


















































38 万博インパクト／ EXPO Impacts

　愛知県でのグリーンマップ活動の広がりは、2005年に愛知で開催された「愛・地球博」が大きなきっ

かけとなりました。瀬戸愛知県館での県民参加プロジェクトのひとつとして、会期中に地域のグリー

ンマップを展示しようと、2002年11月に「グリーンマップあいち」を立ち上げて以来、閉幕後もその

活動は続き、現在も国内でもっともグリーンマップづくりが活発な地域として注目を浴びています。

本誌でも、愛知における事例をいくつか紹介していますが、まちづくり活動、企業の社会貢献活動、大

学生によるエコ活動など、さまざまな場面でのツールとして県内に新たな広がりをみせています。

　瀬戸愛知県館「にぎわいの里」に31グルー

プの地域グリーンマップを展示。活動を

紹介するワークショップも開催。アイコ

ンシールを貼付できる参加型の大型全県

マップも含めて、来館者にインパクトを

与えました。

EXPO Impacts

万博インパクト

万博への参加を契機に
「グリーンマップあいち」誕生

アジア交流に一役

県内ネットワークづくり・活動サポート

そのネットワークと成果が継承され、
新たなグリーンマップ活動を生み出しています…

2002

2005
会期中

2005

会期後

グリーンマップあいちのネットワーク

県民参加プロジェクト

　国内のNPO／NGOが海外パートナーと

組んで出展する地球市民村では、グリーン

マップシステム（NY本部）との連携が生まれ、

県内のグリーンマップ関係者だけでなく、

アジア・国内・一般来訪者・ボランティアと

の幅広い交流の場にもなりました。

　万博会場で、アジアで初めての

グリーンマップ交流ミーティング。

翌日に別会場でアジアハブ会議

を開催し、台湾での第2回目のア

ジアハブ会議につながりました。

（P36参照）

県内で、グリーンマップを
活動に取り入れる人たち
が増えています。

「地球市民村」でグリーンマップ館

「エコ・コミュニティづくりのための
　 愛知県全域グリーンマッププロジェクト」

●県内のネットワークづくり　●地域のグリーンマップ活動サポート
●ノウハウ提供や活動ツール開発　●国内外の情報収集と発信

ワークショップで
グリーンマップノウハウを普及

ネットワーク会議は
万博後も続いています

新たな活動地域も
増えています

県内でたくさんのグリーンマップが生まれています情報ツールもできました

登録のしかた

グリーンハウスのアドレス： http://www.greenmap.org

グリーンマップに参加するには…
　グリーンマップで使用されるグローバルアイコンは世界中のマップ制作者から提案されたもので、版権があり、グリーンマッ
プの最も大切な資産となっています。グリーンマップシステム本部では、この版権の管理を慎重に行っており、グリーンマップ
制作に参加する方（代表者）には登録をお願いしています。

　本部ウェブサイトの全面改訂に伴い、2007年8月から登録のシステムが変わりました。マップ制作者自身が、本部の「グリーンハウス

（Greenhouse）」のサイトからグループ情報などを直接入力していただく全世界共通の登録システムになっています。

新しいウェブサイト「Greenhouse」 参考：京都グリーンマップのページ

greenmap.orgにアクセスして
日本語をクリックしてください。
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　本部ウェブサイトから日本語を選択します。次に、上のメニューから「参加しよう」を選び、「新規マップメーカー登録」へ進みます。

説明文は日本語ですが、登録は同意書承諾なども含めて、ウェブ上の指示に従って英語で入力します。ユーザーアカウントが得られ

れば、マップ制作者だけが入れるページをみることができます。

世界の人々に向けて英語で入力①

　年会費は、設定されているウェブ上の項目を入れると自動計算されます。会費の支払いは、クレジットカードを使った

PayPalで、またはグリーンマップジャパンに円建てで支払うこともできます。

年会費は自動計算されます②

　すでに登録済みでマップを完成させた現在休眠中のマップ制作者、進行中のマップ制作者もグリーンハウスに再登録が必要

です。再登録をしないと、アイコン使用やグリーンハウスへのログインの権利が失われてしまいます。

すでに登録している人も再登録が必要です③

　グリーンハウスの「ツールセンター」から、さまざまな資料がダウンロードできます。日本語のものも用意されています。

必要な資料はツールセンターからダウンロード④

登録作業へ進み、同意書承諾なども含めて
ウェブ上の指示に従って英語で入力します。

新規
マップメーカー
登録画面

愛知県内でグリーンマップを活動に取り入れたいという方は、まず「グリーンマップあいち」にお問合せください。
Tel：052-339-5715    mail: info@gm-aichi.net

