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Abstract

    Japan has officially changed the rule for voting age lowering from 20 to 

18 in 2016. For this reason, a lot of Japanese schools progress the educa-

tion to be a sovereign like mock voting or debate. However, the education 

is developed in urban area and there is not much progress in local area 

where active citizen training is needed.

    In this research, we consider the way of community-based citizenship 

education with reference to “Island’s Treasure Project” of Kamitsushi-

ma High School in Tsushima where is designated as the city at risk of 

disappearing. The project is schemed as community-based citizenship 

education, which is cooperated by Kyushu University, Tsushima City Gov-

ernment, Kamitsushima High School and Tsushima Commercial and In-

dustry Association. As a result of this survey, it was revealed that commu-

nity-based citizenship education with emphasis on hearings significantly 

raised the sense of political efficacy.

Keywords: Community-base, Citizenship Education, local active citizen, 

political efficacy
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序章

2016 年実施の改正公職選挙法により投票可能年齢が 18 歳に引き下げ

られた結果、高校生であっても18歳に達している生徒は投票が可能となっ

た。そのため、高校生のうちから主権者教育を施す必要が強く認識される

ようになった
1

。例えば、福岡の県立高校で救急車の有料化を巡る模擬投

票が行われたり
2

、東京都目黒区の県立高校で選挙管理委員会監修による

模擬投票が行われたり
3

するなど、選挙制度の理解に向けた教育が進めら

れている。

我が国が主権者教育を推進するにあたり参考にしているのが英国のシ

ティズンシップ教育である
4

。シティズンシップ教育（citizenship/civic 

education）とは、「社会の構成員としての『市民』（citizen）が備えるべ

き『市民性』（citizenship）を育成するために行われる教育であり、集団

への所属意識、権利の享受や責任・義務の履行、公的な事柄への関心や関

与などを開発し、社会参画に必要な知識、技能、価値観や傾向を習得させ

る教育」
5

のことを指す。英国では、政治学者バーナード・クリックが制度

化に尽力し、2002 年から英国の中等教育にて必修化されるようになった

科目である
6

。

　日本においても様々なシティズンシップ教育の先進的取り組みが進めら

れている。社会の形成者としての市民を育成する品川区の「市民科」の授

1　 文部科学省は主権者教育を、「主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生

き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一員として主体的に担う力を育む」ものであると説明してい

る。文部科学省「主権者教育の推進」〈http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__

icsFiles/afieldfile/2016/06/14/1372377_01_1.pdf〉2017 年 1 月 29 日閲覧。

2　 「高校生  政治感じた」（『朝日新聞』西部朝刊、2016/3/18）。

3　 「政治って？　高校生は考える」（『朝日新聞』西部朝刊、2015/11/8）。

4　 藤田裕子（2011）「イギリスにおけるシティズンシップ教育の展開とクリック報告――政治的リテラシー

の意義」、『教育学論集』大阪市立大学教育学会、37 号、pp.12-20.

5　 今野喜清・新井郁男、児島邦宏（編集代表）（2013）『学校教育辞典』教育出版、pp.367-368.

6　 詳しくは Crick, Bernard（2000） Essays on Citizenship, Continuum ――バーナード・クリック（2011）『シ

ティズンシップ教育論――政治哲学と市民』関口正司監訳、法政大学出版。ならびに大久保正弘・長沼豊

編（2012）『社会を変える教育 Citizenship Education――英国のシティズンシップ教育とクリック・レポー

トから』鈴木崇弘・由井一成訳、キーステージ 21。

業
7

、お茶の水女子大学附属小学校における「市民」の授業
8

は有名な事例

であろう。他にも、埼玉におけるローカル・マニフェストづくりの授業
9

や、

琉球大学附属中学校の「選択」授業におけるまちづくり学習
10

は興味深い

事例である。

　シティズンシップ教育に対し多くの期待が寄せられているが、課題も多

い
11

。課題の 1 点目は、シティズンシップ教育を実践している学校は都市

圏に多く、地方における授業のあり方については未だ確立できていないと

いう点である。2 点目として、現在のシティズンシップ教育はファシリテー

ションのスキルや合意形成に重点が置かれる傾向があるという点が挙げら

れる。そのため、ヒアリングによって地域の声を汲みあげる、政治的解決

策の実行を試み社会に影響を与えるといった政治過程におけるインプット

やアウトプットの部分が弱い
12

。

　主権者教育を推進するにあたり、以上の課題を克服することは重要であ

る。詳しくは第 1 章や第 4 章で検討するが、地域社会のなかで学ぶこと、

社会に影響を与えることができる感覚（＝政治的有効性感覚）を高めるこ

とは、生徒の選挙に対する意識を強めることにつながる。シティズンシッ

プ教育の推進者であるクリックも教育効果を高めるために、地域コミュニ

ティに参加する機会の用意を学校に依頼していることも踏まえれば、地域

に密着したシティズンシップ教育の構築は急務であろう
13

。

7　 村尾勝利（2015）「東京都品川区における取組」、『シティズンシップ教育で創る学校の未来』東洋館出

版社、pp.50-57.

8　 岡田泰孝（2015）「お茶の水女子大学附属小学校における取組」、『シティズンシップ教育で創る学校の

未来』東洋館出版社、pp.42-49.

9　 大友秀明、桐谷正信、西尾真治、宮澤好春（2007）「市民社会組織との協働によるシティズンシップ教

育の実践――桶川市加納中学校の選択教科「社会」の事例」、『埼玉大学教育学部付属 教育実践総合センター

紀要』埼玉大学教育学部付属教育実践総合センター、No.6、pp.114-138.

10　 水山光春（2010）「日本におけるシティズンシップ教育実践の動向と課題」、『京都教育大学教育実践

研究紀要』京都教育大学教育学部附属教育実践総合センター、第 10 号、pp.23-33 で紹介されている。

11　 詳しくは第 1 章で検討する。

12　 政治というと討議の場面が想定されがちである（Hay Colin,（2007）Why We Hate Politics, Polity 

Press, pp.61-89.）。しかし市民の政治参加は、政治家に声を届ける社会運動や問題解決に向けた実践など多

様な活動が含まれるものである。そのことを考えれば、政治の一場面のみを切り取るのではなく、政治過

程全般を通したより広い文脈で市民性教育について捉えられるべきである。

13　 バーナード・クリック（2003）「活発に活動する市民を育てる」、『教育ジャーナル』学研出版、4 月号、
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　地域密着型シティズンシップ教育の構築を目指すことは我が国における

地方の現状から見ても非常に重要である。2014 年に提出された通称増田

レポートによれば、896 もの市町村が 2040 年までに消滅する可能性が

あるという
14

。少子高齢化、人口減少に伴う地方の衰退は急速に進んでおり、

地域の人材不足は深刻な状態にある。このような現状から見ても、郷土に

愛着を持ち、地域で積極的に活動する市民を育成する方法を考察すること

は重要な課題である。

　本研究では、筆者（徳永）
15

が携わってきた長崎県対馬市、上対馬高校「島

の宝プロジェクト」の事例を取り上げ、ローカルなシティズンシップ教育

の可能性について考察する。当該目的を達成するため、本稿では以下の構

成をとる。

　第 1 章では、シティズンシップ教育を取り巻く我が国の現状について

考察する。ディベートや模擬投票を中心とするこれまでの教育に加え、よ

りローカル、かつ実践的な教育の重要性を明らかにする。第 2 章では、「島

の宝プロジェクト」の概要を詳述する。授業を開設するに至った経緯や、

授業の内容を明らかにすることは、今後のローカルなシティズンシップ教

育の実施に役立つものと思われる。第 3 章では、授業前後にとったアンケー

トからプログラムの成果について考察する。最後に第 4 章でプログラム

全体の意義を総括し、地域に密着したシティズンシップ教育の可能性につ

いて考察する。

pp.20-24. また、地域に内在する知識を言語化する訓練は、現代においてクリック的な政治概念を教育する

際に非常に重要な項目の一つであると思われる。現代の政治経済状況において求められるクリック的な政

治的技術に関しては本論の趣旨から外れるため詳述はせず別稿にて分析したい。なお現在総合文化学会に

て査読審査中である。

14　 増田レポートの内容は、増田寛也編（2014）『地方消滅――東京一極集中が招く人口減少』中央公論

新社で詳しく説明されている。

15　 上対馬高校でのシティズンシップ教育の実践、その主な考察については徳永が、第 3 章第 1 節の 5 件

法による統計分析を秋保が担当した。今後、筆者と書く場合、基本的には徳永を指すこととする。

第 1 章　シティズンシップ教育を取り巻く我が国の現状

第 1 節　主権者教育の推進とその傾向

　選挙権年齢の引き下げに伴う対策として 2011 年に、総務省の研究会で

ある常時啓発事業のあり方等推進委員会がイギリスのクリック・レポート

に大きく影響を受けた形で、主権者教育の理念を打ち出した
16

。報告書では、

将来の有権者である子どもの主権者意識の醸成のためには、模擬投票、模

擬選挙、子ども議会の推進を目指すべきだとしている
17

。

　我が国の現在の主権者教育の動向を見ると、委員会の推奨している教育

手法に則っているように思われる。主権者教育に関するレポート
18

を見る

と、実施されている主権者教育として最も多いのが公職選挙法や選挙の具

体的な仕組み（89.4％）である。これに、模擬選挙等の実践的な学習活動

（29.0％）や、現実の政治的事象についての話し合い活動（20.9％）が続

く（複数回答）。特徴ある取り組みを見ても、「県外の大学生等の協力を得て、

被選挙権年齢の引き下げの是非について討論型の授業を実施」など、合意

形成や制度理解を主とした授業が展開されていることがわかる
19

。

　この傾向はさらに加速するものと思われる。2015 年、文部科学省は次

期学習指導要領に新科目「公共」を組み込み、主権者教育の新必修科目と

16　 岡田順太（2015）「主権者教育と法教育――政治参加の模擬体験を通じて」、『白鴎法學』白鴎大学法学部、

22 号、pp.149-171.

17　 常時啓発事業のあり方等研究会「最終報告書 社会に参加し、自ら考え、自ら判断する主権者を目指

して ～新たなステージ「主権者教育」へ～」　〈http://www.soumu.go.jp/main_content/000141752.pdf〉　

p.15.  2017 年 12 月 21 日閲覧。

18　 「 主 権 者 教 育（ 政 治 的 教 養 の 教 育 ） 実 施 状 況 調 査 に つ い て（ 概 要 ）」〈http://www.mext.go.jp/

component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/14/1372377_03_1.pdf〉2017 年 12 月

21 日閲覧

19　 前掲、注 16。他にも以下のような例が掲載されている。模擬選挙を行った上で、他の世代（お年寄り、

子育て世代等）の立場にたった論議をグループでするなど多面的・多角的な考察を進める取組を行った学

校（東京都）。専門家の知見を生かした講義（税務署の職員に消費税や軽減税率について出前講座）を受け

た後、「軽減税率の導入」についてディベートを行った学校（埼玉県）。なお引用部分は下線がついていたが、

本研究の趣旨から下線を消去した。
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設定することを決めた
20

。「公共」は、国家社会の形成者を育成するため、

新たに模擬討論や模擬裁判などの活動的な学習を公民に組み込んだもので

ある。2020 年に小学校、2021 年に中学校、2022 年に高等学校で順次

実施される予定になっている。

　公職選挙法の改正という実践的要求から模擬投票やディベートが推進さ

れるようになってきている。しかしながら主権者として身につけるべき能

力は制度理解や合意形成に限られたものだろうか。シティズンシップ教育

の推進者であるクリックは以下のように述べている。

　ゲームや討論、模擬議会やクラス選挙などを使って教室で行われるア

メリカ流の民主主義教育に対しては、科目のあり方としても授業の実際

の成果としても、私はいささか懐疑的である。（ゲームや討論は）楽し

いだろうし、ある程度の政治的マナー［と寛容］を教え、表現や提案の

技能を上達させ、型通りの授業の退屈さを和らげるだろう。しかし、（そ

れは）あくまでも補完的な役割でしかなく、現実の仕組みがどう動いて

いるかの実態に関する知識に取って代わるものではない。
21

　我が国はイギリスのシティズンシップ教育を参考にしていると言われて

いるが、クリックの言葉を借りればアメリカ流のゲーム的授業が多く、現

実の社会から学ぶ視点が弱い傾向にあると言える
22

。シティズンシップ教

育を効果的なものにするためには、ゲーム型の授業よりも、「相異る諸理

念や諸利害間の生き生きとした
4 4 4 4 4 4 4

争いとしての政治
4 4

――ぎっしり詰った諸規

則の紋切り型のとり合わせとしてではなく――に焦点を合わせる現
リアリスティック

実主義

20　 現在、改定に向けた議論が進められている。以下の URL を参照。〈http://www.mext.go.jp/b_menu/

shingi/chukyo/chukyo3/071/siryo/attach/1371199.htm〉2017 年 12 月 23 日閲覧。

21　 前掲、注 5、クリック（2011）、p.51. （ゲームや討論は）、（それは）は筆者が主語を補うため挿入した。

〔と寛容〕はクリックが補った箇所である。

22　 本研究は日米英の比較研究を目的にしたものではない。また、クリックのアメリカにおける政治教育

の理解も正確なものかどうかは議論があるように思われる。ここで述べたいのは、我が国は英国のシティ

ズンシップ教育を参考にしているが、ゲーム型の授業だけでは真にその意義を受容しているとは言い難い

ということである。

的で活気に満ち、地面に足をおろした何物か」
23

を教える授業が必要である

とクリックは述べる。

　社会の形成者である主権者の役割は合意形成に限られず、多様な民意の

発見、まちづくりの実践など、広く社会に関わる活動であることを考えれ

ば、クリックの発言は妥当であるように思われる。我が国の主権者教育を

より効果的なものにするためには、地域コミュニティの中で現実の政治や

社会を学ぶような形態の授業が拡充される必要があるだろう。

第 2 節　都市型のシティズンシップ教育と地域密着型のシティズンシッ

プ教育

　現状の主権者教育を拡充する参考になるような授業は様々な地域で実施

されている。例えば冒頭で述べたお茶の水女子大学付属小学校や品川区の

市民の授業は有名な事例であろう。

　本研究が焦点を当てている、地域に入り込んだ、いわゆるまちづくり学

習に近いシティズンシップ教育も進められている。例えば、冒頭にあげた

埼玉県桶川市中学校によるローカル・マニフェストづくりや、琉球大学附

属中学校の「選択」授業におけるまちづくり学習、他にも兵庫県川西市牧

の代小学校の取り組み
24

などがそれである。これらの授業では、教室の外

に出て地域住民にヒアリングを行い、まちづくりを題材にして市民性を獲

得するという、生の政治に触れるシティズンシップ教育が進められている。

これら先進的なシティズンシップ教育の取り組み、並びに先行研究群は、

主権者意識の醸成に関する手法や、地域社会を題材とする授業の構築方法

に関して多くの示唆を与えるものである
25

。

23　 バーナード・クリック（1976）『政治理論と実際の間 2』田口富久治・寺尾方孝・香西純一・松崎重五・

高橋吉江門訳、みすず書房、p.106. なお傍点は筆者が追加した。

24　 松村（2010）「シティズンシップ教育とまちづくり」『都市計画』日本都市計画学会、Vol.59 No.1、

pp.39-42.

25　 実際、次章で紹介する上対馬高校「島の宝プロジェクト」においても桶川市のローカル・マニフェス

ト作りの授業を参考にした。まちづくりとして調べるべきものを魅力である「お宝くん」と課題である「困っ

たくん」に分けるといった手法など参考にするところは非常に多い。
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しかしながら、先行研究で実践されているプロジェクトは比較的都市

部に多く、ローカルなシティズンシップ教育を実施する際には示唆すると

ころが少ない。実際、上記で挙げられたまちは東京都文京区や兵庫県川西

市、埼玉県桶川市など、都市部に位置しており、いわゆる消滅可能性都市

には含まれていない。また、まちづくりを題材としたシティズンシップ教

育に関する先進的研究である大友秀明ら（2007）、松村暢彦（2010）な

どを見ても
26

、まちづくりを題材としたシティズンシップ教育の実践方法

は詳述されているが、地方社会におけるシティズンシップ教育の意義や、

主権者意識の醸成に対する効果については触れられていない。

　地方において地域に密着したシティズンシップ教育を実践すること、並

びにその意義を考察することは非常に重要である。第 1 の理由として、

都市部だけではなく、地方の社会を担う人材を育成することは主権者教育

を拡充する際の重要な課題の 1 つだからである。冒頭で確認したように、

少子高齢化、人口減少、東京一極集中によって、地方の自治体は非常に厳

しい状況に立たされており、2040 年には 896 もの自治体が消滅可能性

にあると推計されている
27

。多くの地方自治体において人材不足が予想さ

れることから、これまで以上に市民 1 人 1 人の資質が問われるようになる。

　2 点目は、地域への親近感が主権者意識に好影響を与えるためである。

矢野順子ら（2005）によれば、平成の自治体の大合併は自治体と地域住

民との心理的距離感を広め、結果として選挙の投票率を低下させた
28

。地

域との距離感や地域への愛着、さらには社会に対して影響力を行使できる

という感覚が投票行動に大きな影響を与えるのであれば、政治的有効性感

覚を高めたり、自らの住む地域に愛着を持つ機会を提供したりすることは

主権者教育においても重要であろう
29

。

26　 前掲、注 8、並びに注 22。

27　 前掲、注 12。

28　 矢野順子、松林哲也、西澤由隆（2005）「自治体規模と住民の政治参加」、『選挙学会紀要』日本選挙学会、

(4)、 pp.63-78.

29　 政治的有効性感覚を高めることは我が国の重要な教育課題である。日本の若者の政治的有効性感覚は

国際的に見て低い。アメリカ、中国では、「私個人の力では政府の決定に影響を与えられない」という質問

に対し、「全くそう思う」、「まあそう思う」という回答が 40％程度、韓国でも 55％程度であるのに対し、

日本の若者は約 80％にのぼる。財団法人日本児童教育振興財団内日本青少年研究所（2009 年）「中学生、

　都市部では有権者と社会との間の距離が遠く、政治的無関心を払拭する

ハードルが高い。それに対し、地方では個人と社会との距離が近く、社会

から学び、そして社会に働きかけるような授業を構築するのに有利な位置

にある。その有利な条件を活かしたシティズンシップ教育を実践すること

ができたならば、従来の主権者教育の枠を広げることができるだろう。

　しかし、地方の学校において地域に密着したシティズンシップ教育を実

施することが、本当に政治的有効性感覚を上昇させ主権者意識を高めるこ

とになるだろうか。また、地域の中で政治や社会を学ぶことは、地域への

愛着を高めることにつながるだろうか。

　本研究では、2016 年度より実施されている長崎県立上対馬高校の「島

の宝プロジェクト」を実践例として見ていくことで、上述の問いに答えた

い
30

。本プロジェクトは地域密着型シティズンシップ教育を重要だと考え

る筆者が所属する研究グループと、地域社会の多様なアクターと共同して

実施したものである。

第 2 章　「島の宝プロジェクト」の概要

第 1 節　産学官の連携によるシティズンシップ教育体制の確立

　対馬市は、韓国との国境沿いに位置する長崎県の離島である。福岡県と

の距離が約 140km であるのに対し、韓国釜山市との距離は約 50km と、

本土よりも韓国との距離が近いという日本でも有数の国境離島である。そ

高校生の生活と意識調査報告書」〈http://www1.odn.ne.jp/youth-study/reserch/index.html〉　2017 年 12

月 24 日閲覧。

30　 上対馬高校を選定した理由は、消滅可能性都市に指定されている自治体にある学校であること、人口

減少、それに伴う廃校に危機感を持っていたことが挙げられる。また、小学校や中学校ではなく高校を選

定した理由だが、英国のシティズンシップ教育レポート（Citizenship Advisory Group（2000）, Citizenship 

for 16 -19 Year Olds in Education and Training: Report of the Advisory Group to the Secretary of State for 

Education and Employment.）において、地域密着型の教育は、精神が発達した 16 歳から 19 歳の間で強

く推進していくべきだとする指摘があり、それを参考にしたためである。また、進路の岐路に立ち、キャ

リア形成に大きな変化が期待されること、まもなく選挙権を取得する年齢であり政治や社会に関心を持た

ざるを得ない状況にあることなど高校生特有の状況が地域密着型シティズンシップ教育を実践する上で好

条件であると考えたためである。
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のため、対馬市の人口は現在約 3 万人であるにもかかわらず、韓国人観

光客が年々増加しており、平成 26 年度には年間約 20 万人が対馬を訪れ

ている
31

。

　ただし、観光客の増加が地域活性化に繋がっていない現状がある。対馬

市は消滅可能性都市のリストに掲載されているだけでなく、衰退を表す数

値が他の自治体よりも高い
32

。実際、約 3 万人いる人口が、2040 年には 2

万人を切るとの推計も出されている
33

。

　地域の衰退に対する危機感から、地域の魅力・課題を探る「島の宝プロ

ジェクト」が始動した。2016 年度より開始された本プロジェクトは、上

対馬高校の 2 年生を対象とした総合学習であり、上対馬高校、九州大学、

対馬市役所、対馬市商工会の 4 者協力体制のもと、実施されている。

　「島の宝プロジェクト」は長崎県立上対馬高校の総合学習にて開始され

たプログラムである。上対馬高校は年々生徒数が減少しており、地域に根

ざした特色あるプログラムを実施することを求めていた
34

。　

　筆者が所属する九州大学大学院、持続可能な社会を拓く決断科学大学院

31　 対馬市長期人口ビジョン　

〈http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/web/updata/tyoukijinkobijyon.pdf〉2017 年 12 月 24 日閲覧。

32　 前掲、注 12。

33　 前掲、注 26。

34　 2017 年時では上対馬高校の全生徒数は 97 名である。長崎県立学校ホームページ〈http://www2.

news.ed.jp/bunrui/syoukai/gaiyou/70290gaiyou/70290seitosuu/10115.html〉2018 年 1 月 29 日閲覧。

表 1  4 者の連携による授業体制の確立

センターは、シティズンシップ教育という研究を媒介に地域活性化に貢献

することは可能か、という Future Earth 研究
35

の一環で上対馬高校の授業

サポートに入った。また、決断科学センターはリーディング大学院であり

高校生のまちづくり学習のサポートを通して大学院生の資質向上を図るこ

とも目的としている
36

。授業が開始した 2016 年度よりサポートを開始し

たが、初年度は予算上の都合から 3 度の支援しかできなかった。そのため、

2017 年度では授業の開始から、プロジェクトの終了に至るまで、合計で

13 回にわたる授業サポートに入った。

　高校、大学といった教育機関だけではなく、地域の自治組織である商工

会も授業に参加している。対馬市商工会は上対馬高校に隣接する比田勝商

店街の商業者の多くが会員となっている組織である。高校生の斬新なアイ

デアを活用し、地域活性化に繋げたいという想いから授業の構築に参加し

た。具体的な役割は、高校生に対し、授業の冒頭で「地域の未来を考えて

ほしい」というミッションを依頼すること、および生徒が地域住民へのヒ

アリングを行うためのアポイントメントを調整することである。

　また、研究機関の受け入れを積極的に行っており、高校と大学、地域と

大学を結ぶ高大連携・域学連携事業を推進している対馬市役所も授業の構

築に参加している。その主な役割は、全体のプロジェクトの調整、研究機

関と地域との媒介項である。今回市役所の中でも特に島おこし協働隊の職

員がその媒介項の中心になった。島おこし協働隊は、対馬市における地域

おこし協力隊の別名である
37

。協力隊は外部、特に都会から地域に入り込

んだ職員であり、地域の外部と内部をつなぐ中間項として非常に好条件な

地位にあるものと言える。

35　 Future Earth の詳細に関しては以下のページを参照のこと。〈http://www.futureearth.org/〉 2017 年

12 月 24 日閲覧。

36　 博士課程リーディングプログラムの詳細に関しては、以下のページを参照のこと。〈http://www.jsps.

go.jp/j-hakasekatei/〉　2017 年 12 月 24 日閲覧。また、本研究の趣旨と離れるため詳述することは避けるが、

シティズンシップ教育支援に携わる側の人々も市民性が向上することが確認されている。詳しくは以下の

文献を参照せよ。与那嶺匠（2015）「シティズンシップ教育における支援者にとっての「学び」」、『琉球大

学生涯学習教育研究センター研究紀要』琉球大学生涯学習教育研究センター、No.9、pp.49-62.

