流域のスケッチマップ、ここで若い人たちは地域の環境について
学ぶ。

ロブソン・グリーンマップは多くのメディアから
注目を集めた。（左から）
『Rural Roots』紙（2001年4月）。
『Fayetteville Observer』紙（2000年6月24日）。 
『Robesonian』紙（2000年6月18日）。

（左・上・右下）ロブソン郡グリーンマップのカリキュラムの一つ、大
イトスギの表面をこすって作った絵。月例ミーティングでは下絵にサ
イトを付け加えたり、話し合ったりする。

http://www.ccarobesoncounty.org
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u

n

P
Trinity Square Park 
Labyrinth, based on an 
ancient pattern for the 

c

r ロッキー山脈東側の北
部アメリカで最も大き
い木、イトスギはロブソ
ン郡の50の湿地や川
のくぼみにある環境的
にも特徴的な木。

むすび

このプロジェクトの独自性は、広大で、民族背景が
多様な農村地帯の郡、というこの地方の環境そのも
のにある。それに、サイト選択の基準が、生態系、歴
史、文化、市民生活、レクリェーション資源と、広いこ
と、またマップの成果よりもグリーンマップづくりの作
業そのものが地域住民に与える影響に力を入れてい
る点も特徴といえる。

参加した青少年も大人も、グリーンマップが大好き
である。プロジェクトの影響についてのインタビュー
に、次のような答えが返ってきた。

“人間の不思議さや良いところや重要性については
当然のことと思ってた。でも居住環境の中で意味のあ
るものは自分のものだけだと考えていたなんて間違
いだったことに気付いた。”　
-ライアン・ハント、フェアグローブ中学校生徒、フ

ェアグローブ・グリーンマップ・チームメンバー

“私が住んでいる場所の歴史と文化が、いきいきと
現れてきた。このプロジェクトは、ネイティブ・アメリカ
ンの文化について興味がわき、もっと深く掘り下げて

いく機会となった。自分たちがこういう歴史や文化の
一部なのだと感じられた。”
-バトリシア・ロックリア、ＣＣＡスタッフならびにグ

リーンマップ・プロジェクト共同ディレクター

郡の中のコミュニティ全部についてマップづくりを
続けているメンバーは毎月集まり、グリーンマップの
おかげで発見した多くのことについて情報交換して
いる。

“自分を取り巻く環境について身近に感じるようになり、郡の中で自生し
ている植物やハーブの名前が言えるようになった。こういうことを若い人
たちに伝えていけると思う。自分が育って、住んでいる場所をますます自
慢できるわ。” 
-ウイラ・ロビンソン、高齢者、マックストン地域グリーンマップ・チームメンバー

ランバー川アウトドア冒
険センター近くの川と教
育センター。

ノースキャロライナの最初のLubeeインディアンの裁判官
Early Bullardの家。プロスペクト・グリーンマップサイト番
号27。

赤い泉を意味する古い湧
水はサイト番号10。

http://www.ccarobesoncounty.org
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マップの申し込みは？

レッドスプリング・グリーンマップ（2004年）

（左から）南ランバートングリーンマップチームシニアアドヴァイザー、Reverend Jimmy 
Jones（右端）、「地域アクション、コミュニティ祭りセンター」にて。古代の湖の特異な地形を残すカ
ロライナ湾群はマップ上では楕円形をしている。

<< 新しいポーチを建設中の
River Wayチームの休憩風景。

www.greenmap.org, グリーンマップ･システムの
ホームページ: 世界中の全てのグリーンマップ･プロジ
ェクト、グリーンマップ･アイコンポスター、ユースマッ
プ制作ツールなどがいくつかの言語でご覧になれ、リ
ンクしており、持続可能なこの活動への参加のお誘い
も掲載しております。

http://www.greenatlas.org
http://www.greenmap.org


KYOTO
Green Mapmaking in Japan’s Cultural Capital 

�

グリーンマップ・システムは、世界各地で制作され
る自然・文化環境のマップを通して、地域の持続
可能性や市民活動を応援する非営利団体です。
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はじめに

地図データ

・ 使用言語: 日本語、英語
・ 版数: 2
・ 地図形態: 印刷物、ウェブマップ
・ 収録サイト数: 486
・ グローバルアイコン使用数: 65
・ ローカルアイコン使用数: 16

16個の京都ローカルアイコンのうちの9個

た。住民に環境情報を伝えるだけでなく、京都のエコ
ーツーリズムにも寄与できるように、観光スポットと
なる主な施設や神社仏閣も掲載している。

日本人の心のふるさと京都は人口146万人、10世
紀もの間、日本の首都として栄えた都市であり、世界
遺産をはじめとする神社仏閣、歴史的建造物が多
い。日本文化の凝縮されているこの都市では日本人
の自然に対する哲学や接し方が都市の構造、神社仏
閣の作り、建築や庶民の暮らしぶりの中に見て取るこ
とができる。

私たち天然デザインフォーラムは、1997年京都
で開催された国連の「地球温暖化防止京都会議」
(COP3)の折、京都グリーンマップを制作した。この
会議にやってくる国内外の環境NPO、NGO参加者
に環境の視点から京都を見つめ直したグリーンマッ
プを配布し、古都京都をこれからの時代にふさわし
い環境都市に変えていくきっかけになればと考えた。
世界で８番目、アジアで最初に制作されたこのマップ
は、COP3会期中大きな反響を呼び、その後の日本
でのグリーンマップ活動のきっかけとなった。

京都グリーンマップは非西洋で制作された最初の
マップであり、私達はアジアや日本の環境的な知恵
を西洋諸国に伝え、またアイデアを共有したいと考え

京都グリーンマップ詳細 (1997年)

京都 仙台

札幌
日 本

日本海

太 平 洋

大阪 名古屋
福岡 東京広島

第1版完成

助成金獲得

世界のグリーンマップ展示 

エクスチェンジワークショップ in COP3

プロジェクト開始

テストマップ完成

ホームページ設置

京都自転車ルートマップ完成

tennendesign95開催（法然院）

グリーンマップジャパン開始

第1回　グリーンマップジャパン東京会議

workshops

1995        1996        1997        1998        1999        2000        2001        2002        2003        2004

http://www.joho-kyoto.or.jp/~tennen
http://www.greenatlas.org
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Kyoto · Japan
Kyoto Green Map
www.joho-kyoto.or.jp/~tennen

3,000 maps printed and distributed 

私たちが、グリーンマップのアイデアを知ったのは
1995年、京都法然院で開催した天然デザインフォ
ーラム主催のミニデザイン国際会議である。デザイナ
ーの環境問題への貢献を考える３日間のこの会議の
ワークショップの一つを担当し、グリーンマップを提
唱したのがウェンディ・ブラウワーであった。私たちは
法然院の周りを歩いていくつかのアイコンをデザイン
してみた。その時デザインした12個のアイコンはグリ
ーンマップアイコンの第1ヴァージョンに採用された。

1年後、天然デザインフォーラムは「気候フォーラ
ム京都ネット」（ホストシティ地元京都の環境NGOが
COP3を成功させるために組織したネットワーク）の
メンバーになると共に、グリーンマップを2カ国語で
作ることを宣言。97年、京都のアースデイイベントで
はテストマップ1000部(A4裏表1色)を刷り、パレー
ドの途中、参加者や道行く人に配って協力を呼びか
けた。オリエンテーションは事あるごとに行い、市内
を5カ所に分けた調査票や調査用ポストカードを作
り、情報収集をしニューズレターで協力者に知らせ
た。少なくとも月一回はミーティングを行ない、情報
の集まり具合いや必要な討論をした。9月末で一応
調査は終了し、調査情報をデータベースに入れる。

数週間後にCOP3を控える中、10人のデザイナーと
2人の翻訳者の協力によって地図は11月に完成し
た。また、COP3会期中にはマップを使った「京都の
環境破壊を見学するバスツアー」を共同企画、「市民
の広場」にて世界のグリーンマップの展示、国内外の
環境NGOとエクスチェンジ・ワークショップなども行
った。COP3会議場、NGOフォーラム会場、ホテルに
て京都グリーンマップを配布。その後、ウェブサイト
＜http://www.joho-kyoto.or.jp/~tennen＞を制作
し、私たちのユニークな環境プロジェクトを紹介した。

京都グリーンマップは、「山紫水明」（自然が豊かで
空気のきれいな山は、陽に映って紫にかすんで見え、
澄んだ水ははっきり見えるという美しい景色の形容）
にのっとり淡い紫を基調とした。デザインコンセプト
は京都の古地図も参考にし、京都の特異な地形が一
目で分かるデザインにした。表面は京都市全体、裏面
はCOP3の会場付近および観光などでも利用の多い
と考えられる３地域（嵯峨野・嵐山エリア、京都中心
部、左京区主要部）を選んで収録した。また、裏表共
通のグリッドナンバーを設定し、サイトを検索しやす
くした。

マップ制作

（左から）
京都グリーンマップ表紙(1997年)。京都自転車ルートマップ
表紙(2001年)-お勧めルートを掲載した裏面の一部。調べた
サイトを下絵に配置。

テクニカルデーター

ソフトウエア:
FileMaker Pro
Adobe Illustrator

ハードウエア:
Research postcard
Data collection forms
Newsletters
Cameras
Display tools

紙質:
Tree-free paper with soy-based ink

地図形態とサイズ:
Full color folding
  · Citywide map: A2 (59.4 X 42 cm

23.4 X 16.5 in)
  · Bicycle route map: A3 (42 X 29.7 cm

16.5 X 11.7 in)

http://www.greenatlas.org
http://www.joho-kyoto.or.jp/~tennen
http://www.joho-kyoto.or.jp/~tennen
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Partners, advisors and Board members: 10

Participants:
Kids (to age 14)

Youth (to age 22)
Adults (to age 65)
Seniors (age 65+) 

チームワーク

京都グリーンマップはデザイナー10人と調査協
力者6０名（主婦、子供、学生、一般市民、行政の方
など）の力で実現した。また京都は以前からNPOや
草の根運動が盛んな地域である。22のグループを有
する「京都・水と緑をまもる連絡会」を始め、「環境市
民」、原発反対運動を行う「グリーン・アクション」、「
古材バンクの会」、「法然院・森の教室」、「京都ほ乳
類研究会」、「京都道路問題住民研究会」、「使い捨て
時代を考える会」「京都消費者団体連絡協議会」な
ど、私たちの地図はこれら多くのグループから専門的
な情報を頂いている。デザインチームは95年の法然
院会議から共に歩んできたデザイナーと京都マップ
の制作過程で新たに知り合ったプロフェッショナル
デザイナーやデザイン学生などである。

京都マップにはいくつかのローカルアイコンが付け
足されている。西洋庭園とは違う思想で作られてい
る優れた「日本庭園」、自然を愛でる文化的な場所「
桜の名所」「紅葉の名所」、大都市には珍しい「ホタル」
「ムササビ」、商業関連では、「手工芸店」、「京野菜販
売店」、神社仏閣での「フリーマーケット」、「東洋系の
健康サイト」などがそれにあたる。私たちの提案や京
都ローカルアイコンは、その後アイコン第2ヴァージ

ョンの改良の際、再びいくつかが採用されたのは嬉しい
ことである。

また、天然デザインフォーラムは、COP3の年から京
都市のエコ交通問題に力を入れており、2001年、市の
環境政策課「京のアジェンダ21フォーラム」のエコ交
通、自転車チームの活動をディレクションした。その成
果の一部として、同年、ポケットサイズの「京都自転車ル
ートマップ--左京区主要部」を3000部制作した。この
地図は、最初の京都グリーンマップを基に４つの自転
車観光お勧めルートを始め、レンタサイクル店、自転車
の利用できるホテル、修理スポット、自転車マナー、四
季折々の京都の祭り、まさかの時の救急病院などを紹
介している。

京都グリーンマップの主要メンバー（左から）北條崇、右衛門佐美佐
子(リーダー)、竹林善孝、田中裕子、山田章博

1995年に主催した天然デザインフォーラム法然院会議の模様。
グリーンマップアイコンをデザインしてみる。

COP3会期中の世界の >>
グリーンマップ展示とエクス
チェンジ・ワークショップ。

<< ヴォランティアや学生と
調査 ツアー。

http://www.joho-kyoto.or.jp/~tennen
http://www.greenatlas.org
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Green Map Japan website
Approximately 47,160 website visitors per year
(Tennen Website: approximately 480 visitors per year)

（上から）天然デザインフォーラムウェブサイト。 自転車マップを制
作した折、同時に京都に合う駐輪具のデザインなども提案し、展示
した。

エコノミックデーター

制作主体: Design group

資金源:
Grants, in-kind, sponsorship, and 
membership fees

主な支援団体:
Climate Network Kyoto
The Kyoto Water and Greenery Protection 
Network, a coalition of 22 groups