～

●グリーンマップジャパンhttp://www.greenmap.jpから、「グリーンマップに参加するには」にアクセスしてもグリーンハウスに入ることができます。

グローバル時代の新たなコミュニティ形成に、このシステムは大いなる貢献をするでしょう。
ログインして、この新しいグリーンハウスのシステムをぜひ体験してみてください。



グリーンマップについて、もっと知りたい方へ

編集後記 グリーンマップ・インパクト

参考
書籍

ホーム
ページ

グリーンマップ・アクティビティガイド

これからグリーンマップをつくろうという方に最適な入門書。URL： http://greenmap.jp/
●2005年3月 第1版　頒価：1,000円　●企画・発行：NPO法人 グリーンマップジャパン

グリーンマップ・アトラス　第1巻　アジア・北米編
●2004年2月発行　頒価：1,000円　●企画・発行：Green Map System Inc.

アジア・北米の10都市（日本：4都市）でのグリーンマップ制作エピソードをまとめたオンライン
ブック。パソコンでダウンロードしてご覧ください。（グリーンマップあいちでCD版の入手可能）
日本語版  URL： http://www.greenatlas.org/jp/

地圖有气運動
●2005年3月発行 第1版　頒価：1,000円　●企画・発行：荒野保護協会

台湾の11地区でのグリーンマップ活動と世界7都市（日本の3都市を含む）の活動を紹介。
（グリーンマップあいちで入手可能）

Mapping our Common Ground
●2005年発行　●企画・発行：Common Ground Community Mapping Project

カナダのビクトリアでつくられた地域のためのグリーンマップガイド。マップづくりや、ワークショッ
プの事例などが載っている。英語版。（グリーンマップあいちで入手可能）

　今回は、冊子のタイトルが示すように、グリーンマップ活動がもたらすインパクト

に焦点を当て、愛知県内だけでなく国内、海外とエリアを広げて、特徴的な事例を

ピックアップしてみました。グリーンマップの実効性を具体的な事例からまとめるこ

とで、それぞれの立場、テーマで活動する人たちに、なんらかのヒントになればと考

えたからです。

　今回の制作に当たり、国内事例については、「NPO法人グリーンマップジャパン」、

海外事例については「グリーンマップシステム（NY本部）」の協力を得て、共同で

取り組むことができました。ありがとうございました。このような連携ができるのも、

グリーンマップならではのネットワークの強みであり、それを生かして、このような冊

子を発行することができたことは、まさにインパクトでした。今度は、世界から人々が

集まって、直接、このような情報交換ができる場を創ってみたいものです。

　この冊子は、グリーンマップシステム（NY本部）より英語版がダウンロードできる

ようになる予定です。地域に根ざして、グローバルにつながる！　あなたもグリーン

マップの仲間になりませんか。

発 行 日
発 行
編 集 人

2008年3月31日
NPO法人中部リサイクル運動市民の会
中川恵子

共同編集 グリーンマップあいち
NPO法人グリーンマップジャパン
　　　　　グリーンマップシステム

制作協力 右衛門佐美佐子
宇佐見良恵
石川リサ
余吾久美子
守内尚子

Thanks 執筆をしていただいたみなさん／中村眞貴子

翻訳協力 林　千根／大屋幸子

デザイン
印 刷

mi+kan
鬼頭印刷（株）

エコ・コミュニティへの道しるべ  ～あいちのグリーンマップ
●2006年3月発行　頒価：800円

愛知県でのグリーンマップ活動から20事例を紹介。

活動テーマ別　グリーンマップガイド
●2007年3月発行　頒価：800円

5つのテーマ別に、その活動目的のためにグリーンマップを手法として使った事例を紹介。

●グリーンマップあいちの書籍

●世界の動きを知りたい！

http://www.greenmap.org/
グリーンマップシステム

世界各国のマップ制作状況を見ることができる！

●日本の動きを知りたい！

http://www.greenmap.jp/
NPO法人グリーンマップジャパン

日本のマップ制作状況や、参加登録のしかたな
どをわかりやすく紹介！

●愛知の動きを知りたい！

http://www.gm-aichi.net/
グリーンマップあいち

愛知県内の活動グループやマップ情報を紹介！

頒価／800円（税込）

●この冊子は、平成19年度独立法人環境再生保全機構「地球環境基金」の助成を受けて作成しています。

情報提供＆調査協力
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●

グリーンマップはGreen Map System TM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。Icons ○Green Map 
System, Inc. 2008. All rights reserved.
○Green Map Aichi 2008
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 グリーンマップアイコン「Version3」が完成
　持続可能な社会をめざすグリーンマップの活動の心臓部は、グリーンマップシステム・アイコンです。アイコン改編プロジェ
クトが、グリーンマップシステム（NY本部）とグリーンマップジャパンのメンバーを中心に、3年にわたって進められてきましたが、
このほどVersion3が完成しました。
　Ver.2が制作されたのは1999年。この間、コミュニティを取り巻く環境も大きく変化し、また、世界中のマップづくりの実体
験から多くの意見も寄せられました。Ver.3への課題は、グリーンマップの活動が、今後の持続可能なコミュニティを形成して
いく上で、どのような手法、方針、思想があるのかを改めてアイコンを通して表明し、かつアイコンデザインそのものの完成度
を高め、使いやすさなども含めてその調和を考えることでした。

