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Abstract
    Institute of Decision Science for a Sustainable Society (IDS3) researches 
the methodology of decision making in uncertain situation. IDS3 offers 
various practices and experiences of problem solving. Particular instances 
of decisions are accumulated. However, the concept of decision that De-
cision Science focuses on is still undefined. Here I show that conditions 
of decision are (1) that it is made in uncertain situation, (2) that the agent 
exist, and (3) that it is socially justifiable. IDS3 has two models of the pro-
cess of decision making, Y-model and G-model. Y-model claims (Y1) that 
decision that Decision Science focuses on is decision-making for big social 
issues and (Y2) that it cannot be selected by preferences. G-model claims 
(G1) that decision is subclass of determination and (G2) that we have au-
tonomy and responsibility for what we decide. In this paper, I analyze the 
concept of "decision" in order to find the logical properties of decision. I 
concluded that combined model is valid framework of decisions and we 
can categorize four kinds of decisions according to the kinds of uncer-
tainty of situations. My conclusion demonstrates that as well as how we 
categorize various kinds of decisions, the social justifications of particular 
decisions are dynamics for a course of problem solving.
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はじめに

　現場主義を標榜する決断科学プログラムでは、現場実習や具体的な問題

解決の場が豊富に提供されている。その中で、ある所ではどのような決断

が行われ、また別の所ではどのような決断が行われたのか、という事例の

集積がなされている。しかしながら、「決断科学プログラムが現時点で抱

える最大の課題が、『決断』『決断科学』等の定義や対象、射程の特定」 と

も指摘されているように、いまだ「決断科学が対象とする『決断』とは何

か」という問題には解決が与えられていない。本論の目的は、「決断」概

念を分析することによって、決断科学プログラムでこれまで収集した決断

の個別事例を整理する枠組みを提示することである。

　決断科学プログラム内では「決断」の特徴づけに関して二つのモデルが

提示されている。一つ目は、プログラムコーディネータの矢原徹一氏が提

示したもの （以下、矢原モデル）、二つ目は統治モジュールの学生が提示

したもの （以下、統治モデル）である。しかしこれらはいずれも各モデル

が対象とする決断の特徴づけにとどまっており、本論で考察する決断科学

が対象とする「決断とは何か」という問いを主題としたものとは言えない。

また、決断にはいくつかの種類があることは示唆されているが、「なぜそ

れらの間には差異が認められるものの、全て『決断』でありうるのか」と

いう基礎づけは十分ではない。

　そこで本論では、概念分析という手法を用いて決断を分類する枠組みを

提示する。「決断」概念の分析を行うことで、矢原モデルと統治モデルの

妥当性を検証し、「決断科学が対象とする『決断』とは何か」という問い

に回答を与える。その後、決断が行われる「答えが不確実な状況」につい

て、その不確実性を分類することによって、決断にもそれに応じた分類の

枠組みが提示できるということを主張する。

　本論の構成は以下の通りである。第一節では、まず概念分析という手法

について簡単な説明を行う。次に、矢原モデルと統治モデルを確認し、こ

れらが提示した決断の諸特徴を抽出する。その後、「決断」概念を分析す

ることによって、決断の論理的諸条件を提出し、二つの先行モデルの特徴

と比較検討を行う。第二節では、まず「答えが不確実な状況」を五つの状

況に分類する。そして、その内の四つの状況ではそれぞれの種類の決断が

行われうるが、残りの一つの状況では合理的な決断が行われることが不可

能である、ということを主張する。最後に、この「不確実な状況」に応じ

た分類枠組みが、先行モデルの決断事例を有効に分類できることを論じる。

1.  概念分析を通じた「決断」の特徴づけ

1-1.  概念分析とはどのような手法か

　概念分析とは、概念を十全に理解している人はその概念を表す語を適切

に使用することができるという前提から、その語を使用した命題の性質に

着目することで、当該の概念の本質を明らかにする手法である。具体的に

は、以下のような手順である。まずは、ある概念の個別例がどのような性

質を有するのかを列挙し、その性質の所有を表す命題を生成する。そして、

その命題が経験的に真または偽なのか、論理的に真または偽なのかを判定

することによって、当該の概念とその性質で表される概念の論理的包含関

係を明らかにする。

　具体例を見てみよう。例えば「犬」という概念を考える。犬には、「四

足歩行する」や「ワンと鳴く」、「動物である」といった様々な性質が結び

ついている。「犬は四足歩行する」、「犬はワンと鳴く」、「犬は動物である」

という命題が生成できる。ここで考察すべきことは、これら三つの命題が

真または偽であることをどのように示しうるか、ということである。

　「犬は四足歩行する」の真理値は、全ての犬（厳密に言えば、これまで

に存在した全ての犬といま存在する全ての犬とこれから存在する全ての

犬）が四足歩行であるかどうかを一匹一匹確認することで明らかとなる。

そして、この命題は偽である。というのも、仮に「犬は四足歩行する」が

真であるならば、その対偶である「四足歩行しない犬はいない」も真でな

ければならない。しかし、病気や怪我のせいで足が三本か二本しかなくと
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も犬であるものを確認できるため、「四足歩行しない犬はいない」は偽で

ある。それゆえ「犬は四足歩行する」も偽である。同様に、「犬はワンと

鳴く」も全ての犬が実際にワンと鳴くかどうかを確かめることで、その真

理値が明らかとなる命題である。そして、実際にワンとは鳴かず、キャン

キャンやバウバウと鳴く犬も確認できるため、この命題も偽である。これ

らの命題を誤って真だと主張する人々は、単に犬について誤った考えを

持っているだけであり、「犬」という言葉の使用を誤っているとは評され

ない。「犬は四足歩行である / 四足歩行とは限らない」と「犬はワンと鳴

く / ワンと鳴くとは限らない」という命題は、犬について自明ではない情

報を有する命題である。このような情報量を持った命題は総合的な命題と

呼ばれる。

　次に、「犬は動物である」を考えてみよう。この命題は真である。しか

し、その真理値は上記の総合的な命題のように、全ての犬が動物であるか

を一匹一匹確認することによって明らかとなるのではない。これは、「犬」

という概念と「動物」という概念間の関係によって説明される。というの

も、犬は分類上、動物の部分集合でしかありえず、そのため「犬」概念の

中にはすでに「動物」概念が含まれていると考えざるをえない。換言すれば、

「犬」とは「○○な動物」という概念であるということである。それゆえに、

「犬は動物である」は、「犬」概念が「動物」概念を含む、論理的に真な命

題である。この命題の否定「犬は動物ではない」は、「犬」という語の使

用規則に反した命題である。「犬は動物である」は、犬についての論理的

に自明な命題であり、犬についての新しい情報を有した命題ではない。こ

のように、概念同士の関係によってその真偽が説明され、情報量がない命

題は分析的な命題と呼ばれる。

　以上のように、命題にはその真偽を明らかにするために事実的な調査を

必要とする総合的な命題と、事実的な調査を必要とせず概念間の包含関係

によって説明される分析的な命題がある。このようにして概念の内実を明

らかにしていく手法を概念分析と呼ぶ。

1-2.  矢原モデルと統治モデル

　「決断」概念を分析する前に、二つの先行モデルを整理し、それぞれが

主張する決断の特徴を抽出する。「決断」の矢原モデルは『決断科学のす

すめ』の冒頭に記されている。

　私たちは日々、多くの意思決定を行っている。これらの意思決定

の中には、簡単にできるものもあれば、難しいものもある。私たち

は、難しい問題についての意思決定を「決断」（hard decision）と呼

んで区別している。自分自身に関する意思決定は、多くの場合簡単だ。

意思決定の結果を引き受けるのは自分だから、基本的には自分の好

きな道を選べばよい。しかし、他者に対する意思決定、あるいは社

会の意思決定は、多くの場合難しい。問題の複雑さ、不確実性や価

値観の違いを考慮に入れて、「決断」する必要がある。
1

 

　矢原モデルの特徴は、ある意思決定が決断かそうでないかが、その意思

決定の方法や過程ではなく、扱う問題のステークホルダーの大きさに依存

するという点にある。彼によると、難しい問題に対する意思決定が決断で

ある。選択の結果が自分自身のみに影響するものは、簡単な問題であり好

きに選ぶことができる。一方で、他者にも広く影響するようなステークホ

ルダーが大きなものは、利害関係や価値観の相違が大きくなる難しい問題

である。矢原モデルによる決断の特徴を抽出すると次のようになる。

Y1　決断は、不確実さや価値観の相違がある大きなステークホルダーが

存在する難しい問題への意思決定である。

Y2　決断は、個人にしか影響しない簡単な問題の意思決定のように、自

身が好きに選ぶことはできない。

1　矢原 (2017)、p.2
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　次に、統治モデルでは決断をどのように定義したのかを確認する。彼ら

は決断と決定の違いに着目し、これらの間の差異から決断を定義つけよう

とした。

①　「決定」の部分集合としての「決断」という捉え方

②　「決断」は後戻りできにくい、すなわち「決定」より後戻りコストが

相対的に高い

③　「決断」が意思のある「決定」であり、特定の人の主体性や責任がよ

り前面に出る一方、「決定」が非人称で、客観的に決められたゆえに

責任の所在も不明確である。
2

 

　統治モデルの特徴は決定との対比によって決断を特徴づけようとしたこ

とである。両者を共に「決める行為」として捉えた上で、その間にどのよ

うな決め方の差異が存在するのかを明確にしている。決断の後戻りコスト

が高いというのは、矢原モデルが主張するところの扱う問題の困難さの一

種として理解することができる。責任の所在が明らかであるという点は矢

原モデルには見られなかった指摘である。統治モデルによる決断の特徴を

抽出すると次のようになる。

G1　「決断」は「決定」の部分集合である

G2　「決断」は主体性や責任が前面に出る一方で、「決定」は非人称的で

ある

　しかしながら、先行モデルの決断についての特徴づけは論証を経た結論

ではなく、妥当なモデルであるかの検証は行われていない。そこで、次に「決

断」の概念を分析し、その結論と先行モデルを比較することで、先行モデ

ルの妥当性を検証する。

2　  土中、徳永、古橋（2017）、p.24

1-3.「決断」の概念分析

　本論では、先行モデルとの比較のため決断と決定について、「決まる」

と「決める」という観点と、行為主体の有無という観点から分析を行う。

前者の観点を用いるのは、「決断したが、決めていない」という命題が論

理的に偽であるように、「決断」概念の中には「決める」という概念が包

含されているからである。

　ここで決断と対比される決定についてハーバード・サイモンは次のよう

に述べる。「『選択』という言葉は、ここでは意識的あるいは熟考的過程と

いう含意はまったくなく用いられる。それは、単に、もし個人が一つの特

定の行為のコースをとれば、彼がそれによって断念する他の行為のコース

があるのだという事実をいうにすぎない」 。それに続けて、「この過程を

指す場合、『選択」と『決定』の言葉は、この研究では、同義語」 である

と述べられる。この定義を用いるならば、「決定」概念は意識的に「決める」

という意味には限定されず、「決まる」も含まれる。行為主体の有無の観

点から言えば、「決まる」という自動詞には行為主体は措定されず、「決め

る」には行為主体の有無両方の状況が想定される。

　それゆえ、「決定」には、「人の手を離れて自然に決まる」、「非人称的に

決める」、「主体の存在を明示して決める」の全てが妥当する。「人の手を

離れて自然と決まる」とは、例えば「7+8 ＝ 15」のように、人が何らか

の答えを決める領域ではなく、既に何らかの形で決まっている答えに到

達するかが問題となる領域である。「7+8 の答えは 15 に決定されている」

は語の使用規則に反した表現ではない。次に、「非人称的に決める」とは、

例えばクジのように、誰がその選択肢に決めたのかという主体を不明確に

したままで、時にはランダム性を持って、何らかの答えに決めることであ

る。「クジでクラス委員を決定する」にも使用規則の違反は含まれていな

い。最後に、「主体の存在を明示して決める」とは、誰かがその選択肢を

選んだという主体の存在を明らかにして、何らかの答えに決めることであ

る。例えば、「旅行に行くかどうかは、私が決定する」というのも語の使

用規則に則った表現である。
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　一方で、「決断」の概念には、「主体の存在を明示して決める」しか妥当

しない。「決定」とは異なり、「決断」の概念には「決まる」は含まれてい

ない。というのも、「7+8 の答えを 15 と決断する」という表現には、「既

に決まっている決められないものを決める」という矛盾が含まれるからで

あるからである。また、「決める」事例においても、「非人称的に決める」

も「決断」概念には含まれていない。例えば「クジでクラス委員を決断す

る」という表現は成り立たない。ランダム性が含まれるような誰が決めた

行為者なのかが明確でない「決める」事例は、決断が行われる事例に含め

られない。「決断」の概念分析から導かれる帰結は次の通りである。第一に、

決断は本質的に決める行為であるため、「予め答えが決まっていない状況」

においてのみ可能になる行為である。第二に、決断は誰かがその選択肢を

選んだというように、その行為の責任主体の存在が明らかである場合にの

み可能な行為である。これら二つの条件が、ある選択が決断であるといえ

る最低条件である。次に、先行する二つのモデルがこれらの条件を満たし

うるか、またこれら以外の特徴づけが決断とどのような関係にあるかを考

察する。

1-4.  矢原モデルと統治モデルの検証

  本節では、二つの先行モデルから得られた諸特徴と、前節で得られた「決

断」の論理的な特徴を比較検討する。

　Y1 は、「決断」の概念分析の一つ目の帰結である「予め答えが決まって

はいない状況」と解釈すべきである。というのも、困難さの根拠として述

べられる不確実性とは、ある選択肢からどのような結果が出るかが分から

ないためどれが正解かが分からない状況と解することが自然であるし、価

値観の相違も一般的には唯一の答えが存在しない問題だと理解されている

からである。また、「決定」が成り立つ三つの状況の内の一つのみで決断

が成り立つという概念分析の結果は、G1 の主張するように「決断」が「決

定」の部分集合であることを示す。そして、G2 は、概念分析の二つ目の

帰結である「行為責任の主体の存在が明らか」という条件と一致している。

Y2 が主張する「自身が好きに選ぶことはできない」は「決断」とどのよ

うな関係にあるのか。これは、「決断」概念そのものについての特徴と考

えるよりは、「決断科学の対象となる『決断』」の特徴と解すべきである。「自

身が好きに選べない」とは、決断に一種の合理性を要求していると解釈で

きる。「決断」概念それ自体では主体の好みによって好き勝手に選択する

ことを除外していない。しかし、ステークホルダーの大きな社会的な問題

を個々人が好みによって好き勝手選択するようでは、問題の解決を行うこ

とはできない。社会的な問題を扱う際には好みではなく、他者に対して自

身の選択が正しいのだと正当化を行わなければならない。以上のように、

日常用語としての「決断」と決断科学が対象とする専門用語としての「決

断」を分ける基準として、一種の合理性という条件を付与するものとして、

Y2 を解釈する。

　本節では、「決まる」と「決める」そして行為主体の有無観点から「決断」

の概念分析を行った。その帰結と二つの先行モデルを比較検討することで

「決断」の特徴づけに対して論理的な裏付けを施した。「決断」の妥当な特

徴づけは、先行モデルを統合して、「1. 答えが不確実な状況で行われる、2. 主

体の存在が明確で、3. 社会的に正当化可能な、決めるという行為」であ

ると結論付ける。次節では、決断の特徴の一つ目である「答えが不確実な

状況」の分類に応じて、決断の種類を分類する枠組みが提示可能であるこ

とを示す。

2.  決断の分類

2-1.「答えが不確実な状況」の五つの分類

　矢原 (2017) においても、決断を行う人やその状況の多様性が指摘され

ているが、それに続けて「そこにはある程度のパターンがある」 
3

ことを

合わせて述べられる。本節では、このパターンを決断が行われる「答えが

3　矢原 (2017)、p.4
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不確実な状況」として概念的に分類することによって明らかにして、それ

に応じた決断を分類する枠組みを提示する。

　「答えが不確実な状況」は、まずは大きく三つに分けられる。それは、

S1 現実的に最善の答えに到達できない状況、S2 どれが最善の答えか原理

的に決められない状況、S3 最善の答えが複数存在する状況である。

　これら三つの状況の中で、決断科学が対象とする決断が行われるのは

S1 と S2 の状況に限られる。S3 の状況における選択は、社会的に正当化

されない決断であるか、そもそも決断ではないかのどちらかであるため、

決断科学の対象となる領域ではない。S1 と S2 は、手段を巡る決断と目的

を巡る決断のさらに二つに分類することができるので、決断科学が対象と

する決断の種類は四種類である。以下では、これらの状況における決断や

選択を詳細に考察する。

2-2.  現実的に最善の答えに到達できない状況

　決断科学で考察すべき決断の一つ目の領域は、事実についての全ての情

報は手に入れられないという現実的な制約が存在する状況である。より正

確に言えば、原理的には最善の答えは存在するが、時間や金銭、機械の性

能などの現実的な制約によってそれにたどり着かない状況である。例えば、

組み合わせ爆発を起こす多数の都市を回る巡回セールスマン問題や「地球

温暖化を最高効率で阻止する手段は何か」という問いには、原理的には最

善の答えは存在する。しかしながら、現在のコンピュータの性能や科学的

探求の限界によって、どの選択肢が最善の答えなのかを人間が発見できな

いということは容易に起こりうる。

　現実的に答えがない状況は、S1-1 手段を決断する状況と、S1-2 目的を

決断する状況の二つに分類できる。S1-1 の場合には、達成すべき目的が

設定されていて、それを達成するためにどの手段を採用すべきか、という

ことが決断の対象となる。例えば、「地球温暖化を防止すべきだ」という

ことが達成すべき目的として設定されている場合に、二者択一の選択肢 A

と選択肢 B のどちらを行うのか、を決断することである。「原理的には最

善の答えが存在する」とは、どちらの選択肢の方が地球温暖化の防止に有

力であるかは、論理的には決まっているということを表す。そして、「現

実的には見つけられない」とは、例えば科学的探求の限界によって、現実

的にはどちらの選択肢の方が地球温暖化防止に効果があるかは分からない

ということを表す。「地球温暖化を防止する手段に正解は（まだ）ない」

という表現に正当性が認められるように、S1-1 は決断が行われうる状況

の一つである。

　S1-2 の状況とは、達成すべき最終的な目的が与えられている際に、そ

の達成に資する小目的を決断する状況である。例えば、「持続可能な社会

を形成する」という最終的な目的が与えられている時に、「地球温暖化を

防止する」と「地球温暖化を防止しない」のどちらの小目的を選択するの

かという状況である。この場合に「原理的には最善の答えが存在する」と

は、持続可能な社会の形成に近づくのは、地球温暖化を防止する場合とし

ない場合の少なくともどちらかであることは決まっているということであ

る。また「現実的には見つけられない」とは、どちらの選択肢が持続可能

な社会の形成に近づくのかは現実的には分からない、ということを意味す

る。この状況においても、「何が役立つかの正解は（まだ）ない」という

表現に言語的規則の逸脱は認められない。ゆえに、S1-2 も決断科学が対

象とする「決断」が行われる状況と考えられる。

2-3.  どれが最善の答えか原理的に決められない状況

　決断科学で考察すべき決断の二つ目の領域は、事実的な探求のみでは解

決できない対立が存在する状況である。例えば、「大きなダムを建設する

ために多くの村を犠牲にする」という選択肢を巡る決断の場合は、ダム建

設に伴うコストと利益、そして環境への影響等の全ての事実が明らかで

あったとしても、犠牲を強いて建設してもよいのかという対立が解決され

ずに残る。

　この状況も、S2-1 手段を決断する状況と、S2-2 目的を決断する状況の

二つに分類できる。S2-1 の状況は、「善い目的を達成するために、悪い手
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段を用いることは許されるか」という問題の一種として考えることができ

る。ダムの例でいえば、大きなダムを建設するという選択肢を選んだ場合

に生じる金銭的な利益とコスト、環境等への影響に加え、ダム建設の犠牲

になる家の数、移住することになる人の数など全ての事実が仮に明らかで

あるとする。その場合に、この事実の中でどれを重要と考えるのかという

価値観の相違による対立が考えられる。ある人は金銭的利益を重視してダ

ム建設を主張し、他の人は犠牲となる村や人を重視してダム建設に反対す

るという対立である。この対立は自然科学的な事実の探求のみによっては

解決されえない。どちらの選択肢をより善い選択肢と評価するかという道

徳的な基準を導入する必要がある。仮に二つの選択肢の間の事実的な評価

が全く同等であったとしたら、ダム建設により恩恵を受ける人数に着目す

る道徳理論を採用するならばダム建設は正しい選択であるし、ダム建設に

よる犠牲に着目する道徳理論を採用するならばダム建設は誤った選択であ

る。どの道徳理論を採用すべきか、という倫理学的問題は残るが、たとえ

全ての事実が明らかであったとしても対立が残る決断状況の存在は明らか

である。

　S2-2 の状況とは、計画の最終目的を作成する状況である。例えば、村

おこしの事例において、「村を存続させるために村おこしをすべきだ」と

いう考えと、「たとえ将来消滅するとしても、静かな生活を送るために村

おこしはすべきではない」という考えの対立が起こりうる。村おこしをし

た場合の、コストや人口の変動、発生する音等の事実がたとえ全て明らか

であったとしても、この対立は発生しうる。これは、そもそも何が解決し

なければならないのかを巡る対立である。村おこしの事例でいえば、村お

こしに賛成する人は村が消滅することを解決すべき問題であると考えてい

るのに対して、反対する人は村の消滅が問題だとは全く考えておらず、自

身の静かな生活の方が重要であると考えている。何が解決すべき社会的な

問題であるか、ということも決断を要する事例の一つである。

2-4.  最善の答えが複数存在する状況

　「答えが不確実な状況」の最後の分類は、最善の答えとなるはずの選択

肢が複数存在する状況である。例えば、次のようなビュリダンのロバの状

況である。ある東西に走る道の途中に空腹のロバがいる。このロバはいつ

でも合理的な選択をしようと心に決めている。東西の道の先には双方に、

ロバから全く等距離に、全く同じ量の干し草が置いてある。ロバは空腹な

ので干し草を食べたいとは思うものの、東の干し草と西に干し草のどちら

を食べる選択が合理的であるのかが分からず、悩んでいるうちに餓死して

しまう。これは、思考実験上の状況であるが、対立する選択肢が全く同量

の損益と全く同じだけの道徳的価値を有するような状況は現実的に発生し

うる。例えば、有明海の水門開閉問題はその好例である。現実的、実践的

には問題解決のための決断が求められる領域ではあるけれども、「決断」

概念の分析を鑑みると、決断科学が対象とする決断が行われうる領域から

は除外される。

　前節での分析によると、「決断」とは「1. 答えが不確実な状況で行われ

る、2. 主体の存在が明確で、3. 社会的に正当化可能な、決めるという行為」

であった。ここで問題となるのは、「2. 主体の存在が明確」、と「3. 社会

的に正当化可能」である。主体が存在するとは、「その選択を誰かが行った」

ということであり、正当化可能とは「なぜその選択なのか」という理由の

説明が可能であるということを意味する。では、ビュリダンのロバや有明

海の水門開閉問題のような、どちらの選択肢も同様に合理的であるような

状況において、どちらか一方の選択肢に行為主体の存在を明確にし、正当

化可能なように決めることができるだろうか。これは原理的に不可能であ

る。というのも、水門開閉問題のように、どちらの選択をしたとしてもそ

の結果生じる金銭的、人的な損益が全く同量であり、その損害をどちらの

団体が被るのかという差異しか存在しないような状況においては、当該の

団体に対する個人的な関係や関心以外には、クジやサイコロの結果による

ランダムな決定しかありえない。同様に、ビュリダンのロバの事例におい

ても単に右が好きか左が好きかといった好み以外には、クジなどでのラン
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ダムな決定しかない。前節の分析で述べたように、「クジでクラス委員を