専任スタッフ: 0

頒価: 500 yen to the public, free for 
network members

派生プロジェクト: bike map

制作費

国連主催のCOP3のホストシティとして、「気候フ
ォーラム京都ネット」に環境庁の傘下団体「地球環
境基金」からグロスで数百万円の助成金が出たが、
それを多くの環境グループで分け合ったため、京都
グリーンマップには11万円ほどの資金しか出なかっ
た。非木材紙は平和紙業という紙会社に提供してい
ただき、大豆インクを使用した印刷費もだいぶ安くし
ていただいたが、それでも印刷費はカバーできなか
った。そこでコアメンバーと相談し、タダで配るべき
COP3参加者やNPO、メディア関係者は別にして、そ
の他はマップを粗末に扱われたくないという理由も
あり、1部500円で販売し印刷費に充当することを決
めた。GMSにも多数寄付し、新規登録のマップメー
カーにも参考として渡った。後に制作した京都自転
車ルートマップも日本のマップ制作者に提供されている。

京都の第1版、第2版に使用さ
れたアイコン

これらのアイコンは全グリーン
マップに共通に使われている

http://www.greenatlas.org
http://www.joho-kyoto.or.jp/~tennen
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評価

日本で初めて制作したため、制作方法は試行錯誤
の連続であったが、私達の地図は成功だったと確信
している。1997年の4月のアースデイに配ったテスト
マップ以降、メディアの京都グリーンマップへの関心
は非常に高く、『朝日新聞』、『読売新聞』、『毎日新聞』、
『京都新聞』、『産経新聞』、『日本経済新聞』、『デイ
リー読売』（英字新聞）、『ナショナル・ジオグラフィッ
ク』誌日本版、光村図書『中学美術教科書』、INAX/
PR誌『Co・Co・Chi』、地球環境財団機関誌『アーシ
アン』、『日経ECO21』、地図情報誌『ラパン』、『GIS 
NEXT』誌、ピエ・ブックス単行本『ピクトグラム&アイ
コングラフィックス』、ラジオなど多数のメディアに紹
介された。

私達の挑戦は、地図をメディア（媒介）にして現実
を変えていく試みだ。京都マップを制作して、多くの環
境グループを知ることとなり、後にいくつかのグルー
プと新しいプロジェクトを起こし協働することとなっ
た。自転車マップはその一つである。また、京都グリー
ンマップは私たちの街の環境の基本的なデータベー
スともなり、情報は市民に利用されている。

京都はその昔中国の風水の思想に基づいて作ら
れ、いわば土地の気（水、山、風などの自然環境）を図
って建造され、三方を山に囲まれ、日本の政令都市
には珍しく身近な自然が豊かなところでもある。京都
の伝統的な建築「町屋」は、暑い京都の夏を過ごしや
すくする工夫に満ちている。町屋の障子、襖、畳とい
った構成物はモジュール化され、どの町屋にもしつら
えることができ、坪庭も特異な役割を果たしている。「
京野菜」アイコンは、伝統的に京都で栽培されてきた
「京野菜」を示しており、生産組合が認定制度を設
けるほど近年その需要は高まっている。

自分達の街にある文化的資産を環境の視点から
問い直し、再編成していくことも私達の課題であると
考えている。

（上から）調査用シートと葉書調査カード。1997年制作したテスト
マップの裏面にはCOP3と地球温暖化についての情報を入れた。

マップは多くのメディアに紹介された。（左から）INAX広報誌『Co・Co・Chi』（02年11月）、『毎日新聞』（97年4月17日）、『Co・
Co・Chi』、地図情報誌、 『ラパン』（02年3月）、中学美術教科書に採用される。『ピクトグラムとアイコン・グラフィック』（02年）

http://www.joho-kyoto.or.jp/~tennen
http://www.greenatlas.org
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マップ調査の過程で私たちは改めて京都の自然の
豊かさに気付き、そこに日頃忘れかけている自然と共
生するという日本文化の特性をも多く見いだした。豆
腐、和菓子、酒作りなどに利用される湧き水、バッファ
ーである里山や森を有する名だたる神社仏閣には様
々な動植物が生息しており、京都は身近な自然が豊
かなところである。地元の素材を使い、壊れても直し
て使い続け、廃棄物をなるべく出さず再利用するとい
う態度は「ケチ」ではなく、昔から「しまつ」という言葉
で京都人には生活の美徳とされてきた。80-90年代
のバブル経済の影響によって古都京都の自然破壊が
進んだが、これに反対する住民運動も盛んだ。これら
の市民パワーを環境行政に実質的に活かしていく方
策を、私たちは目下模索している。

グリーンマップは人々の意識を高め、市民で情報
を共有し、主張するための媒体だ。文明の趨勢により
その土地に根ざした古来からの知恵は失われてしま
った所もあろう。しかし持続可能な社会の実現は、先
端の科学技術を使うより、このような文化的知恵を
見直すことも「早道」になるのかもしれない。この事を
京都のマップは気付かせてくれた。そして何より重要
なのは現実を実質的に変えていくということである。

“エコフレンドリーな京都の地図が、完成！京都の
匂い付けをしたユニークなオリジナルアイコンもデザ
イン。”
-『デイリー読売』（英字新聞）

“グリーンマップ片手にエコの目で京都を楽しんで
みよう。”
-INAX 広報誌『Co・Co・Chi』

2002年2月、私達は国内のグリーンマップ制作を
サポートするネットワーク--グリーンマップ・ジャパン
の設立を主導し、日本のマップ制作者の会議を開催
した。日本にはエコ交通、まちづくり、町並み保全など
多種多様なテーマのグリーンマップが進行中である。
また、グリーンマップ・ジャパンは、2003年、子供達
の環境教育、コンピューター教育、コミュニティ教育
にも寄与できる教育キットの開発をした。

“日本では京都からどすえ！--グリーンマップが願う、言葉の壁を越えた世
界の人と人の対話。”
-（財）地球環境財団『アーシアン』誌

（上、左、右）自然素材のほうきやたわしを売っている三条通の店。
糺の森と呼ばれる世界遺産の下鴨神社の森は京都固有の植生。梨
の木神社の湧き水「染井の水」は美味しいお茶には必須。

http://www.greenatlas.org
http://www.joho-kyoto.or.jp/~tennen
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クレジット
京都ストーリー監修:
右衛門佐（よもさ） 美佐子
天然デザインフォーラム　
〒606-8225
京都市左京区田中門前町90 ガリア書房内
tel: 075-702-6548

Map images of Kyoto Green Map & other photos: 

© Tennen Design Forum (Misako Yomosa, Takashi 

Hojo) Tennen Design Forum is a designers’ non-profit 

organization contributing to environmental issues.

email: m-yomosa@smail.plala.or.jp
or visit the online store at
www.greenatlas.org

マップの申し込みは？

「山紫水明」をヒントにデザインされた京都グリーンマップ

（左から）乱開発で破壊された歴史的な山、一乗山。祇園新町界隈には、疎水に沿ってお茶屋や
レストランが並ぶ。

<< 錦市場の「かね松」--昔から京都
で栽培される「京の伝統野菜」は近
年人気が高く専門ショップもある。

www.greenmap.org, グリーンマップ･システム
のホームページ: 世界中の全てのグリーンマップ･プ
ロジェクト、グリーンマップ･アイコンポスター、ユース
マップ制作ツールなどがいくつかの言語でご覧にな
れ、リンクしており、持続可能なこの活動への参加の
お誘いも掲載しております。

http://www.greenatlas.org
http://www.greenmap.org


TOKYO
Green Mapmaking in Japan’s Capital

�

グリーンマップ・システムは、世界各地で制作され
る自然・文化環境のマップを通して、地域の持続
可能性や市民活動を応援する非営利団体です。
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Tokyo F:1

はじめに

地図データ

・ 使用言語: 日本語
・ 版数: 3
・ 地図形態: 印刷物、ウェブマップ
・ 収録サイト数: 140
・ グローバルアイコン使用数: 28

東京の3個のローカルアイコン

分が住み、熟知している地域のグリーンマップ制作か
ら開始した。制作のコアメンバーは丸谷博男、鈴木信
恵と私の３人で、みな地域コミュニティ活動に参加し
ている建築家である。

人口1200万人の巨大都市東京にとって、グリーン
とはいったい何であろうか。江戸は持続可能な効率
のよい社会で、廃棄物は他の目的に再利用されてい
た。そのような伝統的な慣習は、エネルギーと資源を
大量に消費する近代商業システムに置き換えられて
しまった。農地も庭園も高層ビルの敷地となり、緑の
面積が減少している。今日、東京の夏は、うだるような
ヒートアイランドと化している。30年前の東京を知る
人たちにとって、信じられない変化である。

しかし、世田谷では色々な地域コミュニティ活動が
見られ、全国的にも有名である。東京の南西部から
始まった「せたがやグリーンマップ」は、経済中心の都
市開発では無視されてしまうコミュニティ活動や、都
市に残る貴重な資源をマップ化することを目的として
いる。

せたがやグリーンマップは東京で最初に作られた
グリーンマップである。最初、われわれは東京が一枚
のグリーンマップとして制作できるか頭をひねった。
23区のひとつ、世田谷区だけでも人口80万人であ
り、地域社会というには大きすぎる。そこで私は、自

せたがやグリーンマップ詳細 （2001年）

東京 仙台

札幌
日 本

日本海

太 平 洋

大阪 名古屋
福岡 京都

広島

東京サイクリンググリーンマップ

二子ワークショップマップ第1版完成

プロジェクト開始

ホームページ設置

九品仏ワークショップマップ

助成金獲得

梅ヶ丘ワークショップマップ

三軒茶屋ワークショップマップ

多摩川トライエリアグリーンマップ完成

東京なごみマップ完成

1999                 2000                 2001                2002                2003                 2004 

http://www.greenatlas.org
http://www.greenmap.jp/tokyo
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 2000 Setagaya Green Maps, 500,000 Tamagawa
Tri-Area Green Maps, 260,000 Nagomi Maps 

まず、住民と一緒に近隣のグリーンマップを制作す
る「まちめぐりワークショップ」という手法が開発さ
れた。「めぐり」にはまちを歩くことと、資源が循環す
るという両方の意味が込められている。最初のまち
めぐりは、ウエンディ・ブラウアーの来日にあわせて
1999年、九品仏エリアで実施された。

まちめぐりワークショップはグリーンマップのアイ
コンの紹介から始まる。この基礎知識を頭に、参加者
たちは白地図とアイコン表を手に小グループに分か
れて町に出る。地元のリーダーに案内してもらうと大
成功である。まちめぐりワークショップで作られたオ
リジナルグリーンマップは、無料のニュースレターとし
て参加者や地域に配布される。このユニークなグリー
ンマップは、参加者全員の名前が記載され、せたがや
グリーンマップ本体とは違う情報掲載基準に依るこ
とが示されている。

まちめぐりワークショップの重要なポイントは、マ
ップを使う人が作り手でもあることである。地域で育
った年配の人たちは地域の歴史を子どもたちに語る
のが好きだ。彼らは地域の情報を提供し、グリーンマ

ップのスタッフがファシリテーターとして情報を整理
し、記録する方法を提供する。
まちめぐりで発見した要素について、使うアイコン
を話し合いで選ぶが、必要に応じて新しいアイコン
がデザインされる。たとえば「コミュニティ農園」のア
イコンである。アイコンをデザインするのに、いつも子
どもたちが才能を発揮する。話し合いは環境教育と
しても有効である。子どもがコンビニのアイコンを加
えたほうがいいと提案すると、昔ながらの商店と比較
し、その違いについて話し合う。

マップ制作

テクニカルデーター

ソフトウエア:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
GIS software

ハードウエア:
Computers
Digital cameras
Videos  
Bicycles
Projectors

紙質:
Tree-free kenaf and recycled 

地図形態とサイズ:
Folding
  · Setagaya Green Map: 88.4 X 77
     cm/34.8 X 30.3 in
  · Tamagawa Tri-Area Green Map: 59.4 X
     42 cm/23.4 X 16.6in
  · Tokyo Nagomi Map: 50.8 X 36.8 cm/20
     X14.5 in

（左から）
せたがやグリーンマップ（2001年）
多摩川トライエリアグリーンマップ（2002年）
東京なごみマップ（2002年）
グリーンマップアイコンを使って近隣を探検する
子供達ー双子ワークショップで。

http://www.greenatlas.org
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Partners, Advisors and Board members: 31

Participants:
Kids (to age 14)

Youth (to age 22)
Adults (to age 65)
Seniors (age 65+) 