●Ver.3のアイコン一覧をみたい方は、ここにアクセス！
アイコンのダウンロードは事前の参加登録が必要です（P39参照）。

greenmap.org/icons

！
バージョン

改訂版アイコンVer.3の特長

1.変化に対応したジャンル分け

2.システマティックなアイコンデザイン

3.目的によって使い分け

　変化に対応したジャンル分けで、グリーンマップがめざす方向が

どのようなものであるか、より理解しやすくなっています。社会の

公平性や人々の活動を促す「公平性と活動」が新しく加わりました。

　アイコンの数はこれまでの125個から169個に増えました。エレメ

ント化された35のパターンランゲージ（右表参照）で、理解しやすく、

組み合わせて使用できるように工夫されました。例えば、「買い物袋」

のアイコンは基本的に「お店」を意味し、売るものを中に入れること

によって、どのようなお店なのかを示しています。

 グリーンマップに使用されるアイコンの半分以上はグリーンマッ

プアイコンでなくてはなりませんが、それ以外のものは地域で独自

にデザインしたアイコンを使用することができます！一般的なラ

ンドマークアイコン（右表参照）も加わり使いやすくなりました。また、

全体の57個が『スタンダード』なアイコンで、子どもたちやコミュニティ

でのマップづくりには便利です。

エコ経済

グリーンテクノロジーとデザイン

交通と移動

汚染と破壊

植物

動物

大地と水

アウトドア活動

文化的特徴

環境情報

公平性と活動

ランドマーク

持続可能な生活

自然�

文化と社会

Sustainable Living

Nature

Culture & Society 

エコツーリズム ペーパレス 森林破壊

伝統産業 ボランティア フードバンク

パターンランゲージアイコンと組み合わせの例

お店 環境にやさしい 環境良品店

コミュニティ ガーデン コミュニティガーデン

ランドマークアイコンの例

公共トイレ 墓地 学校

Icons ○Green Map System, Inc. 2008. All rights reserved.
Green Map○ is a registered trademark and used with permission.R

C

＋ ＝

＋ ＝
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改編・新規アイコンの例

※ここに示しているアイコンは、ほんの一部です。



グリーンマップについて、もっと知りたい方へ

編集後記 グリーンマップ・インパクト
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によって、どのようなお店なのかを示しています。

 グリーンマップに使用されるアイコンの半分以上はグリーンマッ

プアイコンでなくてはなりませんが、それ以外のものは地域で独自

にデザインしたアイコンを使用することができます！一般的なラ

ンドマークアイコン（右表参照）も加わり使いやすくなりました。また、

全体の57個が『スタンダード』なアイコンで、子どもたちやコミュニティ

でのマップづくりには便利です。

エコ経済

グリーンテクノロジーとデザイン

交通と移動

汚染と破壊

植物

動物

大地と水

アウトドア活動

文化的特徴

環境情報

公平性と活動

ランドマーク

持続可能な生活

自然�

文化と社会

Sustainable Living

Nature

Culture & Society 

エコツーリズム ペーパレス 森林破壊

伝統産業 ボランティア フードバンク

パターンランゲージアイコンと組み合わせの例

お店 環境にやさしい 環境良品店

コミュニティ ガーデン コミュニティガーデン

ランドマークアイコンの例

公共トイレ 墓地 学校

Icons ○Green Map System, Inc. 2008. All rights reserved.
Green Map○ is a registered trademark and used with permission.R
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改編・新規アイコンの例

※ここに示しているアイコンは、ほんの一部です。



グリーンマップ・インパクト

めざせ！エコ・コミュニティ

子どもたち

伝統文化

自然保護

コミュニティ

企業（CSR）

ネットワーク・インパクト

行政との
協働

まちづくり

エコ活動

めざせ！
  エコ・コミュニティ

グリーンマップは地域や人々にこんなインパクトを与えています

愛知、国内、世界から、28のユニークな事例を紹介！

グリーンマップ・インパクト グリーンマップあいち
〒460-0014 名古屋市中区富士見町9-16 有信ビル2F 中部リサイクル運動市民の会内
■ TEL.052-339-5715  FAX.052-339-5651  ■ E-mail: info@gm-aichi.net頒価800円