決める」というようなランダム性を有する事例は、「決定」の事例であっ

て「決断」の事例ではない。そして、行為者個人の利益関係や好みしか理

由を語り得ない選択を社会的に正当化するのは不可能である。「最善の答

えが複数存在する場合」の決断は、クジのようにランダムで決めるか、そ

の選択の理由を行為者個人の利害関心でしか語り得ないために、決断科学

がその目的とする、社会問題を解決するような合理的に正当化されるよう

な決断事例には含まれないのである。

3.  結論

　本論の結論は以下の通りである。「決断」の概念分析によって、決断科

学が対象とする決断とは、「1. 答えが不確実な状況で行われる、2. 主体の

存在が明確で、3. 社会的に正当化可能な、決めるという行為」であると

いうことが明らかとなった。また、「答えが不確実な状況」とは、五つに

分類することが可能であり、その分類に応じて決断の種類も分類すること

ができる。そのうちの「最善の答えが複数存在する状況」における選択は

決断事例には含められないか、社会的には正当化できない事例であるため

に、決断科学で対象とすべき決断分類であるとは考えられない。

　本論が提示する決断の分類枠組みは、次の通りである。現実的に答えが

ない状況での S1-1 手段の決断と S1-2 目的の決断、原理的に答えがない

状況での S2-1 手段の決断と S2-2 目的の決断である。本論では、この分

類を個別の具体的な事例を根拠とすることなく、論理的な分析のみに立脚

して論を展開してきた。最後に、この分類枠組みを具体的な事例に適用す

る。土中、徳永、古橋（2017）は、彼らの八女や対馬での活動事例を元

に社会的な問題の解決に至るまでのプロセスを可視化した（図１）。

　統治モデルの問題解決プロセスに、本論で主張した決断分類を適用する。

「問題の探求・設定」は、現状の把握とその把握された事項の中で何か解

決されなければならない事項であるのかについての合意が取られる。これ

は、本論の枠組みで言えば、S2-2 の状況における決断である。以降の「ビ

ジョンの設定」、「第１決定フェーズ」、「第２決定フェーズ」はそれぞれ問

題に応じて、本論で分類した全ての状況が発生しうる。例えば、「ビジョ

ンの設定」の段階において、定められた最終目的の達成までの道のりが遠

いのならば、それは S １-2 の状況である。また、最終目的の達成に技術

的な問題や達成に至る過程に問題があるならば、それは S1-1 や S2-1 の

状況である。決定ループの中でも、時々に応じて様々な状況があり得るだ

ろう。

　統治モデルが見落としていた点で本論の分類を適用する利点は、「決断

の正当化」が問題解決プロセスを次の段階へと進める原動力であると解す

ることができる点である。例えば、ある価値観の対立が発生しており、そ

の状況を S2-1 に分類することが可能だとする。その状況である決断を正

当化して問題解決プロセスを次の段階に進めるためには、事実に関する情

報を共有・説明するだけでは足りず、その決断が支持されるべき道徳的な

原則やそれを擁護する価値観の共有を図らなければならない。また例えば、

ある目的を達成するための技術の信頼性や確実性についての対立が発生し

ており、その状況を S1-1 に分類することが可能だとする。その状況での

決断は、その目的が達成された場合の利益やその道徳性を論じることでは

図１　プロジェクト型決定プロセス（土中・徳永・古橋，2017）



22 23

正当化できず、その手段が現実的に利用可能であり目的達成に資する手段

であるということを論じることで正当化が行われる。

　さらに言えば、いずれかの段階で S3 の状況に陥ることも考えられる。

この状況において重要なことは、（もちろん実際には様々な制約が存在す

るが）どの選択肢も選んではならないということである。それは前述した

ように、この状況においてはどの選択肢に決めたとしても、それを正当化

することが不可能だからである。必要なことは、本当にその状況が S3 で

あるのかを精査しなおし、場合によっては対立するグループの価値観を変

更させ、決断が可能な他の状況へと再分類を行うことである。個々の状況

が分類枠組みのどこに当たるのかを理解することで、求められている決断

と合理性の種類の把握を可能となり、その合理性がプロセス全体の最終目

的の達成を導くのである。

4.  おわりに

　本論では、決断が行われる四つの状況と、決断が行われ得ない一つの状

況を枠組みとして提示した。この枠組みは経験的な事例をその根拠とせず、

「決断」概念から分析された論理的な帰結である。そして、この枠組みは

実践へと適用することで、各個別事例を状況に応じて分類し、決断の正当

化という観点から評価することで、最終目的達成への問題解決プロセスを

次の段階へと進める契機を体系的に掴むことを可能にする、ということが

示された。
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Abstract
   The carnivorous animal eats a processed mainly muscle piece at the 
zoo, whereas the animals pushes skin and bone aside and gets muscle in 
nature. Recently, “carcass feeding”, which is an approach feeding a zoo’s 
carnivorous animal a large carcass, is getting attention as environmental 
enrichment in Europe and America. However, it is hard to obtain the large 
carcass in Japan, and hence the carcass feedings are not performed. On the 
other hand, deer and wild boar are captured to reduce negative impact on 
agriculture and forest vegetation in the various parts of Japan. However, 
the use of captured deer and wild boar is limited. Therefore, we connected 
stakeholder concerned with “the problem of the animal welfare in zoo” 
and “the issue of local beast harm” using technique of the scientific com-
munication, and have begun to grope for solution to the problem as the 
joint project from the summer in 2017. We are active currently as “Wild 
meǽt Zoo”. In the results of feeding of carcass and behavior, extension of 
feeding time and diversification and a change of feeding pattern were ob-
served. The results suggest that carcass feeding is effective as enrichment 
for zoo’s carnivorous animal. The difference of sterilization did not affect 
feeding behavior. In our experiment, we fed the carcasses whose head, 
internal organs, and blood were removed. This process may reduce the 
psychological burden (loathsomeness etc.) on park visitors.

Keywords: Yaku-sika deer, wild boar, zoo, environmental enrichment, ani-
mal harm, animal welfare.
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1.  序論

1.1.  地域における獣害問題

　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おり、日本各地で農作物被害総

額は平成 29 年度においてニホンジカで 55 億円、イノシシで 48 億円に

のぼる（農林水産省，2018）。また、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（Takatsuki, 1994；田中ら，

2008 など）。

　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（環境省，2015）。現状のように増加したニホンジカやイノシシは生息

密度を減らし低密度に抑えることが農林業や自然植生への被害軽減に効果

があり、密度を減らすという個体群管理が重要である。両省は 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、積極的な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）。平成 29 年度において、捕獲数はニホンジカで 59 万頭、イ

ノシシで 54 万頭にのぼる（環境省，2018）。生命倫理の面からもそれら

の有効活用が求められ、ジビエや革や角を利用した製品など有効に利用す

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、捕獲頭数に対するジビエ利用率は約 8%（シカ：約 11%、イノシシ：

約 5%）と一部に止まっており（農林水産省，2019）、特に商品価値の低

い当歳の個体や骨などの利用は限られたものとなっている。

1.2.  動物園の動物福祉問題

　動物園は「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」という重要な役割を担っている（日本動物園水族館協会，

2011）。しかし、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、実際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。

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

取り組みを「環境エンリッチメント」といい、現在様々な取り組みが行わ

れている（Maple and Perdue, 2013）。環境エンリッチメントは、その目

的や方法の特徴から物理・採食・社会・感覚・認知エンリッチメントの 5

カテゴリーに分けられる（Hosey et al., 2009）。

　採食はすべての動物が生存のために必須とする行動であり、あらゆる飼

育環境で導入可能であることから採食エンリッチメントはその中でももっ

とも広く取り入れられているものの一つである（山梨，2015）。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、近年欧米の動物園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飼育動

物に与える「屠体給餌」の手法が行われており、飼育された大型肉食獣に

対する環境エンリッチメントとして効果を上げている（McPhee, 2002）。

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。

1.3.  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おり、屋久島において増えすぎたヤ

クシカ Cervus nippon yakushimae による下層植生などへの影響の検証や駆
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除されたヤクシカの有効利用を考える実習、および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実習を継続して行い、駆除個体

の有効利用について模索を行ってきた（細谷ら，2015，2018c；御田ら，

2018ab）。

　一方、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）。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、見学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。

　このような現状の中、細谷・伴・大渕・田川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、

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、動物園にお

ける有害鳥獣として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（細谷ら，2018ab；伴ら，2018）。2017 年冬季から

は、その発展・継承をはかるべく非営利団体「Wild meǽt Zoo（ワイルド・

ミート・ズー）」を科学コミュニケーター、動物園、ジビエ実務家、行政

および大学の有志らで立ち上げ、駆除された野生獣を動物園の大型肉食獣

に屠体給餌を試行する活動を行なっている（図 1，2）（Facebook ページ : 

https://www.facebook.com/W.M.Zoo/?notif_t= page_admin&ref=notif）。

1.4.  野生獣を屠体給餌に用いる際の問題点

　獣害問題および動物園の動物福祉の課題は日本全国で共通した課題と

なっているが、駆除された動物が動物園において利活用される事例はほと

んどみられない。その最大の要因は、動物園の飼育動物が屠体を通じて

図１　非営利団体「Wild meǽt Zoo」（ワイルド・ミート・ズー）のロゴ

図 2　屠体給餌の波及効果
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何らかの感染症に曝露されることへの危惧である。野生獣は畜舎等で飼

われている飼育動物と異なり、衛生的な管理下にはなく、寄生虫や病原

性のウイルス類などを保持している可能性がある（斉藤，2012；原田ら，

2014；李，2014；山内・高田，2015；前田，2016 など）。また、取り

扱う動物園スタッフも少なからず感染リスクが伴うため、人間の食品衛生

と同レベルの安全性が求められる。

　寄生虫としては、マダニ類（山内・高田，2015）やサルコシスティス・

フェアリー（Sarcocystis fayeri）とその近縁種（斉藤，2012）などが想定

される。これらは基本的に冷凍処理で失活し、サルコシスティス・フェア

リーの場合は－ 20°C（中心温度）で 48 時間以上によって失活すること

が確認されている（厚生労働省，2013b）。病原性のウイルス類としては、

まず食中毒の原因となる E 型肝炎ウイルス（HEV）が考えられ、イノシシ

やシカにおいても検出されている（原田ら，2014；李，2014）。E 型肝

炎ウイルス対策としての食肉の加熱基準は、中心温度 63℃ 30 分と同等

以上の加熱となっている（厚生労働省，2003ab）。

　また、近年症例が増加している重症熱性血小板減少症候群（SFTS）が

注目されており、イノシシやシカからも SFTS ウイルス抗体が検出されて

いる（前田，2016）。2017 年には、広島市安佐動物公園でチーター２頭

が SFTS で死亡しており、動物園の飼育動物にも被害が生じている（広島

市，2017）。SFTS ウイルスの感染経路は SFTS ウイルスを獲得したマダ

ニの刺咬によるものが主であるが、限定的ではあるが海外では家族内感染

あるいは院内感染といったヒト－ヒト感染事例も報告されており（加藤ら，

2016）、感染個体の摂餌による安全性は未知である。しかし、宿主のマダ

ニは冷凍処理によって死滅させることが可能であり、また熱に対する安定

性をもつ E 型肝炎ウイルス対策として用いられている食肉の加熱基準を

確保することにより、熱に弱い（厚生労働省，2013a）とされる SFTS ウ

イルスも失活させることができると考えられる。

　これにより、冷凍処理と加熱処理により衛生面の安全性が確保できると

考えられる。しかし、加熱処理において高温にするとタンパク質の変性が

生じ、食感に変化が生じてしまい、大型肉食獣の嗜好に合わなくなる可能

性がある。また、被毛が脱毛し、被毛を剥ぐ等の行動が発現できず、より

自然な採食行動を目指す屠体給餌としての機能を損なってしまう可能性が

ある。低温で長時間加熱する低温殺菌処理（63℃、30 分）は生肉に近い

食感を保つことができる殺菌処理であり、加熱による大型肉食獣の嗜好へ

の影響を低減することができると考えられる。

　また、動物園での屠体給餌の実施にあたり、動物園来場者に対する配慮

が求められる。動物園の役割は、「種の保存」、「研究」、「教育」および「娯

楽（レクリエーション）」とされる（日本動物園水族館協会，2011）。そ

のため、動物園は多様な来園者の目的に適切に対応することが求められ

る（村田，2015）。欧米の動物園では屠体給餌はすでに広く実施されてお

り、屠体より自然環境に近い生体給餌の試みが進められているが、英国の

動物園におけるアンケート調査の結果から、脊椎動物の生体給餌の展示は

見学者に心理的負担を与えることが報告されている（Ings et al., 1997）。

そのため、屠体給餌が認知されていない日本国内においては（細谷ら，

2018）、屠体であったとしても脊椎動物であることが見学者に対して心理

的負担を与えることが懸念され、屠体給餌の普及に対する一つの障壁と

なっていると考えられる。

1.5.  本研究の目的

  本報告では、ヤクシカ ZOO プロジェクトおよび Wild meǽt Zoo の活動

として行った（1）屠体給餌が飼育動物への環境エンリッチメントに及ぼ

す効果、（2）衛生的な屠体給餌を行うための低温殺菌処理による採餌に

及ぼす影響、および（3）屠体給餌がもたらす見学者の心理的負担を明ら

かにし、動物園の飼育動物に対する屠体給餌の今後の課題を検討すること

を目的とする。
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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大牟田市動物園で飼育されている 2 種

3 個体と京都市動物園の 1 種 2 個体の合計 2 種 5 個体である。年齢は

2018 年 12 月 1 日時点のものである。

　ライオン Panthera leo leo：♂ 6 歳、飼育下生まれ、大牟田市動物園。

　ライオン Panthera leo leo：♀ 7 歳、飼育下生まれ、大牟田市動物園。

　トラ Panthera tigris hybrid：♀ 18 歳、飼育下生まれ、白変種、大牟田

市動物園。

　アムールトラ Panthera tigris altaica：♂ 8 歳、飼育下生まれ、京都市動物園。

　アムールトラ Panthera tigris altaica：♀ 14 歳、飼育下生まれ、京都市動

物園。

2.2.  ヤクシカ・イノシシの屠体と低温殺菌処理

　屠体給餌には、駆除が実施されているニホンジカの亜種であるヤクシカ

Cervus nippon yakushimaeとニホンイノシシSus scrofa leucomystaxを用いた。

そのうち、商品価値の低い当歳の子鹿および子猪で体重は 5 〜 8 kg の個

体を用いた（図 3）。事前処理は、野生獣の解体精肉施設であるヤクニク

屋（鹿児島県屋久島町）および糸島ジビエ研究所（福岡県糸島市）におい

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（冷凍処理個

体）。冷凍処理はダニなどの寄生虫を除去（失活）するための処理である（厚

生労働省，2013b）。冷凍処理を行った屠体に、さらに低温殺菌処理を施

した。E 型肝炎ウイルス対策として食肉の加熱基準となっている中心部の

温度を 63℃で 30 分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する

方法（厚生労働省：食品別の規格基準について　食肉製品 https://www.

mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/000007

1198.pdf，2018 年 12 月 31 日閲覧）、および野生鳥獣肉の衛生管理

に関する指針の中心部の温度が 75℃で 1 分間以上又はこれと同等以

上の効力を有する方法（厚生労働省：野生鳥獣肉の衛生管理に関す

る 指 針（ ガ イ ド ラ イ ン ）https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujo-

uhou-11130500-Shokuhinanzenbu/GLhonbun_1.pdf，2018 年 12 月 31

日閲覧）に準拠し、これらと同等以上の加熱（63℃、4 時間程度）を行い、

再度冷凍した（冷凍処理＋低温殺菌処理個体）。冷凍処理のみと冷凍処理

＋低温殺菌処理の両処理の個体は、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屠体給餌を行った。

図 2　低温殺菌処理したイノシシの屠体（2018 年 6 月 5 日）
撮影者：細谷
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2.3.  屠体給餌と行動観察

　屠体給餌は、大牟田市動物園において 2017 年 8 月 15 日から 2018 年

8 月 20 日の期間に 5 回 9 試行、2018 年 7 月 28 日に京都動物園で 1 回

2 試行を実施した（表 1）。屠体の処理は（1）冷凍処理のみと（2）冷凍

処理＋低温殺菌処理の個体を準備し、加熱による肉質等の変化が大型肉食

獣の嗜好に及ぼす影響について調査した。また、（2）については皮剥ぎ

したイノシシ１個体を準備し、皮のない屠体の給餌において、大型肉食獣

の摂餌に変化がないかの確認を行った。

　屠体給餌の実施の際には、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、ヤクシカやイノシシの屠体を見学者が動物をみることができ

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。摂餌反応は（A）完全またはほぼ完全

に摂餌、（B）一部を摂餌、（C）反応あるが摂餌なしの 3 段階にスコア化した。

さらに摂餌中に見られる行動を記録した。屠体給餌後に残った部分につい

ては、翌日（24 時間）には飼育場から除去した。

　また、屠体給餌に際し見学者に対して、活動の趣旨の事前説明を行った。

屠体給餌活動の説明の骨子は、①獣害問題が全国で問題となっており、そ

の対策の一環として有害鳥獣駆除が行われ、駆除された個体の利活用が十

分に行われていないこと、②動物園の飼育動物のストレスを軽減する必要

があること、および③これらの課題の解決を目的として実施していること

である。また、給餌中も可能な限り見学者に解説を行った。

2.4.  見学者アンケート

　大牟田市動物園および京都市動物園において実施された屠体給餌活動の

見学者を対象に、アンケート調査を実施した。京都市動物園については、

屠体給餌活動の見学希望者を募り、希望者 25 組 63 名から抽選で選ばれ

た 9 組 27 名に公開された。アンケート調査は、2018 年 6 月 5 日（n=29）、

7 月 28 日（n=13）、および 8 月 20 日（n=13）の計 3 回実施し、計 55

名から回答を得た。

　アンケートは、回答者の属性、獣害および動物福祉の知識に関する項目

3 問、および屠体給餌の感想に関する項目 9 問に加え自由回答欄を設け、

見学中に回答を依頼した。小学生以下とみられる見学者は対象外とした。

アンケートは、屠体給餌の来場者に対する屠体給餌活動の説明の後、屠体

給餌の見学中に回答を求めた。アンケート調査の結果から、見学者の屠体

給餌に対する感想を明らかにしたうえで、展示として見学者に受け入れら

れるかどうかを検証するため、見学者の目的を動物園の役割である「研究」

と「教育」といった「学び」、および「娯楽（レクリエーション）」とに応

じて分類し、展示に関する感想の比較を行い、見学者に受け入れられるか

どうかを検証した。

3.  結果

3.1.  対象個体の反応

　冷凍処理のみを行ったヤクシカ屠体の給餌の結果は、細谷ら（2018ab）

と伴ら（2018）にまとめている。まず冷凍処理による反応は、1 回目の

屠体給餌では給餌から 40 分以降に摂餌を開始し、210 分以上費やして骨

や蹄も含めてすべて摂餌した（表 3）。2 回給餌を行ったライオン♂では、 

2 回目で 8 分後に摂餌を開始、210 分後には完食し、1 回目（210 分以上）

に比べ大幅に早く摂餌した。また、摂餌中に咥えて運ぶ、飛び掛かる等の
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表１　屠体給餌の実施日と屠体・給餌対象の種類および屠体の処理方法

＊ 2018 年 6 月 5 日のトラ♀に給餌したイノシシは皮剥ぎされた屠体。
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普段の給餌ではほとんど見られない行動が観察された。また、給餌後の糞

には毛が多量に含まれ、蹄も排出されていた。

　ついで、低温殺菌処理を施したヤクシカおよびイノシシ屠体に対する反

応は、すでに屠体給餌の経験がある大牟田市動物園の個体については、骨

や蹄も含めてすべてまたはほぼすべて摂餌した（表 2）（図 4-6）。

表２　屠体給餌の実施日と屠体・給餌対象の種類および屠体の処理方法

＊反応スコア　A：完全またはほぼ完全に摂餌　B：一部を摂餌　C：反応あるが摂餌なし。

    カッコ内の数字は給餌回数を示す。

図 4　低温殺菌処理したイノシシの屠体を引きちぎるライオン♂（2018 年 6 月 5 日）
撮影者：御田

　ヤクシカ屠体については、ライオン♂はすぐに舐めるなどした後、約

15 分後から少しずつ食べ始め、約 190 分経過時点で半分程度を食べ、約

210 分後の閉園時にはほとんどの部分を食べ終わっており、翌朝には数

本の骨を残して完食していた。トラ♀はすぐに舐め始めて、摂餌も開始し

た。約 180 分経過時点で脚１本とその周辺を食べていた。翌日には骨な

ど少量を残して完食していた。

　イノシシ屠体については、ライオン♂はすぐに咥える、前肢でつつく、

舐めるといった行動を見せたが、すぐには摂餌をしなかった。約 75 分後

に皮を剥ぎながら摂餌を開始し、骨も砕きながら摂餌していることが観察

図 5　低温殺菌処理したイノシシの屠体を前肢でつつくライオン♀（2018 年 6 月 5 日）
撮影者：細谷
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された。約 150 分経過時点で半分程度を食べ、約 160 分後の時点でほぼ

完食した。ライオン♀は、すぐに咥える、咥えて走る、前肢でつつくなど

の行動を見せ、約 20 分後から骨も砕きながら摂餌していることが観察さ

れた。約 25 分後には後脚 1 本を完食し、その後は皮を剥いだり、舐めな

がら摂餌を進めていた。約 200 分後の時点で肋などの一部を残してほぼ

完食していた。トラ♀には皮剥ぎをしたイノシシ屠体を給餌した。すぐに

舐め始めて、摂餌も開始した。約 30 分後には 1 割程度を残して大部分を

食べ、約 160 分後には完食した。初めて屠体を給餌した京都市動物園の

アムールトラ 2 個体は、イノシシ屠体を転がす、咥える、皮を剥ぐなど

の行動は見られたが、摂餌はごく一部のみに限られた。

　これらの屠体給餌の見学者からは否定的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、同じ見学者が長時間（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。

3.2.  見学者アンケート

3.2.1.  回答者の属性

　回答者の属性に関する基礎項目として、「性別」、「職業」、「年齢」、「来

園の目的」、「当該動物園の来園頻度」および「他の動物園の来園頻度」を

確認した。上位を占めた属性の上位は、性別は「女性（38 名、69.1％）」、

職業は「会社員・公務員（21 名、38.2％）」、「学生（14 名、25.5％）」、

年齢は「40 代（12 名、21.8％）」、「10 代（10 名、18.2％）」、来園の目

的は、「学校行事・勉強（以下、学び）（33 名、60.0％）」、「動物を見る・

娯楽（以下、娯楽）（15 名、27.3％）」、当該動物園の来園頻度は「初めて

（26 名、47.3％）」。および他の動物園の来園頻度は「年に 1 回以下（34 名、

61.8％）」であった（表 3）。

図 6　低温殺菌処理したヤクシカの屠体を運ぶトラ♀（2018 年 8 月 20 日）
撮影者：細谷

表 3　回答者の属性
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3.2.2.  屠体給餌に対する感想

　動物福祉に関し、飼育動物が野生動物と比較して幸せかと思うかという

質問に対し、「どちらでもない」が 54.5％を占め、「そう思う（23.6％）」

が続いた（図 7）。屠体給餌前に実施した説明の分かりやすさについては、

肯定的な回答が 90.9％を占めた。この説明前後で、シカやイノシシの駆

除が必要だと「全くそう思わない」および「思わない」とした回答者は、

6 名（10.9％）から 1 名（1.8％）に減少した。有害鳥獣駆除個体を用い

た屠体給餌の重要性については、47 名（85.5％）が肯定的な回答をした。

続いて、展示としての屠体給餌に関する質問項目として、動物園で動物本

来の姿を見られることが動物園の魅力を高めると考えている回答者は 50

名（90.9％）を占めた。そして、展示としての屠体給餌に対し心理的負

担を感じた回答者は 6 名（10.9％）に留まった。そして、積極的な公開

をした方が良い、および小学生世代にも見せたいと感じた回答者は、それ

ぞれ 46 名（83.6％）、38 名（69.1％）であった。

　見学者の多様な目的に適切に対応できる活動かどうかを検討するため、

来場者の主な来場目的である「学び」、「娯楽」および「その他・無回答」

に分類し、屠体給餌に対する項目の回答を比較した結果（Kruskal Walis

検定、α =0.05）。その結果、目的の違いによる感想の違いに有意差は示

されなかった（図 8）。

4.  考察

4.1.  屠体給餌

　採食エンリッチメントの効果について概観した山梨（2015）は、各種

の採食エンリッチメントの効果を以下のようにまとめている。

・活動時間配分（1 日の間での採食・休息・移動時間の割合を示したもの）

が野生のものに近づく

図 7　動物福祉、獣害問題および屠体給餌の質問項目とその回答

図 8　見学者の目的による感想の差異
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・行動の多様性を増加する