チームワーク

まちめぐりワークショップは、アースデーマネー世
田谷（地域通貨）や玉川ボランティアビューローとい
った、それぞれの地域を拠点とするグループと連携し
て開催され、参加者はこれらの団体のネットワークを
通して募った。特定分野については専門家に支援を
依頼することもある。自然観察がワークショップのテ
ーマとなっている時には、世田谷の自然環境に詳し
い榎本正邦氏にリードしていただく。

2001年6月に出版したせたがやグリーンマップ第
1版の制作では、広範囲に情報を集めるため、われわ
れは地域のイベントや郵送でアンケート用紙を配布
した。推薦された180カ所のサイトについて、掲載基
準のフィルターにかけ、内容の正確を期するための個
別確認をしたが、これは内容を更新する上で重要な
作業である。民間宅地にある樹木や歴史的な建物が
無くなることがあり、商業関連のものは特に変化が激
しい。この作業が困難であるために、第1版で取り上
げたサイトの数は少ない。今後はウエブ上で情報の
提供、精査を呼びかける予定である。

トロントのグリーンマップなどがヒントとなり、現
実の緑の全体像を表現するため、ベースマップに航

空写真を使用した。しかし、航空写真は道路の線を
明示しないと、使うための地図としては問題がある。
そこで航空写真に正確なデジタル道路データを重
ね、地図としての有用性を高めた。いずれのデータも
自治体の協力により無料で借り受けることができた。
30枚以上の航空写真を合成し調整するのは困難な
作業であったが、コアメンバーの頑張りで完成させた。

近隣のサイトについて活発な意見を交わす参加者たち。

<< 近隣のグリーンマップのため
の選定基準を討論する久品仏ワ
ークショップの参加者たち。

<< ワークショップごとに
特別に用意されたベー
スマップをもってデータ
を収集。

「PeaceでQuietな」場所を >>
テーマとした「なごみマップ」の
方位記号。

九品仏のまちめぐりワーク >>
ショップの模様。新しい視点で
物事を眺めてみる。

http://www.greenatlas.org
http://www.greenmap.jp/tokyo
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Approximately 36,000 website visitors per year

制作費

公益信託世田谷まちづくりファンドが世田谷グリ
ーンマップ第1版の制作を助成し、地図制作会社であ
る武揚堂が印刷費の大幅な割引をしてくれた。こうし
て完成したマップは、グリーンマップに掲載されたス
ポットや地域のイベントで無料配布した。ウェブ経由
でマップの入手希望が続いているが、区外からの申
し込みには1部300円と送料で、区民には今後の情
報更新に協力していただくことを条件に、送料だけで
配布している。

まちめぐりワークショップで作る無料のグリーンマ
ップはＡ３サイズで制作する。これはコストをかけず
に手軽にプリントができるからである。せたがやグリ
ーンマップのもうひとつのサブセットとして、「多摩川
Tri-Area グリーンマップ」がフリーペーパーの一部と
して、首都圏に50万部が配布された。このプロジェク
トは商社がスポンサーであったので、慎重に対応を
検討したが、通常のフリーペーパーはすぐに捨てられ
てしまうが、グリーンマップとして紙が大切に使われ
れば良いことであると考え、協力を決めた。ある学校
の先生からはクラス全員に配りたいから生徒の数だ
けくれないかという依頼もあり、発行後の反応がよか
ったことから、判断は正しかったと考えている。

（上から）「なごみマップ」--グリーンマップジャパンのウェブサイトか
ら。東京国際フォーラムで開催された東京アートジャングル「山手線
グリーンマップ」プロジェクトでは、世界のグリーンマップとアイコン
風船を展示。

エコノミックデーター

制作主体: Non-profit

資金源:
Grants, private funding, in-kind

主な支援団体:
Setagaya Community Design Fund

専任スタッフ: 10

頒価: Free, 300 yen or postage paid

派生プロジェクト: Exhibits, conferences, 
organized bicycle ride

東京せたがやマップとなごみ
マップに記したグリーンマップ
アイコン。

これらのアイコンは全グリーン
マップに共通に使われている

http://www.greenmap.jp/tokyo
http://www.greenatlas.org
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評価

第1版に含めるスポットの選択基準をコアメンバー
が決めるのにあたり、まず、持続可能なライフスタイ
ルに不可欠な要素として、コミュニティ活動、資源の
リユース・リサイクル、環境保全をとりあげた。そして
グリーンマップ・アイコンのカテゴリーとして、「資源」、
「食」、「みどり」の三つに分類することにした。われわ
れの関心事のひとつである都市農業はこの全てに関
連する。たとえば、大平農園は有機野菜を生産する
以外にも多様な役割を担う緑の空間である。その作
物の買い手である地元の人たちは、同時に農場の労
働力となり、地域の有機廃棄物の一部はこの農場で
堆肥にされ、資源化されている。

東京全体を一枚で扱うグリーンマップはまだ存在
しないが、最初に世田谷という単位で制作したこと
は良い選択であった。他に杉並、小金井、山の手線周
辺をはじめ、それぞれ独自のグリーンマップづくりが
始まったからである。東京のような大都市では、場所
によって特性が異なるものである。

せたがやとは別のグリーンマップとして、都下の
「peaceでquietな」場所をとりあげた「東京なごみ
マップ」を制作し、2002年12月に雑誌『BePal』の付

録として発行した。雑誌本体には内容の説明が20ペ
ージにわたって掲載されている。都心部のほとんどを
網羅するこのマップには、レンタサイクルなどの自転
車関連施設についての情報、リラックスして緑空間を
満喫できるなごみスポットを紹介している。そのよう
なスポットの多くは主要鉄道路線や幹線道路から離
れているため、自転車でめぐるのが便利であり、その
ような自転車ルートを検索するのが便利なように意
図されている。

(上から)九品仏ワークショップで制作された近隣グリーンマップ最
終稿。「多摩川トライエリアグリーンマップ」は今のところ最も多く刷
られたグリーンマップ。

掲載誌（左から）『International Herald Tribun』紙（2003年5月8日）。せたがやの最初のワークショップのための広報ポスター。『朝日新聞』記事
（2003年5月27日）。『Be-Pal』誌の「なごみマップ」の特集記事（2002年12月）。

http://www.greenatlas.org
http://www.greenmap.jp/tokyo
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むすび

現在、東京自転車グリーンマップを制作中である。
将来的には自転車グリーンマップが地域別グリーン
マップに重なるレイヤーとして共存することが意図さ
れている。自転車で移動するのに安全で快適なルー
ト情報に、自転車関連の情報が記載されている。せた
がやグリーンマップ制作チームから発展し、アーバン
・エコロジー東京という新しいグループができた。情
報交換のためのツールを提供する他、東京のグリー
ンマップ制作者と自転車アドボカシーグループを連
携支援する。東京全体の自転車ルートを構築し、自
転車利用者が社会的な発言力を高めていくことがこ
のプロジェクトの主たる目標である。

2002年に京都グリーンマップの右衛門佐美佐子
さんと一緒にグリーンマップ・ジャバンを創設した。日
本のグリーンマップ制作者が情報を共有するポータ
ルサイトとして＜www.greenmap.jp＞を開設した
他、日米コミュニティエクスチェンジの助成も受けて
教材開発等をしてきた。最近では、グリーンマップ本
来の主旨から逸脱する商業的利用の希望が極めて
多いという日本の現実に、きちんと情報管理をするニ
ーズを感じている。持続可能なライフスタイルの実現

に向けて、グリーンマップが普通の人々が一歩踏み出
すための土台となることを、私は願っている。

“このすてきな地図を見つけて喜びました。世田谷
区に引っ越しを考えており、このグリーンマップが場
所探しの良い手がかりになります。”　-園部直子

“東京なごみマップを見て、私もマップ制作に参加
したくなりました。東京でも、いい自転車環境がほし
いなあといつも感じています。”　-浦本三穂子

“普通の地図には無い臨場感があって、非常に感服しました。少しの住宅
の緑でも集まると環境に役立つものだと感じ入りました。” 
-本田トモコ

世田谷の住宅地の中で有機野菜を栽培している大平農園。

「子供に優しい場所」のアイコンには羽根木公園が当てら
れた。地元ヴォランティアグループと行政に提供されたア
ドベンチャー施設がある。

旧小坂邸は歴史スポットでもあり、緑の多い場所でもある。

http://www.greenmap.jp/tokyo
http://www.greenmap.jp
http://www.greenatlas.org
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東京ストーリー監修: 
堀内正弘
せたがやグリーンマップ事務局
〒158-0083
東京都世田谷区奥沢 2-32-11
tel: 03-5701-5901

All map, web, promo images and photos © Urban 

Ecology Tokyo 2004

online: www.greenmap.jp/tokyo
email: horiuchi@tamabi.ac.jp
or visit the online store at
www.greenatlas.org

マップの申し込みは？

せたがやグリーンマップ（2001年）

<< 東京サイクリンググリーン
マップの皆さん--皇居公園で。

<< 文化的にも重要な場所伝統
工芸店は文化的資源に含めた。

開発に反対の住民
運動によって守ら
れた街中の森の一
区画。

www.greenmap.org, グリーンマップ･システムの
ホームページ: 世界中の全てのグリーンマップ･プロジ
ェクト、グリーンマップ･アイコンポスター、ユースマッ
プ制作ツールなどがいくつかの言語でご覧になれ、リ
ンクしており、持続可能なこの活動への参加のお誘い
も掲載しております。

http://www.greenmap.jp/tokyo
http://www.greenatlas.org
http://www.greenmap.org
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グリーンマップ・システムは、世界各地で制作され
る自然・文化環境のマップを通して、地域の持続
可能性や市民活動を応援する非営利団体です。
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地図データ

・ 使用言語: 英語
・ 版数: 市内版5、コミュニティマップ5
・ 地図形態: 印刷物、ウェブマップ
・ 収録サイト数: 1000
・ グローバルアイコン使用数: 65
・ ローカルアイコン使用数: 60

はじめに

私の経営するエコデザイン会社モダンワールドデ
ザインは、第2版の出版を手がけ、これをきっかけに
世界的活動を展開するグリーンマップシステム
（GMS）を95年に設立した。2000年にGMSはモダ
ンワールドから独立し、GAMは地域の非営利団体の
プロジェクトとなる。現在、私たちは11版目にあたる
都市の生態系を表した地図を制作している。

私はニューヨークがとても好きだ。とても好きだか
らこそ、この街はより健康的で快適な生活空間にな
りえると思っている。人はニューヨークシティに強い
憧れを抱くが、そのイメージに環境や日常生活の部
分は欠落している。どうしたら、私達は自然や環境に
優しい暮らしとより良い関係を築くことができるのだ
ろうか？
 
国連地球サミット関連の準備セッションの期間、一
つのインスピレーションが湧いた。コミュニティガー
デンやファーマーズマーケット、グリーンショップやリ
サイクルスポットなど、地域で行われている持続可能
な活動を載せた無料の地図を作ってはどうか。地図
というものは普遍的で、人と町をつなぐものだ。この
地図なら、ニューヨークを新鮮な感覚で感じることが
できるし、人々の都市環境への関心や注意を活性化
することができるだろうと考えた。そうして一晩の間
に、地図には名前、印刷提供者、エコデザイナーから
の調査・制作・発信の協力を得ることができ、そのわ
ずか三ヶ月後の1992年3月に初版グリーンアップル
マップ（GAM）は誕生した。

ローマップ詳細 (2001年)
グリーンマップアイコンを使った「LoMap」ロゴ

ニューヨーク
バッファロー

ロチェスター
トロント

ワシントン

オタワ

ウ ァ゙ージニア

メリーランド
デラウェア

ウェスト
ウ ァ゙ージニア

ミシガン

オハイオ

ペンシルウ ェ゙ニア
ニュージャージ

ニューヨーク

メーン

マサチューセッツ

コネティカット

ウ ァ゙ーモント
ニューハンプシャー

ロードアイランド

スペリオル湖

ミ
シ
ガ
ン
湖

ヒューロン湖

エリ
ー湖

オンタ
リオ湖

オンタリオ プロジェクト開始

助成金獲得

第2版完成

 ホームページ設置

   ユースマップ第1版完成

第3版完成

ローマップ（紙版、Web版）完成

第4版完成 エネルギーマップ

ホームページリニューアル

ユースマップ第8版完成

マルチマップマニュアル完成

第1版完成

グリーンマップシステム結成workshops & tours

1991   1992   1993    1994   1995    1996  1997    1998   1999   2000   2001    2002   2003   2004

http://www.greenatlas.org
http://www.GreenAppleMap.org
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100,000 Green Apple Map (4) 25,000 LoMaps, 80,000 
Green Apple Map (3) 10,000 Green Apple Map (1 & 2) printed