37　 地域おこし協力隊については以下の HP を参照せよ。

〈https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/about/index.html〉2018 年 1 月 29 日閲覧。
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　以上、4 者が、プロジェクト開始前後、並びに授業毎、合計約 20 回程

度打ち合わせを行い、利害調整を繰り返した。その結果、①調査・探究活

動を通し、自ら課題を発見し、自ら解決を考え実行する能力を涵養する、

②地域の魅力を自ら体験、実感することで、郷土愛を育成する、③多様な

生き方を学び、自身の将来設計を考える材料を提供する、という 3 つの

目的のもと授業を構築することに合意し、実際に実践することができた。

第 2 節　「島の宝プロジェクト」の実施内容

  筆者を含む研究チームが本格的に授業に入り込み、一定の成果が得られ

た 2017 年度の「島の宝プロジェクト」を中心に実施内容を詳述したい。

　2017 年 3 月より 2 度目の「島の宝プロジェクト」が実施されるに至った。

高校 2 年時の総合学習を対象としている授業であるが、大学機関と高校

生との間の信頼関係を築くことができなかったという 2016 年度の「島の

宝プロジェクト」の反省を踏まえ、2017 年度は高校 1 年時の 3 月 13 日

に一度両者の顔合わせを兼ねて自己紹介を目的とした授業を行った。

  実際に本格的に授業が始動したのは対象生徒が 2 年生に上がった 4 月以

降である。授業は大まかに分けて以下の 5 段階に分けることができる。

 ①授業開始に向けた動機付け（4/18、4/25、2 コマ
38

）

　商工会が生徒に対し、「地域活性化に協力してほしい」と依頼するとこ

ろから授業が始まる。その後、なぜそのような依頼があったのか、地方消

滅や対馬におけるまちづくりの現状の観点から筆者が説明を行った。この

ように導入は地域の衰退を生徒に明確に認識させた上で、各自どのような

立場をとるのかを問う形式を採用した。生徒の「授業をやらされている」

という感覚を払拭し、自らの問題として考えるという動機付けの契機を重

要視したためである。

　また事前アンケートの結果、生徒の多くは政治や社会の認識が不明瞭で

38　 1 コマは 50 分である。

あることがわかっていたため
39

、解決策の 1 つのツールとして政治学に関

する入門的な知識をレクチャーし、今後のヒアリングやプレゼンテーショ

ンの足がかりを作った。

②フィールドワークに向けた準備（4/25、5/12、２コマ）

  従来型の座学授業によって生徒の動機付けを行った後、36 名いる生徒を

6 班 6 名に分け、各班に 1 人ずつ大学教員、大学院生、もしくは市の職

員をファシリテーター役として配置した。また、それを裏から支援する形

で上対馬高校の教員が各班に 1 人ずつ入った。②以降の授業は生徒 1 人

1 人とのコミュニケーションを重視し、グループワーク形式にしている。

　②の過程で、各班のテーマを決定した。こちらからテーマを設定するこ

とはせず、生徒の関心にそってテーマを設定した。生徒の自主的な授業へ

の関わりを尊重するためである。班のテーマは「上対馬の雇用の調査」、「食

による魅力の発信」、「日本人移住者・観光者の増加に向けて」、「韓国人観

光客の受け入れについての考察」、「韓国人観光客のニーズ調査」、「上対馬

の魅力を発信する PV の作成」の 6 つとなった。

  テーマが設定された後、各班でどのような人にヒアリングを行えばテー

マにそった話を聞けるのかを話し合った。市役所や商工会がヒアリング先

を調整したのち、質問内容を班で考えさせた。「上対馬にある魅力、宝は

どういったものか」といった魅力を発見する質問と、「上対馬が抱える問

題は？」といった課題を発見する質問の 2 つを主軸にしている。

③フィールド学習（6/13、6/20、6/27、5 コマ）

　各班 4 件、合計で 24 件の商業者、地域住民、I・U ターン者へのヒア

リングを 2 日に分けて行った。1 回目のヒアリングでは初めてのヒアリン

グに戸惑う生徒も多く、質問項目を全て聞き終えると沈黙してしまう班が

多かった。そこでまちづくり実習の経験を積みヒアリングに慣れた大学院

生や大学教員が模範となるようサポートを行った。6/20 にフィールドワー

39　 「政治というとどのようなものをイメージしますか」という問いに対し、上位 3 つが、難しい、安倍総理、

かたいと単語による回答が多く、政治の理解が必ずしも明瞭なものとはなっていなかった（複数回答）。
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クの振り返りと、次の訪問先への質問リストの作成を行なった。2 回目の

ヒアリングでは、初日のファシリテーターのサポートを見よう見まねで実

践し始め、地域が持つ魅力や課題に関する知識を聞き出す技術に向上が見

られた。

  また「日本人移住者・観光者の増加に向けて」考察する班と、「韓国人

観光客のニーズ調査」を行う班ではアンケート調査を実施している。質問

項目の多くは高校生が考案したが、時間の都合上アンケート用紙の最終的

な作成と設置は九州大学が行った。

④フィールドワークの振り返り、ならびにプレゼン準備（7/11、9/12、

9/19、10/3、7 コマ）

　ヒアリングとアンケート調査が終わったのち、各班で振り返りを行った。

上対馬が持つ魅力と課題を踏まえた上で、自分たちはどのような行動をと

ることができるか話し合う時間を設けた。対馬市への提言を考える班だけ

でなく、実際にアルバイトを行い対馬における雇用について考える班、韓

国人観光客に道案内を行なってみた班など実践が伴う班も出てきた。

  その後、考えた内容をパワーポイントで発表資料にまとめた。1 コマの

み九州大学の大学院生・教員が追加で 7 名支援に入り、パワーポイント

作成の指導を行った。また最後の１コマでプレゼンの指導を行っている。

⑤地域住民に向けたプレゼンテーション（10/8、12/8）

　生徒は以上の学習の成果を上対馬高校の文化祭にて報告した。上対馬高

校の文化祭は生徒の保護者が多く出席する催しである。地域住民に対する

インパクトは大きなものであり、かつ生徒にとっても自信と達成感が得ら

れるものであったように思われる。

　また、商工会でも報告を行った。こちらでは質疑応答の時間も設けられ

た。成果は次章で検討するが、地域住民の方も高校生の調査の質の高さに

満足されていた。高校生の調査内容は商工会に渡され、商業の発展に利用

されることになっている。

　また、これは当初の予定に入っていたわけではないが、「上対馬の雇用

の調査」を行う班は、対馬の研究報告会である対馬学フォーラムにて特

別報告を行った
40

。対馬内外の研究者、特別報告に来た小中学生、およそ

100 人の前で報告する経験は大変貴重なものであった。

第 3 章　授業の成果

第 1 節  5 件法による調査の結果

調査方法および対象

　2017 年度、プロジェクトが本格実施される前の 3 月末時点と、文化祭

発表が終わった 10 月中旬に、高校 2 年生を対象にアンケートを実施した。

36 名（男性 16 名、女性 20 名）から回答が得られた（3 月末時点）。なお、

2016 年度にも同様のアンケートを行っている。2016 年度は 3 月の授業

が実施されていないため、授業開始前の 4 月時と文化祭発表後の 10 月中

旬に、高校 2 年生（2017 年度時の高校 3 年生）を対象にアンケートを実

施した。26 名（男性 8 名、女性 18 名）から回答が得られた（4 月時点）。

測定変数

1. 政治的有効性感覚

石橋章市朗（2010）
41

を参考に、政治的有効性感覚を測定する指標とし

て 3 項目を作成して本研究へ用いた（政治に積極的に参加したいと思う。

自分が政治に参加することで物事は変わる。政治上の出来事に注意を払っ

ている。）。各項目について、どの程度当てはまるか、「1. そう思わない」

から「5. そう思う」までの 5 件法で回答を求めた。個人ごとに 3 項目の

平均値を求め、分析に用いた ( α = .74)。

2. 他者尊重度

40　 対 馬 学 フ ォ ー ラ ム の 詳 細 は 以 下 を 参 照 せ よ。2017 年 12 月 24 日 閲 覧。〈http://fieldcampus.city.

tsushima.nagasaki.jp/study/cat/2017.html〉

41　 石橋章市朗（2010）「Ⅲ 高校生の政治的有効性感覚に関する研究」、『ソーシャル・キャピタルと市民

参加』、関西大学経済・政治研究所、pp.69-94.
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　沼田（2012）
42

を参考に、他者尊重度を測定する指標として 5 項目を作

成した（相手の立場になってものを考えようとしている。機会があればボ

ランティアに参加してみたい。反対意見でも最後まで相手の意見を聞こう

とする。将来、地元に帰って地域を良くする活動をしたい。他人のことを

深く理解したいと考えない。）。各項目について、どの程度を当てはまるか、

「1. そう思わない」から「5. そう思う」までの 5 件法で回答を求めた。個

人ごとに 5 項目の平均値を求め、分析に用いた ( α = .74)。

3. 外国人に対する親近感度

　沼田（2010）
43

を参考に、外国人に対する親近感度を測定する指標とし

て 3 項目を作成した（外国人と上手く付き合っていく必要があると思う。

日本語を話す外国人に親近感を覚える。外国人とはあまり関わりたくな

い。）。各項目について、どの程度を当てはまるか、「1. そう思わない」か

ら「5. そう思う」までの 5 件法で回答を求めた。個人ごとに 3 項目の平

均値を求め、分析に用いた ( α = .60)。

4. 公民科目の目的の認知度、向上心度

　石橋前掲（2010）を参考に、公民科目の目的の認知度を測定する指標

として 4 項目（自分たちで話し合いをし、問題を解決できるようにする

ため。国や自治体の指導者や法律に忠実であるようにするため。国や郷土

を愛するため。幅広い知識を身につけるため。）、向上心度を測定する指標

として 3 項目（自分にとって、何が利益になるのかを把握し追求すること。

自分の意見をきちんと主張し、相手を説得すること。意見が対立した場合、

自分の意見を追求するよりも、妥協を目指すこと。）を作成した。各項目

について、どの程度を当てはまるか、「1. そう思わない」から「5. そう思う」

までの 5 件法で回答を求めた。個人ごとに認知度の 4 項目 ( α =.60) およ

び向上心度の 3 項目 ( α =.54) の平均値を求め、分析に用いた。

　本研究の分析には、HAD15.200（清水，2016）を用いた
44

。

42　 沼田潤（2010）「日本人大学生における異文化理解の現状」、『人間環境学研究』人間環境学研究会、

第 10 巻 2 号、pp.55-62.

43　 沼田潤（2010）「日本人大学生の異文化理解に関する質問紙調査――異文化理解の意識に関わる諸要

因の基礎研究」、『評論・社会科学』同志社大学、91 号、pp.169-186.

44　 清水裕士（2016）「フリーの統計分析ソフト HAD――機能の紹介と統計学習・教育、研究実践におけ

る利用方法の提案」、『メディア・情報・コミュニケーション研究』WebLab 研究会、1、pp. 59-73.

各変数の記述統計量と相関分析

　各変数の平均値および標準偏差、各変数間の相関係数を Table1 に示す。

t 検定

　授業の前後で政治的有効性感覚度が異なるかを検討するため、対応あり

t 検定を実施した。その結果、授業前よりも授業後の方が有意に政治的有

効性感覚度が高かった (t (35) = 3.37, p < .01)。以上の結果を Figure 1 に

示す。

平均値 標準偏差
A 政治的有効性感覚

A1  事前 2.35 0.80 0.31 +

A2  事後 2.90 0.88 0.38 * 0.13
B 他者尊重度

B1  事前 3.58 0.73 0.42 * 0.26 0.70 **

B2  事後 3.66 0.66 0.10 0.34 * 0.02 0.10
C 外国⼈に対する親近感度

C1  事前 3.84 0.77 0.19 0.30 + 0.10 0.26 0.42 *

C2  事後 3.94 0.61 0.11 -0.22 0.19 -0.02 -0.31 + -0.06
D 公⺠科⽬の⽬的の認知度
D1  事前 3.56 0.58 0.15 0.10 0.07 0.03 0.00 -0.01 0.38 *

D2  事後 3.73 0.79 0.15 -0.18 0.03 0.02 0.38 * 0.19 0.01 -0.14
E 公⺠科⽬の向上⼼度

E1  事前 3.38 0.49 0.06 0.07 -0.12 -0.21 0.04 0.23 0.20 0.20 0.34 *

E2  事後 3.37 0.76 0.08 0.14 0.10 0.17 0.18 0.20 -0.06 0.09 0.11 0.09

E2

Note . +p<.10, *p<.05, **p<.001

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1

Table 1  記述統計量および相関分析結果
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Figure 1  対応あり t 検定分析結果
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分散分析

　1 年目 2 年目および授業前後でローカルな領域で活躍するアクティブな

市民の育成度が異なるかを検討するため、2 要因混合計画の分散分析を実

施した。項目は 4 つで、（自分が政治に参加することで物事は変わる。政

治に積極的に参加したいと思う。機会があればボランティアに参加してみ

たい。将来、地元に帰って地域を良くする活動をしたい。）で構成される。

その結果、授業前後の主効果が有意傾向であった (F (1, 117) = 2.99, p < 

.10)。Holm 法による多重比較の結果、授業前よりも授業後の方が地域へ

の積極的関与度が高い傾向にあった (p < .10)。また、交互作用も有意傾向

であった (F (1, 117) = 3.09, p < .10)。単純主効果の検定を行ったところ、

2 年目において、授業前よりも授業後の方が地域への積極的関与度が有意

に高かった (p < .01)。以上の結果を Figure 2 に示す。

授業満足度

　授業満足度を測定するため、8 項目を作成した ( 九州大学大学院生によ

る総合学習のテーマについての講義、各班のテーマを決めるグループワー

ク、ヒアリングやアンケートの準備のためのグループワーク、インタビュー

などのフィールドワーク、ヒアリング、アンケート後のまとめのグループ
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Figure 2  分散分析結果

ワーク、文化祭発表の準備、発表の事前練習、文化祭当日の発表）。各項

目について、どの程度を当てはまるか、「1. そう思わない」から「5. そう

思う」までの 5 件法で回答を求めた。個人ごとに 8 項目の平均値を求め，

分析に用いた ( α =.90) 。

　満足度を検討するため、対応あり t 検定を実施した。その結果、中点（３）

よりも満足度の数値が有意に高かった (t(35)=12.91, p<.01)。

知見・技術の獲得度

　知見・技術の獲得度を測定するため、7 項目を作成した（対馬が抱える

課題について知ることができた。地域の問題解決のための方法を考えるこ

とができた。グループで意見を出す際の、アイデアを活発に出すための方

法を獲得できた。ヒアリングを行う際、相槌をうったり相手の考えを深堀

したりすることができた。アンケート調査のための質問項目の作成や集計

結果の分析のための技術を獲得できた。表現方法やストーリー構成など効

果的なスライドの作り方の技術を獲得できた。プレゼンテーションにおけ

る発表態度や話し方の技術を獲得できた。）。各項目について、どの程度を

当てはまるか、「1. そう思わない」から「5. そう思う」までの 5 件法で回

答を求めた。個人ごとに 8 項目の平均値を求め、分析に用いた ( α =.80)。

　知見・技術の獲得度を検討するため、対応あり t 検定を実施した。そ

の結果、中点（３）よりも満足度の数値が有意に高かった (t(19)=6.95, 

p<.01)。

第 2 節　質的調査による結果

　5 件法だけではなく、自由記述方式による質的調査においても興味深い

結果が出ている
45

。

45　 今回の質的調査においては、動詞や名詞の一致を重視し、形容詞の違いは同じコメントとして処理し

た上で数を出している。また、一つの回答でも節ごとに区切りコメントを抽出している。
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　政治的行動について最も示唆的な結果が出たのが「良い社会を築くため

にはどのような行動が必要だと思いますか？」という質問である。授業前

は、「ボランティアに参加する（4）
46

」。「自分だけでなく相手のことも考え

る (3)」という意見が上位を占めていたものの、「不正行為をしない (2)」、「他

人を傷つけない (1)」など、回答のうち約 1/4 が消極的な行為を表すもの

であった
47

。

　しかしながら、授業後のアンケート結果においては、「選挙に行く（9）」、

「社会・政治に興味を持つ（6）」、「民衆のことを考えた政治の実施（4）」

と上位回答が大きく変わるとともに、消極的な回答数はゼロであった。社

会をよりよくするためには、自ら積極的行動に出ることが必要であると気

づいた生徒が多数いることが見て取れる。また、授業前では「選挙に行く」

という回答は２つしか確認できなかったが、授業後においては９つ確認で

きたことから、地域社会の声を届けるためには、責任を持って選挙へ行く

べきだとする主権者意識の醸成が見て取れる。

　また、「今回の総合学習を通して、進路に対する自らの考えに変化はあ

りましたか？」という質問に対しては、「対馬に帰ってきたい（8）」、「将

来的に対馬で働きたいと思った（4）」、「一度島外に出て仕事をする（3）」

46　 （）の中の数値は回答数。

47　 38 ある意味ごとに区切った文節のうち、９個の消極的行為に関する回答が見られた。

表 2   質的調査の主要な結果 というような回答が見られた。ヒアリングにおいて、一度島外に出て知見

を深め、視野を広げてからいつか島に帰ってきてほしいというメッセージ

に影響を受けたように思われる。これらの回答を見る限り、郷土に対する

愛着は深まったと思われる。しかしながら、およそ半数の「特になし（14）」

という回答があることを考えると、その影響は限定的ではある。

　また興味深いのが、「今回の授業で、一番印象に残っていることは何で

すか？」という問いに対する回答である。「ヒアリングをしたこと（17）」、

「フィールドワーク（5）」、「実際の働く現場に行けたこと（3）」と、ヒア

リングやフィールドワークといった実地での学びを挙げる生徒が圧倒的に

多かった。教室での座学やグループワークよりも、現実社会との触れ合い

から知識や技術を得る学びの形態の方が強く印象に残ったようである。

　なお、生徒だけではなく、商工会報告の際に地域住民の方々にもアンケー

ト調査を行なった。「上高生が島の魅力・課題を探る『島の宝プロジェクト』

を実施していることについて、どのような感想をお持ちですか？」という

質問には、「子供達が島の魅力に気づくだけでもプラス。対馬を離れても

田舎を自慢できると思う」、「今後も続けてほしい」という意見が見られた。

また、「本日の報告会について率直なご感想を教えてください」という質

問に対しては、「高校生の率直な意見が聞けて面白かった」、「大変良かった。

感動しました」といった意見も見られた。

　以上のコメントを見る限り、地域住民は「島の宝プロジェクト」に対し

て好印象であることがうかがえる。興味深いのは、「具体的に事業を進め

るにあたり、参考となるような発表はありましたか？また、上校生と一緒

に共同事業を行ってみたいと思える内容、アイデアはありましたか？」と

いう質問に対する回答である。アルバイトをさせてほしいと訴えた高校生

に対し、「アルバイト・・・いいですね」という回答や、「大人と対話でき

る場があれば良いと思っています。大人も考える必要がある」という回答

が見られた
48

。

  ただし、「比田勝商店街にもインタビューを行なってほしい」という意

48　 これらのコメントは、高校生のプレゼンに興味を持ち、地域住民側からもリアクションする必要があ

るのではないか、という住民の側の行動変容とも取れるように思われる。まちづくりを題材としたシティ
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見や、「もう少し充実させてほしい」というような意見も見られたことは

注意する必要がある。

第 4 章　地域密着型シティズンシップ教育の構築に向けて

第 1 節　ローカルな領域で活躍するアクティブな市民

　最後に、2017 年度の上対馬高校「島の宝プロジェクト」の成果から、

地域密着型シティズンシップ教育の意義について考察したい。

　第 3 章の調査結果から、以下のことが判明した。まず、2016 年度から

2017 年度にかけて良好な 4 者関係を築き授業内容を改善した結果、生徒

の地域への積極的関与度が上昇した。また地域住民へのヒアリングを重視

したシティズンシップ教育の実施は、政治的有効性感覚を高め、消極的活

動から積極的活動への行動変容を促す結果となった。さらに、選挙に対す

る意識を高めることにもつながった。生徒の授業に対する満足度も高く、

様々な知見や技術を身につけることができたと考えていることがわかっ

た。　

　以上の調査結果は、地方の学校において地域に密着したシティズンシッ

プ教育を実施することが、本当に主権者意識や地域への愛着を高めること

につながるだろうかという本稿の問いに答えるものである。地域密着型シ

ティズンシップ教育として実施された「島の宝プロジェクト」は、生徒の

地域への愛着を高め、社会に対する積極的な活動を促し、主権者としての

意識を高めた。また、当初の授業の目標である、①生徒の自主性を高める、

②郷土愛を育む、を満たすものでもあった。

  しかし、なぜ地域住民へのヒアリングの中で現実社会を学ぶ地域密着型

のシティズンシップ教育が政治的有効性感覚の上昇や主権者意識の醸成を

ズンシップ教育が、シティズンシップ教育によるまちづくりにつながった点で大変興味深い。シティズン

シップ教育が地域づくりに与える影響について考察したものとして、拙稿、德永翔太（2017）「まちづくり

におけるシティズンシップ教育の効果に関する考察」、『決断科学』九州大学持続可能な社会のための決断

科学センター、第 3 号、pp.46-58.

可能にしたのか。アンケート結果から明確な因果関係を明らかにすること

は難しいが、以下のような推測は可能であると思われる。

　アンケートによれば生徒にとって最も興味深かったものは、地域に眠っ

ていた課題や魅力、政治的な意見や民意を探り出すヒアリングの過程で

あった。この点は非常に重要である。池田謙一（2002）によれば、ディベー

トのような本格的議論だけではなく、日常生活における政治的コミュニ

ケーションも政治参加を高める効果がある
49

。そうであるならば、生徒が

地域住民との間で交わしてきた地元対馬に関する日常的コミュニケーショ

ンも、草の根民主主義レベルの討議として認識され、政治参加に開かれた

状態へと移行させたのではないだろうか。

　また、地域住民の様々な想いに触れるヒアリングは、教科書に掲載され

ていない地域の伝統や生活様式を学ぶことで、自らの住む地域をより深く

知り、地元への愛着を高めることにつながる
50

。地域への愛着は非常に重

要である。第 1 章で検討したように地域への愛着や政治的有効性感覚が

投票行動を促すことにつながるためである。矢野順子らの研究に限らず、

多くの研究の成果で、地域への愛着が積極的な政治参加を促すことが明ら

かになっている。例えば、埼玉県の報告書によれば、居住地域への愛着が

低い人ほど投票率が低い傾向にあることがわかっている
51

。また、鈴木春菜、

藤井聡（2008）も、地域への愛着がまちづくり活動への積極的な関与を

促すことを裏付けている
52

。

　以上の考察から、「島の宝プロジェクト」に一定の成果が見られた要因は、

地域住民との対話や、消滅する可能性のある自らの地元を我が事として深

49　 池田謙一（2002）「2000 年衆議院選挙における社会関係資本とコミュニケーション」、『選挙研究』日

本選挙学会、（17）、pp.5-18.

50　 実際、「自らが設定した課題の検証過程で、地道に地域の人々とふれあい、調査する体験活動は、

地域に対する郷土愛や誇りを育てることができる」とする報告がある。五十嵐一浩（2006）「郷土愛を

育てる地域学習の工夫――地域の人々とのふれあい体験を通して」『教育実践研究』上越教育大学、第 16 集、

pp.35-40.

51　 埼玉県選挙管理委員会（2016）「投票率向上に関する報告書」〈https://www.pref.saitama.lg.jp/e1701/

documents/houkokusyo_1.pdf〉　2017 年 12 月 24 日閲覧。

52　 鈴木春菜、藤井聡（2008）「地域愛着が地域への協力行動に及ぼす影響に関する研究」、『土木計画学研究・

論文』土木学会、25 (2)、pp. 357-362.
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く考える機会を適切に提供したことにあると導けるように思われる。これ

は、模擬投票のような選挙制度を理解する直接的な授業だけではなく、地

域コミュニティへの参画を重視する教育によっても主権者意識を醸成する

ことが可能であることを示唆している、この場合の主権者意識は投票に限

られず、社会への責任意識や生の地域の声を政治的争点としてまとめあげ

る技術といった多様な観点からなるものであるという点で効果の高いもの

である。

第 2 節　授業の改善に向けて

　自主性を高める、郷土愛を育むという当初の 2 つの目的を達成し、一

定の成果を得ることができた「島の宝プロジェクト」であったが、様々な

課題が残されていることも確かである。第 3 章で検討したように、多様

性に対する寛容度を示す他者尊重度の有意な上昇が見られなかった。おそ

らく今回のプロジェクトにおいては、地域住民が共通の問題意識を持ち、

高校生に対馬の現状を語ったためだと思われる。ヒアリング先の選定を工

夫し意見の対立が見られるようにするなど、高校生が多様な意見に触れる

機会を作ることが必要だと思われる。

　外国人親近感度も有意な上昇が見られなかった。韓国人観光客に対して

実際に接する機会を増やす、新たな地元の名産品を作って販売するなど、

外国人との関わりを増やすことが必要になると思われる。また、公民科目

の目的の認知度、向上心度を見ても授業の改善が求められる。これらの尺

度に上昇が見られなかった原因の 1 つにプレゼンテーションの準備の時

間に多くの時間を割いたことが挙げられる。プロジェクト全体を総括し、

1 つ 1 つの行為にどのような意義があったのかを振り返る時間を作ること

が授業の改善につながると思われる。

　また、今回は問題解決に向けた提案を主な課題としていたが、「島の宝

プロジェクト」が地域密着型シティズンシップ教育としてより発展するた

めには、上述の新しい地元商品の開発や、地元商店街でのインターンシッ

プの実施、新たな観光プランの作成など、より実践にコミットした授業形

態の構築が必要であるように思われる。言論的な提案だけでなく、試行錯

誤を伴った実践的問題解決を授業に組み込むことが可能になれば、今回見

られた政治的有効性感覚の上昇を上回るような数値の上昇が見込まれるか

もしれない。

　「島の宝プロジェクト」は上対馬高校、対馬市役所、対馬市商工会、九

州大学の 4 者の協力によって成り立っている。2018 年度においても良好

な協力関係を構築することができれば、より地域に密着した教育効果の高

いシティズンシップ教育を実践することが可能になると思われる。

結語

　現在我が国で進められている主権者教育の実施状況を概観したのち、地

方の地域に密着したシティズンシップ教育の重要性を確認してきた。しか

し先行研究では、消滅可能性都市に指定されるような地方自治体における

シティズンシップ教育のあり方に関して示唆するところが少なかった。

　本研究では上対馬高校の「島の宝プロジェクト」の実践内容やアンケー

ト調査の結果から、地域密着型シティズンシップ教育の構築方法やその意

義について考察してきた。「島の宝プロジェクト」は、生徒に地域住民と

の対話や地域社会への深い関わりを提供し、地域への愛着を高め、政治的

有効性感覚を強めることにつながった。「島の宝プロジェクト」は地域密

着型シティズンシップ教育の 1 つの可能性を示すものであった。

　今後、日本は深刻な人材不足を意味する人材枯渇時代に突入することが

予想されている
53

。今後の国家・社会の担い手になるであろう高校生に対し、

効果的なシティズンシップ教育を施す必要性は今後より強く認識されるこ

とと思われる。多様な実践の中からさらなる授業の改善に向けた分析が望

まれる。

53　 九州経済調査協会（2017）『人材枯渇時代を生き抜く地域戦略』九州経済調査協会。
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Abstract

    Fire ant (Solenopsis invicta) is one of the most harmful invasive alien spe-

cies on the Earth. In Japan, May 29th, 2017, the ant were found in Amagasa-

ki City, Hyogo Pref. and 24 cases, 18 areas and 12 prefectures were invad-

ed by the ant in 2017. I conducted monitoring and eradication activities in 

three cities and summarized processes of each city. As a result, each city 

had different strategies and relationships among the stakeholders. For the 

next steps of managing against fire ant invading accidents, we should es-

tablish effective networks with each stakeholder and make quick decision 

making of strategies against invading accidents. 

Key words: fire ant, Solenopsis invicta, eradication, management, decision 

making
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Introduction

    Invasive alien species such as largemouth bass, red back widow spider, 

and raccoon mean that transport and invade into introducing areas and 

ecosystems from its native populations with human economic activities 

and/or artificial activities including introduction for biological control 

of native organisms. Only in Japan invasive species exceed 2,000 species 

and give some impacts for native ecosystems (National Institute for Envi-

ronmental Studies 2017). IUCN (International Union of Conservation of 

Nature and Natural Resources) has designated 100 harmful invasive alien 

species on the earth (Lowe et al. 2001).  

    Fire ant (Solenopsis invicta Buren) is one of the most harmful invasive 

alien species on the Earth (Lowe et al. 2001). In Japan, May 29th, 2017 the 

ant was found in Amagasaki City, Hyogo Pref. and then 24 cases, 18 areas 

and 12 prefectures were invaded by the ant (Table 1 and Figure 1). How-

ever, it has not been confirmed established mature nest of fire ant in 2017 

(Ministry of the Environment of Japan 2017). 

Figure 1   Invaded areas and transport routes of fire ant (Solenopsis invicta) in 2017.

Table 1   Cases of invasion of fire ants occurred in Japan, 2017
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    A fire ant colony has over 200,000 workers and 100 reproductive queens. 

The fecundity is very high, the queen ant can produce around 1,500 eggs 

per day. Fire ant have toxic substances, named solenopsin and protein 

poison, Sol 1-4. These substances leading lethal reactions against stung 

peoples and totally 50-100 peoples were killed by the ant in United States 

(1950s – 2016). Furthermore, the economic losses by the ant would be 

reached 500 billion yens annually in United States. The ecosystem and 

economy of Japan face critical point invading of the fire ant. (Higashi et al. 

2008). 

    The native populations of the ant are located on southern Brazil, north-

ern Argentina and Paraguay. In 1930s, the ant transported into Mobile port 

in southern United States with imported materials such as woods. From 

southern United States, fire ant further invaded to Pacific areas, New Zea-

land (2001), Australia (2001), Taiwan (2004), and Hong Kong, mainland 

China, and Mexico (2005) (Ascunce et al. 2011). Those areas except for 

New Zealand (Convention on Biological Diversity 2001, Christian 2006), 

have been affected by the ant over 10 years and invaded ecosystems par-

tially destroyed. 

    Although all of the countries and regions invaded by the ant had estab-

lished eradication and management projects, there is only one country, i.e., 

New Zealand, to succeed in controlling fire ant completely. Then, rest of 

the countries failed eradications and had to pay a large cost for control of 

fire ant (Convention on Biological Diversity 2001, Australian Government 

of Department of the Environment and Energy 2001, Higashi et al. 2008, 

National Red Imported Fire Ant Control Center, Taiwan 2004).

    In this paper I report three case studies of fire ant control activities and 

discuss future direction to manage and control invasion of the ant.

Materials and Methods

Fire ant surveys

    X, Y, Z cities are the places where fire ant found in 2017. I conducted fire 

ant surveys at X city, Hyogo prefecture (June 17th - 22nd), Y city (August 

2nd, 8th, September 1st, 6th, October 3rd, 10th) and Z city (June 30th, July 30th, 

October 19th), Fukuoka prefecture from June to October. In the surveys, 

monitoring of presence of a fire ant by observations, identification of an 

invasion risk area, and ant fauna survey by random sampling were con-

ducted in each area.

    I interviewed the administrators of each local government about man-

agement plan against fire ant via directly discussion, e-mails, and phone 

surveys.

    A literature survey was conducted on fire ant management and eradica-

tion projects in United States of America, New Zealand, Australia Taiwan 

and China through websites and interviews.

Results and Discussion

    In June 21st a kind of fire ant, Solenopsis geminate were found in port area 

of X city and X city officials, Ministry of the Environment (hereafter MoE), 

private warehouse contractors, and university researchers jointly had 

meetings and discussed management plan against invading fire ants. The 

initiative of its meeting and survey in the port area was taken by MoE. The 

counterplan including dealing with press presentations was almost decid-

ed on the evening of that day and coordination of each stakeholder was 

made within the meeting.