・本来の行動パターンが増加し、異常行動（常同行動など）が減少する

・ストレスに関連した行動や生理指標が減少する

・環境の利用効率が増加する

・環境の要求に正常な方法で対処できるようになる。

　また、大型肉食獣の採食エンリッチメントとしては、Bashaw ら（2003）

がトラでは生きた魚と馬の骨を与えた場合に、ライオンでは馬の骨を与え

た場合で常同行動の減少が見られたことを、McPhee（2002）は大型ネコ

科動物に対する子牛の屠体給餌によって、展示外における常同行動の減少

が見られたことを報告している。

　本研究の結果は、全個体で摂餌が見られ、特に大牟田市動物園のライオ

ン２個体とトラ１個体については高い嗜好性が繰り返し見られた。また、

通常与えている鶏や馬肉では同程度の量を 10 分程度で完食してしまうの

に対して、繰り返しの実施により時間の短縮が見られるものの 160 分以

上をかけて摂餌しており、明確な採食時間の延長が見られた。この採食

時間の延長によって活動時間配分がより野生の状態に近づいたと考えられ

る。さらに、餌を咥えて運ぶ、放り投げる、飛び掛かる、前肢でつつく、

前肢で押さえて引きちぎる、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。これらの行動は、

本来の行動パターンの発現を含むものと考えられ、常同行動を含む異常行

動の減少に寄与することが期待できる。この採食様式の多様化や変化は、

ごく一部の摂餌しか見られなかった京都市動物園のアムールトラ 2 個体

でも観察されている。このような結果から、駆除されたシカやイノシシな

どの野生獣を動物園の大型肉食獣に屠体給餌することは、これら飼育動物

に対する環境エンリッチメントとしての効果が高いと考えられた。

　給餌に用いたヤクシカとイノシシの間で、大牟田市動物園の大型肉食獣

に嗜好性や採食行動の大きな違いは観察されなかった。現在、多数の個体

が駆除されているシカとイノシシのどちらを動物園の大型肉食獣に屠体給

餌に用いても、環境エンリッチメントの効果は大きくは変わらないものと

考えられる。また、皮剥ぎしたイノシシ屠体の給餌においても、皮付きの

屠体の給餌における際の摂餌や行動と大きな違いは見られなかった。この

ことから、皮剥ぎした屠体の給餌においても環境エンリッチメントの効果

は見られると考えられる。

　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

腸作用も期待できる。

4.2.  低温殺菌処理による影響

　

　加熱処理を行った肉は、非加熱の肉とは食感が変化している。今回実施

した低温殺菌処理は肉質の変化を抑える加熱処理であるが、それでも肉質

の変化は生じている。しかし、大牟田市動物園の大型肉食獣においては、

冷凍処理のみのヤクシカ屠体と低温殺菌処理したヤクシカ屠体の間に、嗜

好性や採食行動の減退や嫌悪などの負の影響は観察されなかった。このこ

とから、低温殺菌処理を施した屠体の給餌においても、非加熱の肉と同様

の環境エンリッチメントの効果が得られることが確認できた。これにより、

E 型肝炎ウイルスや重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスなどによ

る衛生的な問題を解決できることが確認できた。今後、低温殺菌処理を施

した衛生的な屠体を給餌に用いることにより、安全かつ環境エンリッチメ

ントの効果が高い屠体給餌を実施することができる。

4.3.  見学者の反応

　アンケート調査の結果から、見学者の屠体給餌に対する感想は肯定的に

捉えられていることが示された。その要因として、来場者に対して給餌前

に実施した説明に対し、90.9％の回答者が分かりやすいと回答していた

ことから、説明の仕方や内容によって異なる感想を得る可能性があると考

えられる。また、給餌に対する飼育動物の反応、もしくは飼育動物の反応

と来場者の期待や想像との相違が、見学者の抱く感想に影響を与える可能

性があると考えられる。また、屠体は頭部および内蔵が除去され、生きて



44 45

いる状況から異なった形態に処理されたことが、脊椎動物であることが与

える見学者への心理的負担（Ings et al., 1997）を軽減した可能性がある。

　この取り組みが動物園の魅力を高めるかどうかを検証するにあたり、見

学者の多様な目的に対応できるかどうかを指標として用いた。来場者は、

飼育動物が幸せかどうかに関し、「どちらでもない」の回答が最も多かっ

たことから（81.8％）、飼育動物の幸福度に対する関心は高くないと考え

られる。しかし、「動物本来の姿を見せることで動物園の魅力を高める」

と考える来場者は 90.9％を占め、屠体給餌を通じて肉食獣らしさを展示

することは、来場者の満足度を高めることができると考えられる。そして、

屠体給餌の活動をより広く公開すべきであると考える来場者が多かったこ

とから、この活動は来場者の満足度を高める効果があるといえる。また、

屠体給餌の活動に対する感想は、異なる目的を有する来場者の間に有意差

は示されず、目的に拘わらず積極的に公開した方が良いと考えていること

が示された。動物園の主な役割でもあり、かつ来場者の目的の過半を占め

る「学び」と「娯楽」の両方の目的を満たす活動であることが認められた

ことから、屠体給餌が動物園の展示として普及することは、動物園の役割

を高めることに寄与すると期待される。

4.4. 今後

　これまでの屠体給餌では、まだ動物園の大型肉食獣に与える影響を詳細

に調査するには至っておらず、今後は行動観察を密に行うなどして、環境

エンリッチメントとしての各行動における効果の強弱の明確化や継続的な

屠体給餌による慣れ等による効果の変化など詳細な効果を検証して行く。

　また、全国的に有害鳥獣の駆除が行われている現状にあり、駆除個体は

動物園の近隣においても生じている。今後、駆除された野生獣を日本各地

の動物園で大型肉食獣に屠体給餌していく場合には、屠体の供給はその地

域から行うことが理想である。輸送や保存の低コスト化を図ることができ

るとともに、地域の課題をその地域で解決を図っていくことが重要である。

このような地域の課題解決に向けた活動を各地で広げていくためにも、屠

体の衛生的な処理方法、飼育された大型肉食獣に対する屠体給餌の適切な

方法、および見学者に対する獣害問題と飼育動物の動物福祉の問題を考え

る教育的見学プログラムといったマニュアルを作成していきたいと考えて

いる。

　「Wild meǽt Zoo」の団体名には「野生（wild）と動物園（zoo）が獣肉

（meat）を通じて出会い（meet）動物園の新しい価値を創造しながら地域

とつながってゆく。」との想いが込められている。また、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」は問題が生じている現場に

実際に赴き、その問題の関係者と共に問題解決を図って行くことを目標と

している。今後も地域の獣害問題と動物園における動物福祉の問題に関わ

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ことで、地域の獣害問題に対する新たな視点や動物

園の新たな社会的価値を生み出していきたい。 
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はじめに

　筆者は決断科学大学院プログラム（現在統治モジュール）に所属してお

り、現在まで地域と子どものつながりについてフィールドワークを行って

きた。特に八女市の「やめっこ未来館
1

」に訪問し、その中で行われてい

るイベントや事業
2

などについてヒアリングを行ってきた。やめっこ未来

館は子育て支援総合施設であり、地域住民と子どもをつなぐ場所の一つで

ある。地域住民は自由に本施設に来て、子どもと話したり遊んだりするこ

とができる。施設は住民の人々が訪れやすいように作られており、職員も

とても優しい印象を受けた。それにも関わらず、本施設を訪れてくる住民

の人々が少ないという課題を担当の職員から耳にした。この課題は、日本

社会の人々が「他人」に対する意識の弱体化と個人主義的な考え方の強化

とつながっていると思われる。

　上記のような問題意識から、筆者は母国であるウズベキスタンの MA-

1　詳しくは＜ http://www.city.yame.fukuoka.jp/kosodate/3/2/1467598276220.html ＞で確認できる。

2　地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、やめファミリー・サポート・センター活動、子育て相談事

業がその例である。

研究ノート

ウズベキスタンにおける
地域社会と子どもの関係
〜マハッラを中心に〜

ハイトフ　スナトゥーラ 九州大学大学院法学府　法政理論専攻　博士後期課程

HALLA（以下、「マハッラ」とする）と子どもの関係について紹介する。

本稿は、ウズベキスタンの地域社会（住民）と子どものつながりにおいて

マハッラの持つ意義やマハッラで行われている行事を中心に紹介するもの

である
3

。下記するように、マハッラにおける住民の相互関係は近所付き

合いに基づいたものであり、そこで行われているさまざまな行事にいろい

ろな世代の住民が参加し、その過程において、住民同士の間の絆を作って

いく。

　本稿では、まず、マハッラやそれの存在意義について述べ、次に、マハッ

ラの子どもに対して持つ意義についてマハッラ内で行われている行事など

を紹介しながら述べ、最後にマハッラが持つ課題について述べる。

1.  マハッラとは何か

「マハッラ」は、アラビア語で「街の一部」を意味し、ウズベキスタン

においては「近所付き合いネットワーク」や「地域社会」を意味する
4

。

日本でいう「町内会」に近いだろう。形成時期は古代時代まで遡るが、マ

ハッラという言葉が始めて使われたのは、アブー・バクル・ナルシャヒ（Abu 

Bakr Narsahiy）の「ブハラ史」（Buhoro tarixi）の著書である。

マハッラは近所付き合いに基づいたものであるだけでなく、マハッラ

固有のモラルや価値観を共有する「非公式」な人的ネットワーク
5

であり、

住民の相互の繋がりを通して相互的に扶助や理解を提供する場である
6

。

マハッラにおける人間関係はいわば「家族」関係に似ているといっても過

言ではない。さまざまな行事（儀式やイベントなど）に住民が参加し、助

け合うことが「当たり前」になっており、そこにおいて「めんどくさい」

という言葉はあまり存在しない。それらへの参加はウズベキスタンの人々

3　本稿では、マハッラの取り組みから日本に関して得られる示唆のみを述べ、具体的なウズベキスタン社

会における地域社会と子どものつながりについて日本と比較を行うものではない。それについては別の機

会で投稿したい。

4　ティムール・ダダバエフ「ウズベキスタンの地域社会『マハッラ』からみた人権の保護・確保」『スラ

ブ研究センター研究報告シリーズ』第 95 号、pp. 27。

5　「非公式」なマハッラとは、伝統的な繋がりで成立し、地域住民が同様の価値観を共有し、自発的にコミュ

ニティが形成されるマハッラを指す。前掲、注 4、pp.79。

6　前掲、注 4、pp.79。
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にとって「習慣」のような感覚になってしまっていているからであり、そ

の感覚は子どものときから形成されると考えられる。お互いへの助け合い

はその先にある社会への貢献につながる。そのように社会の関係が成り

立っている。

もっとも、マハッラのウズベキスタンの社会において果す機能が独立

後（1991 年）から注目され始め、それを発展させるために国がさまざま

な政策を行ってきた。2003 年は「マハッラの年」と称され、「マハッラ

の年に関する計画」の内閣令
7

が出され、マハッラの発展のための大きな

一歩であった。

2.  マハッラの特徴

　

　以下、ウズベキスタンにおけるマハッラのいくつかの特徴について述べ

る。

　①人間関係を形成する場である。一般的には住民は子どものときからさ

まざまな行事に参加し、同じ住民の存在を知る。それらの行事は住民同士

を結び機会である。そのような機会を通して、交流し、人間関係を形成し

ていく。

　②相互を扶助する場である。マハッラに住む人々はマハッラを単なる場

所でなく、相互扶助する場所として意識している。結婚式、お葬式、伝統

的なイベントなどにおいて、マハッラの住民はそれらの行事に関わり、助

け合う。

　③教育の場である。マハッラはある意味で情報交換の場であり、年上の

人が年下に教えるような関係が成立している。それは特に上記の儀式等に

おいてよく現れる。子どもはそのような行事に参加する中で、その行事の

持つ意味やそれのやり方について年上の人から教わる。

　④日常生活の問題を対処する場である。マハッラは、住民の生活の中で

生じるあらゆる問題を住民同士で考え、住民同士で解決する役割を持って

7　ウズベキスタン法律データベース＜ http://lex.uz/acts/243231 ＞ 2019 年 1 月 9 日閲覧。

いる
8

。たとえば、家族の中の言い争いなどを近所やマハッラ委員会の代

表者などが中立的に介入し、離婚になる危険性を食い止める。

3.  マハッラと子どものつながり

　

　ここで、上記のマハッラの機能を踏まえつつ、マハッラと子どものつな

がりについて具体的な例を取り上げながら紹介したい。マハッラは上記の

とおり人と人の関係を形成する場所であるため、マハッラで行われるさま

ざまな行事において子どもの存在および参加は極めて重要である。その中

で子どもは大人の行動を考察し、実際自分も参加していく中でアイデン

ティティや社会の規範について学ぶ。行事にたくさん参加していく中で、

子どもはマハッラがどのような場所であり、どのようなことが行われる場

所なのかを理解していく。人と関わること、人と助け合うことの重要性を

実感し、それを自分から行えるように努力していく。マハッラは子どもた

ちにとって社会性のみでなく、伝統的・宗教的な文化を継承するための場

でもある
9

。以下、地域と子どもの繋がりを表すいくつかの行事について

述べる。

　①割礼（Sunnat to`yi）

　ムスリムの家庭の男児
10

に対して必ず行われる本儀礼には、マハッラの

住民が参加する。本儀礼は大きな規模で行われ、一つの家族で実施はとて

も難しいため、住民の参加は大切である。割礼の儀式が行われる前には、

事前に住民に通知され、参加する住民は儀式当日に料理、儀式の場所
11

の

用意、訪問客の歓迎などを手伝う。割礼が行われる際に男性の住民は子ど

もが泣かないためにお金を渡し、「集まったお金で今度自転車を買おうね」

や「おもちゃ車買おうね」などと慰めたりする。また、すでに経験された

8　河野明日香（2010 年）『「教育」する共同体―ウズベキスタンにおける国民形成と地域社会教育』九州

大学出版会、pp. 59。

9　前掲、注 8、pp.94。

10　筆者の経験から、だいたい 3 歳から 6 歳の間に行われることが多く、同じマハッラに当該年齢に達し

た男児がいる場合は合わせて行われることもあると考えられる。

11　割礼される男児の家庭で行われるのが一般的である。
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男児は自分の経験などを話してあげ、男児の不安な気持ちを和らげたりす

る。　

　②ハシャル（Hashar）

　ハシャルはマハッラの住民がお互いに助け合う手段の一つであり、大き

い規模の掃除、近所の家の新築や建てなおしなどの生活を成立させていく

上で大きな意義を有する。ハシャルはマハッラ住民同士の非金銭的な生活

援助の一つとして昔から行われてきているものであり、子どもの参加も必

須とされている。ハシャルは、単なる参加でなく、住民同士の助け合いの

考察や働くことの意味を子どもの教える機会である。

　③結婚式（To`y）

　結婚式はマハッラによって異なるが、都会のマハッラでは結婚式場、地

方のマハッラの場合は地域のある空間で行われることが多い。結婚式はウ

ズベク人にとって大きな儀式の一つであり、マハッラの住民みんなが積極

的に参加する。結婚式の規模はとても大きく、100 人以上が参加するこ

とが一般的である。割礼と同様に、大規模の結婚式は家族だけで挙行する

ことは難しく、マハッラ住民の助けが必須である。規模が大きいため、そ

の準備の段階も多い。そのような準備には子どもの参加が必須とされ、買

い物、訪問者の出迎え、掃除など下準備を基本的に子どもが行う
12

。

　④イベント

　マハッラにおいて若者のスポーツ大会がよく行われる。フットボールな

どの世界共通のスポーツから伝統的なスポーツのクラシ（Kurash）まで

行われる。マハッラの大人から子どもまでみなが参加し、みなで楽しむ。

スポーツに関わることは子どもが健康的に成長する上で重要視され、その

ようなスポーツイベントは定期的に行われる。

　では、このような行事は子どもにとってどのような意義を持っているの

か。

　まず、人間関係や信頼関係を形成する。このような行事は住民同士の関

係を形成する大きな機会であり、それを通してウズベキスタン社会のコ

12　若者が積極的に参加するのは、結婚式の朝に作られる大量の「プロフ（Palov）」料理の調理やお皿で

訪問客に運ぶときであり、特に男性の若者がそれを自分の仕事だと考えることが多いと思われる。

ミュニティを維持しているといっても過言ではない。加えて、子どもと大人

を結びつける「糸」である。それらの行事に参加する子どもは同じ子どもた

ちや大人たちと関わり、それらの姿勢や行動を観察し、大人に対する尊敬感

や信頼関係が構築されていく。

　また、子どもに社会性を習得させる。行事への参加は同じ年代の子どもた

ちや大人との人間関係や信頼関係を構築するだけでなく、大人による社会の

規範、価値、伝統的文化などを「伝達」する機会でもある。この過程は子ど

ものそれからの人生にとって重要であり、ウズベキスタン社会で生きていく

以上、習得されなければならないとされている。

　さらに、非行を防止する。マハッラにおける儀礼、祭礼やイベントは子ど

もたちの気持ちをウズベキスタン社会の伝統的で文化的な儀式やイベントに

向けさせ、非行に走らないようにする良い手段でもある。

4.  日本への示唆

　

　ウズベキスタンのマハッラが持っている上記のような意味から日本へ示唆

を得ることが可能だと考えられる。すでに述べたように、マハッラにおけ

る住民同士の関係はさまざまな行事が行われてこそ形成されていくものであ

る。住民同士がお互いに声をかけ、一定の行事を一緒に行うように話し合う。

これは自発的であり、ウズベキスタンの人々の当たり前の感覚になっている。

この点を地域社会と子どもの関係に照らし合わせてみた場合も、同様である。

マハッラにおいて、行事を機会とした人と人を結ぶ太い「糸」が用意されて

いる。

　上記のとおり、日本において人々の関係が薄くなりつつあり、住民同士で

何か一緒に行う機会も減っている。それだけでなく、町内会の中でどのよう

なことが行われているかさえ知らない人が多く、町内会の活動の持っている

意味を疑う人々は少なくないといわれている
13

。ウズベキスタンの事例はこ

のような点に貢献できるだろう。すなわち、地域社会の中の関係は「人」か

ら始まり、「人」で終わるものであり、それを結ぶ機会が多ければ多いほど

13　紙屋高雪（2016）『" 町内会 ” は義務ですか？～コミュニティーと自由の実践～』小学館、pp.20 を参照。
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形成されやすいため、そのような機会を増やす必要がある。その前提とし

て、人々に自分の外にある「他人」との接触の意義やそれがいかにに様々

な社会問題を抱えている現代の日本にとって重要であるかを伝え続けるべ

きであろう。それを行うには行政側のみでなく、地域住民同士で「自発的」

にそれを自分たちで考え、それぞれの人を結ぶ強い「糸」を作っていくこ

とが大事だと考えられる。それを行う中で、できるだけ住民同士の活動や

意思決定が望まれ、行政の介入を最低限に抑えるべきだろう。このように

一般の地域住民の間に人間関係が形成されていくと、それを地域社会と子

どもの関係にまで広げやすくなると思われる。

結びにかえて

本稿では、マハッラ内で行われる行事を取り上げながら、マハッラの

子どものつながりやマハッラの持つ意義（機能）についての検討を行った。

これまで述べてきたように、マハッラが持つ子どもの「人間性」を形

成する役割は大きい。そのような点において、学校教育と明らかに異な

る
14

。地域社会としてのマハッラはそれ以外のどの機関や組織が形成でき

ない子どもの「根底」を形成させる機能を持っている。これは結局子ども

と大人の関係、広く言えば人と人の関係に結びつく。

マハッラは、そこに住む住民たちにとって、子どものたきから大人に

なるまで、さらに言えば死去するまでの「居場所」であり、その人生の多

くの部分をそこで過ごす。それによって上記のような人と人の間のさまざ

まな関係が構築される。

しかし、注意しなければならない点がある。子どもは自分が生まれる

家族、地域、社会、国を選ぶことができない。そのような意味でマハッラ

による子どもに対する教えというものは「上から下へ」の関係であり、大

人から一方的に教えられるため、その点に気をつけなければならない。マ

ハッラにおける子どもに対するこのような機能は、子どもの主体性も含め

14　マハッラと学校の連携について今回取り上げることができなかったため、別紙にゆだねたい。

ながら行われるべきだと考えられる。現在、マハッラの行政化
15

やマハッ

ラの伝統的な住民形成から国家主義的な国民形成へと移行 の課題が懸念

されている中で、この点をより慎重に考えなければならない。マハッラの

子どもに果たす機能を本当の意味での人間形成に注ぐべきであり、国家の

「者」として形成することに注意しなければならないと考えられる。

15　この点について、前掲、注 4、pp.106 － 107。が詳しい。
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Abstract

    Low population areas and low-income people often face unreliable pub-

lic transport characterized by long waiting times. Meanwhile, a private ve-

hicle in the same area, on average, will remain inactive for long periods of 

time. Recent research in shared mobility systems addresses this situation. 

Specifically, Demand Responsive Transport, DRT, a transport alternative 

between a bus and taxi, and which has many specification variations, has 

pioneered provision of an alternative transport solution geared to reach 

under-served minorities. Solutions to DRT trip scheduling and costing 

mechanisms usually include constraints specific to the variation of DRT 

specifications. 

    We aim to maximize use of a vehicle and we propose a design of a Com-

munity shared mobility service model that provides centralized manage-

ment and ICT support in in delivering multiple services in a vehicle. Our 

design adds time constraints of vehicle schedule to the DRT problem. We 
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also consider cost sharing mechanism. 

    We focus on reducing waiting time and propose a trip scheduling and 

cost sharing algorithm. We base our approach on a DRT heuristic algo-

rithm. We also consider time windows. We propose a new cost sharing 

mechanism, based on traditional distance costing techniques but consider-

ing, seat capacity, an approach unique to the specifications of our design. 

Key words: Shared Mobility, Demand Responsive Transport, Mobility as a 

Service

1. Introduction 

   Most cities all over the world are serviced by a system of public transport 

that includes train, bus and taxis [1]. Present public bus services in devel-

oping countries are, however, inefficient, unproductive, and unsafe charac-

terized by long waiting time, delay on plying routes, long boarding time, 

overloading, discomfort and long walking distance from the residence/

work place to bus stop [2][3][4]. For instance, buses in Dhaka, Bangladesh 

are mostly over-crowded, which is often not accessible for the elderly or 

disabled people as well as being unsafe for women due to eve-teasing. 

Moreover, the frequency of bus service (headway) is quite low. A research 

carried out in Dhaka city found that most of the city residents are satisfied 

with the cost of travel but very unsatisfied with the waiting time as they 

have to wait for the bus sometimes up to an hour [5]. Other transport al-

ternatives like taxi, motorized vehicles and rickshaws are unaffordable for 

the average user especially as a frequent transport alternative. 

   The cost of a car is prohibitive for many living below the poverty line. In 

fact, in most developing countries, car ownership is considered a luxury 

many cannot afford. However, the benefits of a car cuts across all econom-
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ic and social status. The need to move from one point to another for eco-

nomic gain, health care, education or even personal reasons is valid for all, 

rich or poor. While those at the top of the pyramid can easily access these 

social services given their economic status, the people at the bottom of the 

pyramid (BoP, people with low purchase power), have distance and eco-

nomic power limitations in accessing the social services [6]. 

   Given the recent growth of the shared economy, potential exists to accel-

erate shared mobility strategies that address the specific mobility issues 

of low-income communities [7]. Historically, public transit, land use pol-

icy and planning have often resulted in significant mobility obstacles for 

low-income people in cities. Indeed, low-income communities typically 

face longer commute times and higher fares than their middle and up-

per income counterparts. An alternative approach to the public transport 

deficit is to focus on the causes of mobility [8] and reduce the frequency 

of transit. The primary need for mobility is to access social services like 

healthcare, education and commercial gain. Addressing this, a scheduled 

community car based on a Demand Responsive Transportation (DRT) 

model can fulfil this need by bringing the services to the low-income peo-

ple [7]. DRT is a form of transport between bus and taxi services involving 

flexible routing and scheduling vehicles by incorporating transport re-

quests from customers. Several DRT scheduling, dispatching and routing 

approaches have been researched, however, there has not been enough 

discussions in the area of multiservice DRT approach. 

   Posing a hypothesis that a demand responsive transport based solution 

would provide quality transport (in time and comfort) at an affordable 

cost, we designed a multiservice community car model that provides cen-

tralized management and background ICT support of the vehicle opera-

tions and services. We called this concept Social Services on Wheels. The 

Social Service on Wheels (SSW) concept was designed by Kyushu Univer-

sity in collaboration with Grameen Communications to bring ICT based 

services to unreached communities. SSW is managed by Mobility Server. 

Users send their transit and service requests to the system managed in the 

central office in the back end. These requests are met by a vehicle being 

sent to offer the transport or service requested. SSW delivers services and 

provides transportation to passengers in the front end. The community 

shared mobility service, front-end community service, comprises a vehicle, 

service delivery point, personnel and an array of smart devices. The ser-

vice delivery at the front-end is both schedule based and demand based, 

targeting different users in urban and rural settings. Scheduled services 

targets office workers and college students and healthcare delivery. 