3版目のグリーンアップルマップは、できたばかり
のグリーンマップアイコンを使う初の機会となった。
デザイナーからの関心を高めたいと思っていた私た
ちは、サステナブルなデザインの紹介で多くの読者
を獲得している雑誌『メトロポリス』に注目した。私は
彼らにGAM3の共同制作を持ちかけ、1997年３月
には、ニューヨーク市の５つの行政区にある学校、博
物館、図書館、イベント会場、観光キオスク、国連ビ
ル、グリーンマーケットや公園で配られることとなる
65,000部の地図の制作に動き出した。

内容を充実させるために、モダンワールドデザイ
ンはGAM2のコピ-を街中の地域活動リーダーに送
り、調査を行った。組織や機関に精通する人たちを取
材したり、地域の自然、ツーリズム、環境に優しい資
源、インフラなどに関する情報を地元ニュースや記録
を使って調べたりもした。政府の公害データを入手
するために、情報公開法の用紙を提出したことすらあ
る。情報と事実を照合する手段、インターネット上で
も投稿ができるようにするなど、マップは版を増すご
とにパワーアップしていった。

GMSの共同制作の枠組みは、私たちのヴィジョン
をより大きくし、GAM3ではなんと700ものサイトを
発見した。（今までのように）一区だけに焦点を当て
るのではなく、ニューヨーク市全体を実際の縮尺を
用いて、市の全体像が見えるようにバランスよく作っ
た。メトロポリスのアートディレクター、ウィリアム・ヴ
ァン・ローデンは地図にすっきりとした魅力的なデザ
インを施した。2001年に制作されたGMSのローワ
ーマンハッタンの地図「ローマップ」は、子供たちに気
に入ってもらえるよう、アイコンをいきいきとした明る
い色にした。ローマップは、ミルウォーキーグリーンマ
ップの色調とコペンハーゲンのコンパクトなフォーマ
ットを借りている。彼らのデザイン、分かりやすい分
類法、明瞭な語り口を私たちは大変参考にした。実
際、どのグリーンマップも参考になるものなのだ。

マップ制作

テクニカルデーター

ソフトウエア:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Quark
FileMaker

ハードウエア:
Macintosh workstations
Bicycles
Digital cameras

紙質:
30% to 100% recycled

地図形態とサイズ:
Folding
  · Green Apple Map 4: 63.5 X 43.2
     cm/25 X 17 in
  · LoMap: 94 X 30.5 cm/37 X 12 in
  · Green Apple Map 2: 43.2 X 27.9
     cm/17 X 11 in

（左から）
グリーンアップルマップ4版（2000年）
ローマップ（2001年）
グリーンアップルマップ3版（1997年）
グリーンアップルマップ2版（1992年）
子供達はテーマのあるマップやコミュニティ
マップを作るときには、市内判マップを参考
にしている。

http://www.greenatlas.org
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95 26155 0

Partners, Advisors and Board members: 17

Participants:
Kids (to age 14)

Youth (to age 22)
Adults (to age 65)
Seniors (age 65+) 

チームワーク

グリーンアップルマップは、私、ウェンディー・ブラワー
と毎回フレッシュなパートナー、チーム、インターンに
よって制作される。初回プロジェクトパートナーでグ
ラフィックデザイナーのハル・ドレリッチ、GAM3の共
同者でありメトロポリス編集者のスーザン・ツェナシ
ー、98年のインターンから01年のローマッププロジ
ェクトのコーディネート（さらに00年の自転車リサイ
クルユースマップコーディネート）を手がけたベス・フ
ァーガソン、98年から03年にかけて、GMS教育活動
とアウトリーチ・スペシャリストであり、東ハーレム教
会区地図のコーディネーターも務めたボブ・ズーバ
ー博士、ローマップのグラフィックデザインはダイア
ナ・シグネ・クラインが担当し、ローマップウェウデザ
インは、サラ・S・タッカー、マフュー・カールイス、近藤
麻子、ボミー・ジュンなどが参加した。私たちのいわ
ば、メディア仲間が乗る船は、多くの刺激あるボラン
ティア支援という推進力によって支えられている。書
ききれなかったクレジットはウェブサイトに表記され
ている。

ニューヨーク市は、人種の多様性に満ちている-人
口800万人、うち36％が外国生まれだ。できるだけ
多くの人に地図を見てもらうため、5区全てに地図を

配り、街の将来を担う若者たちには、青少年グループ
を通して自分たちの地図を作ってみることを呼びか
けた。若者たちは、しばしば不当な廃棄物処理施設
の位置、排水溝ルート、喘息と大気汚染の関係など
の難しい問題を調査し図表に表してみる。ニューヨ
ーク大学の学生とシエラ・クラブのメンバーもグリー
ンマップを制作した。全ての地図が出版されるわけ
ではないが、これらの地図について、詳しくは＜www.
GreenAppleMap.org＞に載せている。

新しい地図を作る時、私たちはローカルな要素と
グローバルな要素のバランスを考慮し、時に新しい
手法を試し、その成果をGMSのネットワークで共有
する。ローマップ制作のときに若者の応募作品の審
査過程を記録し、それをもとにこうした催しのマニュ
アルを作成した（これはバックミンスター・フラー学
会のサイト＜www.bif.org＞で見ることができる）。
グリーンアップルマップの制作の度に、新しい制作方
法を考案するのは楽しいことである。

GMS事務所とスタッフ-2004年冬

左から、Wendy Brawerと >> 
アシスタント、中島愛佳、金山康人

--2003年春
(『Paper Sky』誌より)

プランナーとGMS理事-Carter Craft(左端)。ブルックリンの自転
車リサイクル協会のツアー拠点で。

環境市でローマップの >> 
サイトの候補を集める。 

<< 自転車リサイクル協会のよう
なニューヨークの若いグループの
人たちがGMSの事務所を訪れ、
アイデア交換をしたりする。

http://www.greenatlas.org
http://www.GreenAppleMap.org
http://www.GreenAppleMap.org
http://www.bif.org
http://www.GreenAppleMap.org
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Approximately 139,000 website visitors per year

制作費

グリーンアップルマップのチームは常に小規模で
融通の利くスケールで活動してきた。GAMのプロ
ジェクトが非営利のネットワーク「社会的責任のた
めの建築家、デザイナー、プランナー」の傘下で行
われた97年のころから、「NYC環境ファンド」（NYC 
Environmental..Fund）は資金援助をしてくれてい
る。グリーンエーカー（Greenacre..Foundation）も
継続的に支援してくれている財団だ。初版GAMは自
治体アートソサエティーにスポンサーしてもらい、二
版目は自分たちで資金を出して販売し、3版の最初の
65,000部はインターフェースにスポンサーしてもら
い、2000年に出した４版はアースデーニューヨーク
に100,000部出版してもらった。私たちは現在、エネ
ルギーに焦点を当てた2004年のGAMの出版先を
探している。GMSのグローバルプロジェクトの基金
集めも同時にしているため、資金集めは大きな課題だ。

より多くのニューヨーカーが、GAMをきっかけに
グリーンな都市への関心が上がることは、幅広い形
でプラスの影響を及ぼす。インターンスタッフの中に
は、GAMプロジェクトの後も他の地域でグリーンマップ
プロジェクトをリードしている者もいる。

（上から）ロウワーマンハッタンの子供達が作ったローマップ
<www.greenmap.org/lomap>。グリーンアップルマップの新しい
ウェブサイト。

エコノミックデーター

制作主体: Non-profit

資金源:
Grants, private funding, in-kind

主な支援団体:
New York City Environmental Fund
Greenacre Foundation
Earth Day New York
New York Community Trust
Deutsche Bank Americas Foundation
 
専任スタッフ: 5

頒価: Free

派生プロジェクト: Green Apple Tours, 
postcards, youth mapping tools and 
manual for youth and community

グリーンアップルマップ第4版
とローマップに使用されたア
イコン

これらのアイコンは全グリーン
マップに共通に使われている

http://www.GreenAppleMap.org
http://www.greenmap.org/lomap
http://www.greenatlas.org
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評価

ニューヨークは変化が早く、健康的な地域社会や
環境に優しい長期的な発展へのパラダイムシフトを
思い描くことは、恐らく可能であろう。しかし、その変
化を触発させ、実現させることこそが私達のチャレン
ジだ。私たちの作る地図が「気づき」の機会を増
やし（「へえ」と思う瞬間）、結果的にそれが街の再活
性化へと導くことを私たちは願っている。メディアに
登場することは、より幅広い対象に発信することを可
能にしている。

紙一枚に全てのサイトを表すのは至難の業だ。ニ
ューヨーク市全域をカバーした2000年版の反応
から、GAM5は市民の間で物議を醸すテーマ--エ
ネルギーに初めて焦点を置いて展開する予定だ。
通常の発電システムから最新技術を駆使したもの
-例えばセントラルパークの燃料電池発電を使用し
ている警察署など-を、今まで通りグリーンマップア
イコンを使って記していく。写真やチャートなど様々
なビジュアル要素をちりばめるつもりだ。出版される
までは、ウェブ上で公表するつもりでいる。＜www.
GreenAppleMap.org＞には旅行記、近隣マップや
ツアーマップなど、近年制作してきたものを載せる予
定だ。

登録サイトの質的情報をGAMユーザーはより必
としていることに気づいた私たちは、２版目からもっ
と内容に力を入れるようになり、科学的事実よりも、
より幅広い人々が楽しめる身近な説明を足していっ
た。説明文は、消費者として、通勤者として、地域市民
にとって日常的に利用しやすく、環境にとってより好
ましい選択肢を提供している。有毒廃棄物を示した
アイコンは、行動を起こすためのアイテムで、関連す
る公害防止などの環境組織とセットにして紹介して
いる。GAMにはまだ理事会なるものは結成されてい
ないが、調査・編集どちらの段階でも多くの人から様
々な助言を頂いている。またGMSのすばらしい役員
会の人々は今後の方向付けに多くの助言をしてくだ
さっている。

（上から）1999年以来、自転車リサイクル協会の夏のプログラムで
は、５つのユニークな子供達のグリーンマップが誕生した。市内とマ
ンハッタンを収録した1992年のグリーンアップルマップで、「ローカ
ルでグローバル」なグリーンマップは一気に国際的な注目を集める
こととなった。2003年の「あなたの住んでいる街はどのくらいグリー
ンですか？」と題したサイトアドヴァイスを示すポストカード。

グリーンアップルマップの支援活動は多くの人々に届き、マップは多くのメディアに紹介されている。（左から）『デザイン・ワールド』誌-オーストラリア
（95年6月）、『Adbusters』誌-カナダ（01年1月）、『USA’s Sphere』誌（00年）、『Green Teachers』誌-カナダ（99年夏）、『USA’s Science 
World』誌（95年4月7日）。ローマップさし絵 (by Cam)

http://www.greenatlas.org
http://www.GreenAppleMap.org
http://www.GreenAppleMap.org
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むすび

ニューヨークの自然を地図にしていく事など、始め
は不可能に思えた。GAMの視点は、ほかの地図には
ないユニークな街の見方を教えてくれる。私達がプロ
ジェクトの中で魅力に感じている点は、

• 生物多様性に光を当てること---市内に100以上
 あるコミュニティガーデン、60の水辺公園といった
 自然が豊かでオープンな空間を収録。
• 活気あふれる若い人のグループから熱心な環境団  
 体まで、ニューヨークにある多くの独立しているが、
 互いに関連し合う活動グループに情報提供ができ
 るということ。
•グリーンアップルツアーなどといった「リアル」な活
 動によって、市民とグリーンサイトを近づけること。
•人々が、発足当初からこのプロジェクトへポジティ
 ブな関心を持ってくれているということと、それを楽
 しむこと。

GAMが未来とのつながりを持つ時、予測できない
想像以上の有機的な道が開ける。様々な言語、テー
マ、表現手段を用いることにより、又版を重ねるたび
にきっと新しい読者を獲得するだろう。いつの日か、
全てのニューヨーカーが「アップル」すなわちニューヨ
ークを少しずつグリーンにすることに自分の持てる力
を注ぐであろう。

“グリーンマップは斬新でイキイキとしたやり方でニ
ューヨークシティを見つめ直させてくれる。”
-市立アートソサエティー・サーティフィケート・オ

ブ・メリット　01年6月

“あなたたちの地図はパーフェクトです。教室で何
度でも使えるように、頂いた2部はラミネート加工し
ました。”
-ブルックリン植物園教師教育コーディネーター、
　バーバラ・クシュネル-クールランド