    In August 8th, the Kyushu University Fire Ant Research Group checked 
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a container yard contaminated by the ant in Y city. The container including 

the ant had been kept there for a month, because of difficulty getting per-

mission from the owner. After getting permission, staffs of MoE conducted 

an extermination work and found several hundreds workers in it. There-

fore, when we observed the container yard, the ant were still in it, howev-

er, there had never been able to do anything at its case. We attended four 

meetings about fire ant management plans of Y city in August 2nd, Septem-

ber 1st, 6th, October 3rd, and held a seminar about basic information of fire 

ant for city officials. The counterplan has been still discussing and the ini-

tiative of all meetings were taken by city officials. MoE and the university 

researchers were observers and advisors of meetings. In November 2017, 

MoE proposed fire ant management plan for the 68 international ports and 

Y city made local management plan based on this.

    In Z city I conducted monitoring surveys of fire ant on June 30th and 

October 19th. I found several hundreds workers and broods under an as-

phalt pavement breach and under an electric facility. I held a seminar for 

Z city officials in October 19th, and had several meetings with them. There 

is no counterplan against fire ant invasion until now, and every treatment 

has been made mainly by personnel in Z city. University researchers 

personally provided detailed advice including identification of ant, and 

MoE participated as an observer. Although the fire ant management plan 

established by MoE, Z city officials did not recognize it in detail and until 

December, 2017, there was no local management plan against fire ant.

    As mentioned above, three cities implemented totally different fire ant 

eradication plans and countermeasures, and the roles of each stakeholder 

were also three different ways separately (Fig. 2). X city was collaborated 

with each stakeholder at one meeting opportunity and it was easy to share 

each information, opinions and backgrounds through densely network 

community. Those relationships could help to make decision relatively 

quickly (network type). Y city was established action plans by city officials

 

Figure 2   Summarized eradication and management activities in each three cities 
against fire ant invading in Japan.
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as a leader, and it confirmed and divided tasks with MoE staffs. The in-

formation and strategies were back and forth among stakeholders and it 

took relatively long time to decide any activities (zigzag type). In Z city a 

city official leader arranged and decided to any management plans, and 

all stakeholder followed its direction. There was few opportunity to share 

information with other stakeholders, and all the information was transmit-

ted from a leader (independent type). X city has been plagued by various 

invasive alien species for over 20 years, therefore they were able to quickly 

establish a very efficient system for the response of fire ant. Other two 

cities strategies were relatively inefficient compared with X city, but the 

countermeasures were appropriate as an early stage when it is invaded by 

a harmful alien species, and for next step, it is important to refine the sys-

tem with reference to the preceding cases. 

    Therefore, the key factor in the rapid response against invasive alien 

species would be whether there are similar cases and have experience 

dealing with them.

    In Pan pacific area, New Zealand (2001), Australia (2001), Taiwan (2004), 

and China (2005) had already invading and colonization of the ant oc-

curred (Higashi et al. 2008, Ascunce et al. 2011). All of the counties and 

regions had established national policies and research institute against fire 

ant eradication and management strategies within a year (Convention on 

Biological Diversity 2001, Australian Government of Department of the 

Environment and Energy 2001, Higashi et al. 2008, National Red Imported 

Fire Ant Control Center, Taiwan 2004). These eradication and management 

strategies were formulated top-down, and supported by scientific evidenc-

es from researchers, and commercial and/or volunteer workforce. In the 

situation of Japan, 2017, the fire ant has never colonized into any Japanese 

land area, therefore, it is a fundamentally good timing to establish the 

strategies and research networks.

    Lastly, in a case of Y city, a container kept at the port area for a month 

during getting the permission to open from the owner, however, according 

to Article 10, paragraph 2 of the Alien Biological Law, if the permission of 

MoE can be obtained, they could confirm inside the container. However, 

MoE did not enforce this law and they selected to take permission from 

its owner. As a result, it took relatively long periods to get permission 

and the container was kept in the port area for one month, and the risk 

of fire ant escaping was increased. In the future, MoE, city officials and 

scientists should discuss and establish eradication/management process 

effectively, and in fact in December, 2017 the fire ant research center will be 

established in National Institute for Environmental Studies and effort to 

construct policies and strategies against fire ant invading. As a result and 

discussion of this manuscript, I would like to emphasize to the new center 

that experience and information sharing are the most important factors for 

fire ant management.
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はじめに

　2017 年 3 月、決断科学センター長である矢原徹一氏の手による『決断

科学のすすめ』が公刊された。本書は、あくまで決断科学の「入門書」と

いう位置づけではあるが、決断科学に関するこれまでの議論が平易な叙述

で総合化されており、その全体像を見渡すうえで有益な一冊となってい

る。われわれが主催する「決断科学における理論構築のための自主的研究

会」（以下「研究会」と省略する）では、①そこで明らかにされた理論的

基盤のさらなる深化と洗練、および②決断科学の理論枠組みをいかに実践

の場へと結びつけるのかという 2 点の関心に基づき、これまで活動を行っ

てきた。

　具体的には、まず前者の理論的側面についていえば、その焦点は、「決断」

概念の再検討そして「決断が求められる状況」の類型化にある。「『決断科学』

とは、さまざまな不確実性の下で、価値観の多様性を考慮しながら最善の

研究ノート

決断科学の理論面および実践への適用
に関する予備的考察
〜宗像市における研究活動をふまえて

田井浩人

土持貴志

徳永翔太

土中哲秀

九州大学大学院法学府　法政理論専攻　博士後期課程

九州大学大学院人文科学府　人文基礎専攻　博士後期課程

九州大学大学院地球社会統合科学府　地球社会統合科学専攻　博士後期課程

九州大学大学院経済学府　経済工学専攻　博士後期課程
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決断を行い、その決断を成功に導く方法論に関する科学である」
1

とされる

が、そもそも「最善の決断」とは何を指すのだろうか。研究会では、こう

いった「決断」の「評価」のあり方やそこで求められる思考様式を明らか

にするために、メタ的方法論による接近を試みた。

　次に後者の応用的側面について、研究会では、特にまちづくりという実

践の中で決断科学の理論や枠組みをいかにして適用できるのかという関心

のもとで活動を進めてきた。2017 年に「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関

連遺産群」がユネスコの世界遺産に登録が決定された宗像市を題材として、

そこに決断科学統治モジュールの中で構築された、まちづくりにおける意

志決定モデル（土持・徳永・古橋，2017
2

）を適用した時、いかなる示唆

が得られるのかについて議論を行った。

　本稿は、以上のような研究会の活動成果の一部を取りまとめたものであ

る。ただし、その位置づけはあくまで「研究ノート」であって、これら 2

つの問題関心に対して本格的に取り組むための準備作業に留まるという点

に予め了承いただきたい。

1.  「決断が求められる状況」の類型化

「決断（decision）」とは何か。この問いは、近年興隆の著しい意思決定

に関する学問が、そもそも何を対象とした学問なのかを特徴づける問いで

あり、「決断」概念をどのように用いるのかを意識的に明確化することが

急務である。しかし、これに対して何らかの統一的な答えを出すことは容

易ではない。そこで、本稿では決断が求められる状況に着目した。

決断が求められる状況とは、単純に述べるならば「答えがない」状況

である。例えば、簡単な数学の問題のように「答えが存在している」状況

は、「何かを決断する」状況ではなく、「すでに決まっている答えを探求する」

状況だと考えられる。では、「答えがない」状況とはどのような状況なのか。

以下では、「答えがない状況」を分析することで、大別して少なくとも 3
1　 決断科学ホームページ「決断科学とは」＜ http://ketsudan.kyushu-u.ac.jp/?p=about ＞ 2017 年 12 月

30 日閲覧。

2　 土中哲秀＝徳永翔太＝古橋寛子（2017）「まちづくりにおける意思決定モデルの構築」『決断科学』第 3 号、

pp. 23-34。

種類の状況とそれぞれに対応する決断の類型が存在しており、最善の決断

を導くための思考様式も異なることを論じたい。

1 つ目は、「論理的には答えは存在するが、現実的にはその答えに到達

できない」状況である。これは、例えば大工が顧客から注文を受けて家を

建てる場合のように、達成すべき目標は与えられて、どの選択肢が目標達

成の最善の手段かを選ぶ状況である。この場合の「最善の決断」は、目標

を最も合理的に達成する選択肢を選ぶことを意味する。それを導くため際

には、正確なリスク分析・評価などの経験的科学的手法が用いられる。

2 つ目は、「最善の選択肢が複数存在する」状況である。換言すれば、

ある選択肢を実践するために必要なコストをマイナス、その実践の結果生

じる効用をプラスとして計算した時に、計算の結果が最大となるような複

数の最善の選択肢が存在する状況である。例えば、10 万円のコストで 20

万円分の効用が生じる選択肢と、100 万円のコストで 110 万円分の効用

が生じる選択肢間での決断である。また、全体としては選択肢間の効用が

同じであっても、選択肢 A では集団 A にコストが発生し、選択肢 B では

集団 B にコストが発生するという場合もある。この場合は、どの選択肢

の功利計算の値も同様であるため、目標達成のための合理的な選択肢の決

断を導くという 1 つ目の方法では解決できない状況である。この場合に

最善の決断を導くためには、どのような計画が許容されるかという、文化

的もしくは社会的、あるいは人間的にどのような計画の実践が許容されう

るかという観点からの評価が必要となる。

3 つ目に、「そもそも答えの有無という観点では評価できない」状況が

ある。これは、例えば「環境保護か開発か」といった価値観や規範が対立

する状況である。上記 2 つの場合は、与えられた目標や、その計画が実

行される社会といった、特定の枠組みに照らして問題となっている選択肢

を評価することがある程度可能である。しかし、この 3 つ目の状況では、

そもそもわれわれはどのような枠組みを持つべきかについての決断が問わ

れている。この場合の「最善の決断」とは、最も正当化された規範を選び

取ることを意味する。この場合に最善の決断を導くためには、我々の持つ

規範の正当性を哲学／倫理学的に明らかにすることが求められるだろう。
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一言で「決断」とはいっても、状況に応じて「最善の決断」とは何を

意味するのか、それを導くためにはどういった方法論を考察しなければな

らないかは異なる。与えられた枠組み内での選択肢の評価に留まらず、そ

の枠組自体の正当性の評価も最善の決断を導く理論構築のために考慮しな

ければならない要素なのである。

2.  まちづくりにおける「決断」〜宗像市における世界遺産登録決定まで

の道のり

　

2017 年 7 月 9 日、宗像市および福津市に所在する「神宿る島」宗像・沖

ノ島と関連遺産群が、日本で 21 番目の世界遺産として登録決定された。

当初、ユネスコの諮問機関イコモスは構成資産 8 件のうち 4 件を除外す

るように勧告していたが、それを逆転しての一括登録の認定であった。以

下では、今回の登録決定までのプロセスを素描し、若干の考察を加えてみ

たい
3

。

　「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群とは、玄界灘に浮かぶ孤島、沖

ノ島を中心とした古代豪族宗像氏による祭祀、後の宗像大社信仰や沖ノ島

信仰に関連する資産群を総称したものである。沖ノ島は地元の漁師たちに

よって古来より「不言様（おいわずさま）」として神聖視され、島で見聞

きしたことは決して口外してはならず、一木一草一石たりとも持ち出して

はならず、また女人禁制であるなど独特な信仰形態が現代まで受け継がれ

ている。

　さて、世界遺産登録活動のはじまりは、いまから 16 年前の 2002 年に

まで遡る。そこで当初オピニオンリーダーとして主導的役割を果たしたの

が、エジプト考古学者・吉村作治であった。同年に開催されたシンポジ

ウムにおける吉村氏の講演が、そのはじまりであったとされる。その背景

には、北九州市に早稲田大学の分館を建てるにあたり、当面の研究テー

マとして沖ノ島に白羽の矢が立ったという事情があったようである（岡，

3　 本節の記述は、本文中で提示する出典に加え、ラホヤファーム代表の花田孝浩氏を対象として 2017 年

9 月 4 日に実施したヒアリング調査の内容に基づいている。

2017：80
4

）。加えて、当時の旧宗像市と旧玄海町が、2003 年に合併を

控えていたという事情も、世界遺産登録活動の始動に深く関わっている。

合併後のまちづくりの方向性として、宗像大社を中心とした地域の歴史的

つながりを世界遺産として結びつけることで一体的なまちづくりをすすめ

るという意図がそこにはあった
5

（同様に、沖ノ島、沖津宮、辺津宮が所在

する旧大島村も 2005 年に現宗像市へ吸収合併された）。また、これらの

動きに呼応して、住民の側でも、当時の旧玄海町観光協会会長であった吉

武邦彦氏を中心とした「玄海未来塾」などの市民団体が世界遺産登録に向

けた普及啓発活動などを開始している。

　その後、2003 年には、市の課長級職員で構成された「沖ノ島世界遺産

登録実行委員会」が結成され、翌 2004 年には民間レベルにおいて、玄海

未来塾のメンバーを中心とした「沖ノ島物語実行委員会」が結成されるな

ど、世界遺産登録活動の実行体制が整備されていった。しかし、この段階

ではいまだ、世界遺産への登録は「雲をつかむような現実離れした話」で

あり（岡 2017：81）、活動が実質化されるのは 2006 年以降である。こ

こでは、文化庁の方針転換が決定的な意味をもっている。世界遺産に登録

されるまでには、事前に日本国内で認定されるユネスコの暫定リストへの

記載が必要である。この暫定リストに関して、2006 年に文化庁は自治体

からの公募方式を導入し、宗像市は急遽提案書の作成に着手したのだった。

この時の公募では、沖ノ島の全国的な知名度不足などのためにリスト掲載

は見送られたが、2 度目の公募によって 2009 年に暫定リストへの記載を

果たしている。

　これを受けて、県知事をトップとした推進会議が発足するなど活動は本

格化していく。本登録までには、顕著な普遍的価値（outstanding univer-

sal value）の立証や、遺産の保全・管理計画の策定など多くの課題が存在

したが、そこでのひとつの大きな壁は地元住民との関係である。当初、古

くから沖ノ島を信仰していた地元住民たちの多くは、沖ノ島の世界遺産登

録には大反対だったのである。「不言様」と言葉に出すことすら憚られる

4　 岡崇（2017）「世界遺産登録活動とその成果」『季刊邪馬台国』第 132 号、pp. 77-89。

5　 朝日新聞「沖ノ島など軸に新市のあり方探る」2003 年 2 月 5 日付朝刊、福岡版。
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土地を世界中に広めてしまう、原則入島禁止の島に観光客が押し寄せるので

はないか、漁業の妨げとなるのではないか、など様々な懸念が当初からなさ

れていた。また、宗像市との合併に対する不満などもあり、住民への周知・

啓発活動は困難を極めたようである（岡，2017：80、86）。一方で、2010

年には市内の 12 のコミュニティ運営協議会など市内の各団体によって構成

された「宗像・沖ノ島世界遺産登録市民の会」が発足し、市民参加型ミュー

ジカル「むなかた三女神記」を主催するなど、住民主体の啓発活動が推進さ

れ、世界遺産登録へ向けた気運の醸成に貢献した（白木，2017：98-99
6

）。

　また、宗像大社自体も、上記と同様の懸念からもともとは世界遺産登録に

対して積極的ではなかった。だが、2012 年に葦津敬之宮司が就任し、「沖

ノ島を保護していくためには、むしろ世界遺産登録された方がいい」と推進

の立場を明確にし、今回の逆転登録の際には各国大使への説明などの場面で

積極的な役割を担ったとされる
7

。

　地元住民の反対は根深いものがあり、登録が決定された現在まで、それが

果たしてどの程度解消されたのかは定かではない。仮に両者の間のわだかま

りが残されたままであれば、今後それが突如として噴出する事態もありうる

が、この点に関してはさらなる実態調査が必要である。兎も角にも、以上の

ようなプロセスを経て、2017 年 5 月のイコモスの勧告、そして同年 7 月の

登録決定へと結実し、宗像市における世界遺産登録活動は一応の終了をみた

のである。

3.  考察

以上のような経過をたどった世界遺産登録活動は、土中＝徳永＝古橋

（2017）が提唱するプロジェクト型決定プロセス（図表 1）として把握する

ことが可能であり、そこでの一連の意思決定は、サイクル型のプロセスとい

うよりは、様々な紆余曲折と試行錯誤の連続というストリーム的な様相（図

表 2）を示している。

6　 白木英敏（2017）「市民が活かす宗像遺産」『季刊邪馬台国』第 132 号、pp. 90-103。

7　 朝日新聞「沖ノ島の価値『次世代へ』」2017 年 7 月 10 日付朝刊、福岡版。

図表 1  プロジェクト型決定プロセス

図表 2   プロジェクト型決定プロセスのストリーム
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まず、2002 年前後の時期が世界遺産への登録というビジョン（目標）

の設定段階にあたる。今回の事例では、ビジョンは統一的主体による合理

的な問題認識・分析から導出されたというよりは、複数のアクターがそれ

ぞれの意図や思惑の下で交錯しあった結果設定されたものであるが、なお

少数集団によるトップダウン的な意思決定であったと評価できる。そして

ビジョンの設定後、具体的な決定フェーズに突入する際には、福津市、文

化庁、ユネスコ（イコモス）、宗像大社、地域住民など多様なアクターが

全体としての意思決定プロセスへ参入していく。宗像市が世界遺産登録に

向けて活動を進める中で、様々な意思決定が平行・重層的になされた。加

えて、そこでは文化庁による暫定リスト見送りやイコモスによる構成資産

4 つの除外勧告などの結果をフィードバックした意思決定のループも観察

された。

本稿では言及できなかったが、15年間にも及ぶ上記の意思決定ストリー

ムの中で、具体的にどのようなミクロな意思決定が積み上げられてきたの

か、そして、人員・予算・時間・地域性といった「制約条件」がどのよう

に意思決定に影響していたのかをつぶさに検討していくことで、より包括

的かつ総合的なまちづくりプロセスの理解が可能になるだろう。また、今

回の事例は、土中・徳永・古橋（2017）のモデルに再検討の余地がある

ことも示唆している。例えば、初期のオピニオンリーダーであった吉村氏

の存在や、文化庁の方針転換、宗像大社の宮司の交代といった「偶然の要

素」が今回の事例では重要な役割を果たしているが、この点を理論的には

どう評価すべきであろうか。理論と実践の相互の往復作業によって、今後

さらなる研究の深化が望まれる。

むすびにかえて

本稿では、「決断」概念を科学的に研究する分析枠組みを構築するため

2 つの角度から試論を展開した。すなわち、第一に決断状況の分類を試み

た。本稿が提案する決断状況の類型は、これまでの多様な学問分野で蓄積

されてきた研究がどのように決断科学に貢献できるかを明瞭にする。例え

ば、答えが複数存在する決断にはオペレーションズ・リサーチの成果が、

答えの有無が明瞭でない決断には哲学／倫理学の成果が、それぞれ応用で

きるものと思われる。第二に、決断に関する理論を事例に適用すること

で、そこから何が示唆されるのか、また実践から理論へどのようにフィー

ドバックがなされるのか、その一端を垣間見てきた。

  とはいえ、現時点でこれらの試みが十分に成功したとは言えない。矢原

（2017）
8

の公刊を好機として、われわれを含む決断科学に関わる全員が、

その更なる発展に向けて寄与していくことが期待されているのである。

8　  矢原徹一（2017）『決断科学のすすめ――持続可能な未来に向けて、どうすれば社会を変えられるか？』

文一総合出版。

田井浩人　たい　ひろと

1991 年兵庫県姫路市生まれ。専門は、行政学、地方自治論。

九州大学大学院法学府博士後期課程 2 年　決断科学大学院プログラム人間モジュール

土持貴志　つちもち　たかし

1990 年岡山県岡山市生まれ。専門は、メタ倫理学、現代英米哲学。
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土中哲秀　はなか　てっしゅう
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キーワード

ヤクシカ、動物園、環境エンリッチメント、害獣駆除、社会問題

1  序論

1.1  野生鳥獣の急激な生息数増加とそれによる獣害問題

　現在、日本各地でニホンジカ Cervus nippon やイノシシ Sus scrofa が急

速に生息数を増加し、その生息域を広げている。これら増えすぎたニホ

ンジカやイノシシが、日本各地で農林業被害だけではなく、生態系や人々

の生活にも深刻な被害をもたらしている。農作物被害総額は 2016 年度に

おいてニホンジカで 60 億円、イノシシで 51 億円にのぼる（農林水産省，

研究ノート

ヤクシカ ZOO プロジェクト始動、
ここまでの成果と今後の課題
〜地域における獣害問題と動物園の動物福祉問題をつなぐ
新たな実践活動

細谷忠嗣

伴和幸

大渕希郷

田川哲

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

大牟田市動物園飼育技師・学芸員　SHAPE-Japan 事務局

フリーランス科学コミュニケーター

元ヤクニク屋商品開発部長

2017
1

）。また、ニホンジカによる森林の林床植生や高山域の草原の草花

が食べ尽くされ、生物多様性の減退が生じるなどの生態系への影響も各地

で確認されている（Takatsuki, 1994
2

；田中ら，2008
3

など）。

　生息域は 1978 年から 2014 年まで間に、ニホンジカで約 2.5 倍イノシ

シで約 1.7 倍に拡大し、現在も拡大していると考えられる（環境省，2015
4

）。

生息数については、2015 年度において北海道の亜種エゾシカ Cervus nip-

pon yesoensis を除く日本国内のニホンジカの制定生息数は約 304 万頭、イ

ノシシは約 94 万頭と推定されている（環境省，2017
5

）。また、ニホンジ

カの今後の生息数は、2013 年度現在の対策を進めたとすると 2023 年に

は生息数が約 359 万頭まで増加すると言う試算が出ており、ニホンジカ

の生息数を減少させていくには 2 倍以上の捕獲を行う必要性が示されて

いる。

1.2  野生鳥獣の生息数管理と捕獲

　野生鳥獣の管理においては、調査等によっていつ、どこに、どのくらい

いるのかといった生息状況を常に把握し、科学的・計画的に対策を講じて

いくことが必要であり、順応的管理（PDCA サイクルなど）を行っていく

必要がある。環境省と農林水産省は、野生鳥獣を適切に管理するために、

個体群管理、被害防除対策、生息環境管理の３本柱からなる計画を立てて

実施している。１つ目の個体群管理においては、生息数や密度、分布など

様々な側面を含めた目標設定を踏まえて、適切な捕獲や地域に応じた狩猟

制限・緩和等により、個体群をコントロールしていく必要がある。環境省

1　 農林水産省（2017）全国の野生鳥獣による農作物被害状況について（平成 27 年度）．http://www.

maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/h_zyokyo2/h27/h27.html（2017 年 12 月 30 日閲覧）

2　 Takatsuki, S. and Gorai, T. (1994) Effects of sika deer on the regeneration of a Fagus crenata forest on 
Kinkazan Island, northern Japan. Ecol. Res., 9: 115-120.
3　 田中由紀・高槻成紀・高柳敦（2008）芦生研究林におけるニホンジカ（Cervus nippon）の採食による

チマキザサ（Sasa palmate）群落の衰退について．森林研究，77: 13-23.
4　 環境省（2015）いま、獲らなければならない理由　ー共に生きるためにー．https://www.env.go.jp/

nature/choju/docs/docs5/imatora_fin.pdf#search=%27 いま、獲らなければならない理由 %27（2017 年

12 月 27 日閲覧）

5　 環境省（2017）統計手法による全国のニホンジカ及びイノシシの個体数推定等について．http://www.

env.go.jp/press/files/jp/106758.pdf（2017 年 12 月 30 日閲覧）
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と農林水産省は 2013 年に策定した「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」におい

て、ニホンジカやイノシシの生息数を 10 年後（2023 年度）までに半減

するという目標を立てており、捕獲を通じた生息数管理を強化している（環

境省・農林水産省，2013
6

）。

1.3  屋久島におけるヤクシカの獣害問題と捕獲

　鹿児島から 60km ほど南の海上に位置する屋久島には、日本初の世界

自然遺産登録地が存在する。1993 年に登録された屋久島の世界自然遺産

は主に、島に広がる広大な森林植生を対象にしたものであり面積 514km2

の屋久島全体の約 2 割を占めている（田村，2006
7

）。屋久島が世界遺産

に登録されたのは島に広がる“特異な生態系”が理由である。しかし、様々

な特異性をもつ屋久島の森林生態系は、ニホンジカの亜種であるヤクシカ

Cervus nippon yakushimae の生息数増加によって現在大きく変容している

（図 1）。鬱蒼としていた林床植生の消失に加え、見た目には分かりにくい
6　 環境省・農林水産省（2013）抜本的な鳥獣捕獲強化対策． https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/

effort9/kyouka.pdf（2017 年 12 月 30 日閲覧）

7　 田村省二（2006）公園計画と自然保護．大澤雅彦・田川日出夫・山極寿一編，世界遺産屋久島―亜熱

帯の自然と生態系―．pp.237-241．朝倉書店，東京．

図 1  屋久島西部林道沿いで目撃されたヤクシカ Cervus nippon yakushimae
撮影者：細谷

種多様性の低下や種の入れ替わりなどが生じている（矢原，2006
8

）。

　ヤクシカは、昭和 40 年代半ばには全島での生息数が 1,500~3,000 頭

程度とされ、絶滅が心配される状況にあった（鹿児島県自然愛護協会，

1981
9

）。しかし近年，日本各地のニホンジカで見られるのと同様に生息

域の拡大や生息数の増加が確認されており、2016 年度の生息密度調査

から生息数は 17,000 〜 28,000 頭と推定された（鹿児島県自然保護課，

2017
10

）。ヤクシカは屋久島の生物多様性に富んだ生態系の重要な構成要

因であるが、その一方で過剰に存在することで他地域と同様にさまざま

な問題を引き起こしている。屋久島においても、農林業や生態系被害へ

の対策としてヤクシカの生息数管理が行われており、2015 年度には年間

5155 頭、2016 年度には 3264 頭の捕獲が行われた（九州森林管理局，

2017
11

）。

1.4  獣害問題に関する環境モジュールの活動

　文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」の大学院 5 年一

貫の教育プログラムである九州大学「持続可能な社会を拓く決断科学大学

院プログラム」の環境モジュールは、獣害問題に対する取り組みへの参画

を活動の柱の１つとして実習を行っている。獣害問題に対する実習活動と

して、九州大学伊都キャンパスにおけるイノシシ対策活動への参画、およ

び屋久島における増えすぎたヤクシカによる下層植生に対する影響の検証

や駆除されたヤクシカの有効利用を考える実習を継続して行っている。実

習ではヤクシカの解体・精肉を行っている「ヤクニク屋」と協働し、くく

り罠によるヤクシカの狩猟方法の指導や駆除個体の解体・精肉の体験など、

実際の現場で体験し、現場で考えていくことを重視している。

8　 矢原徹一（2006）シカの増加と野生植物の絶滅リスク．シカと森の生態学．pp.168-187．文一総合出版，

東京．

9　 鹿児島県自然愛護協会（1981）ヤクシカの生息・分布に関する緊急調査報告書 . 鹿児島県自然愛護協会

調査報告　第 5 集．pp.19-24.