   We investigate how to make our community shared mobility service ap-

proach more efficient and focus on trip and cost scheduling. The solution 

should provide transport alternative between bus and taxi based on intro-

duced time constraints of vehicle prior schedule and a cost constraint that 

considers a quorum, minimum number of passengers for the service to be 

offered. 

2. Demand Responsive Transportation 

   Demand Responsive Transportation are a new-generation means of 

transportation that conforms to the wishes of its riders [9]. Fixed-route 

buses travel along a fixed route according to a time schedule, stopping at 

each designated bus stop. Because the system is easy to understand, pas-

sengers have little trouble using the system. On the other hand, the fixed-

route bus has many disadvantages. For example, because the operate 

according to a fixed time schedule, it is not possible to simply get on at a 

time of your convenience. For example, practically anyone has had expe-

riences like, “I had to wait at the bus stop for ten minutes” or” There’s no 

really good bus for me to get to that meeting”. And there is the fact that 

quite frequently, the bus will run its designated route at designated times 
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even though there are no passengers. This is certainly not good for the 

environment, and means that there is quite a lot of waste in operating the 

bus system. 

 

   Demand Responsive Transportation is a relatively new concept that 

resolves that com- bines flexibility of taxi services with low cost nature 

of bus services (Figure 1). Demand Responsive Transportation operate in 

a way that meets the demand of its riders, picking them up at the times 

and places they request. DRT services have another special characteristic; 

ride-sharing. Ride sharing is when passengers who are travelling along 

similar routes share the same vehicle. Taxis can take a maximum of four 

passengers from an origin to a destination. But because DRT has the ride-

share function, they can deviate from their route slightly and pick up ad-

ditional passengers. This is one aspect that differentiates them from taxis. 

DRT can help buffer metropolitan areas from traffic congestion. 

   DRT models distinguish from traditional shared mobility services in 

that they incorporate flexible routing, flexible scheduling, or both. These 

services operate much like jitneys of the past but are enhanced with infor-

mation technology [10]. Existing micro transit operators target commuters, 

primarily connecting residential areas with downtown job centers. Micro 

transits use of smartphone technology avoids traditional and costly meth-

ods of booking rides, such as call centers or even booking websites. The 

use of advanced technology has the potential to lower operating costs for 

services that target special populations, such as disabled, older adults, and 

low-income groups. 

2.1. The DRT Problem: Effectiveness of Demand Responsive Transport 

    Initial approach to DRT was telematics based, users would call an oper-

ator who would manually check vehicle availability, assign a passenger to 

a suitable vehicle trip and inform the driver on the trip information. Since 

then, advancements in use of internet technologies have automated most 

of the DRT operations as discussed in the previous section. The automa-

tion problem having been solved to some extent, the DRT problem is now 

how to make the system more effective in time and cost. Lots of literature 

has been covered in approaches in scheduling DRT using, time windows, 

agent-based solutions, genetic algorithms, exact and searching algorithms 

including heuristic algorithms. Cost effectiveness for DRT, however, has 

not been extensively researched as DRT solutions are usually heavily sub-

sidized. 

2.2. Trip Scheduling Approaches 

    Guidelines for computational experiments to test heuristic methods 

have been identified in [11]. To evaluate the capacity and optimum ser-

vice time interval of a demand responsive transit feeder service [12] used 

three step local search algorithm for the vehicle routing problem with a 

heterogeneous fleet of vehicles and soft time windows. In [13] an inser-

tion heuristic for scheduling Mobility Allowance Shuttle Transit (MAST) 

services was developed. In their work, a MAST system is characterized by 

Figure 1   Distinguishing Demand Responsive Transport from taxi and bus service
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the flexibility to allow vehicles to deviate from the fixed path in order to 

serve customers within a service area. A set of simulations are performed. 

The results show that the insertion heuristic approach developed could be 

used as an effective method to automate scheduling of Demand Respon-

sive Transport. The impact of complicating constraints on the efficiency 

of insertion heuristics for the standard vehicle routing problem have been 

discussed in [14]. The complicating constraints identified were signifi-

cant as they affect the feasibility and the efficiency of the schedule. The 

constraints considered were the time windows, shift time limits, variable 

delivery quantities, fixed and variable delivery times, and multiple routes 

per vehicle.

   Jaws et.al [15], described a heuristic algorithm for a time constrained ver-

sion of the many-to- many Dial-A-Ride Problem (DART). The algorithm 

described as the Advanced Dial-a-Ride Problem with Time Windows with 

service quality constraints, identifies feasible insertions of customers into 

vehicle work-schedules. An incremental cost of each insertion is evaluated 

through an objective function. The cost is the weighted sum of disutility to 

the customers and of the operating costs. The solutions provided did not 

have any optimal solutions to compare with as no exact algorithms existed 

to solve problems of similar size. In [16], authors analyze heuristic algo-

rithms for the single vehicle many-to-many dial-a-ride problem (DARP), 

i.e. designing a route for a vehicle carrying customers between specified 

pick-up and delivery points to minimize the total travel distance. 

   Approaches to real time demand responsive transport have been re-

searched based on time constraint. The concept of estimating bus passen-

ger waiting times from incomplete bus arrivals data has been explored 

in [17] whereas the impact of real-time bus arrival information using the 

passenger wait time perceptions at bus stops has been evaluated in [18]. In 

[19], authors performed the travel time studies by using global positioning 

system (GPS) and geographic information system (GIS) technologies. 

   Concerning travel time schedules, the ability to select certain occupa-

tions in specific industries is relative to the ability to select work schedules 

[20]. Some jobs that need to start during off-peak hours might indirectly 

prevent employment of those who cannot reach the employment loca-

tions at that time. Demand-responsive services are most likely to receive 

the highest ranking among all flexible transport services. The commuting 

patterns of newly built towns are discussed intensively [21]. Research has 

found that the proportion of people working or studying in urban area 

is proportional to the age of the new town. Moreover, cross-district com-

muting to work is more prevalent than to school. Comparison of weekend 

and weekday activity patterns found that the weekend travel patterns are 

quite different from weekday travel patterns in many aspects such as time 

of day, mode, and the total volume [22]. 

3. Social Services on Wheels 

    The Social Services of Wheels (SSW) concept was designed by Kyushu 

University and Grameen Communications Global Communication Center 

(GCC) to provide safe mobility and reliable access to basic social service 

for low-income subjects in unreached communities [23][24]. It consists of 

back-end of data servers and a front-end community service comprising 

a vehicle, service delivery point, and an array of smart devices. The front-

end smart devices communicate with the back-end using mobile network 

coverage and Internet. The SSW back-end comprises of GramWeb soft-

ware applications and database. The GramCar software schedules various 

services and GramHealth software processes medical records such as 

patient Electronic Health Records (EHR) and ePrescriptions. Registered 

SSW clients and service records are stored in the Gram database. The SSW 

front-end consists of a vehicle, service delivery points, and smart devices 

used to access and attain social services. The vehicle is a minibus (Toyota 



66 67

Hiace) and provides scheduled transport to female college students. A ser-

vice delivery point is the physical environment where SSW team interacts 

with its rural clientele and provides four services: portable health clinic, 

blood grouping, online IT service and training, and purchasing opportu-

nities (ecommerce and product delivery). The smart devices include: med-

ical sensors used in the Portable Health Clinic briefcase, blood grouping 

devices, tablets for IT services, and price catalogue for online purchasing. 

The SSW operation model is based on a Village Car Entrepreneur (VCE) 

who manages a small team (driver, healthcare worker and IT assistant) 

and ensures that services are delivered at specific points within an agreed 

timetable. Service delivery is dependent on the vehicle daily and weekly 

schedule. On a daily basis, the vehicle picks up female students from pre-

defined collection points and drops them at the college. It then picks up 

the medical experts, ICT experts and social goods providers from nearby 

urban centers and drops them at a service point (a small room or desk). On 

a weekly basis, the vehicle visits six mobile service points in six different 

days a week; hence the community gets access to the social services once a 

week near their doorsteps. 

   A centralized back-end data cloud can manage multiple instances of the 

front-end smart community service. The front-end includes a college bus 

service, health clinic, blood grouping testing, online learning, and online 

shopping managed by back-end servers. The level of technologies and the 

villagers experience with the ICT applications is different for each service 

(Figure 2). Access to education A college bus service provides access to ed-

ucation. The bus service is offered to female students to counteract the eve 

teasing and violence. The passenger signs up for the service online and 

checks the vehicle time schedule and any adjustments to the schedule on-

line. The bus service will collect the female students from pre-determined 

pick up points and ferry them to their college. 

   The Portable Health Clinic (PHC) provides access to healthcare. A 

healthcare worker registers all patients and uses PHC medical sensors and 

a portable server to ascertain the level of morbidity (poor health). Based 

on a triage stratification algorithm, patients identified to be at risk are 

connected to an online doctor for a remote health consultancy. The patient 

online doctor consultancy involves the standard medical procedure with 

diagnosis and issuance of ePrescription. These Electronic Health Records 

are stored in the database and can be referred to in the future [25]. 

   Wi-Fi tablets connected to the Internet provides access to learning. An 

ICT trainer gives instructions to villagers on how to use the Internet to 

search for information relevant to their lifestyles; such as agriculture in-

formation on which pesticides to use and when to plant and harvest their 

crops. It is intended to give certified online entrepreneurship training in 

the future. 

   A catalogue provides access to online purchasing opportunities. To over-

come any illiteracy issue, a catalogue with pictures and prices are shown 

to the villagers. The customer selects which items he or she wishes to pur-

chase and the driver makes the order online on the customers behalf. The Figure 2   Community shared mobility service model
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ordered products are delivered to the service point one week later by the 

SSW vehicle. 

   Whilst waiting at the Service Point, the SSW vehicle and driver are avail-

able for real-time DRT requests. To request the service, the customer needs 

to make an on-line booking. The customer is also notified of the cost and 

time limits online and confirms to accept the conditions. Over experiment 

period, on demand vehicle hire has been used to take patients to hospital 

and for wedding and social events. 

3.1. Demand Responsive Mobility as a Service 

   To achieve the hybrid multiservice objective, the vehicle does a school 

and corporate office run in the morning as a scheduled service [26]. It 

also delivers healthcare service at a predetermined location based on user 

requests. During the idle time, the vehicle provides transportation on de-

mand. Meaning that the vehicle will only operate at this time if there are 

passenger requests, Figure 3. Users pre-register for the scheduled services 

in advance. A ride (seat) is assigned to each new request as it arrives for 

both scheduled and on demand ride sharing options. 

 

   The vehicle incurs varying operation costs in providing these multiple 

services. To make the concept a viable business, we schedule the vehicle to 

achieve maximum revenue while minimizing idle time. Users of the ser-

vice can request the community shared mobility service system for either 

ride share or service delivery to their door steps/residential area. Users 

of the ride share service send their pick-up point, destination, intended 

arrival time and acceptable delay. The trip scheduler groups these users 

according to matching destinations and arrival times within respective 

time windows. Then the scheduler selects a vehicle based on seat capacity, 

vehicle availability and attainability of a quorum. The scheduler then cal-

culates proximity of passengers to most optimum route and reassigns pick 

up point if necessary and sends cost of ride, estimated pick up time to the 

user. The same information of all passengers is sent to the drivers on board 

unit. The community shared mobility service operator collects informa-

tion on users’ location, specific type of service and their expected time of 

delivery. Once all requests of the day are received, a complete schedule is 

published by the system for reference by the community shared mobility 

service operator side as well as the driver on the on-board terminal, Figure 

4. 

 

Figure 3   Community shared vehicle usage Figure 4   Community shared mobility service architecture
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may want more destination options. 

   For wellbeing use case such as requesting for a Health appointment, the 

customer gives a target time (Estimate Time and date). The scheduler will 

inform the subscriber to wait whilst it calculates the request. It then checks 

on how many other similar request (live near her and same target time) 

have been made. If there is sufficient demand, a service point event with 

tent and healthcare lady can be established and the scheduler makes an of-

fer to the customer. The vehicle will be booked for the Service Point event. 

The customer offer will include nearest Service Point Location and date. 

The price will also be included. The offer details may be different from 

the customers exact requirements. If the villager books an appointment, 

scheduler allocates the appointment with the Portable Health Clinic and 

sends the customer a Booking ID. 

    In all use cases, once the service has gained a critical mass, the MSP can 

learn the customer behavior promote services advertising rideshare slots, 

3.1.1. Vehicle Reservation 

   The Session Application Server keeps track of a customer’s activity 

across sessions of interaction with the service system. A session can in-

clude customers account activation, customer reservation booking, cus-

tomer service use and customer account registration. Customer account 

activation is a private contract where the customer registers personal 

details (age, address, contact details) and may choose a service plan such 

as medical care. Customer reservation booking is service dependent. For 

ride-share use case, the subscriber will use Mobile Phone SMS or APP and 

give Requested Drop-off Time (RDT), Requested Pick-up Time (RPT), pick-

up location and Destination. The system will inform the customer to wait 

whilst it calculates the request. It checks on how many other clients have 

made a similar pre-request (live near, similar RPT, RDT and destination). 

If there is a sufficient demand, the vehicle seat allocation can be checked. 

The scheduler calculates the demand and once a minimum number of 

requests for the trip based on the trip details is reached, makes an offer to 

the subscriber. The offer will include pick up service point, RPT, and RDT 

at destination. The price is also included. The offer details may be different 

from the customer original requirements. If the customer books a seat, the 

scheduler allocates the seat in the vehicle and gives the customer a Book-

ing ID (Figure 5). 

   For car-share use case, the customer gives the date and duration. MSP 

calculates the car availability and makes an offer. The offer will include the 

date, service point (pick up and drop off) and price. In developing coun-

tries the car-share will come with a driver. The MaaS car share cars may be 

non-dedicated and owned by private individuals fitted a vehicle tracker. 

The community shared mobility service may offer both a ride share option 

(cheaper cost) and car share option (more expensive) for individuals who 

Figure 5   Ride reservation process
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cars hare offers, and check-up reminders. The MSP may search the Elec-

tronic Health Records and automatically schedule screening campaigns, 

diabetes or hypertension in areas of high incidence. From the villager 

point of view this promotion will seem personalized and at the same time 

a service campaign will fit the community needs. For all use cases, a no-

show/late cancellation policy should be enforced. 

3.1.2. Vehicle Dispatching and Routing 

   Our approach considers a finite fixed number of vehicles. We deploy two 

vehicles in urban area and once vehicle each in two rural areas. Due to the 

limitation in number of vehicles considered, vehicle dispatching is not par-

amount to our solution. Vehicle routing for Scheduled community shared 

mobility service considers selected stop points (nodes) and routing tra-

verse through these nodes as requested. The vehicle routing approach con-

siders shortest route to travel to next node, not as selected but as request-

ed. That is, if there is no pick-up or drop-off request at a specific node, the 

shortest route to get to the next node is selected, which could be with or 

without passing the unrequested node. The travel time from node to node 

listed in upper triangular matrix will inform the routing calculation. 

   For Real time community shared mobility service, routing is considered 

from one node to the next. Since the nodes do not have to be selected 

from preregistered stop points, routing is made by best search of route 

to next new node. Since no existing information is available for unlisted 

stop points, real time community shared mobility service relies on Global 

Positioning System (GPS), a space-based navigation system that provides 

location and time information for the routing calculation. 

4. Experiment, Results and Evaluation 

   To validate algorithm for time scheduling and cost sharing with limited 

vehicle schedule and quorum discussed in chapter 4, we considered condi-

tions set by our designed Community mobility service model discussed in 

chapter 3. Passenger requests were generated for short trips within vehicle 

working hours. If the choice of a random number did not give a depar-

ture or arrival time within 6 a.m. to 8 p.m. another random number was 

generated so that finally the service request was between 6 a.m. to 8 p.m. 

This was primarily based on the assumption that once the requests for us-

ing the bus service are validated, the community shared mobility service 

system would respond with the estimated pick-up/drop-off times or an 

error message. The simulation model was run until the last customer was 

dropped off. Results were generated for investigating the performance of 

the systems under a variety of conditions outlined in Table 1. The requests 

represented in the simulation involved both advance requests and ad-hoc 

requests, where passengers would request a fixed route trip in advance or 

request to be picked up as soon as possible. 

4.1. Time Performance 

   The levels of service in terms of travel time and waiting time were esti-

Table 1   Experiment configuration
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mated. The travel time ratio, defined as the ratio of the actual journey time 

to the travel time if the most direct route was travelled was used to inves-

tigate the performance for users of the system (Figure 6). The percentage 

of persons experiencing longer travel times decreases as the number of 

customers increases. 

   Passengers are assumed to be sensitive to the time between when the 

service was requested and the time the vehicle arrived to pick them up. We 

present the average waiting time versus number of passengers who made 

requests for using the transit service. Time windows were set at maximum 

of 20 minutes, with requests being in a minimum 10 minutes. Figure 7 

shows that all records had service time deviations below time window. 

Average waiting time was calculated as 2 minutes. While ensuring pick-

up and drop-off times are within passenger set travel times, our solution 

reduces waiting time due to its increased time constraints. 

4.2. Cost Performance

4.2.1. Passenger trips per revenue hour 

   The effect of the total number of passenger in a trip on the costs for a 

fixed number of operating vehicles at 10 passengers maximum seat ca-

pacity and considering same distance and travel time was investigated. 

For each run, a distribution of costs was estimated. Figure 8 presents de-

creasing estimated costs per passenger as the total number of customers 

increased. At the higher demand levels the costs appear to be reasonable 

approaching that of traditional public transport services. 

4.2.2. Operating cost per revenue hour 

   The effect of our cost sharing approach in cost per revenue hour was

plotted as in Figure 9. The person correlation of cost and travel time was 

.922 based on 100 records. This indicates a positive linear relationship 

between cost and travel time. Similarly, a correlation between cost and 

distance showed a positive correlation. It shows that, our model, while 

being based on number of passengers per trip, it also relates to traditional 

costing models that relate to time and distance. Hence, the model exhibits 

a cost sharing model that appeals to both passengers and vehicle entrepre-

neurs. 

Figure 6   Waiting time distribution of simulation data

Figure 7   Travel time distribution of simulated data
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mobility service in a busy city environment with need for a low-cost 

structured transport solution. This project, aiming to explore how ICT can 

contribute in solving mobility needs in developing countries, was funded 

by Toyota Motor Corporation. Grameen Communications in Bangladesh 

provided the project support in conducting surveys and the experiment. 

A survey to find out transport requirements in different areas of the city 

was carried out so to establish service area of the community shared mo-

bility service vehicle. Survey results indicated major problems in public 

transport in Dhaka to include; traffic jam, unavailability of seats, improper 

time management, over crowded, expensive fare, unsafe, unavailability 

of transport in some areas and uncomfortable vehicles (Figure 10). We 

asked respondents who have frequent transit needs to work/school of the 

availability of scheduled transport to get to their destinations. Majority of 

respondents did not have such services available. Of those who did have 

such a service, some did not utilize it with reasons including; having own 

private car, short travel distance and not wanting to share ride with oth-

er staff. We also found that 70% of the respondents are not satisfied with 

Figure 8   Costs and average number of passengers in a trip

Figure 9   Costs in travel time

5. Community Shared Mobility Service Experiment in Dhaka 

5.1. Overview of transport situation in Dhaka, Bangladesh 

   Dhaka is the capital city of Bangladesh with a population of 6.97 Million 

and area of 815.8 km2. We set out to experiment our community shared Figure 10   Survey of transport problems in Dhaka
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public transport, with 84% of whom want safe, comfortable and quality 

transport alternative, Figure 11. 

   Current cost and duration of road transport options in Dhaka taken at 

a constant distance were summarized in Table 2. Bus transport is most 

used due to the low cost. CNG, Compressed Natural Gas, is a motorized 

three-wheeler vehicle that used compressed natural gas as opposed to 

diesel to reduce operation costs. They operate at high cost, similar to taxi. 

Rickshaw is a light two-wheeled passenger vehicle drawn by one or more 

people.  

   Other options include: bicycle, motorcycle and train. There is no sched-

ule for any of the public transport options. Passengers have to wait at des-

ignated bus stops until a vehicle plying the route they want to go arrives. 

Minimum waiting time was reported at 12 Minutes. Respondents were 

willing to pay only up to Tk.1630 per month, meaning that they would 

prefer a quality but low-cost transport alternative. 

5.2. Experiment Profile 

   The experiment site was identified to cover areas of Uttara and Mirpur 

districts in Dhaka, from residential areas to the central business district. 

To conduct this experiment, 2 Toyota Hiace vans were leased, 2 Portable 

Health Clinic briefcases were sourced, 4 notebook PCs, 2 driver consoles, 

remote database, operator and doctor’s call center was set up in the central 

office of Grameen Communications. The experiment provided fixed route 

office and college transport and fixed transport for PHC service delivery 

and accepted real time requests for flexible schedules when the car was 

inactive. 

5.3. Evaluation of Community Shared Mobility Service experiment

   We considered advanced requests for the pilot program. Estimated av-

erage waiting time was calculated as 3 minutes. At constant distance, the 

community shared mobility service system is compared to average cost 

and travel time of alternative transport options, see Table 2. 

   Average waiting time for CNG, rickshaw and other modes of transport 

have not been identified. Waiting time for buses in Dhaka varies from 

Figure 11   Satisfaction with current transport alternatives

Table 2   Community shared mobility service compared to existing public transport in Dhaka
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an average of 12 minutes during peak times to up to an hour in off peak 

times. This uncertainty makes it difficult for passengers to make accurate 

travel plan. Our approach offers to avail the vehicle for pick-up and drop-

off at estimated times, with minimum waiting time. 

   A comparison of actual and simulated waiting time is shown in Figure 

12. In both actual and simulated data, passengers generally had reduced 

waiting time, with few outliers having longer times. Nevertheless, both 

accounts showed times within set passenger time allowance. Average 

waiting time calculation showed actual data at 3 minutes as opposed to 2 

minutes in simulated data, a minimal yet slightly significant relation. 

6. Conclusion 

   We identified a gap in quality and affordable transport alternative espe-

cially in developing countries. Access to social services like health, educa-

tion and economic activities. The study addressed the formal transit needs 

and the service accessibility needs of the rural communities by introduc-

ing a Demand Responsive Mobility as a Service model. It comprises of a 

minibus and a mobile platform that carries ICT tools to access Healthcare, 

Education, Learning and Purchasing Opportunities. The need for back-end 

Mas a Service support is apparent in providing scheduling support, doctor 

call center support, ICT support, database storage, backup and mainte-

nance and performance analysis.  

   From the initial field study of Demand Responsive Transport, we un-

derstand that our community shared mobility service model needs to be 

subsidized at the initial phase. We established that operational cost can be 

reduced by proper time utilization and maximizing the income by provid-

ing more social services during the cars idle time. We introduced a com-

munity shared mobility service trip scheduling and cost sharing approach 

to make the solution more effective in time and cost. Main contributions of 

the study were: (i) a design of a multiservice demand responsive transport 

alternative with both fixed route (advanced requests) and flexible (real-time 

requests), (ii) Demand Responsive Transport, DRT, based trip scheduling 

addressing constraints of vehicle fixed schedule and quorum. 