“グリーンマップはクルマの騒音や喧噪なしに、この街を観光がしたいと
思っている年輩の方、それから次世代の子供たちに、より健康的な地球を
残してやりたいと思っている人にとってたいへん実用的だ。” 
-ニューヨークニュースデイ、ローダ・アーモン　98年7月19日

月例の「クリティカル・マス」（自転車団体）による交通緩和を
求めるアクションは、大変多くの参加者を引きつけている。

（左から)市内28カ所のグリーン市場には、毎週、地方の
農民が産品を売りに来る。子供達によって運営されている
Lower East Side公園とグリーンハウス。

自転車リサイクル協会の夏のマッププロジェクトでは、子供
達はブルックリンのコミュニティガーデンを体験する。

ローマップさし絵 (by Edward)

http://www.GreenAppleMap.org
http://www.greenatlas.org
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ニューヨークストーリー監修: 
Wendy E. Brawer
Green Map System
PO Box 249
New York, NY 10002 - 0249
USA 
tel: +1 (212) 674 1631

All map, web and promo images © Green Map System 
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page 5) Design World, Adbusters, Sphere, Green 

Teacher, Science World, Recycle A Bicycle 1999-2003

page 6) Peter Meitzler, GMS, Beth Ferguson, Regina 

Weir

online: www.GreenAppleMap.org
email: info@GreenAppleMap.org
or visit the online store at
www.greenatlas.org

マップの申し込みは？

ローマップの表と裏 （2001年）

（左から）1992年の最初のグリーンアップルマップのツアーにはAudubonのエコ・スマート
協会本部を訪れた。市周辺の水路について学ぶニューヨーク・ハーバー・スクールの皆さん。

<< 持続可能なニューヨークへの
道を願ってキャンドルを灯す、グ
リーンアップのスタッフとヴォラ
ンティの方々。

www.greenmap.org, グリーンマップ･システムの
ホームページ: 世界中の全てのグリーンマップ･プロジ
ェクト、グリーンマップ･アイコンポスター、ユースマッ
プ制作ツールなどがいくつかの言語でご覧になれ、リ
ンクしており、持続可能なこの活動への参加のお誘い
も掲載しております。

http://www.GreenAppleMap.org
http://www.greenatlas.org
http://www.greenmap.org
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グリーンマップ・システムは、世界各地で制作され
る自然・文化環境のマップを通して、地域の持続
可能性や市民活動を応援する非営利団体です。
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はじめに

市民、観光客、地域づくりに定め、マップのネーミング
やデザインには市民の参加を優先させていくことを
決めた。

2000年、筆者は地域コミュニティの活性化を考え
るオンライン・グループを立ち上げ、情報デザインの
発想や手法を使った具体的な活動の可能性につい
て検討していた。この議論の中で、市民一人一人の地
域認識を新たにしていく基盤としてマップは有効な
手段であり、そこから派生するプロジェクトも様々に
考えられることから、別途グリーンマップ制作の為の
プロジェクトチームを組んで制作にあたることになった。

私達は、マップづくりは地域の活性に関心のある人
たちがそれぞれの知識を活用して一緒に作業する場
として適切であると考えた。函館は日本の近代化の
過程で比較的早い時期から外国文化と接触し、往時
をしのばせる西洋式建造物や町並みが残っている。
しかし、住民が市の中心部から流出して、人のつなが
りが希薄になってしまった。生態系や地域計画、社会
福祉活動に従事する市民組織はあるが、相互のつな
がりはなかった。

そのような状況にあったため、グリーンマッブ制作
のためのネットワークづくりには時間がかかってしま
った。2002年、北海道庁が助成を承認したのを機
に、マップづくりの体制を整えた。マップの利用者を 函館の4個のローカルアイコン

マップデーター

・ 使用言語： 日本語
・ 版数： 1
・ 地図形態： 印刷物、ウェブマップ
・ 収録サイト数： 200
・ グローバルアイコン使用数： 53

函館スローマップ詳細 （2003年）

仙台

札幌

日 本

日本海

太 平 洋

大阪

広島
名古屋

福岡 東京京都

マップ第１版完成

オンラインスローマップ完成

ローカルアイコンを小学校の授業で考える

インタラクティブホームページ仮運用開始

2003年アクティビティレポート刊行

プロジェクト開始
北海道より助成金承認

追加助成金獲得

ホームページ設置

プロジェクトをフリーペーパーにより告知 

workshops

2002                                      2003                                      2004

函館

http://www.greenatlas.org
http://www.slowmap.org
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5,000 maps printed

マップ制作

2002年7月に開かれたグリーンマップ・ジャパン
の会合に出席、それに刺激を受けて、10月初旬、市
民向けにグリーンマップの紹介をする展示と情報
収集のための第1回目ワークショップを開催した。
2003年に入ってすぐに掲載情報の整理・編集と
印刷版マップのデザイン作業に入った。印刷版のマ
ップを5000部刷り、函館観光案内所、博物館・美
術館、コーヒーショップ、地元の放送局に置いた。３
月にはウェブ版函館スローマップV.1.0を<www.
slowmap.org>にて公開した。

「スロー」という言葉を使ったのは市民ならびに
観光客の注意を引こうと思ったからである。世界的
な「スローフ̶ド」運動は、人々に、もっとゆっくり暮ら
そうというメッセージを投げかけ、多くの共感を呼ん
でいる。函館の環境は、まさにスローライフにうって
つけである。マップ制作のプロセスは、多くの人をい
ろんな段階に巻き込んでいこうと考えていたので、ス
ローそのものだった。

マップを子供の絵本のような暖かい感じにしたか
った。ロゴは手描きにして、明るい色を使った。歴史
地区を新たに描き、函館山などの生物多様性に富

み、渡り鳥の保護地区になっている自然も取り込ん
だ。歴史地区の古い建物を再生した建物群も入れ
た。古い建物の利用活性については函館が他の都市
に先んじて1960年代に着手していたものである。

印刷版とウェブ版のマップの発表を兼ねて、再び
市民参加のワークショップを開催し、でき上がった
マップの評価や今後の活用法について議論し、次期
ヴァージョンへ向けて課題を抽出した。ヴァージョン
2.0(日本語版)は2004年に発表を予定している。

テクニカルデーター

ソフトウエア:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Macromedia Flash MX
Macromedia Dreamweaver
Microsoft Excel

ハードウエア:
Macintosh and PC workstations
Digital camera
Instant camera

紙質:
Recycled paper with soy-based ink

地図形態とサイズ:
Folding
  · A2 (59.4 X 42 cm/23.4 X 16.5 in), 
     folded into CD jacket size
  · Website
     Naview, Flash-based map information 
     system for PC users

（左から）
函館スローマップ印刷板（2003年）
函館スローマップ、ホームページ（2003年）
他のグリーンマップから得たインスピレーション
を描いてみる「スロー」なワークショップの模様。

http://www.slowmap.org
http://www.slowmap.org
http://www.slowmap.org
http://www.greenatlas.org
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6 6070 0

Partners, Advisors and Board members: 6

Participants:
Kids (to age 14)

Youth (to age 22)
Adults (to age 65)
Seniors (age 65+) 

チームワーク

ワークショップをはじめとする参加者募集には、地
元新聞への記事掲載、チラシ配布、またグループのメ
ーリング・リストを活用した。

プロジェクトの中心メンバーは、地元で情報デザイ
ン関連のスモールビジネス（ウェブデザインやDTP、
印刷関連のコンサルティングなど）を行っている個人
とグループである。最初のうちは主に筆者が面倒を
見たが次第に参加型デザインの手法を採り入れ、段
階的にワークショップを行う過程で多様な市民が関
わるようになった。年齢層は小学生からシニア（60歳
代）まで、学生・大学教員・市役所職員・NPO関係者
など、その人数はのべ150人を超えた。環境問題の
専門家はいなかったが、市の環境担当者や環境分野
で活動している市民から必要な情報を入手した。マッ
プづくりの事前調査を通して、参加した人たちには函
館を新たな視点から見る良い機会となった。

地元の小学校でピクトグラムを学習していた3年
生70人がローカル・アイコンのデザイン作成に参加
してくれた。依頼したテーマは「温泉・銭湯」だった。子
どもたちのスケッチ集をもとに中心メンバーがアイコ

ンをデザインした。情報デザイン専攻の大学生が、集
めたデータの整理やマップの下絵の校正を手伝って
くれた。

新しいアイコンのアイデアをスケッチする小学生達

大人と子供が一緒になって集めたサイトを眺めるワークショップで
の模様

<< フィールドワークではお友達
もでき、市内探検もできた

2003年8月に催した >>
散策ツアーを楽しむ方々

http://www.greenatlas.org
http://www.slowmap.org
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Approximately 14,400 website visitors per year

制作費

エコノミックデーター

制作主体: Non-profit design network

資金源:
Grants

主な支援団体:
Hakodate Multimedia Promotion Council
Hokkaido Regional Promotion 
Organization
Hokkaido Prefectural Government    

専任スタッフ: 2

頒価: Free

派生プロジェクト: Tours, magazine column, 
digital photo collage, workshops

2002年度は、北海道庁のSOHO支援の補助事業
に採択され、事業費のうちの半分をこれで賄うことが
できた。残り半分は、北海道の民間財団と地元函館
のマルチメディア関連の協議会から助成金を得た。
予算は印刷物とウェブの両方を含んでいたが、お金
がかかったのは印刷物の方である。グラフィック・デ
ザイナーとウェブサイト・システム・エンジニアには謝
金を払ったが、コア・メンバー、小学校児童、大学生ボ
ランティアは無償であった。

今後、マップをさらにヴァージョンアップさせていく
ためには、継続的な事業計画と資金計画の確立が課
題であり、行政・民間の支援をどうとり付けるか模索
中である。ウェブの更新費用はなんとか捻出できそう
だが、冊子として発行予定の印刷物用の資金調達は
難航しそうだ。

（上から）
函館スローマップのホームページ画面。ポップアップ機能で双方向
性となっている。

函館スローマップに使用された
アイコン。新しいローカルアイ
コンを考える子供達。

これらのアイコンは全グリーン
マップに共通に使われている

http://www.slowmap.org
http://www.greenatlas.org
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評価

現在公開中のマップはあくまでも試作版であり、
掲載範囲も年間500万人の観光客が訪れる歴史地
区のみである。ウェブサイトにはNaviewという簡易
GISともいうべき双方向マップづくりシステムを使った。

また、当初の計画では、ユーザー投稿をリアルタイ
ムにマップに反映できるシステムをウェブサイト上に
実現する予定だったが、予算や技術上の制約で頓挫
してしまった。掲載情報が十分ではなく、データ構成
もうまくいかなかったために使い易さは期待ほどで
はなかった。

ただし、2004年春までに、次世代マップシステム
を実装できるメドが立った。今後は市民や旅行者が
バソコンやデジタルカメラつきの携帯電話から情報
や画像の入力が可能となり、文字通り「進化するマッ
プ」が実現できると考えている。中心メンバーと地元
の文化や環境に詳しいボランティアが「おすすめペー
ジ」に投稿のあったデータを編集することになる。コ
ンピュータを使わない人たち向けにはフィールドワ
ークの機会をつくり、できるだけ多くの人たちに新し
い発見をしてもらい、それを他の人に伝え、データを
蓄積したいと考えている。

このマップづくりの活動については地元新聞３紙、
フリーペーバー２紙、業界紙１紙、ラジオ局２局、テレ
ビ局２局で扱われ、若干のコンピュータ誌でも取り
上げられた。

（上から）スローマップに載せるべき情報を選択し、下絵に描いて
みる。 サイト調査用地図の例。

（左から）
印刷版マップを紹介する
北海道新聞（03年3月）、
ワークショップを紹介する
朝日新聞（02年10月）

http://www.greenatlas.org
http://www.slowmap.org
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むすび

函館のマップはGMSに準拠しながらも、「スロー」
という独自のコンセプトを打ち出し、歴史のある街に
潜在する、隠れた魅力や価値を再発見することを活
動の中心テーマに据えた。実際、ワークショップの参
加者や地図のユーザーからは、「自分たちの知らない
函館を見つける手がかりになった」など、概ね好意的
な評価をいただいた。

マップづくりの反応は概して良好で期待以上だっ
た。ワークショップ参加者たちは「函館に住んでいて
も、知らないことがいっぱいあった」と喜び、利用者は
「函館をこれまでとは違った角度から見られた」と言
っていた。これまでに寄せられた感想には、次のよう
なものがある。

“スローマップは、産まれたての赤ちゃんみたいで
す。眺めていると、地図の中からいろんな人の声が聴
こえてきそう。思わず微笑んでしまいます。”
-青田美樹さん、主婦、函館在住 