10　 鹿児島県自然保護課（2017）平成 28 年度ヤクシカの生息状況について． http://www.rinya.maff.go.

jp/kyusyu/fukyu/shika/attach/pdf/yakushikaWG15-18.pdf（2017 年 12 月 30 日閲覧）

11　 九州森林管理局（2017）平成 28 年度ヤクシカ捕獲状況（許可捕獲）．http://www.rinya.maff.go.jp/

kyusyu/fukyu/shika/attach/pdf/yakushikaWG15-20.pdf（2017 年 12 月 30 日閲覧）
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1.5  命を無駄にしない駆除個体の有効利用の必要性 

　野生鳥獣の駆除は自然環境を維持し、農林業を発展させて、安心して暮

らせる生活環境を確保するためにやむを得ず鳥獣の命を奪っている。しか

し、同時に動物の命を大切に思い、その命と引き換えに私たちの生活や社

会が成り立っていることに感謝の気持ちを持つ必要がある。奪った命はジ

ビエとして肉を食べたり、革や角を利用した製品を作るなど有効に利用す

ることにより命を無駄にしないことが大切である（環境省，2015）。しか

し、全国の傾向と同じように、屋久島で森林生態系保全や農作物被害対策

等で駆除されている年間 3000 〜 5000 頭のヤクシカのうち利用されてい

る個体は一部に止まっており、特に商品価値の低い当歳の仔鹿や骨などの

利用は限られたものとなっている。 

1.6  動物園の役割

　動物園は家族や友だちと一緒に動物を見て楽しむ「レクリエーション」

の場としてのイメージが強いが、それだけではなく研究や教育の場として

も重要な役割を果たしている。動物園には、「レクリエーション」の他に、「種

の保存」、「教育・環境教育」、「調査・研究」という役割がある（日本動物

園水族館協会，2011
12

）。まず動物園は「種の保存」として、絶滅の危機

にある野生生物を保全するための拠点としての役割を担っており、生息地

の外でも生きて行ける場として現代の箱舟の役割を果たし、次の世代に伝

えていく努力を行なっている。次に「教育・環境教育」として、動物園で

は実際の動物を視覚だけでなく嗅覚や聴覚から感じることができるととも

に、餌や生息環境などの生態についても学ぶことができる。また、各動物

の現状紹介から生物多様性の危機的な現状とそれに対する対策について考

える場としての役割を果たすことができる。そして、「調査・研究」として、

飼育している動物が快適に暮らせるように、そして飼育している動物を増

やしていけるように日々調査・研究を行っている。

12　 日本動物園水族館協会（2011）（公社）日本動物園水族館協会ってなにをするところ？　http://www.

jaza.jp/about.html（2017 年 12 月 31 日閲覧）

1.7  動物園における飼育の現状と問題点

　動物園は上記のように重要な役割を果たしているが、動物園で飼育され

ている動物たちは人に見られることや狭いスペースで飼育されること、野

外の生息環境との違いなどからストレスを感じており、動物たちが快適に

暮らせるように配慮する必要がある。このような動物の飼育環境を豊か

にする取り組みを「環境エンリッチメント」という（Maple and Perdue, 

2013
13

）。

　野生動物の研究や動物園における調査・研究の成果として動物の病気や

動物自体に対する理解が進み、動物たちの寿命が延び、動物園生まれの動

物も増えてきた。しかし、うまく繁殖行動ができなかったり子育てができ

ないなどの「繁殖障害」、正常な体重増加が見られないなどの「発育障害」、

けんかが多いなどといった「社会的問題」、意味もなく行ったりきたりを

繰り返す（常同行動）などといった「異常行動」が残されたままであった。

その原因として、飼育環境の単純さに問題があると考えられ、現在では飼

育環境に様々な工夫を凝らすことにより、動物たちの暮らしを豊かにする

試みである環境エンリッチメントが注目をされている（京都大学霊長類研

究所，2013-2014
14

）。

1.8  大型肉食獣に対する環境エンリッチメントとしての「屠体給餌」

　野生大型肉食獣の採食は、本来は皮をはぎ、骨をかき分けて筋肉にあり

つく。これに対して、日本のほとんどの動物園で飼育されている大型肉食

獣は、すでに加工されたウマなどの筋肉片を直接摂取している。このよう

な日本の現状に対し、近年欧米では肉食獣の採食に関する多様な行動を引

き出すため、屠殺した大型の家畜を精肉せず、ほぼそのままの状態で与え

る「屠体給餌」の手法が、環境エンリッチメントとして効果を上げている

13　 Maple, T. L. & Perdue, B. M. (2013). “Environmental Enrichment”. Zoo Animal Welfare. Animal Wel-
fare. 14. pp. 95-117. Springer, Berlin Heidelberg.
14　 京都大学霊長類研究所（2013-2014）エンリッチメントって何だろう？ http://www.saga-jp.org/en-

richment/ja/about.html（2017 年 12 月 31 日閲覧）
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（McPhee, 2002
15

）。しかし、日本国内においては肉の流通上の問題から、

大型の屠体の入手が非常に困難であり、このような取り組みはほとんど行

われていないのが実態である。

　大牟田市動物園はこれまでにも飼育動物に対して様々な環境エンリッチ

メントを行っており、「みんなでエンリッチメント！！〜実践・継続・発

展・発信〜」により市民 ZOO ネットワークから「エンリッチメント大賞

2016」の大賞を受賞するなど、積極的に環境エンリッチメントを推進し

ている動物園である（市民 ZOO ネットワーク，2016
16

）。大牟田市動物園

では新たに「屠体給餌」を通じた大型肉食獣に対する環境エンリッチメン

トを行うとともに、来園者に対する野性味あふれる魅力的な展示を検討し

ていた。

15　 McPhee, M.E. 2002. Intact carcasses as enrichment for large felids: effects on on - and off- exhibit 
behaviors. Zoo Biology, 21: 37-47.
16　 市民 ZOO ネットワーク（2016）「エンリッチメント大賞 2016」― エンリッチメントに「まるごと」

取り組む ―．http://www.zoo-net.org/enrichment/award/2016/（2017 年 12 月 27 日閲覧）

図 2  ヤクシカ ZOO プロジェクトのロゴ

1.9  獣害問題と環境エンリッチメントをつなぐ

　このような現状の中、著者らは動物園における動物福祉の課題と地域の

獣害問題のそれぞれに関わるステークホルダーを科学コミュニケーション

の手法を用いてつなげることにより、課題解決を模索し始めた。2017 年

の夏季に大牟田市動物園、九州大学持続可能な社会のための決断科学セン

ター、ヤクニク屋、科学コミュニケーターの 4 組織・個人で協同プロジェ

クト「ヤクシカ ZOO プロジェクト」を立ち上げ（図 2）、動物園における

害獣駆除されたヤクシカの利用を考える多角的なアプローチを模索し始め

た（図 3）。本報告では、ヤクシカ ZOO プロジェクトのこれまでの活動の

うち、九州大学持続可能な社会のための決断科学センターの環境モジュー

ルとして視察・実習を行った時（2017 年 8 月 15 日と 9 月 20 日）の屠

体給餌の試行結果について報告する。

2  材料と方法

2.1  屠体給餌の対象個体

　屠体給餌を行った大型肉食獣は以下の 2 種 2 個体である。年齢は 2017

年 11 月 1 日時点のものである。

　ライオン：♂ 5 歳、飼育下生まれ、体重約 150kg。名前：あさひ。

　トラ（ホワイトタイガー）：♀ 16 歳飼育下生まれ、体重約 90kg。名前：

ホワイティー。

図 3  ヤクシカ ZOO プロジェクトのメンバーの役割と目的。
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2.2  ヤクシカの屠体

　商品価値の低い当歳の子鹿で体重は 7 〜 8 kg の個体を用いた（図 4）。

処理はヤクニク屋の解体処理施設にて食肉用と同じマニュアルに従って実

施した。血抜き後に、感染症のリスクの高い頭部と内臓を除去し、5 日以

上の冷凍処理を行った。これはダニなどの寄生虫を除去（死滅）するため

の処理である。動物園で冷凍状態にて受け取り後、冷蔵庫で緩慢解凍して

与えた。

2.3  実施時期

　2017 年 8 月 15 日にライオン♂とトラ♀に屠体給餌を行った。両個体

とも、初の屠体給餌である。次に、2017 年 9 月 20 日にライオン♂に 2

回目の屠体給餌を行った。

図 4  ヤクシカの屠体（2017 年 9 月 20 日、撮影者：細谷）

2.4  方法

　対象個体を一度バックヤードの飼育スペースに移した後、ヤクシカの屠

体を来園者が動物をみる展示飼育スペースに置いた。その後、対象個体を

展示飼育スペースに戻して、対象個体の反応を観察した。

　また、屠体給餌の際は事前に見学する来園者に対して環境エンリッチメ

ントとして行う屠体給餌に関する趣旨説明をしてから実施した。また、給

餌中も可能な限り解説を行った。

3  結果

3.1  対象個体の反応

　屠体給餌の結果、ライオン♂は 2 回とも完全に摂餌し、トラ♀もほぼ

完全に摂餌した。ライオン♂は１回目（8 月 15 日）の給餌では、屠体給

餌されたヤクシカをすぐに咥えたが摂食をすぐにはせず、しばらくは咥え

たまま展示飼育スペース内をうろうろと歩き回ったり、放り投げてみたり、

飛びかかって見たりしていた（図 5）。90 分後に摂餌を開始し、骨も砕き

図 5   ♂ライオンがヤクシカの屠体を咥えて運搬（2017 年 9 月 20 日）

撮影者：細谷
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ながら摂餌していることが観察された。約 120 分経過時点で半分程度を

食べて、満足そうにグルーミングを行なっていた（図 6）。最終的に完食

するまでには 210 分以上を費やした。しかし、2 回目（9 月 20 日）には

8 分後に摂餌を開始し、210 分後には完食した。摂餌後、展示飼育スペー

スを確認したところ、肉だけでなく骨や皮も全て食べ尽くしていた。また、

咥えて運ぶ、前肢で押さえて引きちぎる、放り投げる、飛び掛かるといっ

た観察された行動は、普段の給餌時にはほとんど観察されないものである。

　トラ♀は１回目（8 月 15 日）の給餌では、屠体給餌されたヤクシカを

すぐに咥えたが摂食をすぐにはせず、しばらくは咥えたまま展示飼育ス

ペース内をうろうろと歩き回ったり、水場に入れたりしていた（図 7）。

約 40 分後から、肉が露出している頸部から舌で舐めてこそぎ落とすよう

に食べ始め、その後に場所を肛門周辺部に移して同様の食べ方で食べ進ん

でいた（図 8）。しかし、210 分後までに一部分だけ食べてかなりの部分

が残っていた。翌日の朝までに一部の皮や骨が残っていたもののかなりの

部分を摂餌していた。こちらの咥えて運ぶといった行動も、普段の給餌時

にはほとんど観察されないものである。

図 6   ヤクシカの屠体の摂食後における♂ライオンのグルーミング（2017 年 8 月 15 日）

撮影者：細谷

3.2  来園者の反応

　屠体給餌について給餌の前に趣旨説明を行い、給餌中にも可能な限り解

説を行った。来園者からはネガティブな発話はほとんどなく、ポジティブ

な発話が多く聴かれた。親が子供に屠体給餌について説明する姿も見られ

た。また、同じ来園者が長時間（30 分以上）観察したり、時間をおいて度々

観察したりする様子も見られた。

4  考察

4.1  屠体給餌

　屠体給餌によって、3 例ともに明確な採食時間の延長が見られた。また、

餌を咥えて運ぶ、前肢で押さえて引きちぎる、放り投げる、飛び掛かると

いった普段の給餌ではほとんど見られない行動が見られ、採食様式の多様

化や変化が確認された。これらのことから、大型肉食獣に対するヤクシカ

の屠体給餌はエンリッチメントとしての効果が高いと思われる。

　また、給餌後の便の状態は良好であり、肉や骨がほぼ完全に消化され、

野生下のように毛が多量に含まれていた。難消化物を適度に含むことで整

図 7   ♀トラがヤクシカの屠体を咥えて運搬（2017 年 8 月 15 日）

撮影者：細谷
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腸作用も期待できる。

4.2  来園者の反応

　来園者の反応は、概ね屠体給餌を理解したポジティブなものであった。

今回用いた屠体がすでに頭部や内臓を除去し、血抜きがされていたため、

血液が飛び散ったり、内臓が散乱することがなかった。これにより、来園

者が心理的に感じてしまう、残酷さや嫌悪感を軽減していた可能性がある。

屠体給餌において頭部や内臓を除去することは、感染症のリスクを下げる

だけではなく、見学者の心理的な負担を軽減する効果も期待できそうであ

る。

5  今後

　ヤクシカ ZOO プロジェクトは、動物園における動物福祉の課題と地域

の獣害問題をつなげて両者の課題解決を進めることを目的としている。今

後大牟田市動物園以外の動物園での屠体給餌の普及を進めていくことを目

指している。その際には、屠体給餌に用いる個体をヤクシカに限らず、そ

図 8   ♀トラによるヤクシカの屠体の摂食（2017 年 8 月 15 日）

撮影者：細谷

の地域で駆除された個体の利用を推進していきたいと考えている。

　しかし、今後、野生獣の駆除個体を動物園における屠体給餌を普及して

いく際の課題は多数残されており、以下の課題について検討を進めている。

1）重症熱性血小板減少症候群（SFTS）や E 型肝炎などの飼育大型肉食獣

に対するリスク評価と対策に関する病理学的なアプローチ

2）飼育大型肉食獣の行動全般に与える影響を応用動物行動学的アプロー

チから評価

3）解体処理場および動物園双方の屠体給餌の実施マニュアルの作成

4）屠体給餌が来園者に与える心的影響を客観的に評価

5）害獣駆除についての理解を促すイベント化

6）この問題に関わる人々からステークホルダーを見出し、科学コミュニ

ケーションの手法を用いて合意形成を図る

7）活動を通じて、社会における動物園の価値と位置を見直す（図 9）

　ヤクシカ ZOO プロジェクトでは、プロジェクトの趣旨に賛同いただけ

る参加メンバーを募集しています。特に、病理学的な面からの助言をいた

だけると幸いです。

図 9   科学コミュニケーションでつなぐヤクシカ ZOO プロジェクトのステークホルダーたち。
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　2017 年 6 月 13 日（火曜日）、突然研究室の電話が鳴り止まなくなった。

そこからの 2 ヶ月間、まさにヒアリパニックともいえる騒動に巻き込ま

れた。その顛末をここにまとめてみたい。

　まずはヒアリとはなんだ？　というところを簡単にまとめてみたい。

　このアリはアルゼンチン、ブラジル、パラグアイの 3 カ国が国境を接

する地域が原産だ。ここを流れるパラナ川という大河周辺に多く生息して

いる。学名は Solenopsis invicta という。Solonopsis は「管状の」、invicta

は「征服されざるもの」という意味だ。

　写真 1 にヒアリの写真を載せた。体長は 2.5 mm – 6.0 mm。頭部と胸

部がやや赤みがかり腹部は黒い。形態的には日本にいる普通種のアリたち

とそれほど大きな違いはない（東ら，2008
1

）。

　大きな特徴はソレノプシンという毒を持つことだ。ソレノプシンはアル

カロイド毒で細胞膜の破壊、神経伝達経路の阻害を引き起こす。また、ご

くわずかだが Sol 1-4 という 4 種類のタンパク毒も持っている。この毒を

腹部末端にある毒針から敵や食料となる動物に注入し、動きを止め防御や

1　  東正剛、緒方一夫、Sanford Porter (2008) 「ヒアリの生物学」海游舎。

研究ノート

ヒアリパニック顛末記

村上貴弘 九州大学持続可能な社会のための決断科学センター
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採餌を行う（村上，2017a
2

）。

　1930 年代にアメリカ合衆国にアルゼンチンのブエノスアイレスから貨

物に紛れて持ち込まれて以降、2001 年にニュージーランドとオーストラ

リア、2004 年に台湾、2005 年に中国南部に侵入している。アメリカで

は年間 5000-6000 億円の経済被害と少なくとも 50-100 名程度の死者が

出ている。オーストラリアではこの 15 年間で 275 億円、台湾は年間 2

億円の対策費用を税金から拠出しているが根絶には至っていない。なんと

も「厄介な」アリである（村上，2017b
3

）。

　僕とヒアリの出会いは 1999 年、18 年前に遡る。当時学振の海外特別

研究員としてテキサス大に所属していた僕は、テキサス中に生息していた

ヒアリにずっと悩まされていたのだ。1910 年に書かれた名著「Ants」（W. 

2　  村上貴弘（2017a）ヒアリの毒　現代化学　558: 44-45.

3　  村上貴弘（2017b）ヒアリの生態　昆虫と自然　52(11): 27-29.

写真１  ヒアリ（Solenopsis invicta Buren）の働きアリ。腹柄節が 2 つ、触角の先端

2 節が太い、前伸腹節末端がなだらか、頭部と胸部が赤みがかり、腹部が黒いといっ

た特徴がある。

M. Wheeler 著）の中に非常に希少な菌食アリがテキサス州オースティン

周辺に生息していると記載されていたのだが、そこがことごとくヒアリに

独占されていてほぼ見つけられない状態になっていたのだ。

　その際に、ヒアリに 10 回ほど刺され「やばい、これ場合によっては死

ぬんだった」と思ったものの、膿疱ができて終了だったため、「なんだ大

したことないな」という印象だった。しかしながら、オースティン市内に

はいたるところに「fire ant control!」の看板があり、駆除会社だらけだっ

た。公園や庭先でヒアリ駆除のための作業が行われているのも日常茶飯事

だったし、これはかなり厄介なアリだ、ということも認識できた。

　2003 年に帰国後、北大の東正剛教授と協働でヒアリ研究に関し意見交

換をし、東氏は 2005 年から科研費を取得、僕は 2008 年から調査に参加。

台湾、フロリダ・テキサス、ベネズエラ、アルゼンチンでヒアリの調査を

行った。その際に、合計 60 回以上刺され、台湾で 2 回、アルゼンチンで

1 回、軽めのアナフィラキシーショック症状が出ており、どんどん免疫反

応が過剰になってきている。次は気をつけなくてはならない（写真 2）。

写真２   台湾で 2009 年 8 月にヒアリに刺された痕。刺されて 30 分後の様子。この後、動悸、めまい、

悪寒、手のふるえ、ピント調節障害が出た。
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　さて、そんな状況の中、2017 年 6 月 13 日を迎えた。ヒアリがついに

日本に上陸し、日本中がパニック状態に陥ってしまった。これまで、学会

発表や本の出版、エッセイなどで注意喚起をしてきたはずなのに、日本の

人々にヒアリについての基礎知識はまったく浸透していなかったからだ。

　そのあとの取材攻勢は、僕の予想を遙かに超えたものとなった。

　ヒアリ関連の取材を受けた媒体は、テレビ、ラジオ、新聞、インターネッ

トである。本数は正確に集計していないが、最初の 1 週間で約 30 件、そ

こからさらに取材攻勢が 8 月中旬まで続いたので、単純計算で 300 件近

い取材を受けたことになる。

　その中で最も時間をかけて、正確な情報が流せたのが「ニコニコ生放送」

であった。台湾からの生放送を 36 時間連続で放映するという地上波放送

では不可能なことができた。36 万人の視聴者があり、さまざまな疑問に

対して即応的に対応でき、台湾の研究者の英語でのレクチャーを流したり、

ヒアリの巣を野外で観察したり（写真３）、室内で固定カメラにより長時

間観察したり、とかなりの可能性を感じた放送であった。

写真 3   台湾で 2017 年 8 月にヒアリに刺された痕。刺されて 10 時間後の様子。刺されて 30 分後

に、喘鳴（喘息はもっていない）、呼吸のしにくさを感じた。

　次に丁寧な対応が、ラジオ番組であった。7 件のラジオ番組に対応した

が、すべてきちんとした台本が用意され、取材も丁寧で落ち着いて話すこ

とができた。

　インターネットではほぼ日刊イトイ新聞での記事がきちんと発信できた

と思われる。Abema TV でもネット配信された。こちらも刺された経験者

を 3 名集めて、かつアメリカ生まれのパトリック・ハーラン氏（パックン）

が司会者であったため、冷静な議論ができたと思っている。

　問題は、新聞、週刊誌、テレビの 3 つの媒体だ。この 3 つの媒体に共

通した特徴は、（１）行政の発表を基本的には信じない、（２）センセーショ

ナルなタイトル・内容を書き立て、その火消しに専門家を使う、（３）言いっ

放しで責任を取らない、の 3 点だ。とくに（１）と（２）は非常に厄介

な特質で、これは視聴者のニーズにも合致しているのかもしれないが、地

道な作業をするための妨げになることが多かった。

　実際の駆除作業に関わる論考は、別の論文でまとめているので、そちら

を参照して頂きたい（Murakami, 2018
4

）。

　今回、これほどまでに多くの報道がなされることによって、2017 年 6

月上旬まではヒアリの知識がゼロだった日本国民のほぼ 100% にヒアリ

という外来種の存在を知らしめた、という意味ではマスメディアの力を実

感している。その点からいっても、国費で研究をしている研究者としては

ボランタリーに取材協力することに異議は差し挟まない。しかしながら、

それと表裏一体の問題点も上述したように生じた。そのことも引き受けな

がら、今後もメディア対応およびヒアリの実際の駆除作業をしていきたい

と考えている。

4　  Murakami Takahiro (2018) Three case studies for control of invasive alien ant species, fire ant (Solen-
opsis invicta, Formicidae) in Japan. Decision Science Journal 4: in press.
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ABSTRACT

    The implementation of Sustainable Development Goals, emphasizes 

the importance of increased stakeholder involvement. It highlights a new 

role for science – a role to identify problems and provide understanding, 

and contribute to answers and comprehensive solutions to pressing en-

vironmental challenges. Meeting this requirement, the 7th International 

Conference on Sustainability Science (ICSS) focused on new knowledge 

generation and integration to support the implementation of the Sustain-

able Development Goals (SDGs) and how this knowledge is implemented 

by society.  The 7th ICSS was held in Stockholm, organized by the Univer-

sity of Tokyo Integrated Research System for Sustainability Science, Future 

Earth, and Stockholm Resilience Centre in 2017. It produced showcases 
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and maps the sustainability science of the Future Earth community. Future 

Earth support politicians charged with implementing the SDGs by giving 

them a navigation tool for using the relevant sustainability science.

INTRODUCTION

    The United Nations 17 Sustainable Development Goals (SDGs) are a 

universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that 

all people enjoy peace and prosperity*1. The goals are interconnected and 

the key to success on one will involve tackling issues more commonly 

associated with another. Enabling the SDGs requires an interdisciplinary 

research to bring together natural and social sciences, as well as the hu-

manities, engineering and law. This the target of Future Earth, an inter-

national research program launched at the United Nations Conference on 

Sustainable Development and the Planet Under Pressure conference in 

2012 and comprising of thousands of scientists and innovators who design 

and produce research together with stakeholders from outside the scien-

tific community. Future Earth consists five Global Hubs (Canada, France, 

Japan, Sweden, and the United States), and three Regional Centers (Asia, 

Middle East, and North Africa). These hubs coordinate the international 

efforts on topics from the air to the oceans and biodiversity to sustainable 

cities, organized workshops, and support conferences such as Internation-

al Conference on Sustainability Science (ICSS).  

    This paper reports on the interdisciplinary and transdisciplinary presen-

tations and discussion from the International Conferences on Sustainabili-

ty Science (ICSS) held in Stockholm, Sweden, on August 24-26 2017 in the 

context of knowledge dissemination. The purpose of ICSS is to integrate 

and cooperate among diverse academic fields and across geographic and 

national borders with a particular focus on sustainability science. The 
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theme of ICSS 2017 was new knowledge generation and integration, chal-

lenges and solutions from local to global to support the Sustainable Devel-

opment Goals. The conference was organized by Future Earth, the Stock-

holm Resilience Centre, and the University of Tokyo Integrated Research 

System for Sustainability Science and was attended by 258 participants 

from 38 nations. The conference was organized into two types of sessions:  

SDG Labs and Future Earth Knowledge Action Networks.

The SDG Labs

    The purpose of the SDG Labs is to generate prototype solutions to com-

plex problems, to encourage innovative ways to overcome lock-ins, and 

plant seeds of change with potential for transformative impact. “Prototype 

solutions” means innovations that can fundamentally change the systems 

that created the problem in the first place. The SDG Innovation Labs apply 

multi-stakeholder processes to catalyze transformation in institutions, sys-

tems and sectors of society, such as the global food system, international 

governance, inequality and poverty, or ecosystem services.

    SDG Labs are based on the social innovation lab concept developed by 

Westley and colleagues at the University of Waterloo for the Rockefeller 

Foundation, and take influence from earlier lab concepts (Westley et al. 

2012*2). Social Innovation Labs have been used around the world to cata-

lyze change. Future Earth has further evolved the concept with the Stock-

holm Resilience Centre, and together funded 21 SDG Labs as part of the 

2017 International Conference on Sustainability Science. There are many 

examples of proactive Labs: in Malaysia, a Lab fostered community in-

volvement in a water management, called Water Warriors, using a concept 

called “heartware”; in Nigeria, a Lab engaged jobless youths in climate 

mitigation; in Norway, there are Urban Eco Labs; in Madrid, there is a Lab 

for ‘Collaborative Thinking for a Greener City; and in Lund, a Lab for Sus-

tainable Beer Production. 

Knowledge-Action Networks (KANs)

    Knowledge-Action Networks (KANs) are structures for Future Earth 

approaches to research and related activities that respond to societal chal-

lenges. KANs build on the broad range and diverse specialist expertise 

represented in the large community of researchers and practitioners with-

in the Future Earth structure, as well as endorsed and associated organi-

zations, projects and individuals that want to join the Future Earth Open 

Network (Shrivastava et al. 2016*3). The objectives of KANs are to:

・ Identify and respond to society’s needs for scientific knowledge to 

   successfully undertake the transformation to sustainability

・ Generate integrated knowledge that is relevant to decision-makers

・ Develop and cultivate research that is solution-driven, inter- and 

   transdisciplinary

・ Add value to research that is or has been carried out already

    The main method of KANs is to facilitate high-quality actionable scien-

tific knowledge through the integration of research and the involvement of 

societal partners, following the engagement guidelines of Future Earth. 

    The Future Earth committee is developing and launching KANs on 

more than 10 topics including Water-Energy-Food Nexus, Ocean, Sustain-

able Development Goals, Urban, Health, Transformations, Finance & Eco-

nomics, Emergent Risks, and Decarbonisation.
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New Approaches to Knowledge Generation 

SDG Knowledge Action Network (SDG KAN)

    The purpose of SDG Knowledge Actions Network (SDG KAN) is to 

bring together scientific knowledge and the processes of the Future Earth 

community to implement and achieve the SDGs. It is based on method-

ological thinking and applies integrated, system-based, solution-oriented 

and multi-scale (local to global) approaches. Future Earth aims to enhance 

the contribution of research in helping to achieve the SDGs through: 

・Connecting the international research community to the SDG policy 

   interface; 

・Identifying and solving cross-cutting and cross-scale SDG delivery 

   challenges, addressing institutional problems and systemic constraints; 

・Synthesizing and proposing pathways based on existing research; 

・Mobilizing an interdisciplinary scientific group to derive data and 

   information to support the SDGs;

・Identifying critical research and funding streams for the SDGs and 

   stimulate projects in these fields. 

    Towards this end, SDG KAN is undertaking collaboration with Interna-

tional Institute for Applied Systems Analysis on The World in 2050 with 

the aim to provide tools that can help craft local, national and international 

policy. 

The SDG Interactions Framework

    The SDG Interaction Framework accommodates reversibility, direc-

tionality, strength and uncertainty. The framework is designed to support 

policy-makers and policy analysts with implementing SDGs 2030 agenda 

to transform the world by tackling multiple societal challenges and ensure 

wellbeing, economic prosperity, and environmental protection. Managing 

the interactions between 17 SDG goals and 169 targets, to exploit syner-

gies and minimize trade-offs will be crucial to success. David Griggs, of 

Monash University, Australia highlights that while the UN Secretary Gen-

eral described the SDGs as “an indivisible whole”, the problem lies in the 

fact that everything from government departments to university faculties 

and international organizations operate in silos. Early studies undertaken 

with International Council for Science demonstrate that if countries ignore 

the overlaps and simply start trying to tick off targets one by one, they 

risk perverse outcomes. The SDG Interaction Framework overcomes this 

challenge by using a scoring system was devised utilizing a simple 7-point 

scale of the influence of one goal or target to another. Ranging from +3 as 

indivisible to -3 as cancelling, this framework provides a scoring for both 

synergies and trade-offs amongst goals and targets. Taking this into ac-

count, it is important to note that there are other dependencies that have 

to be taken into consideration when undertaking the scoring (Nilsson et al. 

2016*4). 