   We conducted a simulation experiment to validate the algorithm and 

found that our pro- posed solution reduces waiting time due to its in-

creased time constraints. An actual field experiment in Dhaka, Bangladesh 

confirms our hypothesis that a demand responsive transport based solu-

tion can minimize waiting time. Eventually, we sought to establish the 

community shared mobility services as a business model. 
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大航海時代におけるメキシコの位置づけ

　メキシコでは、１５２１年に、エルナン・コルテスが率いるスペイン遠

征軍により中央高原を拠点に勢力を誇っていたメシィカ（アステカ）帝国

の都テノチティトランが陥落し古代文明に終わりを告げる。スペインによ

る新大陸征服は、３００年間に渡るイベリア帝国の政治的支配と混血文化

形成の始まりである。しかし、この出来事を近世のグローバル化という国

際的な視点から見ると、その後、太平洋を横断して展開されるスペインの

東アジア進出に備えた基盤形成の一歩とも捉えることができる。コルテス

自身、１５２３年、カルロス一世の命により、バハ・カリフォルニアの探

検を行った。それにちなんで、カリフォルニア湾は「コルテスの海 Mar 

de Cortés」とも呼ばれているが、同探検も、スペイン帝国の太平洋覇権

事業と密接な関係があった。１５６５年、ウルダネタにより東洋からアメ

リカ大陸までの帰航路が発見され、以後、メキシコ・マニラ間の貿易が発

展する。大西洋と太平洋を経由した「西廻り航路」において、メキシコは

アジアとヨーロッパの中継地点として重要な役割を果たすことになる。

研究ノート

近世における日墨美術交流の軌跡

有村理恵 メキシコ国立自治大学モレリア校美術史学科准教授

イベリア帝国と日本の交流

　スペイン・ポルトガルの海外進出は、武力を行使した軍事征服と、ローマ・

カトリック教会の海外布教すなわち精神征服の両面から推進された。ポル

トガルの援助を得たイエズス会は、喜望峰・インド洋を経由する東廻りで、

アジア・アフリカでの宣教活動に乗り出す。その一方で、スペインの支援

を基に福音伝道を行ったフランシスコ会、ドミニコ会、アウグスティノ会

の修道士たちは、メキシコとフィリピンを経由する西廻りで日本に到来す

る。

　当時の宣教師は、キリスト教の伝道という使命に加え、土着民との外交

交渉、文化交流、土着の言語・風土・社会に関する記述など、多岐にわた

り功績を残した。イエズス会のフロイスが著した『日本史』やヴァリニャー

ノの『日本巡察記』は、西洋人の視点から見た当時の日本事情を記した一

次史料として大変価値がある。フィリピンをアジア宣教の拠点にしていた

托鉢修道会の間でも、フランシスコ会士リバデネイラやドミニコ会士ア

ドゥアルテらが日本関係史料を残した他、ミゲル・ペレスにより「日本語

の文法書 Arte del idioma japon」も執筆された。

　当時のイベリア世界と日本の交流が生んだ現象として、「南蛮文化」も

しくは「南蛮美術」が挙げられる。これらは、一般的に「スペイン・ポル

トガルと日本との交流によって生み出された文化」と定義される。しかし、

イベリア帝国と日本の交流は、世界を結ぶ東廻りと西廻りの交易のルート

に位置する様々な国の文化的影響の上に成り立っていたため、国際色豊か

な特性を帯びていた。

　海外布教に伴うキリスト教美術の世界化においても、単なる西洋文化の

拡大と解釈することはできない。その一例として、東京国立博物館所蔵品

の中に、メキシコの技法である鳥の羽のモザイクで施された「 聖ステファ

ヌスの殉教図 」を蒔絵聖龕にはめ込んだ作品がある。同聖龕は日本から

フィリピン経由でメキシコへ渡り、その段階で羽のモザイクがはめ込まれ

たと見られている。
1

世界各地域の異なる造形美が組み込まれて一つの作

1　神吉敬三（１９８７） 17-19 頁を参照 。
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品を形成した、まさに近世のグロバール化の産物である。

クエルナバカ大聖堂壁画に見る美術交流の形跡

　メキシコのコロニアル美術は、従来、メスティソ社会の所産として、単

純な文化融合の理論を基に、解釈が進められてきた。しかし、西洋の建築

様式もしくは表象文化を踏襲しながらも、素材・技法・表現法において、

土着文化の継承が確認できる他、マニラ・アカプルコ間のガレオン貿易に

よりもたらさせた東洋美術の影響も確認できる。

　クエルナバカ大聖堂（旧フランシスコ会教会）内部の壁画「二十六聖人

殉教図」（１７世紀初期）は、南蛮絵の影響を受けた、メキシコの修道院

美術では類例を見ない作品である。１９５７年、同聖堂の修築作業時、後

世に塗られた漆喰層の下から発見され、１９６０年に修復された。同壁画

は、教会内陣から、時計回りに南側壁画から北側壁画へ鑑賞する構成になっ

ている。前者では、京都、大阪、堺にて、荷車に乗せられ、見せしめの刑

を受けた様子が表されている（図１）。後者では、船で時津に到着し、その後、

カルバリオを連想させる丘で二十六人が磔刑に処された模様が描かれてい

る（図２）。

　この壁画を解釈するにあたり、当時のメキシコに、どの程度、正しい日

本情報が伝達していたのか。どういう文献やビジュアル資料を基に、こ

の作品が制作されたのかということが問題になる。故結城了悟師が指摘

しているように、二十六聖人殉教に関して詳細かつ明確な記述を残した

のはフロイスであった。
2

しかし、当時、その手記が刊行されることはな

かったため、メキシコを含むスペイン帝国圏内で広く参照された文献は、

2　パチェコ（１９６２） 41-42 頁を参照。

図 1   京都の大通りにて二十六聖人が牛に引かれた荷車に乗せられている様子

（南側壁画詳細）クエルナバカ大聖堂、１７世紀初期

図 2   二十六聖人が船で長崎に到着し、その後、磔刑に処された様子

（北側壁画）クエルナバカ大聖堂、１７世紀初期
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１６０１年にバルセロナで出版されたリバデネイラの記録であった。
3

同

フランシスコ会士は、二十六聖人殉教日に長崎に居合わせたが、２０年以

上日本宣教に携わり、現地調査を行ってきたフロイスと比べると、日本社

会や風習に関する理解度は劣っていた。よって、リバデネイラの記述には、

日本の慣習についての詳しく言及はなく、情報不足から生じた誤った日本

のイメージが、クエルナバカの殉教壁画には観察される。事実、長崎港に

は、インドのゴアやフィリピンのマニラとは違い城塞が建造されることは

なかった（図４）。さらに、日本家屋は、メキシコのコロニアル時代の住

居に似た造りになっている。

　次に、どういうビジュアル資料が同壁画制作にあたり使用されたかとい

う点について掘り下げてみよう。北側壁画では、長崎到着から磔刑に至る

まで時間の経過や場所の移動が区切りなく、連続した一つの大画面に表さ

れており、南蛮屏風で使用される構図と類似している。また、二十六聖人

を運んだ船が、南蛮船から貿易品の荷物を運搬するために使用した小船に

相似している他、ボンバーシャと呼ばれるふくらみがあるズボンを履いた

ポルトガル商人が描かれていることも南蛮絵との共通点と言えよう（図３・

４）。十七世紀初頭、メキシコに南蛮屏風が送られたことは、支倉使節団

3　Ribadeneira （１９４７） 440-482 頁を参照。

のことを記した『伊達治家記録』に言及されており、
4

クエルナバカの殉教

壁画に南蛮絵の影響が見られることの史料上からの裏付けともなってい

る。

　さらに注目すべき点は、長崎の海岸線がリアス式に表現されていること

である。長崎の地形に関する視覚資料としては、キリシタン迫害により

マカオに亡命したイエズス会派の日本人画家が描いた「元和の大殉教図」

（ジェズ教会蔵）が挙げられ、クエルナバカの大殉教壁画に長崎・マカオ

のイエズス会画派の影響があった可能性も指摘される。今後のさらなる研

究により、同壁画における狩野派と長崎イエズス会画派との関連が明らか

にされるのを期待する。

4　五野井隆史（２００３） 55 頁を参照。

図 3  狩野道味「南蛮屏風」リスボン国立古美術館所蔵、１７世紀初期 
出典：リスボン国立古美術館ホームページ 

http://museudearteantiga.pt/collections/art-of-the-portuguese-discoveries/namban-folding-screens

図 4  長崎港。ボンバーシャを履いたポルトガル商人の奥に城塞が描かれている。

（北側壁画詳細）クエルナバカ大聖堂、１７世紀初期
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キンゴ・ノナカの生涯を通して見た
日墨近代化協力の歩み

有村理恵 メキシコ国立自治大学モレリア校美術史学科准教授

　

　「メキシコ革命に生きたサムライ」という見出しの『エル・ウニベルサル』

紙の記事（２０１５年５月１６日付）により、私は、ホセ・ヘナロ・キンゴ・

ノナカ（野中金吾、１８８９年１２月２日 - １９７７年１０月８日）とい

う福岡県出身移民の存在を知った。
1

ノナカは、１９０６年、１６歳で渡墨。

しかし、１９１０年、ディアス独裁政権打倒と民主主義を目指したメキシ

コ革命勃発による社会混乱の中、看護師・軍医として活動する傍ら、革命

指導者であるマデロ率いる軍「マデリスタ」にて二回、そして、ビリャが

編成した「北部師団 División del Norte」にて十二回交戦。後にその功績

が評価され、１９６７年９月６日、グスタボ・ディアス・オルダス大統領

臨席式典にて、当時防衛大臣であったマルセリーノ・ガルシア・バラガン

から大尉勲章を受章（図１）。同記事は、キンゴが晩年自ら綴った回想録

『Kingo Nonaka: Andanzas revolucionarias キンゴ・ノナカ―革命期の足跡』

が、その息子ヘナロ・ノナカ・ガルシアとティファナ歴史資料館館長ホセ・

リベラ・デルガドにより編纂されたことを報じるものであった。

1　José Juan de Ávila (2015) を参照。
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図１  ディアス・オルダス大統領から祝福を受けるキンゴ・ノナカ
（メキシコシティ、１９６７年９月６日）ティファナ歴史資料館写真室所蔵

　キンゴの軌跡をたどり、私は、ヘナロ・ノナカ氏の住むバハカリフィル

ニア州ティファナを訪ねた。そこで目にしたのは、写真家としてのキンゴ

の活躍であった（図２）。革命終了後の１９２１年、新しい可能性を求めて、

国境の町として賑わっていたティファナにノナカは生活の拠点を移す。当

時、同町は、米国の禁酒法の反動により、多くのアメリカ人がメキシコ側

のカジノを訪れ、目覚ましい経済発展のまっただ中にあった。１９４１年

１２月太平洋戦争勃発に伴い、その翌年、日本人移民強制転住の命令が下

され、メキシコシティへの転居を強いられるまでの二十年間、ノナカは、

ティファナ初の写真家として、町並みや人々の暮らし、日本人移民コミュ

ニティなどをカメラに収めたのである。ノナカの功績は多岐にわたり、刑

事、国立心臓病学研究所創設者でもあった他、フリーメーソン団員として

数々の慈善活動に参加した。本稿では、渡墨から革命期までのノナカの流

転の半生に焦点を当てながら、二十世紀初頭、メキシコに移住した日本人

たちを取り巻いていた環境、そして、数々の逆境を乗り越えて人生を切り

開き、歴史上、移民たちが残した業績の意義について考えてみたい。

図２  ティファナ市のパノラマ写真
（キンゴ・ノナカ撮影、１９２４年）ティファナ歴史資料館所蔵
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メキシコ移住から耕地入植・逃亡まで

　キンゴ・ノナカは、父ブンシシ、母タツヨと７人兄弟の家庭に育つ。経

済的貧困のため、メキシコへの移住を決心し、１９０６年、伯父シオタロ

ウと長男エンクロウと共にハワイとメキシコ（サリーナ・クルス港）経由

のパナマ行きの船に上船する。しかし、乗船中、エンクロウは胃炎を起こ

し、ハワイの病院で治療してから帰国するようという船長指示に従い、兄

のみ下船。（エンクロウは、その後、帰郷せず、ハワイにて移民としての

人生を送る。）

　キンゴは伯父と共に船旅を続け、同年１２月３０日、メキシコ、オアハ

カ州のサリーナ・クルス港に上陸する。その後、二人は、当時、千人以上

の日本人移民が労働していたベラクルス州サンタ・ルクレシアのサトウキ

ビ耕地「ラ・オアハケーニャ」に入植する。
2

同アシエンダは、一万六千

ヘクタール以上の面積を持つ大農園で熱帯森林に囲まれていた。移民会社

が発行している募集パンフレットでは「気候も環境も良し」とされていた

が、実際は、気温４０度を超える猛暑の中、苛酷な労働を強いられていた。

また、その地域ではマラリアが蔓延していた他、衛生環境の不備から腸チ

フスに感染し、命を落とす移民も少なくなかった。「ラ・オアハケーニャ」

では、毎日、二、三人の労働者が犠牲になっており、ひどい時は、一日で

十六人死亡したと報告されることすらあった。
3

キンゴの伯父シオタロウ

もマラリアにより、入植わずか一ヶ月半後、死去する。同農園の劣悪な労

働条件から脱却するため、キンゴをはじめとする数多くの日本人移民は、

より生活環境が整っていたアメリカ合衆国へ移住することを目指し逃亡す

る。

　十九世紀末、榎本武揚により提案された元来の日本人メキシコ殖民構想

は、日墨両国の相互利益に基づいた国家的事業という理念に基づいていた。

日本側にとっては、「海外殖民事業を急増する国内人口問題の解消策と位

置づけ、「殖民」として合法的に日本人を海外に送り出し、海外在留邦人

2　Genaro Nonaka García (2014) 14-15 頁を参照。

3　Emma Mendoza Martínez (2011) を参照。

と本国の貿易を促進させ、究極的に日本の産業を振興させる」という意図

があった。その一方で、メキシコ側は、ディアス政権下、押し進められて

いた鉱山開発、鉄道建設、農地における労働者不足問題を解消する策とし

て、勤勉さで評価の高い東洋系移民の移住政策を奨励していた。とりわけ、

１８９７年に渡墨した「榎本殖民」の場合、チアパスの拓殖政策、コーヒー

産業振興策、およびグアテマラとの国境画定問題への対応というディアス

政権の国策の一環として実践された。
4

　しかし、その後の日本人移民の大半は、メキシコに留まるのではなく、

賃金が高く、労働条件の整っていた米国に最終的に入植することを目標と

掲げていた。事実、１９００年から１９１０年までの間に一万人以上の日

本人移民が渡墨したが、メキシコ国内に残ったのは、その四分の一だと見

積もられている。では、多くの移民たちはどこへ行ったのだろうか。それは、

アメリカとの国境に位置するチワワ州シウダー・フアレスであった。
5

キ

ンゴもその例外ではなく、アメリカ入国を目指し、鉄道線路に添って三ヶ

月歩いた末、同町にたどり着いたのである。
6

　しかし、急速に移り行く時代の流れは、米国移住を希望する日本人労働

者の思いに応えなかった。日露戦争（１９０４〜１９０５年）後、慢性的

な不況に陥った日本は、失業者問題解消策として海外労働移動を促進した。

しかし、北米（とりわけ西海岸地域）での日本人移民急増が、アメリカで

の排日運動に拍車をかけたのだ。その対応として、１９０８年、日米紳士

協約が締結され、日本政府は、米国且つその隣国カナダ、メキシコへの日

本人労働者派遣を制限することを約束した。
7

そうして、ノナカをはじめ

とする多くの在墨日本人移民は、アメリカへの国境を越えることができず、

メキシコに留まることになる。

　ノナカは、シウダー・フアレスに着いた当初、言葉も分からず、行き先

もなく、公園のベンチで寝泊まりしていた。そんなある日のこと、早朝の

ミサに参列するため、教会に通っていたビビアナ・カルドンという婦人が、
4　柳沼孝一郎（１９９９）を参照。

5　Jerry García (2014) 4 頁 ; Héctor Palacios (2012), 121, 129 頁を参照。

6　Genaro Nonaka García (2014) 16 頁を参照。

7　Héctor Palacios (2012) 129 頁を参照。
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公園でキンゴを見かける。背が低く栄養不足で痩せ細っていたため未成年

だと思い、カルドン家の養子として迎え入れた。ノナカは、婦人から言語

やメキシコの習慣を学び、ホセ・ヘナロという名前で洗礼を受ける。

メキシコ革命の流れの中で

　１９１０年１１月２０日、北部コアウイラ州出身のフランシスコ・マデ

ロにより、三十年におよぶディアス独裁政権を打倒し、民主主義を推し量

るため、革命の波がメキシコ全土に広がっていった。そういう社会変革の

中、ノナカも人生の転換期を迎える。カルドン家の養子になって以後、そ

の家業であった家畜飼料の倉庫管理を手伝い、自己所有の倉庫を経営する

に至ったが、革命の嵐により、それらの飼料倉庫は荒らされてしまう。

　シウダー・フアレス市民軍事病院で看護長として勤務していたビビアナ

婦人は、仕事を失ったキンゴを職場に連れて行くようになる。病院には、

患者たちが散歩、リハビリ、日光浴をするために使用していた中庭があっ

たが、菓子のクズやゴミで汚れていたので、キンゴは自ら進んで掃除を始

めた。その姿を観察していた病院事務長のカラスコ医師は、キンゴが来院

するようになってから、中庭がきれいになったと喜び、清掃士として月に

七ペソ支払うようになる。ノナカが掃除を担当する場所は、徐々に診療室、

病棟と広がっていき、手術室での特殊清掃の手順を学ぶと同時に、看護師

たちの仕事を見て覚えた。そうして、１９０９年１０月４日、看護師助手

に昇格し、月給二十五ペソとなり、その約一年後の１９１０年１２月２日

には、看護師の資格を取得し、月給も七十五ペソに上がる。
8

 

　冒頭で述べたように、革命期、ノナカは、マデロとビリャが指揮する部

隊にて、軍医として戦場を駆け巡り、一人でも多くの命を救うことに全力

を尽くしたわけだが、どのように、時の権力者マデロと知り合い、信頼関

係を築くに至ったのであろうか。１９１１年３月６日、メキシコ北部チワ

ワ州カサス・グランデスでの銃撃戦にて、革命軍はアグスティン・バルデ

ス率いる政府軍に敗北し、マデロは右手を負傷する。たまたまその時、ノ

8　Genaro Nonaka García (2014) 18-22 頁を参照。

ナカは、カサス・グランデスで農園を営んでいた代父リカルド・ナカムラ

の招待を受けて、同家で休暇を取っていた。傷口からの出血がひどいマデ

ロに付き添った男が、ナカムラ家の門を叩き、「消毒用アルコールがないか」

と尋ねて来た。ノナカは、負傷した将校が誰かも知らずに、素早く手当て

を施した。

　傷の処置が終った後、マデロはお礼を言い、治療代として１０ドル支払

おうとした。しかし、ノナカは、けが人を手当てするのは自分の務めだか

らとお金を受け取ろうとはしなかった。そうすると、将校はこう言ったの

である。「治療費を受け取ってくれぬか。それに、貴方には、我々と共に

来ていただきたい。わが軍の医師になってくださらないか。」ノナカは、

シウダー・フアレス市民軍事病院の仕事があるからと断ったが、「我々の

祖国が必要としているのは、貴方のような人材なんだ。」というマデロの

言葉に心を動かされ、軍医として前線に赴くことになった。革命勃発以降、

シウダー・フアレスの医師の多くは、テキサス州エル・パソに逃亡し、薬

品不足も深刻な問題となっていた。そういう困難な状況の中、ノナカは看

護軍団を編成し、戦傷者のために献身したのである。
9

　ノナカと強い絆を育んだマデロは、日本人に対し親近感と信頼感を持

ち、そのことが当時の日墨外交にも反映される。１９１１年ディアス追

放後、大統領に就任したマデロは、駐墨公使堀口九萬一と親交を深めた。

１９１３年２月９日、「悲劇の十日間」と呼ばれるウエルタ首謀の反革命

クーデターが発生し、マデロが暗殺された折、堀口はその親族三十余名を

保護し、日本公使館に避難させた。その堀口の偉業を、田中浅次郎（ノナ

カ同様、福岡県出身の移民で、マデロが大統領就任時、大統領官邸専属料

理人を務める）は、このように証言している。

　ウエルタ軍が押し寄せて「マデロの家族匿ひある由早速引渡しさ

れたい。もしこちらの要求を容れない時は暴力の止む無きに至るや

も知れぬ」と無茶な威嚇をした。しかし、公使はそんな言葉は鼻で笑っ

て、玄関に日の丸の旗を敷き広げ、「日本帝国公使館だ！貴国軍隊の

9　Genaro Nonaka García (2014) 29-31, 37 頁を参照。
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侵入は許されないそれでも押してと言われるならば、御自由にさる

がいい。だが入る前にこの国旗に土足をかけたら由々しい国際問題

が起こるぞ」といって入り口に立はだかったので、ウエルタ軍はい

かんともする事ができず・・・
10

結びに

　１８２１年にスペインから独立し、その後、カウディージョ時代、フラ

ンス干渉戦争を経て、１８６７年、フアレス大統領により共和制を樹立さ

せたメキシコ。日本とほぼ同時期に近代化を開始させたことは、『決断科学』

第２号にて矢原徹一博士がすでに指摘している。欧米列強の軍事的・経済

的圧力に対抗するため、日本とメキシコの両国は、１８８８年の日墨修好

通商航海条約調印により国交を回復させ、近代化協力のパートナーとして

共に政策を押し進めた。事実、同条約は、米国のペリー総督来航以降、不

平等条約締結を強いられていた明治政府が、最初に結んだ平等条約であり、

日本にとって、西洋諸国との平等な外交関係をめざして再交渉、再提起す

るための貴重な先例となる。 

　日本人のメキシコ殖民事業は、同条約と連結した両国の社会・経済発展

をかけた国家的プロジェクトであり、その枠組みの中で、１８９７年、「榎

本殖民」はチアパス州エスクイントゥラに入植した。しかし、急速な時代

の流れにより、ノナカが渡墨した１９０６年には、大半の日本人移民にとっ

て、メキシコはアメリカに入国するための「通り道」でしかなかった。し

かし、日露戦争後、米国での排日運動の高まり、１９０８年、北米への日

本人労働者派遣を制限した日米紳士協約が結ばれた結果、アメリカの国境

を越えることができなかった在墨日本人移民。その多くは、メキシコ革命

という激動の時代の中で、第二の祖国と運命を共にし、互いに支え合った

のである。二十世紀のメキシコ史、日墨関係史の中で、ノナカをはじめと

する日本人移民が果たした役割を今後より認識・評価していくことが大切

と言えよう。

10　田辺厚子（１９９７）21 頁を参照。
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　本稿は決断科学プログラムでの選択科目である「女性における決断科学」

関係者有志による寄稿集である。講義タイトルは「女性」がついているが、

講義でフェミニズムを語ることは目的としない。社会における決断には

様々な利害関係にある立場の人、すなわちステークホルダーが関わる。ス

テークホルダーとして、その人の置かれた立場によって直面する課題、決

断に至る手続き、そして結論（＝決断）が異なるのではないか、という前

提で、まずは人類のおおよそ半分を占めるステークホルダーとしての女性

を拾い上げれば、決断科学をまた違った視点でとらえ、概観できるだろう

というのが本講義の趣旨である。

　今回の寄稿に当たり、菊地君与先生からはグローバルヘルスの観点から

人の健康状態における性差について、江口久美先生からはサブカルチャー

と建築学におけるジェンダー視点について、村上貴弘先生からは生物学的

観点からの性選択・性の多様性について、Firouzeh Javadi 先生からは理

系女子の教育と活用の世界的動向について、非常に簡潔かつ洞察に富む内

容を紹介していただいた。また、履修学生有志諸君から、それぞれが関心

のある性差分野を挙げてもらいそれに対する考えを論じてもらった。

特集

女性における決断科学の目論見
〜特集に寄せて〜

錦谷まりこ 九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

　この講義は 2017 年度から実施しており緒に就いたばかりであるが、複

数の教員で構成しており、内容は多岐にわたる。毎回の講義テーマとして、

上記、寄稿内容とともに、リプロダクティブヘルスにおける女性、心理学

分野から見た性差、幸福を考える上での女性の決断、都市空間・建築にお

ける女性、文化・社会における女性の決断、健康科学分野における性差、

労働市場・少子化における女性の決断、イランにおける女性の躍進、韓国

における女性の状況など、さまざまである。

　私自身は公衆衛生分野で労働者の健康評価などをしているが、時代の流

れか、最近は女性労働者の健康を評価し、取りまとめる機会が増えてきた。

驚くかもしれないが、会社等の組織で給与をもらって働く女性はつい最近

まで日本社会の少数派集団で、その健康など調査したり評価されたりする

ことはほとんどなかったのだ。よって、本来私自身は研究上の対象として

の性差にほとんど関心はなかった。性差について考えるのは、研究や学問

対象そのものではなく、仕事（勉強）生活や私生活においてであった。本

寄稿集で関口智仁さんの検討するように「学生時代に子どもを産むという

手があったな」と反省したり、孫熹崢さんの調べたように「男性並みに体

格よければ一人旅出来たのに」とうらやましく思ったり、宋閻徳嘉さんの

調べたように「（ホルモンに支配されて）すぐファイターになるのは気が

知れない」とあきれたり、雷陽さんの主張するように性別役割に関する社

会的期待に気づいてうんざりしたり、である。彼らの考えを受けて、私の

ように心当たりのある読者は多いのではないだろうか。

　いずれにしても自分の研究対象や研究分野を「性（sex もしくは

gender）」という切り口でとらえるのは本来の興味ではなかったのだが、

時代の要請と今回の科目講義の準備にあたり、改めて国内外で女性の直面

する状況や、認知・行動の性差について勉強する機会となった。今では、

こうした切り口で自分の研究を分析してみるのは悪くない、と考えている。

改めて考えると、性差は怖いものでもけしからぬものでもない。性差があ

るのだとすれば、その違いを知ることは、それぞれ（2 種類とは限らない）

の対象への理解が深まることである。理解が深まれば、見慣れた人間・生

物や社会の観察がより興味深いものになり、その解釈がより面白くなる。
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そして、違う者同士であっても相互理解が進めば、それらの行動の途中途