“私は函館に住んで一年が経ちました。それまでは
観光で訪れていて、どこかゆったりと流れる函館の空
気感を好ましく思っていましたが、いざ住んでみると、

その良さを忘れがちになっていました。改めて、スロ
ーマップを目にして、函館の街を穏やかな気持ちで歩
きたくなりました。”
-中井美穂子さん、NHK函館放送局キャスター 

今後は、歴史的な街並み地区の再生をテーマとし
たワークショップを行い、その成果を冊子として出版
するなど、積極的に地域の活性化や再生へ向けた動
きと密接に連携しながら活動を進めていこうと考え
ている。

“スローマップには、出来上がったものを利用するだけではなく、自分で書
き込んだり、オリジナルを作ってみるという楽しみ方もありそうだ。「それ
ぞれのスローライフ」を始めるための手軽な第一歩は、近所の白地図を
手に、散歩に出ることだと気づいた。”
-桝山寛さん、メディア・プロデューサー、東京在住

函館山の麓にある外人墓地は、晴れたには絶好の夕日鑑賞
スポット。

函館山からの素晴らしい函館市全景。日本全国からここの
夜景を見に観光客が訪れる。

函館中心部をつなぐ環境に優しい旅の友、市電。

http://www.slowmap.org
http://www.greenatlas.org
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函館ストーリー監修: 
渡辺保史
函館スローマップ
〒042-0931
北海道函館市榎本町5-8
tel: 0138-57-4640
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マップの申し込みは？

函館スローマップ（2003年）

<< 年数会開かれるフリーマーケッ
トで、オシャレなものを再利用する
ことができる。背景は古い倉庫。

<< かつてデパートと市役所だ
った築100年のビルは、リフォ
ームされ、非営利団体の事務
所や地域グループに解放され
る予定。

このサイトでは伝統的方法で塩
漬けのイカが加工され、樽詰め
される。

www.greenmap.org, グリーンマップ･システムの
ホームページ: 世界中の全てのグリーンマップ･プロジ
ェクト、グリーンマップ･アイコンポスター、ユースマッ
プ制作ツールなどがいくつかの言語でご覧になれ、リ
ンクしており、持続可能なこの活動への参加のお誘い
も掲載しております。

http://www.greenatlas.org
www.greenmap.org


Green Mapmaking along the USA’s Great Lakes

MILWAUKEE

�

グリーンマップ・システムは、世界各地で制作され
る自然・文化環境のマップを通して、地域の持続
可能性や市民活動を応援する非営利団体です。
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はじめに

ミルウォーキー・グリーンマップ・プロジェクトはこ
うして個人的に突き動かされたアートワーク-つまり
私自身の興味を反映した情報デザインの作業であっ
た。マップを作る過程で、何が起きているのかすべて
を自分の目でみられる。それがこのプロジェクトのポ
イントだと思う。

私は都会で何年も暮らしてはいたが、都会生活が
健康的であり、環境面でも健全であると全面的に納
得していたわけではなかった。ウイスコンシンの農村
地域で育ったため、ミルウォーキーのような都市にも
なんらかの持続可能なものがあることを示す証拠が
必要だと感じていた。

1997年3月、ある雑誌でニューヨーク・グリーンア
ップルマップを詳しく述べていた記事を読んで、ここ
でもそれができると胸の高まりを覚えた。当時、都市
生活も自然の一部であると他の人たちに伝えること
をめざしたurbaNature（アーバネイチャー）という
プロジェクトに携わっており、グリーンマップ・システ
ムは、この都市にあるものを示すのにぴったりだと考
えた。

情報デザイナーとしての私の仕事の多くは環境
NGO相手のものだったので、環境に関心をもった知
人がミルウォーキー市内に大勢いることを知ってい
た。でも、彼らは他のグループがどんなことをしている
のか知っているだろうかと私は疑問をいだいた。この
プロジェクトを始めることで、こういった人たちのつ
ながりがわかり、また、関係者を結びつけるハズミを
つける道ができた。

マップデーター

• 使用言語: 英語
• 版数: 1
• 地図形態: 印刷、ウェブマップ
• 収録サイト数: 408
• グローバルアイコン使用数: 60

ミルウォーキーグリーンマップ詳細 (1999年)
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ミルウォーキー

プロジェクト開始

ホームページ設置

有志による寄付金受領

助成金獲得

サスティナブルコミュニティワークショップ開催

第1版完成

ギブン･イン･ロシアプレゼンテーション

ギブン･イン･アラスカプレゼンテーション

グリーンマッピング展示会開催

第2版完成予定

1997          1998          1999          2000          2001          2002          2003          2004 

http://www.wisconline.com/greenmap/milwaukee
http://www.greenatlas.org
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10,000 maps printed

マップは私の情報デザイナーとしての感性を活か
したものである。グリーンマップアイコンを、より大き
なアイデアにたどり着く入り口の様なものとして利用
し、密度の濃い情報が重層的に見えるマップにした
かった。マップには水辺、人口密度、歴史的な緑の空
間を書き込み、裏面には、もっと多くの情報を載せ、
相互が関連して持続可能性を支えていることを示し
た。このマッブの特徴は、シンプルな視覚ツールを複
雑かつ緻密なネットワークにリンクできることである。

表示内容をはっきりさせるため、明るい色を使い、
文字情報と画像のバランスを考えた。ところがどのサ
イトも信じられないほどの物語があり、全部を取り込
むことは困難だった。そこで、清潔な飲料水、廃棄物
管理それに食糧の基本的、日常的な必要性をもとに
優先順位をつけた。緑の空間や光公害などの美的な
配慮も含めた。例えば、過多な光は、エネルギーの浪
費だけでなく夜空を台無しにするからだ。すべてのサ
イトは美学、社会、経済、環境の要素を織り込んでいる。

コンピューター・プラットフォーム間の違いがこの
プロジェクトの多くのデザインの枠組を決めた。ベース
マップはマッキントッシュとAdobe Illustratorを使

った。しかし、これらでは地域グループから提供を受
けたGISマップが扱えないことにすぐに気がついた。
仕方なく500ヵ所にのぼるGIS地点を手で入力した。
次のマップづくりにはぜひとも避けたい作業である。

ミルウォーキー・グリーンマップ(MGM)は教育機
関には無料で配付し、その他にはネイチャーセンタ
ー、書店ならびに地元の食糧協同組合で販売した。
印刷マップ10,000部の約半分は配布したが、残りは
悲しいことに不注意からリサイクルされてしまった！
現在、匿名の寄付者と第2版の作業開始の話がすす
んでいる。

マップ制作

テクニカルデーター

ソフトウエア:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Filemaker Pro 
Cadtools
Avenza MAPublisher

ハードウエア:
Macintosh workstation
Flatbed scanner
35mm camera
Printer

紙質:
Halopague, 100% recycled (20% post 
consumer)

地図形態とサイズ:
Folding
  · Map: 86.4 X 55.9 cm/34 X 22 in

（左から）
ミルウオーキー・グリーンマップ（1999年）
展覧会「グリーンマップ--社会変革のツールとしての情報デザイン」を告知す
る葉書(2002年)、第1回グリーンマップ・グローバル会議で14ヶ国の参加者
を前に話すマシュー・グロシェック。

http://www.wisconline.com/greenmap/milwaukee
http://www.greenatlas.org
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14 250 0Participants:
Kids (to age 14)

Youth (to age 22)
Adults (to age 65)
Seniors (age 65+) 

チームワーク

開始してすぐにパートナーシップを形成しようと試
みたが、作業を始めてからは共同作業の考えをひっ
こめた。私は作業を引き受けてくれる人を捜す必要
があると考えたが、私が知っているＮＧＯの多くはす
でに働きすぎの模様だった。そこでいろいろなグルー
プから、少しずつ情報を集めることにした。こうして輸
送に関しては、「よりよい環境を求める市民グループ」
から情報を得るとともにマップに載せるサイトに助言
するよう依頼した。ウイスコンシン大学ミルウォーキ
ー校の「都市事業と研究センターCUIR」は、フィード
バックをしてくれ、近隣のGIS地図作製をいくらか手
伝ってくれた。

他のマップづくりプロジェクトにも影響をうけた
が、何といってもMGMは究極的には自分の地域社
会についての個人的な評価となった。これは排他的
に聞こえるかもしれないが、強力な視点にもなりう
る。私はまず自分で勉強し、それをマップを通して学
んだことを共有することができた。リサイクルショップ
など、かっこいいと思える場所もいくつかあった。ミル
ウォーキーの市民はゴミの資源回収に熱心なことで
知られている。廃物利用や倹約をすることについては
健全な競争意識がある。

私は、科学的で数量化できる基準では、われわれ
が暮らしている場所の質を伝えるのに十分ではない
と感じていた。グリーンマップは、つねに文化的な描
写であり、測定は難しいが、作図するのはさほど困難
ではない。自分が権利を剥奪されたグループの出身
者でないと、自分の住んでいる場所について何も言
うことはないと、考える人も時にはいるかもしれない
が、私はそうは思わない。環境が危険にさらされると
誰でも権利を剥奪されるのである。

2003年のCardinal Stritch大学での展覧会では、見るウオーキー
グリーンマップと世界のマップが紹介された。

大きなグリーンマップアイコンは、情報デザインがいかに社会問題
への気付きに寄与しているかを人々に示した。

<< カリフォルニア州サンタモ
ニカのマップ制作者、Isabelle 
Duvivierとマップデザインにつ
いてアイデアを交わすマシュー

22人の国際的グリーンマップ >> 
制作者が各々のプロジェクトにつ
いて発表--イタリア、ベラージオの
ロックフェラー財団コンフェラン
スセンターで。

http://www.greenatlas.org
http://www.wisconline.com/greenmap/milwaukee
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エコノミックデーター

制作主体: Individual

資金源:
Grants, in-kind, sponsorship

主な支援団体:
Milwaukee Foundation
Harry F. and Mary Franke Idea Fund
Sells Printing Company
Bradner Smith and Company of Wisconsin

頒価: $5, but free to educational groups

派生プロジェクト: Presentations, workshops 
and exhibitions

制作費

データ収集やチェックなどの仕事をする「人的資
源」は、大学生インターン、高校生グループ、それに環
境センターの助けを借りた。データベースづくりやウ
ェブサイトの構築には多くの人がボランティアとして
技能を提供してくれた。「The Park People」誌を通
して「Harry F. & Mary Franke アイデア基金」か
ら5000ドルの資金援助を受けた。このお金で当初
無償提供してもらった、たとえば大量のデジタル出力
などのサービスに対して支払った。私自身は週あた
り5時間から10時間を作業に提供した。当初の計画
ではこのプロジェクトの仕上がりを6ヵ月と見込んだ
が、実際には２年近くかかってしまった。市場相場で
いえば、５万ドルはかかっただろう。

終了間際になって、ＭＧＭについてインタビューを
受け、誰か印刷代を寄付してもらえないものかと語
った。その記事が出た２日後、セルス印刷会社から電
話があって、10，000部から15，000部を印刷しよう
と申し出があった。この会社は環境に関心のある会
社で、廃棄物となるネガフィルムは使わず、電子プロ
セスで、大豆インク、リサイクル紙を使い、その他の資
源も節約していた。この気前のよい印刷の寄付がな
ければ、マップはいまだに私のコンピューターの中で

（上から）MGMのウェブサイトは、ミルウォーキーを訪れる人をタ
ーゲットとしているが、それには、この地域の持続可能な資源を発見
するためにマップを使って欲しいという願いが込められている。この
ような画面はグリーンマップアイコンを紹介するために使うが、いか
にして複雑なアイデアを様々な人に簡略に伝えるかを示している。

ミルウォーキーグリーンマッ
プに記されたグリーンマップ
アイコン。

これらのアイコンは全グリーン
マップに共通に使われている

身動きとれずにいただろう。事実、その時点ですでに
4ヵ月も眠ったままで、外に出る道はなかったのだ。

http://www.wisconline.com/greenmap/milwaukee
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評価

最大の問題は、いつマップを完成させるかを決
めることだった。もう一つの問題は、マップができあ
がる前にその価値を一般向けに伝えることだった。
NGO業界は直接的な利益のないプロジェクトになる
と経済的に渋いが、マップは持続可能性についての
意識を高めるのに解りやすい方法だ。専門家でない
人が専門家と話すときは用語が必要であるが、これ
らのマップはそのような対話のきっかけづくりとなり
うる。

ミルウォーキーがグリーンマップ・システムにつな
がっていることで、このプロジェクトの信頼度が高ま
り、ネットワークされた地球規模の考え方というも
のの恩恵にもあずかった。世界中の人たちが、グリー
ンマップ・アイコンを使ってマップづくりをしているこ
とを示すことは有利な手段となる。これで私の会社
Education Design Linkのプロとしての信用も高く
なった。