Urban Tinkering- with rural links

    Cities are experiencing effects driven by climate change, and the ex-

tent to which cities will need to cope with these challenges will continue 

to increase. Innovative integration of gray, green and blue infrastructure 

can provide strategies to deal with growing urban vulnerabilities. Jacob 

(1977) pointed out that how evolution is proceeding distinctly differently 

from a process that is de novo designed and engineered*5. He labeled this 

evolutionary process, tinkering, being primarily based on modifying and 

molding existing traits and occasionally resulting in totally shifting func-
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tions when conditions changed. This contrasts greatly to a designed and 

engineered process, which starts with tailor-made material and tools and 

always with a specific function in mind. Urban tinkering as an approach, 

have the potential for moving beyond conventional urban engineering 

by replacing predictability, linearity and design for one function, with 

anticipation of uncertainty and non-linearity and design for a potential 

of shifting and multiple functions. Ellika Hermansson Török, SwedBio, 

Stockholm Resilience Centre stressed the concept of Urban tinkering could 

be very useful in addressing many of the urban challenges ahead. For ex-

ample, transformative changes in urban infrastructure generate multiple 

benefits including improving health conditions in urban areas.

Challenges and solutions from local to global scales 

Health KAN and sustainable food systems

    Health KAN Development Teams have the potential to combine global 

population growth, food consumption growth, and changing dietary hab-

its and investigate the immense challenge for the global food systems to 

meet the increasing demand for food and equitably healthy diets for the 

decades to come (Godfray et al. 2010*6). A crucial question is how this can 

be achieved without undermining the Earth’s resources and crossing plan-

etary boundaries beyond which the future prospects for humanity may 

be threatened (Steffen et al. 2015*7). Andy Haines of London School of Hy-

giene & Tropical Medicine, UK views the challenges to and opportunities 

for the development of healthy and sustainable food systems from differ-

ent angles. The emergence of new food, innovations and technologies and 

sustainable and healthy diets can take reference from India as an exemplar 

and food wastage and food conscious consumer behavior from Japan.

Transformation KAN, Global Transformations-Local struggles

    The successful implementation of the SDGs must bridge global target 

setting and monitoring with local and regional processes that are often 

highly contested. Very important are efforts to transform the global dis-

tribution of resources and their social and ecological impacts. At the same 

time, ecological and social conditions at local scale must be taken seriously 

to achieve a successful implementation.  Meanwhile, in many parts of the 

world networks of scholars and praxis partners exist that address these 

challenges from a local or regional perspective. Waddell, Networking Ac-

tion (USA) and Ruhweza, conservational International (Kenya) suggested 

transdisciplinarity research and co-production of knowledge as the effec-

tive approach for sustainability transformations at global scale.

Future Earth complementary activities

    Future Earth is realizing the theme of new knowledge generation and 

integration, challenges and solutions from local to global to support the 

SDGs through international projects. Two examples are given below.

Integrating Nature for Urban Sustainability, Montreal 

    The “Integrating Nature for Urban Sustainability” project in Montreal 

integrates biodiversity and natural ecosystems in urban design and plan-

ning and provides a example for cities around the world to mimic and can 

meet global targets for sustainability and human well-being. Deployed 

by a partnership between Future Earth Convention on Biological Diver-

sity, Stockholm Resilience Centre, SwedBio and the Nature Conservancy, 
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International Council for Local Environmental Initiatives the first phase 

of an ambitious interdisciplinary project has been launched. The purpose 

is combine urban design and planning efforts with biodiversity. This is 

critical as natural ecosystems, often neglected by urban planners, play an 

integral role in human wellbeing and contribute greatly to the sustain-

ability of cities. Rapid urban expansion poses risks to exceptional and 

unique biodiversity in many cities. It is estimated that by 2050, 70% of the 

world’s population will live in urban areas and will rely on biodiversity 

and healthy ecosystems for many basic services.  Forecasts suggest that 

more than two-thirds of all species threatened by urban expansion will be 

in countries with low levels of political stability or regulatory quality. Sci-

entists are uncertain about how the loss of biodiversity will affect society 

in those regions. 

Science communication and Living Labs network, Finland

    Knowledge Actions Networks provide a perfect opportunity for scien-

tists to become visible in society and influence societal development by 

ensuring scientific excellence of research questions. It allows researchers to 

bring to the SDG discussion wider perspectives, different time scales, and 

information about the background and interconnectivity of problems. This 

is evident by the Finnish Living Lab network for global change research. 

Using co-designed strategies, Living Labs redefined understanding of 

global change issues as phenomenon. Facilitate networking events, devel-

op mutual understanding of stakeholder & researcher needs and view-

points of the phenomenon. Consult pilot projects, consortium-building for 

specific funding calls and practical testing and improving of co-design and 

co-production. In these activities there is a strong focus on science com-

munication and expectation for researchers to frame, contextualizing and 

analyzing events in nature and in society.

CONCLUSIONS

    The ICSS 2017 conference “Sustainability and the SDGs – new approach-

es to knowledge generation challenges and solutions from local to global 

scales” brought together various stakeholders to address the challenges 

for implementing the SDGs. The conference goal was to analyze mecha-

nisms for new knowledge generation and integration to support the Agen-

da 2030. The implementation of this agenda, particularly the Sustainable 

Development Goals, emphasizes the importance of increased stakeholder 

involvement. It also highlights a new role for science – a role that is not 

only to identify problems and provide understanding, but also to contrib-

ute to answers and comprehensive solutions to pressing environmental 

challenges. The process of generating integrated knowledge, often referred 

to as co-production of knowledge, is challenging since knowledge is gen-

erated through a combination of scientific perspectives with other relevant 

perspectives and lessons learned from real-world practices, including 

policy-making, administration, business and community life. Further, inte-

grated knowledge generation has to include multiple scales, from local to 

global. For example it is important to identify how local solutions are im-

pacted by drivers at regional and global scales and how multiple solutions 

at local scales may feedback to regional and global patterns and drivers.

__________________________________________________________________

FOOTNOTE
*1 http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html

*2 Westley F, Goebey S, and Robinson, K (2012) Change Lab/Design Lab for Social Innovation. Waterloo 

Institute of Social Innovation and Resilience. 

http://sigeneration.ca/documents/Paper_FINAL_LabforSocialInnovation.pdf

*3 Shrivastava P, Raivio K, Kasuga F, Tewksbury J, Haines A, Daszak P (2016)



82 83

Future Earth Health Knowledge-Action Network. PHR 37: 25.

 https://doi.org/10.1186/s40985-016-0039-y.

*4 Nilsson M, Griggs D, Visbeck M (2016) Map the interactions between sustainable development goals. 

Nature 534: 320-322

*5 Jacob F (1977) Evolution and Tinkering Science 196: 1161–1166.

*6 Godfray HCJ, Beddington JR, Crute IR, Haddad L, Lawrence D, Muir JF, Pretty J, Robinson S, Thomas 

SM, Toulmin C (2010) Food security: the challenge of feeding 9 billion people. Science 327: 812-818. https://

doi.org/10.1126/science.1185383

*7 Steffen W, Richardson K, Rockström J, Cornell SE, Fetzer I, Bennett EM, Biggs R, Carpenter SR, de Vries 
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１．はじめに

災害に強いレジリエンス（回復力）のある社会システムやコミュニティ

を築くにはインフラの整備に加え、それを運用する仕組みが必要となる。

災害モジュールでは Future Earth 研究として、小水力発電を核とした遠

隔地域におけるコミュニティづくりを追求する調査を展開している。これ

に付随する形で、これまで災害モジュールでは、災害頻発地域であるイン

ドネシアのジャワ島をフィールドに「持続可能な社会を拓く決断科学大学

院プログラム」における学生実習を行ってきた。

当実習では年ごとの追跡調査を可能にするため、2016 年度からフィー

ルドを西ジャワ州の Ciptagelar（チプタゲラ）村に固定して実習を行って

いる。チプタゲラ村は山岳地帯に位置し、インドネシア国営電力会社（Ｐ

ＬＮ）の電力が供給されない、遠隔地域の農村である。チプタゲラ村の住

活動報告

チプタゲラの小水力発電について
〜災害モジュール学生実習報告

井手淳一郎 ¹*　佐藤辰郎 ¹　御田成顕 ¹　布施健吾 ¹

中村龍志 ²　劉玉倩 ³　Brian A. Omondi⁴

1 九州大学　持続可能な社会のための決断科学センター
2 九州大学大学院工学府　都市環境システム工学専攻　修士課程
3 九州大学大学院芸術工学府　環境遺産デザインコース環境工学専攻　修士課程
4 九州大学大学院工学府　エネルギー量子工学専攻　博士後期課程
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民は “ 母なる大地 ” として自然を崇拝し、稲作中心の伝統的な生活を堅持

している。一方で、彼らは「対の思想」*1 という独自の観点をもち、小

水力発電によって電気を自給し、徐々に現代の技術を取り入れた生活を行

うようになっている。村の自治には王様（後述）の存在が大きく影響し、

また、村の小水力発電の事業主も王様である。このような独特の文化と生

活様式が非常に興味深く感じ、チプタゲラ村のコミュニティがどういう形

で小水力発電を運営し、生活を豊かにし、また、災害に対応しているのか

を検討する調査を学生とともに実施することにした。

本報では 2017 年度の災害モジュールのインドネシア実習について報

告する。まず、チプタゲラ村の概況と自然環境について解説し、続いて災

害モジュールが実施しているチプタゲラ村における小水力発電プロジェク

トを紹介する。最後に、2017 年度の学生実習で実施した聞き取り調査の

内容について簡単に解説する。（井手淳一郎）

２．チプタゲラ村の概況

チプタゲラ村はジャワ島西部の山岳地帯、標高約 1,000m に位置し、

行政上は西ジャワ州スカブミ県チソロック郡シルナレスミ村の集落の一つ

である（図 1）。

図 1　チプタゲラ村の概観

撮影者：御田成顕

チプタゲラは、Kasepuhan（カセプハン）と呼ばれる慣習グループの

伝統が現在まで色濃く残っており、カセプハンの王様である Abah（アバ：

“ 父 ” を意味する）が居住している。カセプハンが及ぶ範囲は、チプタゲ

ラの位置するスカブミ県、ボゴール県（西ジャワ州）、およびレバック県（バ

ンテン州）にまたがる 10 万 3 千 ha に及び、4 万人がカセプハンに属し、

チプタゲラ村には 125 世帯 350 人が居住する。

カセプハンの歴史を簡単に振り返ると、その発祥は 1368 年までさか

のぼり、アバは男子世襲制で代々続いている。アバの居住地はしばしば移

転し、チプタゲラ村に居を構えたのは 2001 年からである。それ以前、チ

プタゲラから南へ約 10km のチプタラサ集落にアバは居住しており、先

代のアバの判断により現在の地へ「遷都」した経緯がある。アバは慣習を

司るだけではなく、住民の相談事を受け祈祷を行ったり、小水力発電の修

繕や電気代の管理を行ったりしている。私たちの訪問時、王様への謁見の

際に住民と王様のやり取りを見る機会があった。住民は鶏を抱いており、

その鶏に関連する相談事の様であった。王様はその鶏を受け取り、自分の

腰回りをぐるっと 1 周させた後、鶏に何かを語りかけるという独特の祈

祷を行っていた。また、実習中はアバの誕生日と重なり、そのパーティー

に参加させてもらうことができた。パーティーには多くの住民が参加し、

巨大なケーキが出てくるなど盛大なものであり、住民が王様を強く慕って

いる様子が伺えた。

カセプハンの慣習の特徴は、コメを命と同等に扱う点が挙げられる。

カセプハンの大きな祭事は 5 つあり、そのうち 4 つがコメ栽培に関連す

るものであることからも、コメ栽培が最も重要な生業であることが見て取

れる。まず、①田植え（Ngaseuk）、②収穫前（Mipit）、③新米の味見を

する新嘗（Nganyaran）、④人口センサス（Ponggokan）、そして⑤収穫祭

（Seren Taun）であり、それぞれに付随する祭事を含めると、毎年約 50

の祭事が催されている。コメの農事暦は水田が 8 月に植え、4 月に収穫、

焼畑では 10 月に植え、3 月に収穫する。収穫されたコメも色や性質に応

じて 168 種類に分けられる。収穫したコメの約 10％はルイト（leuit）と
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いう高床式の米倉に保管する決まりがある。そのため、村ではルイトが多

く建てられ（図 2）、中には 150 年以上前のコメが貯蔵されているものも

ある。周辺の地域を含めるとルイトは 10,800 軒（2015 年時点）に達す

る。コメは穂のまま貯蔵され、一つのルイトにはその大きさにもよるが約

3,000 束貯蔵できる。収穫したコメは、3 年間販売することが禁じられて

いる。また、コメは必ずかまどで薪を燃やして炊かなければならず、ガス

やほかの方法で炊くのは禁じられている。

チプタゲラは棚田、焼畑、ドリアン、ジャックフルーツやサトウヤシ

から構成される混合樹木園、そして天然林に囲まれている。この地域は

生物多様性保全を目的に 1992 年に設置されたグヌンハリムン（Gunung 

Halimun）国立公園の内部に含まれている。近代法体系にもとづき設置さ

れた国立公園では原則として森林資源の利用は禁じられている。一方、国

立公園設置以前からこの地域で森林資源や土地を利用してきたカセプハン

の生業と国立公園の森林保全との矛盾がこれまでにも指摘され、いくつか

の研究成果も報告されている。政府の定める森林利用の規定は既往の報告

図 2   ルイト（leuit）の外観と視察の様子

撮影者：御田成顕

に譲り、ここではカセプハンの森林利用について概観したい。カセプハン

は森林を 3 つに分け、それぞれ、①利用地（hutan garapan）、②遺産（hutan 

awisan）、および③森林（hutan tutupan）と認識している。このうち、開

墾や木材などの林産物採取が認められているのが①利用地であり、③森林

は林産物の採取が禁止されている。②遺産は、カセプハンの人々が残して

きた何らかの物体であり、近づくためにはアバの許可が求められる。

チプタゲラ住民の主な生業は稲作であるが、コメの販売が禁じられて

いるため、集落内での現金収入源はサトウヤシの樹液から作られるジャワ

砂糖等の農産物の販売や建設労働に限られる。そのため、バンテン州での

採金、ジャカルタなどの大都市での建設労働や家政婦といった出稼ぎ労働

が広く行われている。（御田成顕）

３．チプタゲラ村の生物について

チプタゲラ村や周辺の森林内で見られた野生生物および家畜をごく一

部ではあるが、図 3 を参照しながら以下に簡単に解説する。当村への訪

問では、生物調査を実施するためのものでは無いこともあって、標本を採

集することは出来なかった。そのため、動植物の種同定については参考程

度としていただきたい。

a ルリモンアゲハの西ジャワ亜種（Papilio paris gedeensis）。チプタゲラ

村に隣接するグヌンハリムン国立公園の林縁部に水を飲みに来ていた。蝶

の仲間はポンピングといって水を飲むために集まっていることがあり、そ

んな時はいつもより接近し易くなる。

b アガルミラの一種（Agalmyla sp.）。イワタバコ科の草本植物。グヌンハ

リムン国立公園内を流れる沢沿いでひときわ鮮やかに咲いていた。

c デンドロビウム・ムタビレ（Dendrobium mutabile）。ラン科の草本植物。

チプタゲラ村内、家屋の軒先やアレンガヤシの幹などに着生しているもの

が見られた。

d グヌンハリムン国立公園の様子。ジャワ島に残る数少ない原生林の一つ。
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e 南米原産のチョウジタデの一種（Ludwigia peruviana）と思われる。小

水力発電の取水堰周辺で確認。大型で鮮やかな黄花がよく目立つ。チプタ

ゲラ村ではスクミリンゴガイ（通称ジャンボタニシ）やキバナオモダカ

（Limnocharis flava）などの外来種も確認した。

図 3   チプタゲラ村や周辺の森林内で見られた野生生物および家畜．詳細は本文を参照。

撮影者：布施健吾

f ヒツジ。ヤギの方が多く飼育されているようだった。

g チプタゲラ村内で見つけたカメムシの一種（Eusthenes robustus ?）。ブー

ンという大きな羽音と共に飛来。思わず素手で捕まえてしまったのだが（危

険ではないと判断できたため）、つかんだ左手が臭くなり（ややシナモン

の気配も感じる臭い）、オレンジがかった茶色に染色されてしまった。臭

いはすぐに消えたが、色は数日間残った。（布施健吾）

４．小水力発電プロジェクトについて

　インドネシアは多くの離島を有し、遠隔の農村部ではインドネシア国営

電力会社（ＰＬＮ）による送電線整備の目処が立っておらず、ディーゼル

やガソリン発電機による限定的な発電をせざるを得ない集落が多く存在す

る。こういった電力供給の問題は、農村部の貧困や都市部との経済格差の

一因であり、解決すべき重要な課題である。

　実習対象地であるチプタゲラ村はグヌンハリムン国立公園内に位置し、

ＰＬＮからの電力供給を受けていない。1997 年以降、ＪＩＣＡやＮＰＯ

（ＩＢＥＫＡ）、地方政府の支援のもとに建設された小水力発電により電力

を自給してきた。しかしながら、4 つある小水力発電所のうち 2 つは水害

や落雷等で施設が壊れ（図 4）、稼働が停止していた（2016 年 3 月時点）。

半年以上に渡り停電状態が続くこともあるそうで、電化した生活に慣れて

きた村人にとって長期の停電は大きなストレスとなっている。停止したま

まの小水力発電所はインドネシアの中山間地の各所で見られ、原因として

以下が考えられる。

①　水文観測や土木技術が十分でない

　小水力発電にとって最も重要な流量観測等が十分行われず、流量の推定

精度が低い。そのため、不適切なスケールの機械の導入や洪水による被災

のため施設が破損してしまっている。また、水理的・構造力学的な知識が

十分でなく、小規模な出水でも施設が壊れている。
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②　復旧のノウハウが地元にない

　簡易な修復は地元でも十分に可能であるが、地元の材料や地元の農民に

よって復旧するノウハウがない。また、維持管理のための人材育成、管理

体制が整っていない。

③　復旧のための仕組みがない

　他国の援助など、地元政府が支出していない小水力施設に対しては、た

とえ災害にあったとしても復旧する仕組みがない。そのため、地元に高価

な施設があるにもかかわらず放置されている。

④　電力を村全体に普及しそれを活用するノウハウがない

　小水力発電により発電しても特定の場所での利用に限られ、村全体の普

及につながっていない。また、電力を使うことによって女性や子供の問題

の解決、産業への利用などへつながっていない。

災害モジュールではチプタゲラ村における調査をモデルプロジェクト

図 4   洪水により破損したチプタゲラ村の取水堰

撮影者：佐藤辰郎

としながら、上記課題の解決に向け、Future Earth 研究活動を進めている。

図 4 の取水堰自体は寄付により復旧されたものの、場所や構造等が不変

で再度災害の恐れが高い。現在、水文観測やドローンによる地形測量、洪

水氾濫シミュレーション（図 5）等を行い、洪水リスク等を科学的に評価

しているところである。今後、リスクに対する対処法を住民や地方政府と

議論し、対策を考えていく予定である。（佐藤辰郎）

５．聞き取り調査について

2017 年度の学生実習ではチプタゲラ村の道路や水道等のインフラの整

備状況に着目し、電気の活用が人々の生活基盤にどのように影響している

かを、住民への聞き取りによって明らかにすることを目的とした。聞き取

り調査では、予め九州大学の調査チームが調査票を作成し、それをもとに

実施した。調査票の内容は性別や年齢等の属性、電気の使用状況、インフ

図 5   図 1 の取水堰周辺の洪水氾濫シミュレーション（暫定版）

撮影者：佐藤辰郎



92 93

ラに関する質問、災害への危険意識や災害時の対応についての質問等から

構成される。調査は学生 3 人を１グループとして実施し、それに教員と

通訳、バンドン小水力アソシエーション *2 の職員が同行した（図 6）。

村人への聞き取り調査（対象者は 10 代から 80 代の男女 6 人）や村の

施設の視察から、電気はほとんどの家庭で使用されており、その多くがテ

レビ等の娯楽に使用されていることがわかった。ただ、どの程度電気を使

うかは各家庭の経済状況によって異なり、裕福な家庭ほど多くの電気製品

を用い、また、仕事道具にも電気を用いるケースが見られた。続いて、水

源について調査した結果、多くの家庭で貯水池を水源に用いていることが

わかった。水源の水質は悪く、また、雨季には足場の悪い道を歩いて水を

運搬する必要がある等の問題点も浮かびあがった。水道の導入はなく、電

力導入前後で水源の利用の仕方に変化はないことが伺えた。調理等、日常

生活の熱源には主に薪を使用しており、電気を熱源に用いている家庭は無

かった。

チプタゲラ村では降雨量が多く、土砂崩れが頻繁に起きていた。一方、

聞き取り調査の結果から、ここ数十年は地震や火山噴火等の大規模な災害

は生じておらず、村人は平穏に暮らしていることが推察された。また、多

くの家庭では現金収入を得るための経済活動は行っておらず、稲作中心の、

質素な生活を送っていることが伺えた。

図 6　聞き取り調査の様子

撮影者：布施健吾

道路についてはほとんどの道が未舗装か不十分な舗装で、村へのアク

セスが悪くなっており、このため、村の外との流通が制限されていること

がわかった。そして、この外との流通の制限が村人の経済活動を制限し、

農業を中心とした伝統的な生活を維持する要因の一つとなっていると推察

された。

以上の結果から、現状では、村への電気の導入は村人の生活基盤には

ほとんど影響していないことがわかった。しかしながら、電気の導入は村

人の精神面に大きな影響を与えているのではないかと考えられた。聞き取

り調査の際、村人からは電気の導入によって自らの生活の近代化を受容し、

より多くの電気製品を望む等、生活水準の向上を図ろうとする意志が感じ

られた。その一方で、村人は現金を稼ぐ手段がないことも認識していた。

今後、小水力発電を活用し、彼らの生活水準を持続可能な状態で向上させ

ていく仕組みを提案していければと考えている。（井手淳一郎・中村龍志・

劉玉倩・Brian A. Omondi）
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注

*1　「男と女」、「月と太陽」、「陸稲と水稲」、「古いものと新しいもの」等、対となるものを置く（あるがま

まに受け入れる）という思想。

*2　正式名称は Asosiasi Hidro Bandung（ＡＨＢ）。小水力発電に関する専門知識を持った技術者や実務者

から成る組合。バンドンを拠点に活動しており、インドネシア全域における小水力のポテンシャル調査や

小水力発電設置に関するコンサルティング、設計等を行っている。
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井手淳一郎　いで　じゅんいちろう

1978 年福岡県生まれ。専門は森林水文学。現在は安定同位体解析や超高分解能質量分析法を用
いて森から河川、水域への物質動態を研究している。著書に「森のバランス―植物と土壌の相
互作用」（分担執筆）がある。

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター助教　災害モジュール

佐藤辰郎　さとう　たつろう

宮崎県生まれ。株式会社リバー・ヴィレッジの取締役を兼任。専門は河川工学。川にまつわる
全てが興味の対象。設計に携わったプロジェクトに「神代川かわまちづくり」、「大日止・昴発
電所」がある。

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター助教　災害モジュール

御田成顕　おんだ　なりあき

布施健吾　ふせ　けんご

広島県生まれ。専門は林政学。特にインドネシアの違法伐採に関する研究に従事。著書に「森
林管理の公共的制御と制度変化」（近刊、分担執筆）

埼玉県出身。専門は野生動植物の調査だが、衣食住全体に関心があるため、現在は絣布の文
様に関する研究も始めている。主な調査地は熱帯アジア各国、屋久島、沖縄など。著書に A 
Picture guide of forest trees in Cambodia IV -Bokor National Park（分担執筆）がある。

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター講師　環境モジュール

九州大学持続可能な社会のための決断科学センターテクニカルスタッフ　総括チーム

中村龍志　なかむら　りゅうし

1993 年福岡県生まれ。専門は都市工学。現在は都市の公示地価とその周辺の環境条件との関係
性について研究している。

九州大学大学院工学府　都市環境システム工学専攻修士課程
決断科学大学院プログラム災害モジュール

劉玉倩　りゅう　ぎょくせい

Brian A. Omondi

1993 年中国生まれ。専門は環境工学。主に地域住民の防災意識構造について研究している。

1989 年ケニア生まれ。専門は材料科学。主に廃水中の重金属や放射性核種を吸着する機能性材
料について研究している。

九州大学芸術工学府　環境遺産デザインコース環境工学専攻修士課程
決断科学大学院プログラム災害モジュール

九州大学大学院工学府　エネルギー量子工学専攻博士後期課程
決断科学大学院プログラム災害モジュール

　2017 年 9 月 28 日から 29 日にかけて、博士課程教育リーディング　

第 4 回オールラウンド型 7 大学シンポジウム（以下、ＡＲシンポジウム）

が九州大学決断科学大学院プログラム主導のもと開催された。イベントか

ら少し時間を置いた同年末、プログラム生の須藤竜之介をインタビュワー

として、パネルディスカッションの司会を務めた徳永翔太氏、シンポジウ

ム参加者の久保裕貴氏との対談形式で、シンポジウムの総括および決断科

学プログラムの今後の方向性についての議論を行った。

【須藤】　先日はＡＲシンポジウムお疲れ様でした。早いもので年末となり

ましたが、少し時間の空いた今こそ、冷静に内容の振り返りができる時期

かと思います。これまでにリーディングフォーラム等のイベントにも参加

経験がある徳永さんと久保さんとともに今回ＡＲシンポジウムを振り返る

形で、総括とそこからの展望について議論することができればと思います。

まず、今回のシンポジウムの企画・運営に携わった徳永さんに今回のシン

活動報告

ＡＲシンポジウムから考える
リーディングプログラムの未来
〜決断科学ってどうなのさ

徳永翔太　　久保裕貴　　須藤竜之介
シティズンシップ アウトリーチデザイン オールラウンダー
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ポジウムの概要についてお伺いしたいと思います。

【徳永】　これまでのリーディング関連のシンポジウムでは出口戦略や企業

のインターンシップ等の細かい実務的な内容が多い印象がありました。な

ので、そもそも「私たちが今生きている社会とはどのようなものなのか」

という抽象的なテーマからリーディングプログラムの哲学を問い直す、こ

のような主旨で今回のシンポジウムは運営されました。

【須藤】　実際に、シンポジウムが終わったあとの率直な感想を教えてくだ

さい。

【久保】　ワークショップやパネルディスカッションでは、他のリーディン

グプログラム生はもちろん、決断科学の学生も含めて色々な意見に触れる

ことができて有意義なシンポジウムだったと思います。その一方で、議論

の着地点があまり鮮明でなかったような印象もあります。このようなワー

クショップでは議論の着地点というものは必ずしも必要ではないと思って

いますが、全体を通して抽象的な印象をもちました。

図 1   ＡＲシンポジウムの様子

撮影者：柿添翔太郎

【徳永】　これは運営側の意向が強く反映されたからだと思います。抽象的

な印象があったというのは実はシンポジウムの趣旨にある程度沿う部分で

もあって、そういう意味ではうまくいったとも言えるかもしれません。た

だ、自分のパネルディスカッションでの司会をはじめとして、まだまだう

まくやれた部分はあったなという思いもあります。もっと上手くファシリ

テートできていれば必要に応じて具体性を引き出すことができていたかも

しれません。

【須藤】　ありがとうございます。それでは、まずはワークショップから振

り返りたいと思います。自分としてもワークショップのワールドカフェで

は、各参加者の考え方が色々と挙げられていたのですが、内容の具体性に

ついては抽象的な印象を感じました。この点については運営側として何か

意図があったのでしょうか？

【徳永】　先述のように、今回のシンポジウムは「社会」についてある種哲

学的に問い直す場としてもらいたいという思いがありました。そのような

背景から、ワールドカフェでは、議題に対して答えがみつからない、どこ

かもやもやするような気持ちで、それぞれが議題を宿題として持ち帰るよ

うな形で終えてもらうという狙いはありました。

図 2   ワークショップでのワールドカフェの様子

撮影者：決断科学支援室スタッフ
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【須藤】　なるほど。そういう意味では、確かに我々の感覚は運営側の主旨