中で「一緒に行う決断」はより吟味され、最適なものになっていくのでは

ないかと期待している。

　さて、時流に乗って 2013 年に立ち上がった決断科学センターには女性

教員がたくさんいる。当初、女性教員で横の連絡を持つといいのではない

かという Javadi 先生の提案に乗っかり、しばらくはお茶会などして「誰

と誰が付き合っているらしい」とか「誰それがこの件についてこんなトン

デモを言っていた」というガールズトークで盛り上がっていたが、少々物

足りない。幸い、決断科学センターの教員は、決断科学プログラムが学際

性を担保するのでその専門性も多様である。その多様性を活用し、各分野

での女性研究者や研究対象としての女性の位置づけなどを聞ければ今後何

かの役に立つかも、という私の勝手な妄想がこの講義のきっかけでもある。

この少々行き当たりばったりで曖昧なテーマの下、興味を持って集まり、

議論を盛り上げてくれている学生の皆さんへこの場を借りてお礼を申し上

げます。そして私の目論見にまんまと乗って、講義でご自分の専門分野や

出身背景を「決断・性差」というナイフでバッサリ切って見せてくださっ

ている先生方、菊地君与先生、菊地梓先生、江口久美先生、村上貴弘先生、

Firouzeh Javadi 先生、李貞憲先生、鄭有景先生へ、その勇気を称えると

ともに感謝の意を表します。

錦谷まりこ　にしきたに　まりこ

2000 年東京大学大学院医学系研究科修了（博士（医学））後、北里大学、帝京大学にて助手・助教。
2008 ～ 2009 年米国留学（ハーバード大学にて MPH 取得）。2011 年福岡女子大学准教授を経て、2014 年より
九州大学。非正規雇用による社会格差と健康の研究に従事。

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター准教授（健康モジュール）

特集「女性における決断科学の目論見」

グローバルヘルスにおける性差

菊地君与 九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

　グローバルヘルスは地球レベルで人々の健康課題について研究するもの

で、医療、公衆衛生、人類学、開発経済学などにまたがる複合的な学問領

域である。グローバルヘルスを性差という観点から見ると興味深い現象を

見て取ることができる。

　１つ寿命に関する例をあげてみる。日本を始め世界の大多数の国々で女

性の方が平均寿命が長いとされている。WHO の報告では、世界の平均寿

命は女性が 74.2 歳、男性が 69.8 歳である (1)。しかし、このような世界

的な傾向とは異なる国々がある。アフリカ南部の南アフリカ、ボツワナ、

ジンバブエといった国々では男性の方が平均寿命が長い。これはなぜだろ

うか。この背景には HIV という感染症が関係している。日本では同性間

による HIV 感染が主であり、約 95％の感染者が男性である (2)。一方で

アフリカにおいては異性間の HIV 感染が主であり、貧困を背景とし、女

性セックスワーカーを介し HIV 感染が広がっていった。これらの国々で

は男性より女性の感染率が高く、これが女性の平均寿命を低くさせる原因

の１つと考えられる。このように人々の健康には国の社会的な背景が大い

に関係していて、HIV はその顕著な例と考えられる。

　性差に関係する健康問題のもう１つの例として自殺が上げてみよう。日

本を始め世界の多くの国々において男性の方が女性より自殺率が高い。世

界における自殺の男女比はおおよそ 1.8 対１である 2。これは経済的問題

で自殺する割合が男性で高いことが関係しているとされる。しかし、自殺

率は男性の方が高いが、自殺に関係しているとされるうつ病の罹患率は女
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性の方が高い傾向にある。うつ病の罹患率が高い女性の方が自殺率が高く

ならないのはなぜだろうか。これはうつ病になっても受診しない傾向が男

性にあるからとされている。うつ病の診断を受けないことが、男性のうつ

病罹患率を女性より低くしていると考えられる。さて、男性の自殺率が高

いという世界的な傾向がある一方で、中国、南アジア、中央アジアなどい

くつかの国々では女性の自殺率が高いという結果がある。このことについ

ての科学的な根拠は明らかにされてはいないが、これらの国々での社会に

おける男女の役割の違いなどが影響していると考えられる。関心のある人

は掘り下げていただきたいところである。

　このように、人々の健康には国の社会・文化的要因が大きく関わってお

り、男女の社会的役割とそれに対する期待が健康にも関わっていることが

わかる。またこれが男女の健康格差を生み出すほどの影響を与えることが

わかる。これは裏を返すと、健康問題を改善するにはその国の社会的・文

化的背景、そして男女の役割をよく観察する必要があるということでもあ

る。世界の健康問題を考えるとき、このような観点にも思考を巡らせてみ

てはどうだろうか。
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特集「女性における決断科学の目論見」

文化における女性と都市空間における女性

江口久美 九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

　私の担当する講義では、ソフト面・ハード面双方から女性像にアプロー

チを試みた。まずは、固定観念を払拭させることを目的として、ソフト面、

すなわち文化における女性について学生に考察を促した。そのため、「「女

性」の定義について考えてください」というブレインストーミングを冒頭

で行った。ここで、学生たちは改めて、「女性」という文化的概念が固定

的でありながらも、その実曖昧なものであることに気づいた。

　続いて、いくつかの近年の男女の枠を超え、関係を新たに見出す現象を

紹介し、女性の固定観念を壊した。近年の例としてあげるのは、ジェンダー

レス男子（美意識が高く、メンズ・レディースの服を自分らしく着こなす

男性）（1）、アンドロジナス（性の差異を超えて自由に考え行動しようと

いう考え方）（2）、女体化（既存の男性キャラクターを女性にしてしまう

こと）（3）、「バブみ」（年下の女性へ求める母性）（4）などである。

　また、女性のイメージが虚構的・共同体的に生成される例として、精神

科医・斎藤環の戦闘美少女論（甲冑に身を固め、あるいは重火器を携えた

可憐な少女のイメージ）（5）を取り上げた。このイメージは「少女性」と「少

女たちが同一化するためのイコン」、「セクシュアリティの対象物」、変身

後の戦闘による「万能感、完全性」といった要素を共存させるために共同

体により構築された虚構のイメージであることを解説した（6）。

　その後、こうしたイメージは、全くの虚構から作られたものではなく、

ハード面、すなわち都市空間における女性のあり方がベースとなっている

ことを解説した。



106 107

　その事例として、戦闘美少女に分類される魔法少女ものの元祖に近い、

1964 年から放映されたアメリカのホームドラマ『奥様は魔女』をとりあ

げた。このドラマの制作に至る文化的背景には、1950 年代からアメリカ

に次々と建設された郊外の「ニュータウン」における抑圧された専業主婦

の女性像があることを解説した。アメリカでは、1947 年から 1969 年に

かけて、63 の「ニュータウン」が計画されている（7）。代表的な事例は、

カリフォルニア州アーバインであり、北米最大の 40 万人の人口計画がな

されている。こうしたニュータウンの戸建て住宅に専業主婦として住まう

ことが、若い女性のアメリカン・ドリームであったが、実際生活すると退

屈であり不満があったため、先のドラマが生まれた。

　また、宮台真司による日本の「団地化」論を解説した（8）。団地化に

は段階があり、第一段階は、郊外化すなわち「団地化」であり、地域共同

体の崩壊と家族への内閉化が起きた。80 年代になると第二段階、すなわ

ち郊外化＝コンビニ化が起き、家族共同体の崩壊と第四空間化（街への流

出）が起きた。このような文化的背景のもと、1983 年からテレビドラマ『金

曜日の妻たちへ』が放映され、当時の郊外における核家族の女性像が浮き

彫りにされたことを紹介した。

　以上の講義を通じて、文化・都市空間両面から女性像を考察・構築する

ことを試みた。今後の講義において、学生の議論が活性化し、新たな女性

像が描き出されることを期待している。
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女性における決断科学 
〜「性」はこんなにも多様である〜

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　准教授

　当センター主催の講義「女性における決断科学」で「性」の多様性を生

物学的観点から議論している。最初の投げかけとして、「性を持つことの

メリットは何？」というテーマで参加学生にいくつかの考えを提案しても

らっている。学生からは、「遺伝的な多様性の確保」などといった生物学

の基本を押さえた回答や「愛を深めるため」などの文学的な回答までかな

り多様な意見が飛び交う。

　意外に思われるかもしれないが、生物学的に考えると「性」が進化する

決定的な要因は未解決である（Mcdonald et al. 2016 などを参照）。ペア

リングに失敗したときの遺伝的な損失の甚大さは、「性」を獲得して得ら

れる遺伝的な多様性によるメリット（環境変動に対する応答など）を相殺

してしまうのだ。

　そこで多くの生物群で有性生殖だけではなく、性を介さない繁殖方法を

残すやり方を採用している。たとえば、ハ虫類のカメやワニでは温度依存

的に性が決定されている。両生類ではクローン繁殖、温度依存的性決定、

魚類では社会的に性が決定されたり、性転換、温度依存、クローン繁殖な

ど、さらに無脊椎動物では両性具有（扁形動物（プラナリアなど）、線形

動物、軟体動物など）、無性生殖（扁形動物、線形動物、軟体動物、環形

動物、節足動物など）、性転換（節足動物、軟体動物、環形動物など）な

どである（Matsuura et al. 2016）。

　ここまで講義をし、学生には「なぜ鳥類と哺乳類では 100％遺伝的に

性が決まると思うか？」というテーマを提示。いかにわれわれの「性」に

対する意識が限定的であるかを理解する。多くの学生がこの段階で生物学

的に見た「性」の多様性に驚き、かつ深い関心を寄せるようになる。

　実は鳥類、哺乳類がなぜ 100％遺伝的な性決定によっているかは、こ

れまた未解決テーマである。

　さらにそこから鳥類、哺乳類で見られる性選択の解説を入れる。子育て

などの負担が大きい「性」に配偶者を選択する権利が付与され、選ばれる

側は選んでもらうために、ときには生存に不利な形質も進化させねばなら

なくなる。そして、悲劇的な種ではやがてオスがその不利な形質のため生

存できなくなり、絶滅にいたる場合もあると考えられている（McLain et 

al. 1999）。

　女性における決断科学というテーマにとって生物学的観点から見た「性」

の決まり方、また性選択による過度な形質の進化の存在とそれがどちらか

の「性」に固定された現象ではないことを知ることは、今後の人間社会の

構造を考える上で非常に重要な要素になると期待している。
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Gender diversity in STEM education

Firouzeh Javadi
Institute of Decision Science for a Sustainable Society, Kyushu University, Fukuoka, Japan

    In both academic and private-sector, the diversity of research teams en-

sures that new perspectives and ideas are brought to the table. One of the 

key aspects of diversity is gender. The unique perspectives and contribu-

tions of women to scientific research teams have been recognized globally. 

Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) are central to 

development agendas globally (1, 2). Increasing the participation of wom-

en in STEM fields to drive innovation and achieve excellence in research 

is a stated goal of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) (1). These efforts call by the United Nations De-

velopment Program (UNDP) to achieve gender equality and empower 

women and girls worldwide. The UN Sustainable Development Goal 

(SDG) 4 aims to ensure inclusive and equitable quality education and life-

long learning. SDG 5 seeks development and implementation of policies 

that will ensure women are able to achieve effective participation in the 

workforce and have equal opportunities for leadership (3).  

What is the state of STEM education for women?  

    Despite the remarkable gains that women have made in education and 

the workforce over the past decades, progress has been uneven. Women 

continue to be under-represented in STEM fields, particularly at the grad-

uate level (4). UNESCO reported that 28% of world researchers are women 

(5). Though nearly equal numbers of men and women pursue bachelor’s 

and master’s degrees in the STEM fields, the loss of women from the re-

search career path begins at the PhD stage and continues through the high-

est organizational levels, a phenomenon described as a “leaky pipeline” (5). 

   The representation of women in STEM varies geographically, certain 

countries have relatively high proportions of women among researchers 

(Bolivia 63%, Venezuela 56%), while others have lower proportions (France 

25%, Republic of Korea 18%, Japan 15%) (1, 5). On the other hand, wom-

en’s enrollment in engineering and the sciences does not automatically 

lead to higher female labor force participation or lower female unemploy-

ment. For example, Iran ranks 5th with most graduate in STEM after Rus-

sia and 70% of university graduates in STEM are women (6, 7). Despite the 

high percentage of women in engineering and science, the female labor 

force participation rate is low in comparison with developed countries (e.g., 

France; 8).  

Factors underlying gender disparities in STEM

    A number of factors are influencing the low participation of girls and 

women in STEM. These include sociocultural and labour market pre-

conceptions which greatly affect career choices and perspectives among 

young people, especially with regard to which professions are perceived 

as well-suited for women or men. Education has a significant impact, 

particularly in terms of gender-sensitive policies and frameworks, teacher 

training and recruitment, as well as ensuring that learning materials are 

free of gender stereotypes (9). 

Strategies to reduce gender disparity in STEM education

    There is no single factor that can influence alone women’s participa-
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tion in STEM education. Positive outcomes are the result of interactions 

among factors at the individual, family, school and societal levels, and de-

mand engagement from stakeholders at each of these levels. Getting more 

women into STEM will therefore require a partnership among parents, 

educational institutions, government, industry, and organizations. This 

requires political will and investments to pursue girls’ interest in STEM. 

Internationally comparable data are also needed on a larger scale to ensure 

evidence-informed planning and policymaking (10). 

    In closing, to improve countries’ capacity in STEM and to achieve the 

SDGs of the United Nations, gender diversity and equality in science need 

to be prioritized and actively addressed through policies and programs. 
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現役大学院生 4 名の視点から見た「男女差」

関口智仁

孫熹崢

宋閻徳嘉

雷陽

九州大学大学院工学府航空宇宙工学専攻博士 1 年

九州大学大学院システム生命科学府機能組織化学講座博士３年

九州大学大学院システム生命科学府一貫性博士課程 4 年

九州大学大学院人間環境学府心理学講座修士 2 年

はじめに

　近年、女性の社会進出などに伴って男女差についての議論は多くの注目

を浴びている。科学の面においても、生理学的、心理学的な男女の違いが

数多く議論されてきた。本稿は「女性における決断科学」を受講した大学

院生 4 名が、男女差について人生設計、生理学、攻撃性、固定観念（まとめ）

の視点からそれぞれ考えたものである。

人生設計における「男女差」―高等教育と出産の時期的重複―
関口智仁（専攻：航空宇宙工学）

　女性の社会進出が促進された要因の 1 つは、高等教育課程への進学者

の増加であろう。日本においては男女共の初等・中等教育の義務化や女子

大の創設といった歴史的背景の下、高等教育を受ける女性の数は増加し、

現在では大学教育において在学者の約 44％ [1] は女性となっている。一

方で、少子化が近年深刻化しており、出生数はピーク時の約 36％ [2] となっ

ている。そこで、筆者は高等教育を受ける時期と女性が出産の選択をでき

る時期が重複していることが、少子化の原因の一端を担っているのではな

いかという仮説の下、「女性の高等教育進学者がどれくらいいて、彼女ら

が在学中に出産の選択をすることができれば、どの程度のインパクトを有

するか？」ということを検証するために、関連する人数を調べて考察を行

う。具体的なアプローチとして、高等教育を受ける女性の年齢と第一子出

産時の母親の年齢のデータに焦点を絞り、人口増加にどの程度寄与するか

を検証する。

　図 1 に母親の年齢に対する平成 29 年度の第一子出生数、および平成

30 年度の高等教育在学者数（女性）を示す（公開資料 [1]、[3] をもとに

筆者作成）。ただし、高等教育在学者数については簡単のため、義務教育

を修了してそのまま進学した年齢とみなして集計した。また、図 1 の縦

軸は同一色の帯全体の人数である（例：平成 29 年度の 19 〜 22 歳の学

部在籍者の総数は 1,172,170 人（同世代の約 48％）、19 〜 20 歳の短大

図１  母親の年齢と第一子出生数（横棒），および女性の高等教育在学者数（縦棒）

（在学者の年齢については義務教育を仮定）
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在籍者の総数は 105,530 人（同世代の約 9％）である）。また、第一子出

生数については母親の年齢 5 歳毎の総数が縦軸である（例：平成 29 年度

の 15 〜 19 歳の母親における第一子出生の総数は 8,653 人である）。図 1

から高等教育課程在籍時に最も重複している 20 〜 24 歳において第一子

出生数は 52,981 人であり、これは 15 〜 39 歳の出生数の約 13％に留まっ

ていることがわかる。女性が大学在学中に出産を経験する人数についての

データは今回得られなかったが、体感的に非常に少ないことは誰もがわか

る事実であることを考慮すると、19 〜 24 歳の高等教育在学者 1,328,754

人について第一子の出産の機会が非常に少ないことが考えられる。また、

彼女たちの総数は 19 〜 24 歳の女性の総人口 3,630,000[4] 人の約 37％

に相当するため、仮に残りの 2,301,246 人が 52,981 人の出生を担ってい

るとすれば、この年齢層の女性 100 人あたり 2.3 人が第 1 子を産んでい

ることになる。

　ここで、在学中に出産できる非常に理想的な環境が（非在学者のそれと

同程度に）十分に整っている世界を想定する。その場合、この割合（2.3％）

を 1,328,754 人と掛け合わせると、30,592 人の子どもが生まれる可能

性がある。これは現在の 0 歳児人口 963,000 人 [4] の約 3％に相当する。

以上の計算は大胆な仮説の下に行われ、かつ厳密性に欠けるものではある

が、全体の 3％の出産の機会が高等教育の機会と重複している（それによっ

て第 2 子以降の出産の機会も増長され得る）ことはインパクトのある事

象ではないだろうか。

人生設計の課題 ～出産・子育ては “ 誰 ” が “ いつ ” するのか～

　さて、“ 在学中に出産できる非常に理想的な環境 ” についての全く言及

しないことは論説として非常に無責任であるため、ここで検討を加える。

筆者はその環境を実現するためには「学内保育所等のハード面の充足」と

「学生の出産に対する社会的イメージの向上」が最低限度の必要条件であ

ると考える。前者については本学も含め、研究者向けの保育所を設置して

いる大学が既にあるため、“ ハードウェアが存在する利点 ” を活かすこと

が考えられる。学生もそれを利用できるようにする工夫はそこまで難しく

なく、情報へのアクセス支援も比較的簡単である。一方で後者については

非常に課題が多いと考えられる。学生という “ 経済的に不安定な身分 ” の

人間が “ 出産という人生の大きなイベント ” に対応できないというイメー

ジを世間の多くは抱いている。しかし、それは現在の環境下での事実であ

り、環境が根幹から変わればそのイメージも変容し得る。この環境の変化

については筆者が考察するには余りに力不足であるため言及しないが、環

境を変化させることに真摯に取り組めなかった結果が、現在の種々の問題

に通じているのは事実であろう。社会人の子育て支援の環境ですら、まだ

十分に整っていないが、それが “ 高等教育との時期的重複 ” における部分

での環境整備に取り組まなくてもよい免罪符にはならないのではないかと

筆者は考える。

　今回は高等教育在学者に焦点を絞ったが、母親の所属がどこであるかに

かかわらず、親が子どもを産んで育てる時に “ 誰か ” が “ いつでも ” 支援

してくれる環境が整っていることが、何よりも求められていると筆者は考

える。そこで、筆者は具体的なアプローチの一つとして、主として男性の

みが加入できる子育て支援保険を考案する。この保険は子育ての際に加入

すれば、金銭的な補助を予め受けることができる代わりに、受け取った分

+ αの費用を毎月少しずつ返済したり、その費用分に相当する労働力を子

育ての現場に提供したりすることで、次の世代の子育て支援に充てていく

というものである（イメージとしてはこども・子育て拠出金の個人負担版

に近い）。この提案には当然、穴も多く存在するであろうが、強調したい

のは結果として子育ての負担を親が全て負わなくてもよい仕組みを作るア

プローチであるという点である。なお、筆者が加入を男性のみとした理

由はこうやって “ 男性にしか負担できない ” 部分を意図的に設定しないと

“ 女性の出産〜子育てに伴う負担 ” を男性が完全にサポートするのは難し

い（子育ての負担においても授乳や夜泣きへの対応力などには男女差があ

る）と考えるからである。ともあれ、中々に難しいことかもしれないが、“ 他

人の子育て ” を “ 他人事 ” と捉えず、社会全体でサポートをしていくこと

が子育てを支援する環境づくりの第一歩になるのではないだろうか。
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生理における「男女差」
孫熹崢（専攻：生命工学）

　男女平等を求める声がますます高まる現代社会においても、ある職業に

就いている人が男女の割合が著しく偏って、いわゆる「男女の職業分離現

象」はどこの国でも見られる。原因について多くの研究が行われてきたが、

「男は仕事、女は家庭」のような固定観念、文化、又は心理学についての

研究が多い。しかしその根源として、男女には生理的な性差が存在する。

本文で筆者は生理における「男女差」を考察することにより、別の視点か

ら男女分業の原因を論じる。

女性は肉体労働に従事しない傾向～体格と運動機能の性差は実際に存在する

　思春期に入ると、脳内にある下垂体からゴナドトロピン（Gonadotropin）

という性腺刺激ホルモンが分泌される。男性は精巣、女性は卵巣にそれが

作用し、精巣からは男性ホルモン、卵巣からは女性ホルモンが出される。

ホルモンの影響を受け、第二次性徴と呼ばれる性的成熟に伴い、男性は筋

厚、骨格が発達し、筋パワー、体重、身長が増加する。一方、女性は体脂

肪率の増加を伴う体力の低下を引き起こす。

　図 2 に示すように、筋肉の量を見ると、女性に比べ、男性は約 1.5 倍

の筋量を有する。[5] 身体の各部位の筋量における性差の程度も一様では

ない。一般の成人であれば、下肢よりも上肢・体幹において性差は大きく

表れる。また、筋力との関連性をみるために、四肢の伸筋群あるいは屈筋

群の筋断面積の測定が数多くなされているが、それらにおける性差も、筋

厚の測定結果と同様に、下肢よりも上肢において顕著に表れる。[6] 筋力

の性差に関する先行研究により、筋量あたりの筋力も男性が女性より高く、

筋力の性差を説明する要因として筋量以外の要因が含まれることが示唆さ

れている。[6]

　筋力と並び、体脂肪率も運動能力と体格を評価する際に国際的に認めら

れている基準である。体脂肪はエネルギー源を貯蔵して体温を保つ働きや、

外部の衝撃から内臓を守る役割がある。また、女性にとって、体脂肪は女

性ホルモンの合成前駆体として、正常月経の維持、妊娠・出産などに不可

欠である。体脂肪もまた、身体の組成部分であり、成人男女の脂肪量と筋

肉量は逆傾向を示す（図 3）。[7]

　これら以外（身長、体重等の体格差、または心神経、血管、呼吸器系等

の生体構造）についても男性のほうがより大きい値を示している（表 1）。 

[8] 筋肉等を使って大きな力でする労働には男性が向いているかもしれな

い。

図 2  （Ａ）男女の推定筋肉量（20 歳時）；（Ｂ）男女筋肉の構成割合の違い

図 3  成人男女の部位別にみた皮下脂肪厚及び筋厚
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内部思考パターンも違い～脳構造の区別（差別？）はその根源

　体格差等の身体特徴の他、男女の脳半球の分化にも性差がある。脳の構

造上の違いを見ると、一番代表的なのは、女性は男性より「脳梁後部」と

「海馬」、部分が発達している点である。

　「脳梁」とは、左右の大脳半球をつなぐ交連線維の太い束で、知能や言

語等の人間らしい機能を司る左右の大脳新皮質を連結する「通信回路」と

いう役割を担っている。そして、左半球は意識的で言語的な処理を担い、

右半球は無意識的で感情的な処理を担う。女性は男性よりも、自分自身の

感情について敏感に意識化・言語化できるなどと解釈されている。[9] 一方、

「海馬」は脳の記憶力にとって重要な役割を持っている。実際に体験した

事や、その現場についての印象、当時の感覚等について、女性は男性より

良い記憶力を持つ報告もある。

　対して、男性の脳は空間認識力、方向感覚が女性より優れていることが

報告されている。これは、空間認識を担当する右半球皮質の発達に関わる

と言われている。具体的なメカニズムはまだ未解明だが、胎児期のホルモ

ン環境の影響によって男児の脳で促進された結果ではないか、と考えられ

ている（図４）。[10]