地元紙の記事もいくつかあったが、ほとんどは地元
の記事というよりもグローバルな内容だった。最近、
私は「グリーンマッピング:社会変革の手段としての
情報デザイン」と題する展覧会をカーディナル・スト

リッチ大学で企画したところ、ミルウォーキー・グリー
ンマップ・プロジェクトに対する関心を改めて引き起
こした。見学者たちはグリーンマップが地球規模の事
業であることに気付き、その数、質の高さ、そして地域
的な多様性に彼らは大いに感銘を受けた。

当初のマップは大きすぎたかもしれない。私は地図
をポケットに入れて持ち歩けるようなものにしたかっ
た。もう一つの懸念は、マップが環境意識が高い人た
ち以外には振り向きもされないのではないか、という
点だった。しかし、緑の環境づくり、持続可能な都市
計画、その他の環境的関連の実践やサービスにうま
くフィットした。願わくば、次のマップは、配慮のある
暮らしを進め、これらの変化に影響を与えることがで
きるようなものにしたいと思っている。

このプロジェクトの根本は、解釈と注意深い選択を通してデータが
情報となり、その情報は有益で場所に根ざした知識に変化するとい
うアイデアだった。

MGMはいくつかのメディアに紹介された。（左から）『Milwaukee Magazine』誌（99年10月）。『New Trends in World Design』誌（01年1月）。
『A Milwaukee Journal Sentinel』誌記事（99年3月）は、マップの印刷費の寄付を獲得するのに一役買った。その他「Outpost Exchange」誌ニ
ュースレター（01年4月）。日本の雑誌『ラパン』。

（左、右）人口密度のマップは、照明されている地域の比較がしやす
いように、光公害の分布図の横に配置した。このGISマップは「修復
地域と再開発地域」サイトを配置するのに参考にした。

http://www.greenatlas.org
http://www.wisconline.com/greenmap/milwaukee
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むすび

裏面の補助マップは、グリーンマップ・システムと他
のマップづくりのアイデアを結びつけ、ミルウォーキ
ー・グリーンマップ・プロジェクトの独自性を示してい
る。個人的なアプローチをとったことも他の地域を
基盤としたグリーンマップとの違いを際立たさせてい
る。

第２版を作るときには、地域の支援を得る努力をし
て、マップづくりを一緒にするチームづくりをするつも
りである。テキストのライターも探し、画像も文章もも
っと内容のあるものにし、ウエッブ上の存在感も強く
したいと考えている。印刷物として美しいことも、プリ
ントマップには大切なことだ。

私がこのプロジェクトの好きな点は、地元にいる人
だけでなく、地域規模でいろいろな人たちを結びつけ
ることである。ベラージョでのグローバル・マップメー
カー会議は14カ国の人たちと顔を合わせるすばらし
いチャンスだった。こうして地域レベルでパートナー
シップを組みながら世界規模の仕事をするのだとい
うことを目の当たりにして大変印象的だった。

“グロシェクはどうしてみんなミルウォーキーに住
みたいと思うのだろうという家族の疑問に答えを出
そうと考え、その町の進歩的な側面のロードマップを

自分で作ってしまった。”
-シェリー・ジャレンスキー，『O u t p o s t 
Exchange』誌 2001年4月

“ミルウォーキー・グリーンマップは、人々を環境コ
ミュニティとでも言うべきものへいざなう驚異的な手
段である。”
-ケン・レインバック、Urban Ecology Center 専
務理事

グリーンマップづくりは、市民参加の強さや情報デ
ザインの力を痛感したまたとない経験だった。

“私が今の職についたとき、ミルウォーキー川流域について理解を深め、職
務を果たすには、どこが重要な地域なのか見極めるために、ミルウォーキー
・グリーンマップを情報源として使った。” 
-キンバリー・グレッフェ、River Revitalization 財団専務理事 

冬でもミシガン湖の湖畔では息を呑むような美しい風景を
見ることができる。サイクリング、ウオーキング、クロスカント
リースキーには絶好の場所。

かつてミルウオーキー川で遊ぶには汚水と戦わなければな
らなかったが、近年生物も戻ってきており、釣りやカヌーの
拠点となっている。

Wehr自然センター内の大草原プレーリーやコナラの茂るサ
バンナのような再生風景は、ウィスコンシンのもとあった自
然の姿を思い起こさせる。

http://www.wisconline.com/greenmap/milwaukee
http://www.greenatlas.org
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クレジット

ミルウォーキーストーリー監修: 
Matthew Groshek
Education Design Link
3610 North Oakland Ave. Suite 3N
Milwaukee, WI 53211
USA
tel: +1 (414) 962-4888

All map, web, promo images and photos © Education 

Design Link 2003

online only: www.wisconline.com/
greenmap/milwaukee
questions? edlmg@execpc.com

マップの申し込みは？

ミルウォーキーグリーンマップ (1999年)

<< Schlitz Audubon自然セン
ターはミルウオーキーの環境配
慮型建築の好例となっている。

多くの動植物にとって環境的
な回廊とも言えるミルウォー
キー川は、流域住民にも豊か
な恵みを与えている。

www.greenmap.org, グリーンマップ･システムの
ホームページ: 世界中の全てのグリーンマップ･プロジ
ェクト、グリーンマップ･アイコンポスター、ユースマッ
プ制作ツールなどがいくつかの言語でご覧になれ、リ
ンクしており、持続可能なこの活動への参加のお誘い
も掲載しております。

http://www.wisconline.com/greenmap/milwaukee
http://www.wisconline.com/greenmap/milwaukee
http://www.greenmap.org
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グリーンマップ・システムは、世界各地で制作され
る自然・文化環境のマップを通して、地域の持続
可能性や市民活動を応援する非営利団体です。
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はじめに

マップデーター

・ 使用言語: 英語
・ 版数: 2
・ 地図形態: 印刷物、PDF、ポスター
・ 収録サイト数: 196
・ グローバルアイコン使用数: 16

トロントのローカルアイコン11個の一部

トロント・アザーマップ詳細 （2003年）

トロント

ウィスコンシン

ミシガン

ペンシルウ ェ゙ニア

ニューヨーク

アイオワ

ミネソタ

イリノイ
インディアナ

オハイオ

オ ン タ リ オ

ケ ベ ッ ク
マントバ

アモスティミンズ

オタワ

ムース二ー

スペリオル湖

ミ
シ
ガ
ン
湖

ヒューロン湖

エリ
ー湖

オンタ
リオ湖

マップ第1版完成

ホームページ設置

マップ第2版制作開始

助成金獲得

タウンホールミーティング開催

2003 メンバーシップキャンペーン開始

プロトタイプ完成

マップ第2版完成

ウエブマップ プロトタイプ完成

マップ第1版制作開始

ガイドブック完成

 1998                1999                2000                2001                2002                2003                2004 

グリーンツーリズム協会は、1999年、地球に優し
い都市のツーリズム情報と生活や旅の選択肢を観
光客・市民に提供するため、トロント・アザーマップ
（Toronto..Other..Map）の初版を出版した。アザ
ーマップは、早くからツーリズムと環境のリンクを試
みたグリーンマップの一つだ。2年足らずの間に、実
に６万部ものアザ̶マップが印刷され、人々の手に
渡った。グリーンツーリズム協会には世界中から多
大な関心と期待が寄せられたが、その後、私達は次
の版に向け、制作を開始。2003年アースデイ(4月
22日)には第2版を発表した。 

トロント・アザーマップは、住民や観光客が、街や
地域が提供する都市のグリーンツーリズムを経験す
るための情報を分かりやすく提供している。地図のト
ーンは明るく、遊び心満載で、この街に溢れるたくさ
んのアドベンチャーや活動を紹介している。あえて環
境汚染のひどい場所やゴミ置き場などの荒廃したサ
イトは掲載されていない。ポジティブな街のイメージ
とメッセージを発信することによって、より多くの人
が有効にトロントの豊かなグリーンツーリズムに触
れることができると考えたからだ。

http://www.greentourism.ca
http://www.greenatlas.org
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120,000 maps printed (60,000 distributed in 6 months)

トロントのアザーマップは既存の地図と同じよう
に、歩き回るのに機能的でありながら、なおかつ普
段の感覚で環境を意識できるようデザインされてい
る。この地図は、歩道や自転車レーンを始め、公園・庭
園、保全地区、環境に優しい宿泊施設やグリーンビジ
ネス、レストランやカフェ、エコツアー案内、持続可能
な交通手段、地域ギャラリーや劇場、博物館、文化資
産、有機・自然食品店などに焦点が当てられている。 

第2版アザーマップは初版の最も良い点を残しつ
つ、市民、会員、パートナーからのフィードバックで指
摘された点を改良した。地図のプロトタイプをイタリ
ア、ベラージオで開かれたグリーンマップのグローバ
ルミーティングで発表し、その後３か月間は地図にイ
ンプットするために情報を随分探し回った。

この期間、私たち会員はフル回転でキャンペーン
を行い、データベースにコード化したリストやスポッ
トを入力した。今ではデータベースに1,000以上も
のスポットが登録されている。私たちは、トロント市
の「トロントと地域自然保護協会」や地元の交通シ
ステム管理局など幾つかの部署に掛け合い、公園、

水路、交通網、自転車レーンやハイキングコースの
GISコードを入手した。 
内容と掲載記事が最終段階に入った頃、技術
面で難題が発生した。大手の印刷会社でも扱えな
いほど、地図のファイルが膨大だったのである。急
遽、数週間にわたる時間をさいて、多くの人々が地
図の再編集にあたり、なんとか発表イベントまでに
間に合わせて印刷することができた。地図は、12万
枚印刷され、市内100ヵ所で無料配布されてい
る。地図や無料配布場所に関する情報は、＜www.
greentourism.ca＞で調べることができる。トロント
市外には、＜info@greentourism.ca＞で郵送を依
頼することもできる。

マップ制作

テクニカルデーター

ソフトウエア:
ESRI ArcView
FileMaker Pro
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop

ハードウエア:
Pentium 4 Class Graphic Workstation
GIS workstation
PC workstation
Bicycles

紙質:
New Life Satin ST (EcoLogo certified)
30% post-consumer fibre and 
70% elemental chlorine-free virgin fibre

地図形態とサイズ:
Folding
  · First map: 91.4 X 66 cm / 36 X 26 in
  · Second map: 91.4 X 67.3 cm / 
    36 X 26.5 in

（左から）
トロント・アザーマップ- 2003年版-最終版と草稿版
トロント・アザーマップ-1999年版
グリーンマップを使ったツアーの模様。

http://www.greentourism.ca
http://www.greentourism.ca
http://www.greenatlas.org
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2 150 0

Partners, Advisors and Board members: 151 
(includes subcommittee)

Participants:
Kids (to age 14)

Youth (to age 22)
Adults (to age 65)
Seniors (age 65+) 

チームワーク

アザーマップ第2版は多くの個人や団体との協働
作業により制作された。彼らなくして完成はできなか
っただろう。グリーンツーリズム協会は、総合マネー
ジャーのジャスティン・ラフォンテインを始め、データ
ベース・情報担当のサンドラ・ファリアス、メンバー管
理担当のヴィヴィアン・ロード、マーケティング・コミ
ュニケーション担当のテレサ・リクズ、その他にマップ
小委員会のメンバーと理事会によって構成されてい
る。同プロジェクトの主要パートナーである「トロント
と地域自然保護協会」とグラフィックデザイナーの掛
け橋となって地域情報のコード化、GIS(地図情報処
理システム)の仕事を担当するインターンも一名雇った。 

市民が制作に参加することによって、トロント市の
世界的にも名高い人種の多様性を地図に反映させ
ることができた。制作当初に開かれた市庁舎でのグ
リーンマップ・ミーティングには、なんと40人以上も
の人が参加。この日は、市民、会員、パートナーやスポ
ンサーが新版について、アイデアを交換したり、デザ
イン、レイアウトや内容について意見を述べる素晴ら
しい機会となった。地図の中に河川と河川の環境に
関する情報を入れたり、グリッドを使用し、グリーン

ツーリズムの写真や活動している写真を入れるなど
のアイデアがこの時の話し合いで提案された。
また、プロジェクトを完成まで引っ張ってくれたマッ
プ小委員会が結成したのもこのミーティングの時で
ある。 初版の成功で、私たちは第２版のための新しい
パートナーやスポンサー、支援者との関係を発展さ
せたり、育てたりすることができた。地図出版後、私た
ちはプロジェクトや地図の制作開始、配布について
記した進捗を伝えるＥメールをＧＭＳのメーリングリ
ストに送った。すると、地図の進展、メディア掲載、経
過、配布、地域サポート、都市のグリーンツーリズム
などの情報を求めて、何人かの世界のグリーンマップ
制作者がコンタクトをとってきた。解りやすく制作経
過を伝えていくシステムは、助成金の獲得に役立つだ
けではなく、次の版やその他の主導権においても有
益である。 