に沿うものだったのかもしれませんね。

【徳永】　ただ、その一方で議論の内容は少し物足りなかった印象もありま

す。抽象的かつ、意見の多様性が低かった。自分が対馬などの事例や自分

の実践に基づく話をしても、同じレベルの具体性で議論できる人は少な

かったです。もちろんそれぞれの意見はあるんだけど、大局的にはみんな

好きなことをして生きていきたいという感じがして、いかに社会とつなが

り、変えるかという話にはなりませんでした。

【久保】　僕は多様性に関してはそれなりに高かったと思います。もちろん、

これは議論したグループのメンバーにもよると思います。個人的には今回

のようなテーマでのワールドカフェが苦手で、初対面の人だけで固められ

た場では、短い時間の中でいきなり具体的な意見を表明しにくい雰囲気も

ありました。具体的な内容が出ないというのは、同じように感じていた人

が少なからずいたのではと思います。

【須藤】　自分の感想としては、ワークショップのマネジメントの難しさを

感じました。何となく運営側の裏テーマや要望は感じていましたが、それ

を実現しようとすると自分が完全にファシリテーターにならないといけな

い。プレーヤー側としてそういった目的を意識して動くのはかなり厳し

かったです。

【久保】　今回のワークショップでは、最後に発表があるので意見をまとめ

ないといけない。ワールドカフェは意見の抽出にはいいけど、発表するの

には向かないという印象があります。それぞれの手段と目的が相反してい

るというか。

【徳永】　優秀な発表グループを選出するという動機づけも自由な議論に

マイナスだったかもしれませんね。確かにそういった意味からもワーク

ショップのデザインはまだまだ検討の余地があると思います。

【須藤】　基調講演についての感想はいかがでしょうか？まずは内山さんの

講演についての感想をお聞かせください。特に、ワークショップの議題で

もあった現代社会の見方についてもお二人の意見をお聞きできたらと思い

ます。

【久保】　内山さんのお話ですね。哲学は自分と分野が違うため専門的な内

容はよくわからないのですが、全体的に賛同できました。自分が考える現

代社会像についても述べさせていただくと、現代は組織も個人も大海に目

を向けすぎていて、自分の周りの問題を解決しているのだろうか、と疑問

に思っています。僕は、世界に目を向けなくても、自分の周りの小さな問

題、そういったスケールの問題や現実を変えることからできることがある

と思っています。

【徳永】　自分も久保さんと同様に、内山さんのお話は全体的に賛同してい

ます。「わたし」は個人で完結するのではなく他者との関係性から成り立

つものであるという点はすごく共感しました。ただ、その後のワークショッ

プで議論するためにあえて発言したのだとは思いますが、伝統回帰を強調

しすぎたところがありました。その点を差し引きして聞く必要があったよ

うに思います。自分の考える現代社会像ですが、Brexit やトランプ現象を

見てわかるように、グローバリゼーションが限界にきていると思います。

リーディングプログラムもそうですが、目標や活動規模として国際を謳う

ものが多すぎるなと。あまり無理に肩に力を入れなくてもいいんじゃない

かなぁ。例えば、まちづくりの分野では、韓国が日本の取り組みをよく勉

強して、自分たちのものにしています。日本のローカルな活動であっても、

それが将来グローバルな活動となることは多いですし。

【須藤】　ありがとうございます。現代社会については、二人とも国際問題

をはじめ何か大きな流れによって漠然とした巨大な何かに目を向けなくて
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は、という観念にとらわれすぎて本質を見失っているのではないか。もっ

と自分の周りの関心事からきちんと向き合うべき、という感じですかね。

現場主義の決断科学っぽい感じがします（笑）。川添さんの講演について

はどうでしょうか？また、ソーシャルビジネスについてはどのようにお考

えでしょう？

【徳永】　川添さんのお話は自分からはかなり離れた立場、活動だったので

興味深く聞かせていただきました。ケアプロの活動は健康弱者と呼ばれる

層に対して健康診断を比較的安価で提供する、まさにソーシャルビジネス

の典型という印象です。ソーシャルビジネスについては、社会貢献でお金

が稼げるポイントを見つけ出すものという感じでしょうか。上手いこと営

利追求と社会貢献のマッチングを試行錯誤し続けないと持続が難しそうな

イメージを持っています。

【久保】　僕は残念ながら川添さんの講演を聞くことができなかったので、

内容についてはコメントができません。ソーシャルビジネスは社会の要求

基準の閾値を下げるものだと思っています。ただ、徳永くんも言っている

ように、あくまでもビジネスなので営利の部分がないと持続できない。社

会的に弱者とされる人々の救済に力点を置きすぎてしまうとビジネスとし

てはうまくいかないと思っています。

【須藤】　ありがとうございます。では、パネルディスカッションに移りた

いと思います。徳永さんは今回のパネルディスカッションの司会をされて

いましたが、これはどのようなオファーがあったのでしょうか。

【徳永】　司会については、純粋に自分がやってみたいと思って要望を出し

ました。シンポジウムやパネルディスカッションの司会って、若手はなか

なか体験できないので。それなら徳永でいこうという感じで、スムーズに

話がまとまりました。こういうときに学生の挑戦を前向きに支援してくれ

るのが決断科学の良さだなと改めて思いました。あ、でもパネルディスカッ

ションの最後にズバリ一言切り込んで終わってくれという無茶振りはあり

ましたね。あと、参加者をもやもやさせて帰らせろと（笑）。

【須藤】　実際に大役を終えた感想はどうでしょう？

【徳永】　それはもちろん、大変でした（笑）。最後に辛口なコメントでま

とめて、パネリストや聴衆に問いかけて締めたという点ではまぁ最低限の

ミッションは達成できたのではないかと。

【須藤】　久保さんはパネルディスカッションに聴衆側として参加してどう

でしたか？

【久保】　僕は実際にパネルディスカッション中でも質問しましたが、具体

性のある話がもっと聞きたかったです。大局的な話が多いけど、実際に自

分が動いてできることというのはもっとミクロなレベルだと思うので。

【徳永】　自分もそれは思いました。経験がないのか、言語化がうまくでき

ていないのかわかりませんが、ふわふわした議論が多かったですね。

図 3   軽快な進行で司会を務める徳永氏

撮影者：決断科学支援室スタッフ
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【須藤】　ふわふわ

【徳永】　ふわふわ

【久保】　もやもや

【徳永】　もやもや

【須藤】　二つは同じですか？

【徳永】　違いますね（笑）。もやもやは、論点は明確なんだけど着地点が

曖昧な状態で、ふわふわは、話の内容が抽象的で具体性に欠けた状態とい

う感じかな？ふわふわについては今回の主旨とは合わないので、正直あ

まりよくなかった。ただ、ふわふわな意見が多かったことで、逆に決断科

学を含めたリーディングプログラムの現在地がよくわかったと思っていま

す。具体性をもって社会を語るのに必要な経験や能力がまだ足りていない

のかなと。

図 4   質問のため天高く挙手する久保氏

撮影者：決断科学支援室スタッフ

【須藤】　お二人はＡＲシンポジウム以外のリーディングプログラムのイベ

ントにも参加経験がありますが *1、今回のシンポジウムを含めて他プロ

グラムの印象、それと比較した決断科学の印象を教えて下さい。

【徳永】　決断科学は学生の要望や裁量に任せてかなり自由にやらせても

らっているな、という印象を強くもっています。特に現場に出ての実践重

視という側面に他のプログラムとの違いを感じます。これは、決断科学プ

ログラムの哲学によるものが大きいと思います。一方でリーディング全体

の流れとしては、インターンの出口戦略など、実務的な内容に興味を持つ

学生が多かった印象があります。

【久保】　徳永くんの言うような強みを感じる一方で、僕はそれがデメリッ

トとなっている側面も感じることがあります。決断科学は自由度の高さゆ

えにプログラムのコンテンツが分散しすぎている印象があります。特にア

ウトプットが少ない。これは、成果がないということではなく、出せるも

のはあるのだけれども具体的なアウトプットとして外部へ発信するに至っ

ていないということです。他のプログラムでは一つの大きな指針のもとプ

ロジェクト単位で学生が動いている。プログラムのオーガナイザーの影響

力の強さを感じます。それが論文をはじめとした具体的な成果につながっ

ています。このような側面から、他のリーディングは優秀だな、と感じる

ことが少なくないです。決断科学の独自性にもちろん強みはあると思いま

すが、決断科学をリーディングプログラムとして捉えたときに、プログラ

ム全体としての方向性が不鮮明な印象は少なからず感じます。

【徳永】　ちなみに、パネルディスカッションの最後で須藤がグローバル

リーダーについての質問をしていたけど、あれはどういった意図だったの。

逆質問になるけど（笑）。

【須藤】　あぁ、あれですか。あの質問は、リーディングプログラムはグ
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ローバルリーダーや学際性など、非常にスケールの大きな話をしているけ

ど、プログラム生は本当にそういった志をもっているのかなという興味が

あって。自分は、今は国からお金をもらっているからリーディングの理念

に沿う人材を目指さないといけないと思ってはいるけれども、プログラム

に入った当初は実はグローバルリーダーとかにはあまり興味がなくて。他

の人たちはどうなんだろうと。

【徳永】　なるほどね。確かに、ワークショップや質疑応答を通して、みん

な高い志をもっているんだけれども、個人の目標に対してリーディングプ

ログラムがあまり関連づけられていない印象を感じることはあった。リー

ディングプログラムの理念に賛同してプログラムに参加している学生が少

ないように思ったよ。

【須藤】　ちなみに、この質問に対して徳永さんは、最後に「Change the 

world」という回答をしていましたが、これには何か意図があったのでしょ

うか？

【徳永】　Bis っていうアイドルがいて、「Change the world」はその曲名な

んだよね *2。「絶対に世界を変えるんだ」って歌詞があって、自分は、自

分の世界も変えるし、（対馬から）世界も変えるつもりなんだという意味

を込めて言ってみました。矢原先生にあやかろうかなと（笑）。ちなみに

推しはゴ・ジーラです！

【須藤】　はぁ。お二人は今年度でプログラムを卒業して就職されますが、

リーディング人材としてのこれまでの到達点と今後の抱負を教えてくださ

い。

【久保】　僕は博士がもっと社会に出て行くべきだ、という強い想いがあり

ます。リーディング人材として自分を見ると、専門性が弱いと思います。

僕の分野で博士課程を出ると数学やシミュレーションの専門家になってい

ないといけません。そのための基礎となる数学力を高めることができな

かった。だから、それはこれから企業に入って別の分野を通してやってい

きます。リーディングプログラムで培ったものを単なる経験とせず、具体

的な成果として発表していくことを今後は目指していきたいですね。

【徳永】　率直な感想としてはまさか自分が社会人になるとは、という感じ

です。これは間違いなく決断科学の影響です。ただ正直、文系博士の就活っ

て本当暗い話題しかなく怖くてしかたなかった。でも就活をしていく中で、

面白いことをやっていれば、文系の博士でも興味をもってくれるところは

絶対にあるという自信がもてるようになりました。これからの抱負として

は、アカデミックと社会を繋ぐ狭間の人間、ミドル・マンになりたいと思っ

ています。今の日本ではそういった人材が少ないので。将来的には、それ

で社会を変えられたらいいなぁ。

【須藤】　ありがとうございます。では、今年度でプログラムを卒業される

お二人に最後の質問をさせてください。お二人にとっての決断科学とは何

でしょうか？

【徳永・久保】　うーん、、、（少し間を置いて）　わっかんないんだよねー。

注

*1　それぞれ、徳永（2015 年　リーディングフォーラム）、久保（2016 年　リーディングフォーラム）

に参加

*2　※ CHANGE the WORLD / BiS- 新生アイドル研究会（https://www.youtube.com/watch?v=9pz4Xm-

KuLLk 2018/1/7 閲覧）
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久保裕貴　くぼ　ゆうき

1987 年北海道生まれ。専門は数理生物学、とくに集団行動の数理モデルを扱う。アカデミックな活動だけでな
く、様々な媒体による情報発信を行っている。狩猟免許（わな猟）を所持。好きな食べ物はモンブラン。

九州大学大学院システム生命科学府システム生命科学専攻　一貫制博士課程 5 年
持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム　環境モジュール

須藤竜之介　すどう　りゅうのすけ

1989 年東京都生まれ。専門は心理学、「極限の状況を切り拓く」というテーマのもと奔走中。狩猟免許（わな猟・
網猟）を所持。好きな食べ物はチーズケーキ。

九州大学大学院システム生命科学府システム生命科学専攻　一貫制博士過程 3 年
持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム　健康・統治・環境モジュール

図 5   対談休憩時の様子。ときより笑いが生まれるなど終始和やかな雰囲気で行われた。

撮影者：布施健吾

緒言

  

  わたくしが、決断科学プログラムに在籍したのは、2014 年 10 月から

2017 年 3 月までですが、その間、たくさんのよいご縁に恵まれました。

特に、在籍中は、比良松道一准教授の食文化の研究や食育活動に関わり、

「食」を通して社会や人間を見る視点を学びました。最近では、ありがた

いことに、そのご縁を通して、「食」に関する内容の講演をさせて頂ける

ようにもなりました。そこで、一度、講演録のようなものとして、文章に

内容をまとめてみようと思い、筆をとることにしました。主に食べ物やお

料理のことを中心に、わたくしが志している人文学のことも絡めつつ、お

話しをしていこうと思っています。

　題には、昨年より漫画化され大ブームとなっている、吉野源三郎（1899

〜 1981）の『君たちはどう生きるか』（1935 年）に倣って、「君たちは

どう食べるか」としました。近年、「何を」食べるかの問題は、生活習慣

病の増加によって、あらゆる人びとに意識されています。「食育」におい

ても、「何を」食べるかについての議論はよく見かけますし、わたくし自

エッセイ

君たちはどう食べるか
〜食事と人文学をめぐる思索

竹内太郎 九州大学大学院地球社会統合科学府　地球社会統合科学専攻　博士後期課程
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身が学校教育でそのような「食育」を受けてきました。しかし、現代を生

きるわたくしたちには、「何を」食べるかと同時に、「どう」食べるかにつ

いても考える必要があるのではないでしょうか。この文章では、「どう」

食べるかを考えるきっかけとなる事例や考え方をできる限り扱います。そ

れぞれが「どう」食べるかを、自分の経験や想いに則して、その頭で考え

て行動することによって、自ずと「何を」食べるかは決まってくるような

気がします。

　また、今回は紙幅の都合上、導入部のみの掲載となります。次の機会に、

続きを掲載する所存です。

「うむ」と「なる」――日本神話にみる日本の食文化

　例えば、あなたがとある男女から結婚の報告を受けたとします。その際、

「わたしたち、結婚します」と言われるよりは「結婚することになりました」

と言われる方が、不思議と違和感がなく受け入れられるのではないでしょ

うか。両方、日本語として、間違っていないにもかかわらずです。他にも、

「◯◯に就職します」という報告よりも、「就職することになりました」と

いう表現が使われます。「日本人は主体を曖昧にしたがる」のかもしれま

せんが、わたくしにとっては、「なる」を使用した言葉遣いの方が違和感

なく受け入れられるように思います。

　丸山眞男（1914 〜 1996）という著名な日本思想史・政治思想史の研

究者がいます。丸山は「歴史意識の「古層」」（1972 年）のなかで、日本

人の歴史意識のより深いところにある概念として、「つぎつぎとなりゆく

いきほひ」というものに注目しました。

　わたくしはその中でも、「なる」という言葉に面白みを感じています。¹

日本神話を記した『古事記』は、日本創造の神様が、様々な神様を生むシー

ンから始まります。かの有名なイザナギとイザナミも、その過程で生まれ

ました。この兄妹の神様は日本列島を治めることを命じられ、島を生み、

さらに神を生んでいきました。しかし不運なことに、イザナミは火の神・

カグツチを生んだ際、女陰に大やけどを負い、命を落としてしまいます。

イザナギは、死者の国である黄泉の国へ旅立ったイザナミに会いに行くの

ですが、ゾンビのようなイザナミの姿に仰天し、命からがら現世に戻って

きます。その後、川で身を清めた際に、日本神話にとってとても重要な神

様である、アマテラス、ツクヨミ、スサノオが生まれるのですが、その際

の記述を見てみましょう。

左の御目を洗ひたまふ時に、成れる神の名は、天照大御神。次に右

の御目を洗ひたまふ時に、成れる神の名は、月讀命。次に御鼻を洗

ひたまふ時に、成れる神の名は、建速須佐之男命。2

　神生みの表現が「なる」で表現されていることが分かります。これ以降、

新たな神の出現は、ほとんどが「なる」で展開されていくことになります。

これ以前も、「なる」という表現は使われてはいたのですが、この三神の

出現以降に頻出することが、記紀研究のなかでも指摘されています。

　2017 年に、「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群（福岡県）が世界

遺産に登録されましたが、そこで祀らている宗像三女神の出現も次のよう

に表現されています。

吹き棄つる氣吹のさ霧に成れる神の御名は、多紀理毘売命。亦の御

名は奥津島毘売命と謂ふ。

次に市寸島比売命。亦の御名は狭依毘売命と謂ふ。次に多岐都比売命。³

　神話の表現としての「なる」が、日本人の思想の深いところに根付いて

いる、というのは冒頭で述べた言語表現においてのみではなく、日本の料

理や食文化も「なる」で語ることができるのです。

　それを特に感じるのが、調理方法の違いです。いつもお世話になってい

る中国人の先生は、とても料理が上手で、わたくしにも何度か振舞ってく

ださったのですが、その調理する姿がすごくパワフルなのです。その姿に

見入っている私に、先生は「中華料理は火と風の料理だから」と仰いまし
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た。その時に、テレビなどで凄腕の中華の達人が、とても大きな中華鍋を

振るいながらチャーハンを作るシーンを思い出して納得しました。

　また、フレンチシェフがムニエルなどを作る際に、ワインなどのアル

コールをフライパンに入れて揺すると、ぼわっと青白い炎が上がる、「フ

ランベ」という技も「する」調理と言えるのではないでしょうか。

　でも、日本料理の調理方法には、あまりそういった習慣はないのかもし

れません。せわしなく鍋やお箸などの道具を動かしながら作る日本のお料

理は、何かあるでしょうか。今すぐに思いつくのは、玉子焼きやうなぎの

蒲焼ぐらいです。

　そのように考えると、日本のお料理は「なる」の側面が強い。例えば、

これは調理方法ではありませんが、お味噌に代表される発酵食品の多様

さ。糀と大豆と塩を混ぜるという最低限の「する」をしてあげて、あとは

菌の力に委ねておけば、よほど変なことをしないかぎりは美味しく「なる」

のです。ぬか漬けだって同じです。

　出汁もそうですし、それを使った煮物のようなお料理もそうです。出汁

と少しの調味料に委ねておけば、あまり失敗もなく美味しく「なる」ので

す。

　細かく例外を探せば、見つかるかもしれませんが、料理は科学や学問と

は違います。そのような一種の「幅」を楽しみながら、日本特有の概念と

日本の料理を結びつけて捉えることは、わたくしにとってとても大切で、

楽しいひとときなのです。

近代日本の民衆と「食」

　せっかく日本の料理と日本の神話にまつわるお話をしたので、歴史的な

お話もしておきましょう。個人的なことですが、わたくしの専門は、日本

近代史、その中の民衆思想史という分野です。「近代」というと、例えば

中学校・高校の「歴史」や「日本史」の分野では、さっと流されるきらい

がある不遇の時代
` ` ` ` `

ですし、さらに「民衆史」ともなれば、唯一描かれるの

は米騒動の富山の主婦たちや日比谷焼き討ちの民衆の姿ぐらいで、あとは

政治家や天皇陛下などの、いわば歴史のスーパースター
4 4 4 4 4 4 4

にまつわるお話ぐ

らいです。

　しかし、実際にはそれ以外の人びとで国家や社会というものは形成され

ています。しかも、運のよいことに、近代日本の民衆は識字率も高かった

ため、あらゆる日記や書簡を残していたり、大衆向けの雑誌も多かったり

するのです。そこで、ここでは近代日本の「食」の世界を、最初は作家や

医者の著述から探りながら、民衆の暮らしを見てみることを試みます。

　武士による政治が終わり、「明治」という新しい時代になったとき、「ハ

イカラ」という言葉で表現できるような西洋文化の急激な流入やこれまで

のスタンダードが通用しない事態に、都市部の民衆は戸惑います。電話と

いうものが現れ、電線が四方に張り巡らせられたときに、おばあさんが荷

物を電線にひっかけると任意の相手に届けてもらえると勘違いした逸話

があります。また、江戸時代では当然だった、男性たちの立ち小便は、警

察から逮捕の対象となり、実際に多くの男性たちが捕まったというエピ

ソードは、今ではコミカルですが、当時の民衆にとってはそのぐらい目紛

しい変化だったのです。

　「文明開化」「富国強兵」などの時代を表すキーワードが示すように、日

本の近代化は「西洋化」とニアイコールだったと捉えることもできるので

す。アジアの盟主となるために、まずは西洋人のようにならなくてはいけ

ない、体格を大きくしなければいけない。そういう背景から推奨された肉

食の文化は、東京での「牛鍋」の流行というかたちで現れます。

　「舞姫」の著者であり、夏目漱石と並ぶ代表的な近代文学者である森鴎

外（1862 〜 1922）は、まさに「牛鍋」（1910 年）という短編を書いて

います。

鍋はぐつぐつ煮える。牛肉の紅は男のすばしこい箸で反される。白

くなった方が上になる。斜に薄く切られた、ざくと云う名の葱は、

白い処が段々に黄いろくなって、褐色の汁の中へ沈む。⁴
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　鴎外ほどの作家が題材として書くぐらいですから、その流行がどれだけ

のものであったのかがわかるのではないでしょうか。福沢諭吉（1835 〜

1901）も、肉食の重要性について、肉や牛乳は栄養が豊富であるのに、

それを「ケガレ」として、食べない人がいるのは、「人の天性を知らず人

身の窮理を弁
わきま

えざる無学文盲の空論なり」⁵ と言っています。福沢は、欧

米渡航経験もあり、啓蒙思想家として先頭に立ったうちのひとりですから、

欧米風の食べ物を食べることが、日本の「進歩」の近道のひとつであると

考えたことも首肯できます。

　このほか、明治時代の都市部の食事は、「蜂カレー」⁶ が発売されたり、

東郷平八郎（1848 〜 1934）がビーフシチューを気に入り、それが肉じゃ

がに転じたエピソードが存在したりと、都市部ではこれまでの日本の食事

が大きく変わりました。つまり、近代日本の新しい食文化は、国策と隣り

合わせであったということもできるのです。

　大正時代になると、都市文化はさらに発達します。民衆のモダン化です。

　「新しい女」の出現など、自由主義的な思想の流入やそれに伴う「個人」

の解放を主張する姿はモボ・モガ（modern boys/modern girls）と呼ばれ

るような若者の存在を生み出しました。『主婦之友』や『改造』の発刊、『キ

ング』に代表される大衆娯楽雑誌の登場、ラジオ放送の開始、銀座不二家

の開店など、その例は枚挙に暇がありません。

　そのような背景のなか、明治期に発達した肉食を中心とする欧米風の食

文化は、生活水準の比較的高かった中流階級のくらしまでも逼迫していく

ことになります。そこで、そのような都市の民衆の生活に疑問を持ち、問

題の解決に取り組んだのが、内科医の額田豊（1878 〜 1972）です。彼

が書いた『安価生活法』（1918 年）は、次々と版を重ねベストセラーに

なりました。何がそんなに民衆の心を掴んだのかというと、【図 1】に示

したように、食事にお金をかけなくても十分に栄養が取れるということを、

イラストを駆使してわかりやすく伝えようとした点です。

　例えば、豆腐一丁（五銭）と同じタンパク質を摂取するためには、牛乳

五合（五十銭）必要である、という具合です。⁷ ちなみに、当時の大卒初

任給（1915 年）は約 35 円でした。しかも、これを医学博士の額田が示
図 1   額田豊『安価生活法』
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すものだから、説得力があります。現在も、書店にいけば、かならずダイ

エット本や健康雑誌など、食べ物や健康に関する書物を目にしないことは

ありません。現代のわたくしたちが、そのような本を思わず手に取るよう

な感覚で、額田の本も中流階級の民衆に受け入れられていったのでしょう。

彼は、この本の中で、医者としての自らの使命を語っています。

衣食住の中に於て最も主要なる食物と生活難の関係は、科学者殊に

医学者として大いに之を研究するの義務があると思ふ。病人を診察

する丈けが医者の能ではないのだ。（中略）社会政策として今日速に

実行せねばならぬ問題は甚だ多くて数ふるに遑
いとま

がない。併しさうし

た政策よりも差当たつて各個人に対して生活費を安くし、食費を少

くするの方法を教へる事が最も生活難救治の近径である。⁸

　自らの立場を超え社会の一員として、その社会が直面している問題の改

善・解決策を考え、民衆にわかりやすく伝える努力をする。わたくしは、

この額田の考えに共感します。彼の提案は、現代を生きるわたくしたちの

食生活を見つめ直す際にも、有用であるのではないでしょうか。

　大正期には、雑誌『改造』が発刊されたことからもわかるように、民衆

の生活だけでなく、思想的にもその「改造」が生じた時代でした。明治期

の急速な近代化の「歪み」により生じた社会問題や、ひとつの「帝国」が、

ロシア革命によって「ソビエト」という共産主義的共同体への転換を経験

しました。日本の識者も社会主義・共産主義思想を強く意識し、その観点

から労働問題が語られるようになりました。キリスト教的社会主義の立場

から、労働運動、農民運動、生協活動を行った賀川豊彦（1888 〜 1960）

もそのひとりです。さらに、文学界では、谷崎潤一郎（1886 〜 1965）

や志賀直哉（1883 〜 1971）などが活躍し、『改造』の中での、谷崎と

芥川龍之介（1892 〜 1927）の文学論争は世間でも話題になりました。　　　

そのような事実から、大正中〜後期は「改造」の時代と呼ばれることもし

ばしばあります。歴史学者の小松裕（1954 〜 2015）は、大正期の額田の『安

価生活法』のブームに対して「食卓の改造」、「食卓のデモクラシー」と呼

びました。

　大正時代が去り昭和に入ると、戦争への道筋が用意されていくように語

られますが、一概にそうだったとも言えません。1925 年に治安維持法が

成立し、確かにある一定の思想をもった人びとは弾圧されることになりま

すが、その他の民衆の生活は戦火が目前に迫るまでは激変はしませんでし

た。

　再び、これも都市部の事例ですが、昭和のはじめは大正モダニズムの雰

囲気を引き継ぎ、銀座にスエヒロという有名なステーキレストランができ

たり、現在では東京ヤクルトスワローズの応援歌にもなっている「東京音

頭」が大流行したり、また、文芸方面では、「エロ・グロ・ナンセンス」

という風潮が強くなりました。

　1930 年代には、日本と中国が戦闘状態に入り、1941 年に日本は真珠

湾を攻撃します。贅沢厳禁の雰囲気が世を包み、民衆向けの報道としては、

例えば、「女性のパーマは贅沢だから廃止するように」といったものが新

聞に載ったりもします。しかしその一方で、戦時中の新聞記事の報道のほ

とんどは、やはり戦果を伝えるもので、東南アジアで激戦を繰り広げた日

本軍の戦果やどこそこを陥落させたという内容が紙面を賑わせます。

　そのような報道傾向にも、変化のタイミングが訪れます。それが、

1945 年 3 月末の米軍の沖縄上陸、俗に言う「沖縄戦」です。それまで、

戦果の報道が多かったのに対し、沖縄に米軍が上陸し、さらに 6 月 23 日

の完全降伏に至ると、生活に関する記事や特集が多くなります。つまり、

沖縄が「堕ちた」タイミングで、兵士の新聞から銃後の新聞へと転換した

ということです。しかも、この時期は紙の分量にも規制があったため、表

裏１枚の新聞でした。それにもかかわらず、報道は民衆の生活を重視した

のです。

　ここで、なにが民衆に向けて報道されるかというと、衣食住に関わるこ

とです。例えば、効率のよい防空頭巾やモンペの縫い方などです。しかし、

どの民衆も困ったのは、食べ物のことだったと思います。都市や地方の差

はあれども、福岡の片田舎で生まれたわたくしの祖父も、とにかくひもじ

い思いをしたと常々言っていたので、どの地域でも食糧事情は乏しかった
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と想像できます。