　現代社会の男女職業分離は、「生理」、「歴史」、「文化」「社会観念」等多

方面の原因によって引き起こされた。「男女平等を求め、性別分業を弱化

すべきだ」という声もあるが、実際に存在する生理的な性差を無視するの

は困難である。力の弱い女性を体力重視の肉体労働をさせるより、性差を

「活用する」方を考えるべきだと思う。例えば子供頃の教育から、女性の

言語、共感、記憶領域の才能を伸ばすと同時に、「看護」、「対人サービス

業」、「翻訳者」、「心理士」等、女性が活躍する職業の価値を認め、十分な

所得を保障する。一方、男性比率の高い職業であっても、ワーディングや

仕事の描写に女性の得意な要素を盛り込むことによって、女性の力を発揮

する機会を与えることも可能だと思う。

攻撃性における「男女差」
宋閻徳嘉（専攻：システム生命科学）

　女性における決断科学の授業では、男女差について社会学的或いは心理

学的にアプローチし考察するほか、生態学における性淘汰の話も含まれ、

いずれの分野も「セックス」「ジェンダー」という方向をもった学問の切

り口及び解釈はとても斬新である。本稿では、自分自身が理系学府に所属

するため理系らしく生物的違いとともに性差を考察するべく、ヒトの攻撃

行動について取り上げ、考察する。

表１  男女の生体構造及び各システム能力

図４  男女の脳灰白質密度の性差（白色：女性＞男性，黒色：男性＞女性）
ANV Ruigrok et al, Neurosci Biobehav Rev. 39:34-50 (2014). より引用
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攻撃とは

　先行研究では、単純な意味での攻撃（aggression）或いは敵意的攻撃

（hostile aggression）は、ほぼ同義で使われている。さらに攻撃は、反応

的攻撃（reactive aggression）及び道具的攻撃（proactive aggression）の

2 種類に分類されている。[11] 欧米は攻撃研究において先進的であり、人

類学、生物学、行動学など多岐な分野で行われている。特に心理学の分

野において 1990 年代までに既に多くの攻撃性や攻撃行動を測るテストが

作成されている。攻撃のテストにおいては、攻撃性を短気（anger）、敵

意（hostility）、身体的攻撃（physical aggression）、言語的攻撃（verbal 

aggression）の尺度によって、多元的に測る測定方法 [12] が広く用いら

れている。

攻撃性における男女差はどこから生じたか

　一般的に男性は女性より攻撃的と言われている。進化心理学の分野にお

いて、男性の攻撃性は男性特有の心理メカニズムによるものだと提唱され

ている。[13] しかし、様々な仮説の中、集団で外集団を攻撃することで

内集団の男性一人あたりの繁殖成功率を上昇させる「男性戦士仮説」[14]

は古くに建てられ、多くの実験室実験により検証されたが、まだ証拠不十

分であるという位置づけである。

　進化心理学の仮説は生態学の性淘汰と育児投資 [15] に基づいている。

多くの有性生殖を行う生物種と同じで、人間も男性（オス）は女性（メス）

より配偶行動に対するコストが少なく、より多くの配偶者、つまりより多

くの女性を獲得することが繁殖的に有利である。そして同性間での競争で

より優位に立つことが多くの女性を獲得することに繋がるので、男性の攻

撃性は男女異なる繁殖戦略 [16] の結果である、というのが進化心理学に

おいて男性の高い攻撃性の説明として用いられる。

　生物学や生理学の観点からは、アンドロゲンの体内における絶対量が男

性の攻撃性の根本的な原因と言われている。アンドロゲンは数あるステロ

イドホルモンにおける一群の総称で、男性ホルモンとも呼ばれる。テスト

ステロンはアンドロゲンの中の代表的な一（いち）ホルモンで、強い男性

化作用をもつ。そして攻撃性及び闘争心の向上もその作用の一つであると

多くの研究により報告されている。攻撃行動において最も男女差が顕著に

なる時期は 18 〜 30 歳ごろである [17] という事実は男性の血中テストス

テロンのピークと一致する。性転換の研究 [18] において、男性化を目的

とした女性へのアンドロゲンの投与は、攻撃性の上昇と明らかに関連して

いた。そして女性化を目的とした男性への抗アンドロゲン剤及びエストロ

ゲン投与による怒りと攻撃性の傾向減少も同じくらい顕著で、性ホルモン

が直接的かつ迅速に性特異的行動に影響を与えることはすでに証明されて

いる。

男女差を踏まえて

　現代社会はよく「平等」という言葉を使いたがる傾向にある。「男女平

等の社会」などという言葉はよくニュースなどで出現する。しかしながら、

本稿の前に孫氏が確認しているように、男女は身体において確かに構造的

な違いがある。そして、行動へ影響すると考えられるホルモンの分泌量に

おいても確かに男女で異なることが本稿で示された。こうした違いを考慮

せずに平等を追求すると、例えば「利害関係者と身体的な大きさや筋肉の

強さを利用して “ 争う ”」ということが社会で要求されたとき、それを完

遂できない、もしくは試みたところ失敗に終わる女性がたくさん存在する

と思われる。もちろん、性差に関係なく得意不得意というレベルで成し遂

げる女性もいるだろう。しかし、男女の違いが確実にあると思われるよう

な身体や行動傾向を考慮せず、社会が「平等」を主張し、両性に対してそ

のままの状態で同じことができるように求めるのはおかしな話だと私は考

える。前提となる違いを考えない「平等」こそ、性差別の原因ではないだ

ろうか。社会は「平等（equality）」を推し進めるのではなく、それぞれ

の違いを認め、意識したうえで同じような結果が出るように工夫する、と

いう「公正さ（equity）」こそが大事であると考えている。社会における

女性の活躍を推進しようとする法律もまた、その取り組みにおいて公正さ

が十分確保されているか、という点に注意を払わないといけないだろう。
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まとめ
雷 陽（専攻：心理学）

　以上の文章によって、人生設計、生理学、攻撃性においていずれも男女

差があることが分かった。人生設計において、子育ての支援を求める女性

が数多くいるため、子どもを育てる時に “ 誰か ” が “ いつも ” 支援してく

れる環境が整うのは将来の課題である。しかし、事実として出産の影響で、

仕事を辞める決断をする女性は沢山いる。生理学において、男女の体格・

運動機能と脳構造より生じる認知機能は性別によって異なる傾向にある。

女性は感情的であるため、冷静な決断に適切ではないと考える人もいるだ

ろう。攻撃性において、男性は女性より攻撃的であるとされる。そのため、

心のケアは男性とって難しいと判断し、子育てに注力しないという決断を

する男性がいるかもしれない。

　確かに男女は生まれつきの違いがある。しかし、こういった違いは社会

生活で男女を差別する理由にはならない。女性は外で働くのはよくない、

男性が人前で泣くのは信じられないなどの考え方をもつ人が、まだまだ世

界では数多くいる。このような性別の固定観念が理由で決断の場面で苦し

む人も少なくはない。女性は出産などで仕事を辞めるから、女性職員を昇

進させない（決断されるケース）。保育士になりたいが、多くの方が男性

の保育員に疑問を持つので、夢をあきらめた（決断するケース）。本人も

しくは周囲の人の「性別に関する固定観念」が本来の成長や希望をゆがめ、

最適な決断結果へ到達できなくしているのではないだろうか。

　決断の場面で苦しむ人が多くいるため、現代社会では性別による差別を

なくすことが主流になっている。差別の改善に向けこれまで世界各国では

様々な決断をしてきた。代表的なのはスウェーデンである。スウェーデン

は、早くから男女平等の視点より家庭と仕事の両立を可能とする社会経済

システムの構築に努め、子どもの権利の視点から子育てをめぐる社会的支

援の整備を推進してきた。経済の面で男女平等をさせるため、様々な社会

政策を展開してきた。このような社会環境においては、女性が仕事と子育

てを両立することが可能で、女性の就労率にはライフリサイクルによる差

はほとんどない。[19,20] 図５に示したように、7 歳未満の子どものいる

女性の労働率は 2006 年までは 81.3％に達している。[21]

　経済以外にも、幼稚園児の教育でも対策が始められている。その一つは、

スウェーデンにある無性別幼稚園である。2011 年、この幼稚園は BBC　

NEWS に取り上げられた。[22] この幼稚園は性別による固定観念を緩和

するため、子どもたちを自由に発達させる理念を用いている。ダンスの授

業では男の子用、女の子用を問わず、多くの種類の服が用意されており、

そこから自由に選んで着ることができる。男の子がスカートを履いても咎

めることはないし、女の子がサッカーを一所懸命にやっていても、女の子

らしくないと言われることがない環境である。この幼稚園は性別によって

の差別を解消することを目的に設置・運営がされている。既存のスタイル

ではないため、賛否両論であるが、2018 年現在に至り、マイナスなニュー

スはまだ出てない。

　スウェーデンほどではないが、世界各国はそれぞれ努力している。アジ

アの国において、過去には女性が社会進出したり、家庭的な男性が存在し

たりは考えられなかった。しかし、現在は多くの女性が一所懸命仕事をし

ており、男性が育児や家事をすることも珍しくない。男女問わず、それぞ

れに合った仕事、生き方をすることが大切である。また、何か決断し実行

する際に、性別によっての固定観念に縛られることなく、自由に生きるこ

とが大事である。

図５  スウェーデンにおける労働力率の推移：7 歳未満の子どものいる女性（16 － 64 歳）
SCB.(2007). Statistisk årsbok 2007. より引用
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1．はじめに

　インドネシアでは近年の急激な経済発展により地域間の格差が拡大して

いる。インドネシア政府はこの格差是正のため、国営電力会社の送電網の

届かない遠隔地域における再生可能エネルギーの導入を推進している。特

に、インドネシアは地勢に起因する高い水力発電のポテンシャルをもつ地

域が多く存在することから、再生可能エネルギーの中では小水力発電の導

活動報告

チプタゲラの組織体制について
〜災害モジュール海外実習報告〜

立山翔也 1

井手淳一郎 2

佐藤辰郎 3

御田成顕 2

高田亜沙里 4

1 九州大学大学院工学府都市環境システム工学専攻
2 九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター
3 九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研究センター
4 九州大学大学院生物資源環境科学府環境農学専攻

入が進んでいる。一方、頻発する自然災害による小水力発電施設の故障や

修復費用の確保の問題から、稼働停止している小水力発電も多く存在する

（井手ら、2018a）。

　山岳部の農村のような遠隔地域において、小水力発電を持続的に運用す

るためには、管理組織の運営がとりわけ重要となる。なぜなら、小水力発

電の運転には専門的な技術が求められるだけでなく、運転資金の運用や

日々のメンテナンス、そして河川から小水力発電へ水を供給するための河

川管理といった多岐に渡る業務が必要となるためである。

　決断科学センターの災害モジュールでは遠隔農村地域における小水力発

電の持続的な運用の実現に向けて、その方法論を探るべく、インドネシア

西ジャワ州の Ciptagelar（チプタゲラ）村を対象地として技術、資金、社

会、文化等、様々な側面から調査を行っている。また、これに付随して「持

続可能な社会を拓く決断科学プログラム」では、2016 年から災害モジュー

ルの海外実習をチプタゲラ村で実施している（井手ら、2018b）。本実習

では、チプタゲラ村の小水力発電運用に係る状況を、学生を主体とした聞

き取り調査で明らかにしてきた。しかしながら、これまでチプタゲラ村で

の小水力発電に関する意思決定がどのように行われているのかを調査した

ものはなく、チプタゲラ村そのものを統治する組織の構造も不明瞭であっ

た。

　以上を踏まえ、2018 年度の実習では、チプタゲラ村に所属する Kasep-

uhan（カセプハン）民族を維持する組織体制を把握することを目的に調

査を行った。調査期間は 2018 年 10 月 26 日〜 2018 年 10 月 29 日であ

り、チプタゲラ村の組織運営の要職にある Yoyo Yogasmana 氏（以下、ヨー

ヨー氏）を初めとする村内の重要人物に聞き取り調査を行った。具体的に

は、ヨーヨー氏から現地語のスンダ語、インドネシア語、英語を織り交ぜ

て伝えられた情報を、通訳を介して日本語に翻訳する形で行った。そして、

事前に準備した質問事項を基に組織体制が把握できるよう適宜新たな質問

を行った。これらの聞き取りから得られた内容をもとに組織図を作成した。

本報ではこの組織図を中心にチプタゲラ村の組織について詳述する。

Email: ide.junichiro@gmail.com
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2．チプタゲラ村の組織体制について

　チプタゲラ村は現在のカセプハン民族の中心地で、民族のリーダー

Abah Ugi（アバ：“ 父 ” を意味する）が居住している。カセプハンの中心

地は、アバが夢にて先祖のお告げを受けることで移動し、チプタゲラ村に

は先代 Abah Anom の代の 2001 年に遷都された。チプタゲラ村の住民は

生業として稲作を営み、自給自足に近いライフスタイルを送っている。稲

作を中心に村での共同作業が多いため、近隣住民同士の結束が固く、争い

事を好まない温和な人が多い。チプタゲラ村ではインドネシア政府の統治

システムと共存しながら、カセプハン民族の掟に従った自治が行われてき

た。

　カセプハン民族には、アバ（図 1 の【0】）を頂点とした慣習組織があり、

Rorokan（ロロカン）と呼ばれる 7 名の要職者によって内閣に相当する組

織が構成されていた。そして、ロロカンの下部組織として、多種多様な独

自の分類体系に応じた役職が置かれていた。下部組織については、その分

掌された人員が多かったことから、全てを網羅することはできなかった。

このため、本報では割愛し今後の課題とした。本報では 7 つのロロカンと、

アバが直轄する役職と機能について紹介する。

　ロロカンとはカセプハン民族独自の役職名であり、インドネシア語、ス

ンダ語に存在しない言葉であった。ロロカンには全部で 33 名が属してお

り、「カセプハン王国を創ったのはアバと 7 名の補佐者（卿、英雄のよう

な存在）であった」とするカセプハン王国創世期の伝説をもとに 7 名の

要職者が置かれている。

　ロロカンは世襲制であり、男性の役職は代々男性が相続し、女性の役職

は代々女性が相続する。また、ロロカンになるためには必ず伴侶が必要で

あり、ロロカンが伴侶と死別した際は、ロロカンの役職をアバに返還しな

ければならない。再婚すればロロカンに復帰できるが、子供に伴侶が居る

場合、アバの判断により代替えが行われることがある。基本的にはロロカ

ンの死亡により、伴侶を持った子供に役職が引き継がれる。子供がいない

場合は、親兄弟等の血族で役職が引き継がれる。死亡などの理由によりロ

ロカンの役職に欠員が出た場合、アバの判断で他のロロカンがその役職を

兼任することとなる。現に今回の調査では、7 名の要職者のうち 1 名が死

亡しており、他のロロカンがその役職を兼任していた。なお、現在ロロカ

ンを務めている人物の多くは 60 代であった。

　以下に主要なロロカンの詳細を記述する。

【1】Rorokan Jero（ロロカン・ジェロ；図 1 の【1】）：家族・習慣・イベ

ントに関する仕事を司る。稲や leuit（ルイト：コメの貯蔵庫。詳

しくは井手ら（2018b）を参照）等のカセプハン王国の業務、森

林関係の仕事、および家事（台所、料理、炭）に関連した業務を行う。

部下に大工、廃棄物管理者、音楽家等の専門家をもつ。部下の中

にはカセプハン域内を担当する Jero Laki-Laki（ジェロ・ラキラキ；

図 1 の【1-a】）とカセプハン域外を担当する Jero Perempuan（ジェロ・

プルンプアン；図 1 の【1-b】）がいる。

【2】Rorokan Parukunan（ロロカン ･ パルクナン；図 1 の【2】）：魔・治療・

呪術に関する仕事を司る。業務内容として例えば、病人の原因を探
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図１  チプタゲラ村における Abah（アバ）と 7 つの Rorokan（ロロカン）に関する組織図
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すことが挙げられる。病気の原因は 4 つ（神の罰、先祖からの注意、

敵からの呪い、自然の病気）あるとされ、自然の病気に対しては、

自然薬もしくは人工薬が用いられる。チプタゲラ村では【2】の監

督のもと、政府から子供たちにワクチンが支給されることも明ら

かとなった。【2】の部下として専門を植物、動物、人間、車など

とした治療員が存在する。住民が病気をした際には、【2】に判断

を仰ぎ、【2】の部下が治せない場合は【2】自らが治療を行う。そ

して、【2】の治療の効果がない場合はアバに治療を依頼する。チ

プタゲラ村の外から来た人の病気については初めにアバに相談し、

アバ自らまたは【2】に治療が委ねられる。後者の場合も【2】の

治療に効果がない場合は、アバに治療が委ねられる。なお、前任

者が死亡したため、今回の調査時点では【1】が役職を兼任していた。

【3】Rorokan Kapanghuluan（ロロカン・カパンフルアン；図 1 の【3】）：

お祈りをする人で、宗教教育を司る。業務内容として例えば、ア

ラビア語、礼拝の仕方、断食の仕方、およびお礼の仕方の教育が

挙げられる。教育の対象者は約 15 歳までの子供であり、おおよそ

12 〜 13 歳まで義務とされるが、それ以降の参加の有無は本人の

意思で決められる。厳密には教育に年齢はあまり関係がないとさ

れている。現在はイスラム教が信仰されているが、かつては “ 先祖

向けのイスラム教 ” が信仰されていた。「現在のイスラム教の原点

がカセプハンのイスラム教で、アラビアの影響を受けながら世界

に広がった」という伝説がカセプハンに伝えられている。【3】が

チプタゲラを管轄し、Barisan Amil（バリサンアミル；図 1 の【3-a】）

と呼ばれる【3】の部下がチプタゲラ以外の集落に配置される。なお、

“ バリサン ” は行列、“ アミル ” はお祈りをする人という意味である。

【4】Rorokan Pamakayaan（パマカヤアン；図 1 の【4】）：稲に関する業

務を司る。田植えから収穫まで、コメをルイトにいれる前までの

業務を担う。コメをルイトに入れた後は、【1】の管轄となる。稲

の作付け時期はロロカンの要職者 7 名で話し合い、アバが決定する。

田植えと収穫の時期は星をもとに決定され、それ以外の案件は話

し合いで決定される。星を読み解くのは、アバ、ロロカン、星見

に関して知識のある老人である。【4】の部下として、稲に関する

業務を行う Barisan Pamakayaan（バリサン・パマカヤアン；図 1 の

【4-a】）、農業用水および生活用水等の水管理を行う Manintin（マ

ニンティン；図 1 の【4-b】）が置かれる。さらに、マニンティン

の部下として Barisan Manintin（バリサン・マニンティン；図 1 の

【4-c】）がいる。マニンティンはチプタゲラ村に居住し、バリサン・

マニンティンは各地に配置される。水を巡った争いはできるだけ

避けられており、水の使用権は先祖からの権利、つまり昔からの

使用者の権利が優先される。許可なく灌漑した場合、権利を有す

る人はそれを止めることができる。灌漑を停止させられた側もルー

ル違反をしている自覚があるため、それ以上の争いには発展しな

いとのことである。農業用水は河川水を、生活用水は湧水を使用

している。それらの水量調節はマニンティンにより行われている

ことから、違反を発見した場合はマニンティンに報告することで

具体的に対策が取られる。基本的にはグループで水管理されてい

る。過去に土砂崩れによる水不足があった際には、マニンティン

が土砂崩れの状況を確認し、アバに原因を報告して住民総出で修

復したとのことである。

【5】Rorokan Paninggaran（ロロカン・パニンググラン；図 1 の【5】）：

安全および生活環境の維持と狩猟を司る。見えるもの（獣）と見

えないもの（呪い、災害、病気）から環境を守るとされ、見えるも

のは追い出し、見えないものには見えない壁を作り防御する。ま

た、年に 3 回行われる重要な祭事（Ngaseuk：田植え、Mipid：収

穫前、Nganyaran：新米の味見をする新嘗。詳しくは井手ら（2018b）

を参照）に用いるために、野生動物の狩猟を行う。狩猟の対象と

して主に鹿、その他トゲのある動物、ヤマアラシ、センザンコウ、

野生の鶏が挙げられる。1 回あたり 4 日間（日曜日から水曜日）に

狩猟を、木曜日に儀式を行う。狩られた野生動物はカセプハンに

献上され、カセプハンの管轄下で調理される。狩りには自作の空
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気銃と、【5】によって管理される刀が用いられる。昔は狩猟に弓

を用いていたことから、現在では矢じりをお守りとして持ってい

く。なお、アバは狩りに参加しない。これまで人同士の争いは起

きていないが、仮に人が攻めてきた際には村人全員で対応する。【5】

の部下として Barisan Paninggaran（バリサン・パニンググラン；図

1 の【5-a】）が置かれている。

【6】Rorokan Paraji（ロロカン・パラジ；図 1 の【6】）：出産や割礼、結

婚式を司る。7 つのロロカンで唯一女性が担当しており、出産、割

礼、化粧、衣装、髪型、結婚式の段取りを行う。なお、出産、割礼、

化粧を専門とした部下はそれぞれ、Paraji Lahir:Indung Beurang（図

1 の【6-a】）、Paraji Sunat:Bengkong（図 1 の【6-b】）、Paraji Rias（図

1 の【6-c】）と呼ばれる。

【7】Rorokan Pantun（ロロカン・パントゥン；図 1 の【7】）：音楽・物

語、歴史教育を司る。演奏は年に 3 回の祭事（Ngaseuk：田植え、

Mipid：収穫前、Seren Tawn：収穫祭。詳しくは井手ら（2018b）

を参照）に加え、チプタゲラ村内の集落が引っ越しする際などに

行われ、重要な場でお祝いの音楽を担当する。部下はおらず、基

本的に一子相伝にて演奏技術が伝えられていく。なお、子供に対

する音楽教育は【1】が管轄する。

　これら 7 つのロロカンのほか、アバのアシスタントとして Rendang 

Kande（レンダン・カンデ、図 1 の【0-b】）と他 1 名が置かれていた。また、

アバの妻は Ema（エマ、図 1 の【0-a】）という役職に置かれる。ロロカ

ンが管轄する以外の案件に対しては、その都度、内容に応じて信頼できる

人物が任じられる。なお、アバのアシスタントも世襲制である。

3．おわりに

　本報では、チプタゲラ村の組織体制の把握を目的に、村の重要人物から

聞き取り調査を行った。その結果、チプタゲラ村では自然崇拝の考え方の

もと、呪術や占いなどを基盤として独自の組織体制により村が運営されて

きた事が明らかになった。

　本調査に係る実習を通して、短期間ではあったが、チプタゲラ村の人々

と寝食をともにすることができた。そして、我々が住む世界とは異なる価

値観の世界が同じ地球上にあり、人種や文化の違いがある中で、生活の中

での喜びや苦しみ等、人間の根本的な感情は世界共通であることを実感し

た。今後、これらの経験を多様な人々との交流に生かしていくことができ

ればと考えている。
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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

九州大学大学院生物資源環境科学府 環境農学専攻博士後期課程
持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム　災害モジュール

立山翔也　たてやま　しょうや

主に都市計画を学んでおり、学部時代は大学周辺の生活環境の定量的に研究した。

九州大学大学院工学府都市環境システム工学科国土政策防災研究室所属　修士課程 1 年
持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム災害モジュール

1.  はじめに

　環境モジュールでは、カンボジアとインドネシアの熱帯林の持続的管理、

屋久島や伊都キャンパスにおける獣害対策といったローカルレベルからグ

ローバルレベルの環境問題を対象に調査・研究を行っている。本報告では、

これらの活動のうち、修士課程 1 年次を対象として実施した 2017 年度

のカンボジア海外実習について報告する。

活動報告

熱帯林の持続的管理に向けて
〜環境モジュールカンボジア海外実習報告〜

梅村啓太郎 1

杉山悠生理 2

百村帝彦 3, 4

細谷忠嗣 4

御田成顕 4

太田徹志 4

布施健吾 4

1 九州大学大学院生物資源環境科学府資源生物科学専攻
2 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
3 九州大学熱帯農学研究センター
4 持続可能な社会のための決断科学センター
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　国際連合食糧農業機関（FAO）によると、世界の森林面積は、2010 年