地図のプロトタイプ・コピー編集作業の模様
（左から：Teresa Riczu, Sanda Farias, Justin Lafontaine）

<< 地元のコミュニティ・イベント
でスタッフやボランテイアが地図
やガイドブック、当協会を宣伝。
（左から:Aliya LadhaとVivian 
Lord）

地図発表会の模様。フェ >>
アーモント・ロイヤルホテル
にて、120人余りが参加。

<< グリーンツーリズム協会の
チームとコアメンバー
（左から:Jesse Redditt, Justin 
Lafontaine, Teresa Riczu, 
Rachel Dodds, Anna Gibson, 
Thomas Rohricht, Brian 
Jamieson, Vivian Lord, Sandra 
Farias and Joan Miles)

http://www.greentourism.ca
http://www.greenatlas.org
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Approximately 47,000 website visitors per year

制作費

アザーマップは、主要サポーター、スポンサー、会
員、パートナーの方々からプロジェクトに必要な資金
やサービスなどの惜しみない援助によって制作され
た。事務所スペースや機材、スタッフの給料や事務所
経費、グラフィックデザイン、紙代と印刷費、配布及び
送料、情報トラッキングやデータベース制作、データ
の入手、イベントスペースや食べ物の提供、広告、プ
ロモーションやＰＲ、さらには法律関係の事務といっ
たサービスまで提供していただいた。 

多くの地域住民やパートナーと協働し、彼らにプ
ロジェクトの重要な役割を担ってもらう機会を提供
することは、地図の成功に繋がった。地図に記載され
た企業や団体はグリーンツーリズム協会のメンバー
であり、彼らは地図制作のサポーターとして会員費
を払うか、もしくは地域のための重要なグリーンツー
リズム情報を提供すれば、名前が掲載されるという
具合にした。私たちのメンバーシップ、スポンサーシッ
プ、パートナーシップのネットワークはさらに発展して
きているが、そのお陰で、長期的で経済的に持続可
能な組織、次の地図の発行やその他アーバングリー
ンツーリズムのイニシアティブを取ることが可能にな
ってきている。 

（上から）グリーンツーリズム協会ウェブサイト
初期のウェブマップ画面

エコノミックデーター

制作主体: Non-profit

資金源:
Grants, in-kind, sponsorship and 
membership fee

主な支援団体:
The Government of Canada
The City of Toronto-Urban Development 
Services
The Ontario Trillium Foundation
Toronto and Region Conservation
Tourism Toronto    

専任スタッフ: 6

頒価: Free

派生プロジェクト: Guidebook, website

第1版、第2版に使用された
アイコン

これらのアイコンは全グリーン
マップに共通に使われている

http://www.greentourism.ca
http://www.greenatlas.org
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評価

グリーンツーリズム協会の会員になるには、企業、
団体は誓約書にサインし、次の4つのカテゴリーに
関わるグリーンツーリズム活動や指導に携わってい
ることを表明しなければならない。

（会員申請、情報は＜www.greentourism.ca＞へ）

2003年のアースデイに、フェアモントロイヤルホ
テルで地図の第2版の発表は行なわれた。発表後６
ヶ月で６万部余りが配布され、65以上の記事（印刷
媒体、テレビ、ラジオ）のお陰で約500万部が人々の

手に渡った。発表した週の間に、ＶＩＡカナダ鉄道は
5000部をトロント地区の乗客に配り、また100箇
所の配布ステーションで地図はあっという間に品切
れになった。また、グリーンマップシステムの持って
いる世界的な繋がりにもより、日々世界中から地図
の賞賛、評価や問い合わせが届いている。

これだけの大きなサイズと範囲を扱ったプロジェ
クトが全てそうであるように、トロント・アザーマッ
プもまた制作過程で多くの挑戦をした。マップにな
るべく最新の情報を掲載し、複数の情報から得たデ
ータを集積して地図に表したり、制作の最終段階に
おける技術的困難を乗り越えるなどであった。

（上から）トロント・アザーマップ第１版の表紙、第２版初期の草稿。

地図発表の模様は45以上のメディアに紹介された。（左から）『Metro』誌(4/22/03)と『Toronto Sun』誌(5/25/03、4/23/03)。
発表会招待状。イベント会場や会議場で配布した宣伝葉書。エコツーリズム・ガイドブックThe OTHER Guide to Toronto表紙

環境への責任：自然保護・保全活動および自然
環境そのものを高める活動、長期的な生態系を
維持するための物理的な環境活動
地域経済の活性化：経済的活性化と持続可能
性を守る地域経済、ビジネス、コミュニティを支
援する活動 
文化的活動：地域文化・文化そのものの素晴ら
しさが保たれるように、文化や文化の多様性を
尊重し、評価する活動
経験の豊かさ：能動的かつ個人にとって意味の
ある交流を通じて自然・人・場所・文化との心豊
かで満足のできる体験を提供する活動 

http://www.greentourism.ca
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アザーマップはグリーンマップの中でも、早くから
ツーリズムと環境のリンクを試みた地図の一つだ。第
2版には、新しくトロント広域の河川と河川の環境に
関する地図、グリーンツーリズムの名所やアトラクシ
ョンの写真を入れ、デザインも改良し、使いやすさを
考慮した。観光客・住民のどちらからも関心は高く、
ご好評を頂いている。 

“私たちのグループでは無料で配布していて、お客
さんたちはいつも大喜び！地図を入れたバスケットは
すぐに空っぽになってしまうので、いつも補充してい
ます。”
-キャシー・ラドン、グラスルーツ環境プロダクツ 

“この地図はビギナーから街探索の好きな人まで、
皆が使えるものです。もっとトロントのエキサイティン
グな側面を楽しもうではありませんか！” 
-マイクル・パーサウド、ツーリズムトロント 

私たちのプロジェクトは、グリーンツーリズムを載
せたウェブマップという形で第二期に突入しようとし
ている。私たちはこのマップをweb上に公開し、訪れ
た人が更新できるようにして、会員、パートナーに

もっと開かれたものにする予定である。またプリント
マップの時のように、ウェブサイトもこの街が提供で
きる持続可能なツーリズムに対する意識を高めるこ
とができるようにするつもりだ。アーバングリーン
ツーリズムは、旅行者に環境に対する責任を訴え、
地域に密着した魅力を映し出すことによって、旅の質
を向上させ、長期的な滞在を促す作用がある。また
地域住民にとっては、グリーンツーリズム産業への関
心の増大と発展を通して、生活の質を高め、同時に地
域経済の活性化と、より住み良いコミュニティ作りに
貢献することができる。

“地図に載っている情報は私が観光客、旅人、市民として考えていることと
合致します。この地図は私自身が犯してしまう環境への付加を最小限に
留める手助けをしてくれます。”
−ケリー・ゾージ、ムービングエコノミー

トロント諸島からの市全景。15の島からなるトロント諸島
はクルマ禁止。市の中心部からフェリーで容易にアクセス
できる。

カナダの貴重な河川Humber川にかけられた歩行者専用
橋。ウオーターフロントとHumber渓谷リクレーションコー
スをつないでいる。

古代の「瞑想散歩」のパターンを元に作られているTrinity 
Square 公園の迷路。都会の喧噪から離れ、人々に一服の
安らぎを与えている。

http://www.greentourism.ca
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トロントストーリー監修: 
Justin Lafontaine, General Manager
Green Tourism Association
850 Coxwell Avenue, 2nd Floor
Toronto, Ontario M4C 5R1
Canada
tel: +1 (416)392-1288

All map, web and promo images © Green Tourism 

Association 2003 
Other Photos:
page 2) © Kelly Zorzi 2003

page 3) top to bottom: © Kelly Zorzi 2003 – Green 

Tourism Association, Zorzi, Zorzi,Green Tourism 

Association 2003

page 6) clockwise from top: © TRCA – R. Hasner, Anne 

Tanner, TRCA – R. Hasner

online: www.greentourism.ca
email: info@greentourism.ca
or visit the online store at
www.greenatlas.org

マップの申し込みは？

トロント・アザーマップ第2版 (2003年)

（左から）美術、文化施設、レストランその他の施設が並ぶDistillery 歴史地区は、完全にクルマ
乗り入れ禁止の歩行者優先地区。 大都市近郊とは思えない自然豊かなHeart Lake 保護地区。

<< マップの完成を祝うスタッフ

www.greenmap.org, グリーンマップ･システムの
ホームページ: 世界中の全てのグリーンマップ･プロジ
ェクト、グリーンマップ･アイコンポスター、ユースマッ
プ制作ツールなどがいくつかの言語でご覧になれ、リ
ンクしており、持続可能なこの活動への参加のお誘い
も掲載しております。

http://www.greentourism.ca
http://www.greenatlas.org
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北アメリカとアジアには実に多くの見本となるプロジ
ェクトがあり、第一巻にどれを入れるかを決めるのは
困難なことでした。そこで、アトラス制作グループは全
グリーンマップの中から１０都市を選考するための判
断基準を設けました。それは次のようなものです。

　　・ 結果と制作過程のユニークさ
　　・ 地域の支援と今後の活動予定
　　・ 収録サイトの一貫性 
　　・ 地域コミュニティとGMSへの貢献
　　・ 制作マップの入手のしやすさ

今後のアトラスには、今回掲載されなかった地域や
テーマも載せ、いずれは全てのグリーンマップ・ストー
リーがアトラスシリーズに紹介されるようにしたいと
思います。今回の制作に示唆に富む原稿を提供して
下さったマップ制作者の皆さんに、心から感謝の意を
表します。 

あとがき:  
マップの選択と著者紹介

アトラスストーリー著者紹介

ウェンディ・E・ブラウワー
ニューヨーク

エコデザイナー、アーティスト、ネットワーカー。グリーンマップ・システムの創始
者であり、初版グリーンアップル･マップの制作者。

マシュー･グロシェック
ミルウォーキー

アマチュア養蜂家、情報デザイナー、コミュニティ・環境・持続可能な暮らしのた
めの情報デザイン会社「教育デザインリンク」経営。

堀内正弘（ほりうち まさひろ）
東京

まちづくりプロデューサー、多摩美術大学教員。建築・都市計画を日米で学ぶ。

マルコ・クスマウィジャヤ
ジャカルタ

建築家。目下、都市計を勉強中。ジャーナリストとしてインドネシアの都市問題
に関わっている。

ジャスティン･ラフォンテイン
トロント

都市研究の学士をコンコルディア大学で取得。旅行、コミュニティと自然をこよ
なく愛する。

マック･レゲルトン＆
パトリシア･ロックレア
ロブソン郡

センター･フォー･コミュニティアクション常務取締役・持続可能なコミュニティ
プログラムディレクター。

千代章一郎
（せんだい しょういちろう）
広島

京都生まれ。現在広島大学大学院工学研究科助教授。

アナン･ウパレカ
プーネ

現役建築家、プランナー、プーネ市庁GISコンサルタント。トレッカー・地球観察
家であり、探求心旺盛。

渡辺保史（わたなべ やすし）
函館

フリーランスライター・プランナー。ホームタウン函館の智財創造ラボの次世代
コミュニティデザイン主席研究員。

右衛門佐美佐子（よもさ みさこ）
京都

グリーンマップ・ジャパン共同代表、天然デザインフォーラムディレクター、仏学
術書輸入販売「ガリア書房」取締役
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ペタ・ヒジャウ　ジャカルタ
ペタ・ヒジャウ　メンテン
プーネ･グリーンマップ
プーネ中心部･グリーンマップ
ひろしまエコピースマップ
プロスペクト･グリーンマップ 
レッドスプリングス･グリーンマップ
京都グリーンマップ
京都自転車ルートマップ
東京なごみマップ
せたがやグリーンマップ
グリーン・アップルマップ第４版
ローワーマンハッタン･ローマップ
函館スローマップ
ミルウオーキー･グリーンマップ
トロント･アザーマップ
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“アトラスは、ヴァーチャルな製品（ＰＤＦ）、デジタル製品
（ＣＤ-ＲＯＭ）、それに各地での印刷版と、その人その
人が一番いいと思う方法で手にすることができる。”

ー「エコ・デザイン ハンドブック」著者
　　　　　英　アラステアー・ファド・ルーク
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グリーンマップ・アトラスにはこれらのグリーンマップの他に350のヴィジュアル、詳細データなどが含まれています。
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