　当時の新聞から、その事例をいくつか見てみましょう。【図 2】は、「ヒ

メムカシヨモギ」という雑草を紹介した記事（1945.07.08）です。その

見出しを見るとわかるように、雑草でも食べられること、さらには、カタ

ツムリやイモリもけっこう美味しいと紹介されています。記事中にも、野

図 2   『朝日新聞縮刷版』（1945.07.08）

菜と「栄養の点でも味の点でもヒケはとらぬ」とあります。【図 3】は、

沖縄戦以前の記事ですが、「魚の眼玉も航空食」（1945.03.02）という記

事です。「京大高田博士があの水晶体にビタミン B がどつさり含まれてゐ

ることをつきとめ」たそうで、銃後の女性たちが魚の眼玉をとりだしてい

図 3   『朝日新聞縮刷版』（1945.03.02）
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る写真が掲載されています。「米鬼どもの眼の玉が飛び出すほどの□□が

展開する」という表現で締めくくられています。実際に航空機を操る兵士

の食物として使用されたのかどうかは定かではありませんが、当時の最新

の科学が明らかにしたことが、戦争にすぐに結びつき、それを底辺で支え

た民衆の存在に気づかされる記事です。

　現在では、これらの知恵は、「どんな食べ物も無駄にしない」という観

点から一定数の支持を得らそうです。しかし、当時の背景には戦争という

ものがあり、国家の政策のために民衆の「いのち」を支える「食」が犠牲

になっているような気がして、えも言われぬ気持ちになります。

　この節では、まず明治・大正期の華やかな都市文化における食の変化を

描きましたが、その裏
4

では、近世の名残がある農村の民衆のくらしがあっ

たことを忘れることはできません。大正期には、白樺派の作家で知られる

武者小路実篤（1885 〜 1976）とその仲間が、宮崎県に「新しき村」を

拓きました。資本主義からの解放など、ユートピア的な思想のもと広がっ

た運動ですが、集団で農業を営み、文筆活動を行いました。内実の大きな

差はありますが、現在の移住ブームやくらし方を見つめ直す人々がいる事

実を考えたとき、「新しき村」の動きといくつか共通点があるようにも思

えます。昭和期については、戦争と新聞報道の関係性から、「沖縄戦」を

例にし、それを境とした報道の性格の変容は、沖縄がヤマト ⁹ の「捨て石」

であったことを示しました。近代日本の拡張主義のクライマックスがここ

にあるというべきでしょう。民衆の生活は、時代をそのまま反映します。

逆に、時代の流れは民衆の生活に大きく影響します。当然ですが、両者は

切っても切り離せない関係です。それゆえ、民衆レベルの歴史を振り返り、

わたくしたちの暮らしを見つめることは、決して無駄なことではありませ

んし、それは現在の食生活をきちんと考えようとする人にとっては必要な

知識であると考えています。

時代にあった食事のスタイル――戦後の食生活の変化と「一汁一菜」

　前節のように、人びとの食事のスタイルや流行は、その時代や世相に左

右されます。それは、どの生活水準の人びとにも、ある程度言えることで

しょう。前節では、近代について書いたので、戦後間もない時期について

少し考えてみたいと思います。

　わたくしたちが、「伝統食」というものを考えるとき、きまってお手本

にするのが、父母や祖父母の世代ではないでしょうか。戦前〜戦後まもな

く生まれた世代です。しかし、彼らの食事が「完璧」だったかというと実

は疑問なのです。たしかに、お漬物のつけ方や美味しい煮物の作り方、い

なりずしや巻き寿司の作り方など、現在の人が知らない知識をたくさん

持っていて、いわば料理の生き字引のような世代ということもできるで

しょう。しかし、占領期があり、米軍由来の高カロリーな食生活や 1951

年にアミノ酸調味料がふりかけ式の容器で販売を開始し、急激に売り上げ

を伸ばした時代を経験した世代でもあるのです。1951 年といえば、わた

くしの祖母が 20 歳、嫁入り前後だったと思います。そういった世代にとっ

ても、かなり馴染み深い商品だったと想像できます。現に、母からは、祖

母は白ご飯に山盛りいっぱいにそれをかけていたとか「これを食べると頭

が良くなる」と言っていたというエピソードを聞かされてきました。そう

いうものが一概によくない、という話ではございません。戦後復興を目指

して、人びとが忙しくなる中で、そういった生活を手助けするひとつのツー

ルとしては画期的なものだったのでしょう。つまり、祖父母の世代は、伝

統食と現代食のハイブリッドの世代ということができます。わたくしたち

の父母はその２代目、わたくしたちは３代目にあたるわけです。

　現代は、戦後復興を目指し、目覚ましい経済発展を見せた時代です。こ

れに伴い、上述のように食生活の変化や暮らし方の変化がありました。そ

の結果、安価な金額でもお腹を満たせる商品やとても便利な家電が開発さ

れました。時間的な一面において、わたくしたちの生活は「楽」になった

ということはできるでしょう。しかし、果たして豊かな時間を持つことが

できているでしょうか。わたくしには、あまりそのようには見えません。
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最近では、人びとは日々の仕事に忙殺され、24 時間繋がっているコミュ

ニーケーションツールに翻弄されています。マウスをクリックするだけで、

翌日には欲しいものが届き、よほどの過疎地域でもないかぎりは、既成の

食べ物は簡単に手に入ります。

　便利なことはよいことです。しかし、それが「いのち」をないがしろ

にする行為と裏表にあるということを意識しておかなければならないで

しょう。衣食住は生活の基本、すなわち「いのち」の基本です。着ること

や住むことを今の世の中すべて自分の力ですることは難しいですが、だい

たいの人は自分の身の丈に合った服を着て、家が汚れたら掃除をすること

でしょう。けれども、食べることは、その中でも簡単に他人に任せること

ができてしまうのです。自分で作る、もしくは家族の作ったものを食べる

生活を止めてしまった人々は、どうなってしまうのでしょうか。「いのち」

の根源の 1/3 を、自分ですることなく任せ続ける
` ` ` ` `

という行為は、「いのち」

や自分に流れている「血」に対する冒涜であるように思います。

　その想いから、わたくし自身は、忙しい日もありながらも、汁飯香だけ

は自分で用意する生活をずっと送ってきました。しかし、それには自信が

ありませんでした。四年ほど前、とあるセミナーで「一汁◯菜」の◯に入

る言葉は何でしょうという質問に「一」と答えたら、周りから「違うよ、

三だよ」と言われたことがあります。

　「一汁三菜」。これはたしかに戦後の栄養学の常識となり、一般の人びと

にも広がった理想的な食生活のスタイルと言われます。わたくしも、もち

ろんそれを知っていました。だけど、普段から続けていた食生活からか、

とっさに「一」と答えてしまったのです。

　その時は「あ、一汁三菜でしたね」と笑って過ごしましたが、内心では「そ

んなの毎日できないよ」と思っていました。例えば、料理上手な方が SNS

ですごく豪華な食事の写真をアップしていても、「すごいなあ」と思うば

かりで、「自分も時間があればできるんだけどな」と思いながら、日々の

質素な汁飯香の食事に恥じていました。そんなとき、料理研究家の土井善

晴さんの『一汁一菜でよいという提案』（2016 年）の発売を知り、一気

に読みました。とても救われた気分でした。NHK の「きょうの料理」で

もお馴染みの土井さんが、「一汁一菜でよい」と言ってくれたことに、こ

れまで恥ずかしかった自分の食事スタイルが誇らしいものに変わり、救わ

れた気持ちがしました。この本のおかげで、わたくしと同じような想いを

経験した人が、他にも数多くいることでしょう。

　土井さんの提案は、著書のタイトル通り「一汁一菜」を基本のスタイル

にし、古来日本人が大切にしてきた、柳田国男（1875 〜 1962）がいう「ハ

レ」と「ケ」のめりはりをつけるというものです。神様のための食事は「ハ

レ」、お正月のおせち料理に代表されるようなものです。そのときは、人

は手を尽くして、綺麗に料理することが求められます。土井さんは言いま

す。「手間を惜しまず、手を掛けて、願いを込めることが尊いのです。ハ

レのお料理に、手抜きや時短はありません」¹⁰。

　一方、「ケ」の食事は日常の簡素な食事です。「簡素さ」と「豊かさ」は、

一見背反するようにも見えますが、お料理の世界では「簡素さ」の中に豊

かなものがたくさんあるということを土井さんは教えてくれます。簡素で

あるということは、本来、その素材がもっているものをうまく引き出すた

めの条件です。手を加えすぎないため、味覚の研鑽にもなりますし、清潔

であることにも繋がるでしょう。日本には世界にひけをとらないほど、す

ばらしい食材が多様にあります。それに最低限の手入れを「する」ことで

美味しく「なる」というのが、「ケ」の料理の基本だと思います。そのよ

うな「ケ」の食事のなかにこそ、日本のお食事の大切な要素が詰まってい

るということです。

日本には少なくとも、手を掛けるもの、手を掛けないものという二

つの価値観があるのです。この一見相反する二つの価値観を並存さ

せ、けじめをつけて区別し、場によって使い分けるところには、そ

れぞれの合理性があります。（中略）地に足のついた慎ましい生活と

贅沢が均衡するところに、日本人の幸せはあるように思います ¹¹。

　わたくしが大切だと感じている概念に「幅」というものがあります。「余

裕」という言葉でも代用できそうですが、「幅」の方がなんだかしっくり
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きます。人間関係においてもそうです。余裕がなく、心に相手を許すこと

のできる「幅」がないからこそ、自分より弱い立場の人やその欠点を粗探

しして攻撃してしまいます。わたくしもそういうところがありますし、も

う少し「幅」のある心を持ちたいと常に思っています。

　土井さんが大切にしている家庭料理は、そのような「幅」が許される世

界です。家庭料理は「おいしくなくてもよい」と土井さんは言います。清

潔であることは欠かせませんが、土井さん自身が Twitter などで見せてく

れるお料理は、ありのままの姿です。例えば、「ハムエッグ丼つくった。

かたっぽつぶれたけど。」という投稿では、片方が立派な黄身、片方がつ

ぶれて流れた黄身というコントラストが余計に美味しそうに映ります。お

店で提供される料理では、決して許されないことが、家庭料理では、それ

がかえって美味しそうに、綺麗に見えてしまう妙があるのです。

　「ケ」の料理を大切にし、実践していくことは、「生きる力」にもつながっ

てくるはずです。例えば、体調を崩した際、よほどの高熱でもない限りは、

冷やご飯でつくるお粥ぐらいは簡単に作れますし、それに「一汁一菜」の

お供として常に味噌や梅干しを常備していれば、お粥とそれらだけで、十

分な療養食になるでしょう。乾物などもストックしておくとよいと思いま

す。わたくしが海外に行くときに必ず持っていくものは、梅干しと切り干

し大根、味噌、粉鰹です。もともとあまりお腹が強くないため、特に海外

に行った際にはお腹の調子が悪くなることがしばしばありますが、これら

をスーツケースに入れておくことで乗り切ってきました。一度、乾燥した

メキシコで喉を痛めて熱が出てしまったときも、お湯にこれらを全て入れ

るだけで、簡単な味噌汁ができますから、とても助かりました ¹²。

　具合の悪いときだけではありません。このような知恵は、災害時にも役

に立つのです。梅干しには高い殺菌効果や整腸作用があると言われていま

すし、乾物の生姜などを持っておくと少し身体があたたまってほっとする

ものです。あらゆるライフラインの断絶を想定して、いくつか乾物や漬物

など、古来からの保存食を常備しておくことは、絶対的な生きる知恵なの

です。

　食べ盛りの子どもや運動をしている人は、それに見合ったエネルギーや

タンパク質を補わなければなりません。しかし、そうでない人でも、現代

の日本人は「過食」傾向にあるように思えます。「一汁一菜」は、簡素な「ケ」

を大切にすることで、日々の料理の煩わしさを軽減させるための「スタイ

ル」であるだけではありません。「それでよい」という感覚は、いずれ心

の満足度にもつながってくる、ひとつの「思想」であるということもでき

ます。

　京都の龍安寺に、【図 4】のような文字が彫られた蹲
つくばい

があります。上下

左右の漢字に中央の「口」の字を組み合わせて「吾唯足知」（われただた

るをしる）と読みます。老子の思想にも「知足」というものがありますが、

その字の通り、「自分が今持っているものが、身分相応だと知る」という

意味でしょうか。わたくし自身、土井さんの考え方に触れて自分の生活に

対する考え方が変わりました。朝食の時間をより大切に感じるようになり、

音の無い部屋で季節のものを頂く喜びを深く感じます。夏は蝉の声を聞き

ながらぬか漬けを、冬は外の寒さを想像しながら白菜漬けを頂きます。味

噌汁に、いくつも野菜を放り込むことで、野菜の旨味も出て味噌汁の味も

変わりました。そうすることで、出汁も薄くて済むし、野菜によっては出

図 4   京都龍安寺の蹲
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汁を使わなくても十分美味しいこともあり得ます。朝に少しこのような豊

かな時間を持つだけで、その日の仕事や勉強により集中して取りかかるこ

とができるようになったと思います。

　とはいえ、人間が社会に存在している以上は、「満たされている」こと

を知りながらも、次の欲が出てきて、すぐに「満たされない」に苛まれる

ものです。美味しいお寿司を頂いて、「美味しかったなあ。しばらくは、

いつもの食事でいいなあ」と思い、「ケ」の食事を続けていても、またし

ばらくすると「美味しいお蕎麦が食べたい」などと思ってしまうのは、人

間の性です。植木等（1926 〜 2007）の「分かっちゃいるけど、やめら

れない」と日々の「一汁一菜」が交錯することで、コントラストのある面

白い生活が存在すると思います。「一汁一菜」は決してストイックな生活

スタイルをわたくしたちに押し付けるものではありません。現代を生きる

わたくしたちの周りには、多国籍の料理を頂ける機会が多くあり、日本の

料理にはない面白さを実感することも可能です。家庭での「一汁一菜」の

実践を基本として、余裕のあるときに「一汁三菜」にしたり、家族の誕生

日やお正月などの「ハレ」の日の料理を頑張る。また、たまには気の置け

ない仲間たちと外での食事を楽しむこと。これこそが、現代のわたくした

ちに合った、理想の食事のスタイルではないかと考えます。

（つづきます）

注

1. 丸山の「なる」の説明を簡単に要約すると次の通り。世界の諸神話のあらゆる創成論には、発想の根底に「つ

くる」「うむ」「なる」の基本動詞が存在する。「つくる」論理を純粋化すれば、主体と客体が非連続になる。

「うむ」は血の連続性が存在する。そのとき、「つくる」と「うむ」「なる」は対峙する位置にある。しかし、

「A（世界や神）がなる」というと、主語は A だが、「うむ」「つくる」の場合は、「A をうむ」「A をつくる」

となり、A のほかに主語 X が存在する。このとき、「うむ」「つくる」は同じ側にあり、「なる」と対峙する

位置にある。よって、図式的に三者を線上に位置付けた場合、「つくる」と「なる」が両極にあり、「うむ」

は浮動的で、その文化の性格によりどちらかの磁場に引っ張られる。例として、ユダヤ＝キリスト教系列

の創造神話は、「つくる」の磁場が強く働いた典型で、逆に日本神話は「なる」が「うむ」を引き込む傾向

にある神話である。また、記紀において、「生・成・変・化・為・産・実」が「なる」と訓ぜられ、それら

の意味を包含してきたという意味にも丸山は注目している。「つくる」という言葉は、記紀中に使用頻度は

少なく、オオクニヌシとスクナヒコナの「国造り」のように、「経営・整備・建設・修理」の意味を表す。

「うむ」もイザナギ、イザナミの「国生み」（列島の生殖）の際に用いられ、『古事記』の編者の註に「生を

訓じてウムと云ふ」と書いていることから、日本神話において「なる」「うむ」「つくる」の明確な使い分

けが行われていることがわかる。「なる」の事例は、わたくしが本文中に示した通りであるが、丸山は『古

事記』神話のクライマックスのひとつである「天岩戸説話」までに誕生した神々が、圧倒的に「なる」神

であることを示す。「国生み」という、イザナギとイザナミの生殖行為の段階から、自然な形で神が「な」っ

ていく様は、「うむ」論理が「なる」発想にズルズルと引きずられていると捉えることができ、こういった

記紀解釈から、丸山は日本人の歴史意識や思想の根底のひとつに「なる」という概念があることを述べた。

（丸山眞男「歴史意識の「古層」」〔『丸山眞男集』第 10 巻 pp.7 〜 21〕）

2.  『古事記』p.30

3.  同前 pp.33 〜 34

4.  森鴎外「牛鍋」〔『森鴎外全集』第 1 巻 p.224〕

「ざく」とは、牛鍋に入ったネギの通称であったらしい。現在では、当時の牛鍋を残す店として、「太田な

わのれん」などで食すことができる。

5.  福沢諭吉「肉食之説」〔『福沢諭吉全集』第 20 巻 p.38〕※ルビ筆者

6.  現在でもスパイスやカレー粉を発売しているが、これが市販カレーの元祖とも言われる。

7.  牛乳は当時、「薬」という認識もあったためとても高価だった。余談であるが、珈琲は、牛乳を飲みや

すくするために医者に処方されていたらしい。それについては、福沢諭吉が「肉食之説」（1870 年）、寺田

寅彦が「コーヒー哲学序説」（1933 年）に書いている。

8.  額田豊『安価生活法』pp.3 〜 4

9. 筆者は、「沖縄」に関する文脈で、「沖縄以外」の日本の領域を呼ぶ際、「ヤマト」を一貫して使用するこ

とにしている。日本近代思想史の研究者である鹿野政直は、沖縄の人間が「ヤマト」という言葉を使うこ

とに対して、次のように説明する。

　「「内地」という呼び方は、みずからを「外地」と置く位置づけに（他称に始まったという）、「他府県」

という呼び方は他府県並みにならねばとの意識に、それぞれ支えられていました。「本土」の呼称は、戦後

に一般化したそうですが、その地をメインランドとする意識を反映しています。それらにたいしてヤマト

という片かな書きの表記は、政治から一応独立した文化次元の（それのもつ “ 政治性 ” は免れないものの）、
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また上下関係を一応払拭した呼称、しかもヤマトー・ウチナーと対応させる呼称との響きをもち、なによ

りも沖縄発といいうる呼称です」。（鹿野政直『沖縄の戦後思想を考える』p.70）

10.  土井善晴『一汁一菜でよいという提案』p.26

11.  同前 pp.28 〜 30

12.  鰹節だけではなく、切り干し大根からも、とても豊富な出汁が取れる。戻し汁を捨てずに、それを基

本に炊き込むのはそのため。
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九州大学大学院地球社会統合科学府博士後期課程

背景

　決断科学プログラムに関わってから、リーダーやリーダーシップに関す

る本を多く読んできました。リーダーやリーダーシップに関しては、誰で

も多少なりとも独自のイメージを持っていると思いますが、これらの本で

述べてあることと、私のイメージにはギャップが大きくあるような気がし

ていました。特に、自分の中では「組織」を仮定したリーダー論・リーダー

シップ論に大きな違和感を覚えており、2016 年の秋頃には「リーダーは

組織やフォロワーがいなくても一人ではないか」と思い始めました。ちょ

うど 2016 年の 11/19、20 に教員で熊本視察に行った時に、人間モジュー

ル（当時）の縄田先生にそんなことを話したのを覚えています。

多くの「後付け」論に対するプロセスとしての「リーダーシップ＝旅」論

　このようなイメージが固まりつつある中、たぶん Amazon の推薦だっ

たと思うのですが、紹介する『リーダーシップの旅』[1] を見つけ、読ん

書評

野田智義・金井壽宏　著

『リーダーシップの旅：見えないものを見る』

池田大輔 九州大学システム情報科学研究院　情報学部門
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で

みました。他のリーダー論・リーダーシップ論とは異なり、自分のイメー

ジと近く、曖昧だった自分のイメージがクリアに表現してある点で大変参

考になりました。

　彼らは『リーダーシップに関する様々な誤解と悲劇の原点は、「すごい

リーダー幻想」にある。』（p42）と言い、この幻想から抜けるためには「プ

ロセスの視点」を持つことが有効であると述べています。このプロセスと

は、リーダーシップとは旅である、というものです。具体的には、『リーダー

シップは「見えないもの」を見る旅だ。ある人が、「見えないもの」、つま

り現在、現実には存在せず、多くの人がビジョンや理想と呼ぶようなもの

を見る、もしくは見ようとする。そして、その人は実現に向けて行動を起

こす。世の中ではよく、リーダーはついてくる人（フォロワー）を率いる、

リーダーシップはフォロワーを前提とするなどと言われているが、私はそ

うは思わない。旅はたった一人で始まる』（p21）というものです。

「リーダーシップの旅」に貼られた付箋

撮影者：池田大輔

普通のリーダーたち

　最初の時点ではフォロワーや組織がないところからリーダーシップが始

まるという点で、自分が抱いていたイメージとかなり近いです。また、「偉

大なリーダー」ばかりでなく、身近で意外な人もリーダーであると例をあ

げて説明していますが、これらの例もしっくりくるものばかりです。例え

ば、他所で覚えた缶蹴りを仲間に紹介する子ども（p32）もリーダーシッ

プの発露としています。これは私が考える例ですが、通常の意味でのコミュ

ニケーションがとれない重度の自閉症である東田直樹さんも、講演や執筆

活動（たとえば [2]）等で自閉症や発達障害を持つ人に対するイメージを

変えようとしているという意味でリーダーシップを発揮しようとしている

人だと思います。これらの例は意志力、崇高な使命、実行力といった見栄

えのよい言葉がならびがちなリーダー論・リーダーシップ論とは異なり、

誰でもリーダーシップを発揮する機会はあることを具体的にイメージする

機会になるのではないでしょうか。

　また、キング牧師やガンジー、稲盛和夫の例をあげ、成長していき結果

としてリーダーになったのであり、最初から偉大だったわけではないと強

調しています。つまり、リーダーシップは成長していく旅でもあるわけで

す。

なぜ旅に出るのか？

　多くの点で、この本には納得できるのですが、残念ながら、なぜリーダー

（となった人）は旅にでるのかという点を説明できていない点が残念です。

特に、旅を始める前は危険であったり、到底できないと思われるようなこ

とにリーダー（となる人）を踏み出させるドライバーが何であるか興味が

あるところです。これに対して、私はシステム 1 の働きが大きいのでは

ないかという仮説を持っています。アイデアの閃きと同様に、ビジョンを

得るのも、論理的・演繹的ではなく、帰納的な飛躍があるのではないかと
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思っています。また、システム 1 の性質から、思いついたビジョンは強

いドライバーとなるのではないかと思っています。

　このあたりのことは、例えばポランニー [3] の言うコミットメントに対

応するのではないかと思っています。また、スティーブ・ジョブズは “When 

you ask creative people how they did something, they feel a little guilty 

because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvi-

ous to them after a while.”[4] というように、一度見えてしまえば、起こっ

ていないビジョンでも当たり前のように見えてしまうのでしょう。ちなみ

に、この言葉の前に、ジョブズは ”Creativity is just connecting things.” と

言っています。こちらは、名言としてよく取りあげてられていますが、そ

の後のビジョンのほうはなかなか引用されませんね。

ヒトラーはリーダーか？

　リーダーシップに関するモデルを提案する場合、このモデルに適合する

人としない人を峻別できるようになります。例えば、「実行力があること」

をリーダーの必要条件とすれば、上の缶蹴りの子どもはリーダーにならな

いでしょう。このようにモデルを考えると、これを様々な例に適用してモ

デルの妥当性を検証するわけですが、まず考えたくなるのがヒトラーは提

案モデルでリーダーとなるのかどうか、でしょう。『リーダーシップの旅』

では、『この間、野田さんとの議論で提起されたリーダーの条件をいずれ

もヒトラーは満たしている』（p265）として、リーダーの責任に言及して

います。この点も、私にはちょっと残念なところです。自分の仮説ではこ

の例がどうなるのかについては、次号の特集で取り上げたいと思います。
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　本稿は、自著・江口久美（2015）『パリの歴史的建造物保全』中央公論

美術出版より、適宜文章・図などを引用、抜粋、追記、修正などしたもの

である。

　都市にとって歴史性の恢復とは、どのような意味があるのだろうか。現

代の日本は、この問題への回答を迫られている。

　地域の風景を保存・育成する流れは、2004 年の景観法に結実し、さらに、

2008 年に、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（以降、

歴史まちづくり法）が施行された。歴史まちづくり法は、「歴史的風致を

維持・向上させ、後世に継承すること」を目的としている。歴史的風致と

は、「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその

活動が行われる歴史上の価値の高い建造物及びその周辺の市街地が一体と

なって形成してきた良好な市街地の環境」と定義されている。

　つまり、歴史的な価値を有する建造物と周辺に広がる面的な環境から歴

史的特徴を発見し、生活の現代的な必要に応えながら地域の魅力を維持し

育てていく手法が模索されている。

自著紹介

『パリの歴史的建造物保全』

江口久美

　さて、こうした歴史的環境保全の仕組みを、近代以降先駆的に深化さ

せてきたのがフランスである。1830 年に歴史的建造物総監が指名され、

1887 年法を基礎とした 1913 年法により、歴史的建造物（Monument 

historique）が制度化された。それは 1943 年の歴史的建造物周囲半径

500m 規制以降、多様な面的な歴史的環境保全手法として展開している。

また、歴史的建造物補助目録 (Inventaire supplémentaire des monuments 

historiques) による登録建造物 (monument historique inscrit) 制度は 1927

年から存在しており、歴史的環境保全に大きく貢献している。

　フランスにおいて歴史的建造物が法制化される時代は、ナポレオン 3

世による第二帝政 (1852-1870) が終わった後の、第三共和政 (1870-1940)

に当たる。第三共和政はパリ・コミューンの蜂起から始まり、ナチス・ド

イツによるパリ占領まで続いたが、きわめて不安定な政治体制であった。

それにも関わらず、19 世紀末にかけて産業革命を受けて、文化的成熟、

世紀末の熱狂などが見られ、現在のいわゆるパリのイメージが形成された

時期となった。

　都市工学的視点からは、フランス第二帝政は、セーヌ県知事、ジョルジュ・

ウジェーヌ・オスマン (Georges Eugène HAUSSMANN :1809-1891) のパ

リ大改造に代表される時代であった。CHOAY（1983）
1

によれば、オスマ

ンは、1853 年に県知事に着任後、それまで一体性を持たなかったパリを、

作動性を持った全体へと変換することを目的として、将来の開発に適した

道路網で教会から押収した地所を分割し、魅力的なモニュメントの周りに、

パースペクティブを有した、放射街路の形態システムを創造した。

　しかし、こうした急進的で時には強制的な改変は、批判を巻き起こした。

LAVEDAN（2002）『パリ都市計画の歴史』
2

にもそれは、「ヴァンダリズム

（蛮行）」として記述されている。ヴァンダリズムを伴うオスマン型の都市

開発は、ヨーロッパの多くの都市を席巻した。

　1890 年から 1930 年代のパリは、オスマンによるパリ大改造からなし

崩し的に交通問題や住宅の衛生問題を主眼としたパリの近代化が急速に展

開する時期であった。この事態は後述するパリについて問題の累積した歴

史的建造物制度によって、歴史的環境保全について考えはじめていた有識

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター



134 135

者たちの危機感をつのらせ、本当の意味でのパリにおける歴史的環境保全

の礎を築くきっかけとなった。

　GUILMEAU（2007）
3

によれば、19 世紀における、歴史的建造物に関す

る国家レベルの政策は、①世界初のリスト作成だったことによる体制整備

の不十分さ、②歴史的建造物の概念に対する視野の狭さ、等の理由により、

必ずしも高い水準にあると言えるものでは無かった。このことは、1840

年の公式リストに、パリの歴史的建造物が一件も掲載されていないことか

らも分かる。また、国と市の確執も指摘されている。このような状況のも

と、19 世紀末から 20 世紀初頭の激動の時代を経て、いかにパリ市は歴

史的環境保全を実現したのであろうか。

　オスマン期からポスト・オスマン期のパリにおいて、以上の理由を解決

し、地域における実践的な活動を通じて、歴史的建造物の指定及び保全

体制を成熟させていったのが有識者によって構成された協会（以下、有

識者協会）であった。19 世紀中葉に考古学や歴史に関する協会が多数

創設された。主なものとしては、1865 年にパリ考古学歴史協会 (Société 

parisienne d’archéologie et d’histoire) が設立された後、1874 年にパリ及

びイル・ド・フランス歴史考古学協会 (Société de l’Histoire de Paris et de 

l’Île-de-France)、1884 年にパリ・モニュメント愛好会 (Société des amis 

des monuments parisiens、以後 SAMP) が設立されている。彼らは、破壊

の危機に瀕した、歴史的な価値を有する建造物の記録及び保護のために活

動していく中で、都市風景を生活者の視点から再発見し、ピトレスクとい

う概念で捉えるようになった。

　彼らの活動は、パリ市の考古学に関する諮問機関である、古きパリ委員

会 (Commission du Vieux Paris、以下 CVP) の創設の契機となった。なぜ

なら、SAMP で活動しながらも、民間組織の限界を感じていたメンバーが、

CVP を設立したからである。CVP は、1897 年に創設された、悉皆調査を

もとに歴史的建造物の記録や保全を進めていくための諮問組織であり、現

在も活動を続けている。

　CVP は SAMP から継承された都市を見る視点を活かして調査を行い、

1916 年に考古学的・芸術的目録 (CAA) を作成した。こうした CVP の活

動は歴史的建造物保全に、建造物を周辺環境との関係から評価する都市的

視点を導入しその後の面的保全制度の展開への素地となったと考えられ

る。

　本研究は、第二次大戦により活動が縮小される 1897 年の設立から

1930 年代までを、古きパリ委員会 (CVP) の活動の黎明期と位置づけ、こ

の間の CVP による歴史的建造物保全の取り組みを対象とする。

　本稿の研究方法としては、文献資料の精読と分析を行う。文献資料とし

て、一次資料を用いる他、必要に応じて既往研究を用いる。

　 一 次 資 料 と し て は、CVP 図 書 館 (Bibliothèque de la Commission du 

Vieux Paris) に保管されている、CVP 議事録 (Procès-Verbaux de la Com-

mission du Vieux Paris) 
4

などを用いた。

　以下、各章の要点をまとめる。

　第 2 章においては、必要に応じて、HUGO
5

の著作 HAUSSMANN や歴史

的建造物審議会 (CMH) に関する既往研究を参照しながら、運動論として、

18 世紀の革命後のナショナル・アイデンティティ形成と、歴史的建造物

保全運動の出現、19 世紀のオスマニズムの出現による保全意識の高まり

の経緯を明らかにした。

　第 3 章においては、オスマン期にかけての歴史的建造物制度の課題

とセーヌ県による都市史研究と、運動論として建造物保全を巡る組織、

1884 年のパリ建造物愛好会（SAMP）が果たした役割に関して明らかに

した。

　第 4 章においては、運動論から制度史への展開という視点から、1897

年の CVP の成立と「ピトレスク」な視点、歴史的建造物の点的保全制度

による「古きパリ」の保全とランドマーク性の評価による CVP への都市

的視点の萌芽を明らかにした。

　第 5 章においては、制度史として 1916 年の CVP への CAA の成立と景

勝地制度の関連性、CAA から読み取れる、成果者の視点から CVP の周辺

環境との調和または通りと一体になった景観を評価する視点、CVP の都

市計画史的な評価を行う視点によるヴォージュ広場の面的な保全について
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明らかにした。

　第 6 章においては、制度史として 1927 年の国の歴史的建造物補助目

録 (ISMH) への影響、1929 年の国のパリ建造物的眺望委員会 (CPM) への

影響、1943 年以降の 1943 年以降の面的保全制度の展開について明らか

にした。

　以下、総合的考察をまとめる。

　一つ目は、パリにおける都市風景をピトレスクと捉える考え方の生成で

ある。

　CVP は、SAMP の活動を下地として、ラムルーの提案により 1897 年に

パリ市に設立された。CVPはSAMPから都市風景に対する視点を継承した。

その際に、古きパリは「ピトレスクな特徴を示す市の一部」であるオーセ

ンティックなパリと表されていた。また、単体の建造物保全を目的とした

歴史的建造物制度の補完という目的のため、CVP の活動初期におけるピ

トレスクの概念の対象となる建造物の建設年代はほとんど同じであった。

　その後、1916 年の CAA の作成過程では、ピトレスクであることが

CAA への採録の条件となった。1916 年 5 月のルイ・ボニエの発言によれ

ば、ピトレスクとは「都市空間の理解に必要な歴史的継続性」が現れてい

ることであり、その対象は地区の断片である。

　1933 年の CPM による都市景勝地に関するレポートにおいては、豊か

な歴史性を有している都市景観がピトレスクであると評価されており、シ

テ島の端がこれに値するものとされている。このような都市風景に対する

ピトレスクの概念の拡大は、1930 年法による改正景勝地制度にも見られ、

景勝地は「芸術的・歴史的・科学的・伝説的・ピトレスクな特徴を有する」

ものとして表現されている。

　都市の界隈風景をピトレスクであるとして評価することは、為政者から

生活者への視点の変化であり、全体計画に部分を従わせる視点から、個々

の場の発見を都市全体の価値につなげる視点への転換であった。

　個性と厚みのある歴史まちづくりを行っていく上で、生活者の視点から

都市風景を価値付け、単体建造物にとどまらない、面的保全を促していっ

た CVP の取り組みに学ぶべき点は多いと言えよう。

　ドイツ語圏における malerisch な風景を評価する視点の保全制度への反

映や、イギリスにおけるピクチャレスクな景観を創出する都市計画手法の

保全への反映、英仏のピトレスクな風景を指向する視点の相互の影響、オ

スマン期の公園におけるピトレスクな風景認識の都市への適用の影響に関

しては明らかにされていない点も多く、今後の研究課題としていきたい。

　二つ目は、CVP の視点から面的保全への展開である。

　1898 年に設立された CVP は、オーセンティックなパリを目録化し、

できれば保全すること及び歴史的建造物制度を補完することを目的として

いた。

　CVP は SAMP からパリの界隈風景を生活者の立場から評価する視点を

継承していた。1898 年のシャルル・ビュルス主催のパブリック・アート

国際会議に参加し、古建造物の保全及び街路の不規則性の尊重に関する歴

史的環境保全の原則を参照した。その後活動の過程で、単体の建造物を界

隈における周辺環境との関連から評価する都市的視点を確立し、面的な保

全を展開していった。

　1911 年のサンス館（図１）の事例において、CVP は生活風景のランド

マークとして建造物を評価した。その際、ランドマーク性を保全するため、

サンス館と合わせて隣接する周辺環境も保全すべきであることが主張され

た。また、同時期には歴史的建造物周辺のバッファーゾーンの保全につい

ても、CVP は重要と考えていた。そのため、主に 1910 年法による歴史

的建造物周辺の広告排除に関連した活動を 1900 年から CVP は実践して

いた。

　1916 年の CAA 作成の過程でもサンス館の事例に見られたような CVP

による評価の姿勢は継承された。CAA においては歴史的重層性が立ち現

れた地区の断片がピトレスクな眺めとして評価対象となった。そのため、

ランドマーク性の評価のみならず、ピトレスクな角地、様々な眺望点から

のピトレスクな眺め、建造物の通りとの調和、広場との関係性、隣接する

建造物との調和、大建造物の都市の中における様々な見え方が評価された。
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図 1  20 世紀初頭のサンス館のガーゴイルのあるファサード

図版出典 : Commission du Vieux Paris, CAA-CA 4e 46

その結果、街路改変に際し保全すべき建造物をリストアップした CAA に

は、保全すべき地区・広場・通りが記載されており、歴史的景観や一体的

に形成された地区の保全という歴史的環境保全における新たな概念が生ま

れている。また、この CAA は補助金を伴わない監視を実現する登録制度

の可能性を示唆し、1927 年の ISMH 設置のきっかけとなった。

　CVP の活動により計画性を評価する視点も確立された。各々の建造物

に対して、周辺環境を含む計画史が調査されるようになり、ある時代に地

役権を課され、調和を考慮しながら一体的に形成された広場や街路が評価

されるようになった。この視点は、1902 年からの活動を通して都市計画

遺産として保全されたヴォージュ広場保全の事例に見られた。ここでは、

生活による機能的要請を考慮したファサード保全という新たな手法も生ま

れている。

　一体的または計画的に形成された建造物群の保全という考え方は国の制

度に影響を与えた。1927 年の歴史的建造物法の改正による ISMH 制度の

建造物群登録制度の保全対象は、「特に突出した特徴の建造物はないが固

有の特徴を保全している家屋群や村全体」とされた。

　さらに、歴史的重層性が立ち現れた歴史的景観の評価は 1930 年法によ

る景勝地制度の都市への適用に影響を与え、豊かな歴史性を包含する地区

としてシテ島の端が指定景勝地となり、歴史が積層したパリ市の大部分は

登録景勝地とされた。

　これらの視点により評価された古きパリは、ドビドゥール (1945) 
6

の整

理に見られたようにパリの重層的な歴史性を展開してきた多様な建設年代

や性質にわたる建造物や地区であり、歴史的建造物制度、景勝地制度のみ

ならず 1943 年法以降の面的保全制度により複合的に保全されていくので

ある。
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総括モジュール

多くの日本人にとって、メキシコは遠い国だ。私もメキシコに行って

みるまでは、その自然・歴史・文化についての知識はほぼ皆無だった。そ

のメキシコになぜ行こうと考えたのか、まずはその理由から話を始めよう。

前回の記事で紹介したように、私は無性生殖をするヒヨドリバナ属植

物の研究のために、北米東部（フロリダ州など）に調査に出かけた。この

調査を通じて、人口甘味料の原料として有名なステビアがヒヨドリバナ属

の親戚であり、メキシコには約 100 種のステビアが生育しており、そし

てなんとそのうち 30 種以上に無性生殖が報告されていることを知った。

無性生殖植物の進化を研究している者として、何としてもメキシコに出か

けて、ステビア属の調査をしてみたいと思うようになった。

しかし、当時の私はスペイン語をまったく話せなかった。メキシコに

は友人もいない。治安が悪いという話も聞く。そもそも、ステビア属がど

んなところに生えていて、どんな調査が可能なのか、想像もつかない。ま

ずはステビア属についての情報収集が必要だ。そこで調べ始めてみると、

メキシコ国境に接するテキサス州ビッグベン（Big Bend）国立公園に行け

ば、ステビア属が１種だけ自生していることがわかった。すぐにテキサス

手つかずの部屋

第４回

メキシコの大地との出会い

矢原徹一
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調査を計画し、実行に移した。

　ビッグベン国立公園に行くために、テキサス州のサン・アントニオでレ

ンタカーを借り、ハイウェイを車で飛ばし、国立公園の登山口があるアル

パインという街をめざした。西部劇に登場する、サボテンが生えたあの荒

野の風景の中を、ただひたすら北上した。

私は大学時代に西部劇の音楽に興味を持ち、レコードを買ってよく聞

いていた。このため、荒野の中を運転していると、「荒野の用心棒」や「夕

陽のガンマン」のメロディが自然と浮かんできた。口笛が心に響く名曲だ。

西部の荒野には、なぜか口笛がよく似合う。最初はこれらのメロディを脳

内で再生しながら、エキサイティングなドライブを楽しんだ。しかし、テ

キサスは広い。そのニックネームは、the biggest state。サン・アントニ

オからアルパインまで約 500km だから、半日かけての移動となる。これ

でもか、これでもかと続く荒野の風景は、さすがに飽きてくる。「アルパ

イン」に近づけば、きっと風景に変化が出るだろうと予想し、その変化を

待ち望みながら、運転を続けた。しかし、いつまでたっても風景は変わら

ない。「アルパイン」は高山という意味だから、きっと標高が高い場所に

あるのだろうと思った私が愚かだった。今なら、Google Earth でどんな場

所かすぐに確かめることができる。「アルパイン」の街の標高は 100 ｍ台

だ。

アルパインからビッグベン国立公園登山口に向かう道に入ると、さ

すがに少し風景が変化する。次第に道路が傾斜を強め、山に近づいてい

ることが実感できる。登山口にあるチソス・マウンテン・ロッジは、約

1300m の標高にあった。周囲は潅木が点在する岩砂漠だが、潅木の木陰

にはムラサキカッコウアザミに似たキク科植物の鮮やかなブルーの花が咲

いていた。翌日は標高 2385 ｍのエモリー・ピークをめざした。ホテルの

人から、結構時間がかかるがおまえはグッド・ハイカーかと尋ねられ、イ

エスと即答した。こっちは屋久島の山を歩いているんだよ、と自信がみな

ぎる。予想どおり、山頂近くまで苦もなくたどりついた。目的のステビア

は、明るい道端に少しだけ生えていた。白い花の種で、見栄えはぱっとし

ないが、たしかにヒヨドリバナの仲間の形をしている。異国の地で懐かし

い友達に会うような、格別の親しみを感じた。

目的は達したが、山頂に立たずに帰るわけにはいかない。岩山をさら

に登った。山頂部でも植生はまばらで、森林と呼べるものはない。その明

るい光景の中で目立つのは、圧倒的な存在感を持つリュウゼツランだ。長

さ 1m 近い巨大な多肉質の葉を地上に広げ、5m くらいの花茎をあげ、大

きな黄色い花をつけている。日本でも北米東部でもまったく見たことがな

い、初めての光景だ。

そして、リュウゼツランが咲く岩山の見晴らしが開けると、国境を流

れるリオ・グランデ川の向こうに、わが目を疑う光景が飛び込んできた。

地平線まで、見渡す限りの大森林地帯が広がっていたのだ。メキシコもテ

キサスと同様に砂漠とサボテンの国とばかり思っていた。実際には、メキ

シコ北部には 3000 ｍ級の山脈がつらなり、針葉樹林が山脈を覆っている。

次はメキシコに行くぞ！眼下に広がる大森林地帯を見ながら、その決心を

固めた。

そのときはまだ、このビッグベン国立公園を含むテキサス州の一部が、

旧メキシコ領であり、アメリカ合衆国がメキシコとの戦争に勝って手に入

れた土地であることを知らずにいた。そういえば、レンタカーを借りたサ

ン・アントニオはスペイン風の名前であり、街なみにもスペイン統治時代

の面影があった。

オアハカへの旅

メキシコへの旅を助けてくれる人物が、やがてあらわれた。京都大学

で学位をとった日系メキシコ人のケン・オオヤマさんだ。東大駒場（当時）

の私の研究室にポスドクとして来てくださったのだ。彼がメキシコ国立自

治大学に職を得て帰国されたので、早速メキシコ調査を計画し、友人の伊

藤元己さん（現東大教授）に同行をお願いし、メキシコシティからオアハ

カへの一週間ほどの旅を実行した。私はオオヤマさんがフィールドにも同

行してくださるものと思っていたのだが、メキシコシティの南端で、あと

は自力で行ってきてねと、放り出されてしまった。オアハカ行きの夜行バ
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スが盗賊におそわれて日本人が殺されるという事件があった年のことであ

る。初めてのメキシコ調査は、緊張感マックスでスタートした。

急いで覚えた片言のスペイン語がどれだけ通じるか心配だったが、レ

ストランテで料理を注文する、ガソリネラで給油する、オテルで部屋をと

る、メルカードで買い物をする、という程度の会話は何とかできた。困っ

たのは、道を聞いたあとだ。道を聞くことはできても、詳しい説明をされ

ると、さっぱりわからない。ただし、幸いにしてメキシコの人はだいたい

大雑把で、デレッチョ（まっすぐ）でおしまいだ。目的地までの時間を聞

くと、近ければウノ・オーラ（一時間）、遠ければトレス・オーラス（三

時間）。ウノと言われて一時間運転し、もういちど聞くと、またウノと言

われることもしばしばだった。

調査は乾季だった。ケン・オオヤマさんはハイウェイではなく一般道

を紹介してくれた。そのほうが植物採集のための路肩駐車が楽なので正解

ではあったのだが、車が巻き上げるほこりの中の運転が続いた。田舎道に

入ると、しばしばスコップを持った子供と老人が紐で道路をさえぎってい

た。道路を見ると、穴を埋めたあとがある。道路をメンテしてるからと言っ

て、通行料を請求された。このため、いつも小銭を絶やさないように注意

した。

メキシコシティの標高はおよそ 2250 ｍ。メキシコシティから南下し

てプエブラ市に行く道は、3000m 近くの峠をこえる。道路が山に入ると、

道路沿いには立派なカシ林があらわれ、標高があがるとモミ林に変わる。

私の中でメキシコのイメージががらりと変わった。明るいカシ林の下には、

ステビアの群落がどこにもあった。一箇所に何種ものステビアが入り乱れ

ており、すさまじく変異性が高く、とても面白い。花色も白、ピンク、濃

い紫とさまざまで、見飽きない。しばらく走っては車を停めてステビアを

採集する旅を続けた。ステビア以外にも、マリーゴールドの黄色、コスモ

スのピンク、ダリヤの紫や朱色、サルビアの赤や青の花が咲き乱れている。

道端がお花畑だ。その後世界各地をまわったが、メキシコの植生はまちが

いなく、世界一カラフルで美しい。

峠をこえてプエブラ市に下る道からは、メキシコシティの南にそびえ

るポポカテペトル山とイスタシワトル山が見える。それぞれ、5426m と

5286 ｍの標高を誇る。もちろん山頂部は万年雪に覆われている。砂漠か

ら雪山を見上げる経験ははじめてだ。メキシコの大地のスケールの大きさ

を感じながら、プエブラ市を走り抜けた。

プエブラ市からテワカンに至る道は、砂漠を抜けて続く。テキサス州

を北上したときよりもさらに平坦で、さらに植生が乏しい道を 200km ほ

どひたすら南東に走り、プエブラ州南東部のテワカンにたどりつくと、よ

うやく少し岩山が見えた。もう少しでオアハカ州だ。その日はテワカンで

一泊し、一日の無事を祝ってコロナとテキーラを飲んだ。メキシコでもっ

ともポピュラーなビールであるコロナは、リモーンを絞り込んで飲むとう

まい。一日の疲れが吹き飛ぶ。リュウゼツランの葉の基部に蓄えられたデ

ンプンから作るテキーラは、日本のどの焼酎とも違う独特のキレがあり、

一口飲んだだけで喉にツーンと染み渡る。飲みすぎは禁物だ。

オアハカ州に入ると、地形は起伏を増し、岩山に爪楊枝を立てたよう

にサボテンが生えている。やがてカシ林があらわれ、ステビアが出迎えて

くれた。メキシコシティからプエブラに越える道で見たものとは違う種が

次々にあらわれ、興奮した。このオアハカ旅行をきっかけに、私はほぼ

10 年間、毎年メキシコを訪問して、ステビアの調査をすることになった。

このステビアの研究では、昨年ようやく分子系統学的研究の成果を論文に

できたが、まだまだやりたいことが残っている。

オアハカ州の州都、オアハカシティは世界文化遺産に登録された街だ。

かつてはアステカ帝国の都市として栄えたが、1521 年にスペイン軍に征

服された。その後 16 〜 18 世紀のスペイン統治時代に作られたコロニア

ル様式の美しい街並が残る。ソカロ（中央広場）の近くにあるサント・ド

ミンゴ教会はとくに有名だが、それ以外にも歴史的建造物がたくさんある。

食事も豊かだ。手で裂けるチーズ、ケシージョはオアハカの特産品だ。

塩味が効いていておいしい。その後日本ではこのチーズをまねたストリン

グ・チーズが発売されたが、その味はオアハカのケシージョに遠く及ばな

い。メキシコにはモーレという鶏肉にかけるこげ茶色のソースがあるが、

オアハカのモーレはその独特の色から、アマリージョ（黄色）と呼ばれる。
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クミン、コリアンダーというカレー風味の代表的スパイスに加えて、イエ

ルバ・サンタというムラサキ科のスパイスを使う。もちろん、チレ（とう

がらし）を何種類も使うので、辛いけど、おいしい。メキシコの主食であ

るトルティージャ（トウモロコシのデンプン粉をうすくのばして焼いたも

の）の作り方も味も独特で、つい食べ過ぎてしまう。

夕食のあと、オアハカの音楽の CD はないかと店を探しているうちに、

El Cóndor Pasa（邦題：コンドルは飛んでいく）が目にとまった。サイモ

ン & ガーファンクルがカバーして有名になったが、もともとは南米のヌ

エバ・カンシオン（新しい歌）運動の中で広がったフォルクローレだ。ヌ

エバ・カンシオンは、音楽を通した社会変革運動として、1960 年代以降

にラテンアメリカ各地で大きく盛り上がり、優れた音楽家を育て、数々の

名曲を残した。ケーナやチャランゴなどの民俗楽器で奏でられるフォルク

ローレは、日本人の琴線に触れ、日本でもファンが少なくない。フォルク

ローレを聞くと、アジアから新大陸にわたった人たちの中に、私たちと共

通する音の感覚が今も保たれているのではないかと思ってしまう。

翌日訪問したオアハカのカシ林は、アジアとはまったく違う世界だ。

しかし、たしかにカシ林（どんぐりの林）である。テキサスの荒野とは違

い、日本の温帯林と同様に、ブナ科（どんぐりの仲間）が優先した林であ

る。そしてそこには、ヒヨドリバナの親戚であるステビアがたくさん生え

ている。実はオアハカには、松田英二博士が発見されたウツギ属の種があ

る。ウツギ属は、東アジアとメキシコに隔離分布しているのである。松田

英二博士は、ウツギ以外にも、東アジアとメキシコの関連を示す植物をい

くつも発見された。東アジアとメキシコの植物の間には、過去につながり

があったのだ。

松田英二博士は、1922 年にメキシコに渡った植物学者である。第二次

大戦中の苦難を経て 1951 年にメキシコ国立自治大学教授に招かれ、その

植物園を創った人であることを、オアハカで学んだ。日本から見ればメキ

シコは遠い国だが、メキシコには日本にかかわりがある植物が生えており、

そしてその研究には松田英二博士が大きく貢献されたという歴史がある。

自分がその歴史にめぐりあい、そしてメキシコの植物研究に貢献できる機

会を得たことに、不思議な縁を感じた。この縁が、決断科学プログラムの

メキシコ実習につながったことは言うまでもない。

メキシコを旅すると、長い歴史の時間の中に自分が生きていることを

実感する。最終氷期の氷河が溶けたあとに、アラスカから北米を通ってメ

キシコにたどりついた人たち。彼らが残した文明には、どこかアジア的な

要素が感じられる。そして、このメキシコの植物の中にもアジア的な要素

がある。それは、何百万年、何千万年の地球の歴史の中で、東アジアとメ

キシコに交流があった証だ。その植物の交流の証を、日本人研究者である

松田英二博士が発見され、そして私がその研究の歴史を紡いだ。そして、

決断科学プログラムのメキシコ実習を通じて日本とメキシコの新しい交流

が生まれた。この交流は今や私の手をはなれて、新しい道をたどっている

が、私のステビア研究もまだ終わっていない。近い将来、メキシコをもう

いちど旅して、ステビアの研究を再開できる日を夢見ている。

矢原徹一　やはら　てつかず

1954 年福岡県生まれ。京都大学理学部卒。東京大学助手、助教授を経て 1994 年より九州大学教授。
専門は生態学・進化学。著書に『花の性』『保全生態学入門』（共著）ほか。

九州大学教授　持続可能な社会のための決断科学センター長
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　この原稿を書いている時点（2 月 12 日）で、マスコミやインターネッ

ト上では平昌オリンピックに関係する記事や情報が溢れている。オリン

ピックという、「平和の祭典」を目指して始まった世界的なイベントが、

商業主義に翻弄されるとともに、今回は朝鮮半島を取り巻く危機的な国際

関係において政治的にも利用され、極めて複雑な環境下でのオリンピック

／パラリンピックとなっている。一人ひとりのアスリートの感動のドラマ

の裏に、様々な利害関係や社会問題が蠢いているのが見えてくる。

　この「決断科学」第 4 号には、村上先生のヒアリに関する論文とともに、

昨年のヒアリ騒動における報道や情報公開に関する貴重な研究ノートも合

わせて掲載されている。まさに、オリンピックに関連した報道や社会の意

思決定に重なりあう問題である。科学的な事実とそれに基づく対応策を、

いかに社会に受容してもらい社会全体の意思決定に結び付けるかは、決断

科学にとって重要な課題である。この問題に正面から取り組もうとしてい

るのが、徳永君と秋保君の対馬におけるシティズンシップ教育の事例に基

づく論文である。これは、社会の構成員にいかに「市民性」を身につけて

もらうかを模索した意欲的な取り組みである。「市民性」の涵養が、社会

の合意形成における基本となる。また、田井君ほかの宗像での活動を踏ま

えた決断科学の理論基盤の洗練とその実践への適用に関する研究ノート

は、個々の決断の評価とかかわる本プログラムの重要な課題を扱っている。

細谷先生らのヤクシカ ZOO プロジェクトも一つの課題の提示であり実践

巻末言

安浦寛人

例である。

　活動報告にあるように、決断科学に関連する様々な活動も広がってきた。

大学院リーディングプログラムとしての国からの支援期間は終わりに近づ

いてきた。プログラムに参加する学生諸君や教員の皆様が、これまでの取

り組みをさらに深掘りするとともに、持続可能な決断科学の教育・研究体

制について新しいアイディアと実践に取り組まれることを期待している。

（九州大学理事・副学長）
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　ついに 4 号が発刊となりました。これもひとえに、毎号魅力的な論文

を寄稿くださる執筆者の方々、そして忙しさの合間をぬって編集作業を

行ってくださるスタッフのみなさまのおかげです。ありがとうございます。

第 2 号から編集メンバーとして関わらせていただき、ついに自分が編集

後記を書く時がやってきました。感慨深い。しかも、「4」という数字は

個人的にはなかなか縁起が良い。バスケットボールならキャプテン、野球

なら強打者、サッカーなら本田圭佑といったスポーツにまつわる好イメー

ジがあり、そして自分の高校時代の背番号のひとつでもあります。そんな

所縁ある数字の編集後記担当になるとは何とも運が良いなんて思ったり。 

　さて毎号進化を重ねている雑誌決断科学ですが、今号から大きくリ

ニューアルしております。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、

まず横書きになりました。横書きです。これで英語の投稿もばっちりです。

そして査読論文をはじめとする新たな投稿先の部門が設けられました。プ

ログラム開始から 4 年目ということもあって、今号ではこれまで以上に

具体的な活動内容や成果報告に触れることができ読み応えがあると思いま

す。雑誌のコンテンツについては、今後も試行錯誤を重ねながら新たな試

みを野心的に取り入れて行きたいと思います。 

　決断科学での活動は、社会的貢献や意義など大きい一方で、論文のよう

な成果物にする難しさが少なからずあると思います。学際的な研究につい

ても同様で、本誌はそういった先進的な取り組みの受け皿として、まずは

編集後記

須藤竜之介

プログラムの成果を社会に発信する。そして最終的には、外部からも学際

的、社会実装型の研究の最先端分野として、盛んに投稿してもらえるよう

な雑誌にしていけたらなと思う次第です。 

　いよいよ決断科学プログラムも折り返しから終わりへと向かいつつあり

ます。社会に出ていく卒業生も増えてきました。次号から編集チームの二

大巨頭であった角さんと久保さんが抜け、新チームとして始動していきま

す。お二人のこれまでの仕事に負けないよう頑張っていきます。角さん、

久保さん、本当にお疲れさまでした。次号では執筆者としての投稿、お待

ちしております。そういえば、スター・ウォーズ　エピソード 4 の副題は “A 

NEW HOPE”でした。この 4 号が今後の決断科学にとっての新たなる希

望とならんことを。 



152

第 四 号

2018 年 3 月 23 日発行　　無断転載禁止

編集長

編集スタッフ

デザイナー

アドバイザー

発行所

印刷所

鐘江　嘉彦

久保　裕貴

角　玲緒那

須藤　竜之介

永濱　藍

錢　琨

池田　大輔

〒 819 -0395　福岡県福岡市西区元岡 744

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

電話　092 - 802 - 6050

Ｅメール　ketsudan@jimu.kyushu-u.ac.jp

城島印刷株式会社


	決断科学_04_表14_r01_OL
	決断科学_04_表32_r00
	決断科学_04_本文_r03_color