から 2015 年にかけて毎年 331 万 ha のペースで減少しており（FAO、

2015）、なかでも豊富な生物多様性を有し、種の宝庫とも呼ばれている熱

帯林の減少が著しい。カンボジアは 1970 年代には国土の 70％が森林に

覆われ、世界でも野生動物の豊富な国といわれていた（海外林業コンサル

タンツ協会、2013）。しかし、その後の 20 年間にわたる内戦により国土

が荒廃し、2015 年には森林率 54％まで減少した（FAO、2015）。1980

年代以降、熱帯地域の多くの国々で地域住民の参加によるボトムアップ型

の森林管理である住民参加型森林管理の導入が進められ、カンボジアにお

いても 1994 年から地域住民に管理を委ねるコミュニティフォレストリー

（以下、CF）の導入が進められてきた。

　2017 年度の海外実習の目的地は、カンボジアの CF のなかで成功事例

の一つとされる、カンボジア中部のコンポントム州に位置するオソアム

CF である。オソアム CF は、2004 年に設立され、304ha がサラビサイ村

の住民によって管理、利用されている（図－ 1）。実習は、カウンターパー

トであるカンボジア森林局のブティ氏、リダ氏の協力のもと、2018 年 1

月 30 日から 2 月 7 日の 9 日間にかけて実施した（表－ 1）。（百村帝彦、

細谷忠嗣、御田成顕、太田徹志、布施健吾）

2.  実習を通じて学んだことと感じたこと

2.1.  歴史、文化と国際協力

• トゥールスレン博物館：1975 年から約 4 年間続いたポル・ポト政権（民

主カンプチア）による残虐行為を伝える、トゥールスレン博物館を見学

した。資本主義を国内から排し、強引な原始社会主義改革を強行したポ

ル・ポト政権は、医者や教師といった知識階級の大量虐殺を行い、以後

の国の発展にまで影響を及ぼした。トゥールスレン博物館は、この虐殺

の舞台となった高校の校舎を転用した刑務所が当時のまま保存され、尋

問、拷問が行われた当時の様子が展示されていた。かなり暗澹とした気

図１  オソアム CF の位置と森林減少の状況（2001 年～ 2016 年）

表１  実習スケジュール
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　持ちになったが、繰り返してはいけない負の遺産として後世まで保存す

べきだと感じた（写真－ 1A）。

• 国立博物館：メコン川沿いの王宮に隣接する国立博物館には、カンボジ

ア全土から集められた文化財が展示されている。多くの彫像が展示され、

クメール文化がかなり発展していた様子がみてとれた。

• セントラル・マーケットとコンポントム・マーケット：プノンペン市民

の台所であるセントラル・マーケットで、実習で使用するバナナやエタ

ノールといった昆虫採集に必要な物品の買い出しを行った。ここには衣

料品から民芸品、食料品から雑貨まで、あらゆるものが販売されていた。

水産物は海産のものが多かったものの、一部汽水・淡水魚も売られてお

り、オニテナガエビやヤシガイの大きさに驚いた（写真－ 1B）。内陸部

のコンポントム・マーケットも、野菜や水産物など様々なものが売られ

ていた。20 種類以上の淡水魚が売られており、多様性が高い様子が見

てとれた（写真－ 1C）。もし、水辺環境が劣化した場合、水産物が得ら

れなくなるだけでなく、その食文化まで失われる可能性もあり、文化的

な視点からも、生物多様性の保全は重要だと感じた。

• サンボー・プレイ・クック遺跡：2017 年に世界遺産登録されたばかり

のサンボー・プレイ・クック遺跡は、アンコールワットよりも古い 7 世

紀前半のレンガ造遺跡群である。この遺跡の周辺は森林の保護地域に指

定されており、オソアム CF では見られなかった高木が多く残されてお

り、比較的原生状態に近い森林を視察することができた（写真－ 1D）。

• アツ小学校：カンボジアの内戦終結後、国連カンボジア暫定機構（UNTAC）

による総選挙の支援のため、国連ボランティアとして活動していた中田

厚仁氏が、1993 年にこの付近で殺害されたことを追悼して建設された

小学校である。このような人々を初めとした多くの人々の犠牲の上にい

まのカンボジアがあることを感じることができた（写真－ 1E）。

• JICA カンボジア事務所訪問：JICA カンボジア事務所を訪問し、カンボ

ジアの概況と水道・下水事情を説明して頂いた。プノンペンでは雨季に

洪水がしばしば発生することから、JICA は排水路を整備することで被

害の軽減に協力している。事務所訪問後、排水路や排水ポンプ場を案内

して頂いた。排水路には大量のゴミが集積し、悪臭が漂っていた。排水

ポンプ場が設置された貯水池では、水生植物（ホテアオイ等）が繁茂し

ている場所では明らかに悪臭が少なかったのが印象的だった。人為によ

る浄水に頼るだけでなく、有用植物の利用もまた効果的だろう（写真－

1F）。

2.2.  森林、生物多様性と地域社会

• 聞き取り調査実習：オソアム CF の管理メンバーである村人にインタ

ビューを行った。オソアム CF では、村人の 2 〜 3％が収入を森に依存

し、具体的にはキノコや果物、ハチミツ等が収入源になっているとのこ

とだった。CF 周辺では、ゴムやカシューナッツの栽培が行われ、これ

らの農園からも生活に必要不可欠な薪を得ることができるため、村人が

CF から受ける直接的な恩恵は少なそうにも拘わらず、CF が比較的保全

写真１  カンボジアの歴史、文化、国際協力　A：トゥールスレン博物館と拷問具、B：

セントラル・マーケットの魚市場、C：コンポントムの魚市場、D：サンボー・プレイ・

クック遺跡、E：アツ小学校の校門、F：プノンペンの下水道前で説明を受けている様子。



142 143

されていることに驚いた。この村は、他の地域よりも経済的に恵まれて

いるため、林産物の収入に依存している人が少ないらしく、村人の CF

に対する感心の低さが保全の要因となっているのではないかと感じた。

また、水性生物採集を、CF 林内の小河川や付近の湿地で行ったところ、

20 種以上採集でき、多様なカンボジア魚類相の一端を垣間見ることが

できた。そして、CF 林内の小河川に設置されていた網を地域住民が回

収している様子を見せてもらい、水産資源採取の場としても利用されて

いることが分かった（写真－ 2A）。実習終了前、村人から CF で採取さ

れたハチミツを購入する機会があった。女性が採取者から蜂の巣を買っ

て精製し、販売しているとのことで、林産物からの収入は、採集者だけ

ではなく間接的な収入を含めると森林への依存度はさらに高くなると考

えられた。

• 昆虫多様性調査実習：CF 林内に設置型ライトトラップとバナナトラッ

プを仕掛け、昆虫を採集する実習を行った（写真－ 2B）。乾季であった

ため、これらのトラップは湿度の比較的高い林内の小河川沿いと、乾燥

状態の強い河川から離れた場所とに設置した。採集できる昆虫の数や種

数に変化が出るかを楽しみにしながら、2 日後にトラップを回収した。

ライトトラップには、水辺に近い方ではゲンゴロウが、乾燥した方では

ガが多くみられた。バナナトラップには、ケシキスイなどが多くみられ

た。湿度が高い方のトラップにはより多くの昆虫が採取でき、乾燥状態

の林内では観察されなかったゲンゴロウ（1 種）が採集できた。バナナ

トラップには小型のケシキスイが多く誘引されており、すぐ飛ぶ上に活

発に動き回るケシキスイをピンセットで全て回収しきった後の達成感は

格別だった。

• 植物標本作製実習：東南アジア各地で実施している植物多様性調査の概

要説明ののち、植物標本を作る際の手順やコツの説明の後、実際に作成

を行った（写真－ 2C）。これまで、魚や昆虫の採集経験はあるものの、

植物標本作りは初めてだったため、どこまでが 1 枚の葉っぱなのかを見

分けるのがまず難しいこと、標本を作る際には、葉の両面が見えるよう

に工夫する必要があることなどを学んだ。植物標本の作り方のコツは、

　まず 1 枚の葉の定義を抑え、植物の特徴を容易に理解できるように葉

の両面を新聞紙上にまとめることが重要とのことだったが、実際に作成

するとなると非常に難しかった。作成した植物標本は、調査チームと実

施した国とで保管するとのことで、調査結果を独占せず、調査地域にも

還元することが印象に残った。

• 森林計測実習：木の大きさの測定方法の説明を受けたのち、木の太さと

高さの測定とプロットを設置のための測量を練習し後、CF 内にブティ

氏らが植林した有用樹種の測定を行った（写真－ 2D）。CF 管理において、

何年か後に同じ木をもう一度測定することで、成長量や木の生存率を計

算でき、木の成長に関する項目の計測は基礎であり非常に重要である。

また、ブティ氏らを見ていて、情熱を持って CF の保全に取り組んでい

ることが強く伝わってきた。森林減少が叫ばれている中で、このような

情熱を持った方々が森林を管理しているのはとても心強いと感じた。そ

して、これらの実習を通じ、複数の視点から森林を評価する大切さが分

かった。

写真 2  オソアム CF での実習　A：水生生物の採取、B：昆虫採取トラップの設置、C：

カウンターパートと植物標本作成、D：樹木計測方法の説明、E：ドローンで撮影した

ベアル・オ・クデイ CF（左側）とカシューナッツ・プランテーション（右側）。
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•他のCFとの比較とドローン実習：コンポントムからプノンペンへの帰路、

ベアル・オ・クデイ CF に立ち寄った。オソアム CF と異なり、森の規

模が小さい上に、残っている木々も細く若いものばかりだった。2012

年 7 月に実施された植生調査では、この CF とその周辺には、樹高 40m

程度の巨木が生い茂っていたらしいが、完全に消失していた。かつて、

JICA 支援により良好に運営できていたとのことだったが、支援が終了

した直後から違法伐採が深刻化したそうだ。初めに伐採し始めたのは他

所からきた人々だったそうで、違法伐採をしながら移動する人々がいる

という根強い問題を感じた。また、伐採された材に売買には別の企業が

関わっているはずで、複雑な問題だと感じた。また、CF と道路を挟ん

だ南側は、農園企業に貸与された土地で、もともと森林だった土地がカ

シューナッツやゴムの農園として開発されていた。貸与期間終了後、企

業は森林を修復して返還する義務があるそうだが、もとの植生の多様性

を回復させることは相当困難だろう。こういった状況を空から見るため、

ドローンによる空撮の実習を行った（写真－ 2E）。今後の森林利用の持

続性を考えてみたが、どうしたら問題が解決できるのかの見当もつかな

かった。森林減少だけでなく、生物種の保全に関しても常に頭の中にお

いて考え続けていきたい。（梅村啓太郎、杉山悠生理）

3.  まとめ

　本実習を通じ、森林保全と国の発展や地域住民の森林利用とのバランス

の取り方の難しさを認識できた。カンボジアでは、地域住民に森林の管理

を委ねることで森林を保全しようとしている。CF の管理グループに所属

することで、林産物収入が得られるようになるという制度設計ではあるが、

実際は森林が残っている場所は多くない。首都プノンペンでさえ薪を使用

している家庭が多くあるようで依然として薪需要は高く、さらに、森林を

利用しなければ収入を得られない人々も多く、森林伐採を完全に停止する

ことはできず、保全とのバランスをとりながら利用していくことが必要だ

と感じた。

　実習地のオソアム CF は、地域住民が森林をあまり利用しないから残っ

ているとも考えられ、どの程度の利用が、森林が開墾されずに維持される

かを考えさせられた。また、企業による大規模な伐採も多く行われ、国の

経済発展には必要なことなのかもしれないが、森林を保全すべきエリアを

指定するなどして、厳格に保全することも求められる。しかし、CF やそ

の他の森林保護区でさえ、伐採が進められてしまうような現状であり、カ

ンボジアでの森林保全は一筋縄ではいかない様子が分かった。

　先進国と発展途上国との関わり方についても考えさせられた。ベアル・

オ・クデイ CF は、JICA の支援が入っていた時期はうまく運営がなされて

いたものの、支援が打ち切られると同時に伐採が始まってしまったという。

支援の多くが数年単位のプロジェクトであり、それが打ち切られると立ち

行かなくなる場合が多々あるようだ。そして、JICA カンボジア事務所で

伺った話にもあったが、発展途上国に対する支援は、国の経済や教育など

のレベルを見極めて支援することで、国の発展につながる援助となること

が分かった。カンボジアの場合、内戦やポル・ポト政権時代に国全体が

被害を受け、経済的に困難な状況が続き、多くの国から支援を受け続けて

きた。このような社会情勢も踏まえ、森林保全の方法を検討していく必要

がある。また、日本において低平地で森林が残っている場所は、神社の境

内と河川敷くらいしか思いつかない。経済発展を経る中で、同様のプロセ

スがカンボジアを初めとする途上国で起きるのは当たり前のような気もす

る。先進国が森林を失ってきた失敗を繰り返さないようにするのは大切だ

が、果たしてそれは正しいのかどうかも分からなく感じた。（梅村啓太郎、

杉山悠生理）

引用文献

FAO (2015), Global forest resources assessment 2015. FAO

一般社団法人海外林業コンサルタンツ協会（2013）、『2013 年版開発途上国の森林・林業』、一般社団法人海外林業コン

サルタンツ協会
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杉山悠生理　すぎやま　ゆうり

1993 年静岡県生まれ。専門は生態学。トクノシマノコギリクワガタの体色変異の意義について研究を行っている。

百村帝彦　ひゃくむら　きみひこ

細谷忠嗣　ほそや　ただつぐ

京都市出身。専門は森林政策・政治生態学。特にラオスとカンボジアにおける自然資源と地域住民との関係につ
いて研究を行っている。

北海道出身。専門は昆虫学。主にコガネムシ上科甲虫の生物地理に関する研究。現在，獣害問題に関連する研究も。

九州大学熱帯農学研究センター准教授
持続可能な社会のための決断科学センター　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准教授　環境モジュール

御田成顕　おんだ　なりあき

太田徹志　おおた　てつじ

専門は森林政策学。主にインドネシアと宮崎の盗伐問題を研究している。

大分県出身。専門は森林計画学。主に森林リモートセンシングについて研究を行っている。

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助教　環境モジュール

梅村啓太郎　うめむら　けいたろう

1994 年岐阜県生まれ。専門は水産学。タナゴ類の交雑について研究している。

九州大学大学院生物資源環境科学府資源生物科学専攻修士課程
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フィールドワークを得意とし、現在は特に照葉樹林における種多様性調査を行っている。
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「食事する」ということ

　先に土井さんの『一汁一菜でよいという提案』を紹介しましたから、そ

の中に紹介されている「お食事」のことを書きます。

　「事」とはどういうものなのでしょうか。日本には、神事の一環として「事

始」というものがあり、年神と田の神それぞれのコトノカミのための「事始」

を行います。人間生活にまつわる田の神の事始には、「御事汁」という根

菜類に小豆の入ったお澄ましを頂く習慣があり、事納には「針供養」といっ

て、一年間縫い物に使ってきた針を、豆腐や蒟蒻に刺して奉納するという

習慣があります。

　「神事」「仏事」などというように、超越的な精神世界に対して、日本人

は「事」という文字を使うのかもしれませんが、「食事」も「食べること」

だけではなく、日本が古来より信仰してきた自然に対する、そのすべてに

まつわる営みであると理解し、捉えることは重要かもしれません。

　【図１】は土井さんが示したものです。「「食べる」ことは「食事」とい

う営みの中にあることで、単に食べることだけが「食事」」ではなく、「食
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べるための行為のすべてを「食事」」

というのだと土井さんは説明してい

ます。
1

「買い物をする」ということ

は、旬を知り、食材を選ぶ目を育て

ること。「下ごしらえする・調理す

る」は、仕事の手際、効率のよさを

磨くということ。「お料理」は、そ

の美意識を磨き、きれいにすること

を学ぶこと。「食べる」は、食材や

生産者への感謝、食卓を囲むことで

幸福感を得ること。「片付けする」は、

道具への感謝や清潔にすることで次

のお料理への気持ちをつなぐこと。

そのように、人間が生きるためのあ

らゆるエッセンスが詰まっているよ

うに思えます。「食事」を淡々とこ

なすという作業によって得る、気配

りや先見性、効率のよさなど、人間

社会で必要と思われることを学ぶ作

業でもあると思います。

　人をご飯に誘うときに、「食事に

行きませんか」と声をかけるもので

すが、その場合の「食事」は「食べ

る」だけを行っていることになりま

す。普段家では食べられないような

ものを、気のおけない仲間と外で頂

く時間はとても楽しいものですが、

こればかりに頼るのは豊かな生活と

言えないと思います。最近では SNS

1　土井善晴『一汁一菜でよいという提案』p.36

を開けばすぐに、きれいに写真に撮られた、どこかのお店の洒落た料理の

写真が常にアップされてきます。たまに「この人、毎日これを食べて、苦

しくないのかな」と思ってしまうこともしばしばあります。土井さんも書

いていますが、「世の中はまさにオイシイッブーム」で、「大都会のオイシ

イッは、刺激の強い外食の味が基準となった」というように、「おいしい」

が一人歩きして、暴走しているように思えるのです。
2

「人生とは、食べる

ために人と関わり、働き、料理して、食べさせ、伝え（教育）、家族を育て、

命をつなぐことです」。
3

わたくしは土井さんの言葉の通りだと思っていま

す。

「おいしいはなし」

　このように、「おいしい」の暴走は、食べる側の「おいしい」だけが優

先され、「おいしい」のバランス、「食文化」の綻びにも関わる問題だと感

じます。「食通」と呼ばれる人がいますが、ただの食べるだけの専門家で、

おいしいお店を知っている人のことを指すのであれば、その人は「食通」

とは呼べないと思います。たとえ、外で食事を頂くにしても、わたくしは

そのお店や提供されるお料理に、どのようなストーリーや作り手の想いが

詰まっているのか、そういうことに興味があります。

　「おいしい話にはウラがある」というように、おいしいものの「素敵な

裏側」を覗いてみたいという気持ちから、「おいしいはなし」というトー

クイベントを開催することにしました。

　第一回は、地元密着でおいしいものを製造・販売している方々として、

福岡県飯塚市の老舗乾物店「わた惣」の駒山晃さんと北九州市のアイスク

リーム店「雪文」の池田興平さんをお呼びしました。

　「わた惣」は 150 年以上続く老舗で、とても品質のよい乾物だけでなく、

自社のプロデュース商品も合わせると約 7,000 点の全国のおいしいもの

2　土井善晴『おいしいもののまわり』p.3

3　土井善晴『一汁一菜でよいという提案』p.37

図１  土井善晴『一汁一菜でよい

という提案』p.37
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を扱っている食のセレクトショップです。先代が絵の好きな方で、商品パッ

ケージやお店の内装の提灯までデザインされていて、とても居心地のよい

空間になっています。「わた惣」のお店のキャッチコピーが、「どこにでも

ある　どこにでもない」で、わたくしはこの言葉に強く惹かれています。

英語に直すと ‘Normal but Special’ ですが、これは「おいしいはなし」の

副題として使用させて頂いています。土井さんの言う家庭料理の世界は、

まさにこの「どこにでもある　どこにでもない」だと思うのです。例えば、

同じ「煮物」という「どこにでもある」（normal）料理でも、家庭によっ

て作り方、味付け、具材が違っていて、さらにそれが代々受け継がれつつ

も変化していくストーリーを含んでいると考えると、「どこにでもない」

（special）ものだということです。しかし、家庭料理が受け継がれなくなっ

ていくことにより、「どこにでもある」だけが存在し、その中に本来はあ

るはずの、最も尊い「どこにでもない」が失われていくことは、寂しい気

がしてなりません。

　また駒山さんの話のなかには、文学を考えるときにもとても重要な部分

がありました。「おいしいものにはエロス（官能美）がある」と駒山さん

は言います。「艶」という表現もされていました。「つや」、「えん」また「あ

で」と読むことができます。お寿司の艶やかな姿やお肉の脂身など、人々

が「おいしい」と感じるものには、視覚的な官能美がある、というのです。

実はこれは、とても重要な文学的視点を含んでいるのです。人間世界を描

いた文学では、男女の姿が描かれることはよくあることですが、そこには

程度の差こそあれ、印象的な女性や人を惑わす女性の存在があります。こ

れを、「ファム・ファタール」（Femme Fatale）と呼びます。日本の小説

では、谷崎潤一郎『痴人の愛』のナオミなどがよくその例として挙げられ

ます。ヨーロッパ小説ではよく登場する「娼婦」などもその類でしょう。

　何が言いたいのかというと、こういった「ファム・ファタール」的なお

料理は「ハレ」の日のものであって、毎日これを食べるような生活を続け

ると、男女問わず「破滅」に近い状態に陥るということです。自分の帰る

場所としての「家庭料理」と、たまに頂く刺激的な「おいしい」を堪能す

ることのバランスを上手に保って、豊かな食生活を送りたいものです。

　強烈な「おいしい」の中のひとつに甘いものがあります。その中でも、

特に人気があるのがアイスクリームです。その新しい可能性を地元密着で

発信しているのが「雪文」の池田さんです。まだ、できて 10 年ちょっと

のお店ですが、休日にはお店に行列ができ、ネット販売のお取り寄せ数も

かなりの数を誇る人気店です。このお店に出会ったのは、8 年前ぐらいで

すが、これまで食べたこともない、ふわふわの素材の味を活かしたアイス

クリームにびっくりしたことを覚えています。ミルクやラムレーズンなど

の定番品のほかに、わたくしが経験した中では、「レモン山椒」や「じゃ

がバター」など、独特のフレーバーが並んでいます。アイスクリームの味

だけではなく、雪文もまた、商品パッケージやお店に散らばった独特のデ

ザインが人気を集める秘訣だと感じています。

　池田さんは様々な面白い試みをされていて、その中でもわたくしが気に

入っているのが、四葉のクローバーとアイスクリームを交換する試みです。

「僕のやっていることはダサいから、誰も真似しない」と謙遜して池田さ

んは言いますが、その試みの素敵なところは、「四葉を探し始めた時から、

僕の作るアイスがその人のストーリーの中に存在することが嬉しい」とい

うところです。カップアイスにも、それぞれの不思議なかわいいキャラク

ターが描いてあり、わたくしの母親はそれを洗って保存しているのです

が、その話を池田さんにすると、そうやって「絵」をつけることで、食べ

た後もアイスクリームのストーリーが続いていくのは幸せだと仰っていま

した。

　ここで重要なのが、「ストーリー」ということだと思います。先ほど、

家庭料理の「ストーリー」のことを少し書きましたが、それぞれの人が頭

で考え、悩み生み出したもの、またそれを受け継ごうとするときには「ス

トーリー」が必ずしもあるのです。我々が、よいものを購入するときは、

その「ストーリー」にお金を払っていると言っても過言ではないでしょう。

　池田さんの考え方に共鳴している部分は、他にもあります。池田さん

は、アイスクリームよりも手軽に作ることができ、単価も安いアイスキャ

ンデーをハンディキャップをもつ人々と一緒に作りたいというビジョンを

語ってくださいました。現在、ハンディキャップをもつ人々がパンや焼き
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菓子などを作って販売するという福祉施設をよく目にしますが、そういっ

た商品はどれだけ美味しくてもロスが出てしまいます。しかし、アイスク

リームのよいところは、賞味期限がなく、彼らの作ったものが捨てられず

に売られて、さらに「アイス」というとだいたいの人が笑顔になると池田

さんは言います。また、アイスキャンデーの設備はそれほど大変なもので

はないので、ハンディキャップをもつ人々だけではなく、離島や過疎地域

でも、そこの作物などを活かしたものを作っていきたいというビジョンも

持っています。

　第一回「おいしいはなし」は、実験的なもので、学生を対象とした小さ

なものだったのですが、いずれまた多くの人たちにも聞いて頂きたいと

思っています。

　それを引き継ぐかたちで、第二回「おいしいはなし」はとても大規模な

ものを仕掛けてみました。登壇者は、何度も名前が出ていますが、料理研

究家の土井善晴さん、それから比良松准教授も大学生向けに行っている「弁

当の日」の考案者で、元小中学校校長の竹下和男さんです。立場も経歴も

違うお二人が、なぜ対談するのかという疑問が、きっと湧いてくるはずで

すが、「台所に立つ人を育て、日本の食卓を守る」という根底の部分は繋がっ

ているのではないかと思い、対談を組んでみました。

　土井さんのことは前に詳しく書きましたので、ここでは割愛しますが、

竹下さんの子どもが作る「弁当の日」は、香川県の小学校で始まり、現在

では全国で　校までその取り組みが広がっています。「人は置かれた環境

に適応する」と竹下さんは繰り返し説きます。愛のない食事を与え続けら

れた子ども（与えることさえしてもらえなかった子ども）は、同じように

自分の子どもにもそのように接します。そうやって、置かれた環境に適応

した人々は、ずっと同じことを繰り返していくのです。竹下さんの「弁当

の日」は、その「負の連鎖」を断ち切るための、優しい剣であるといえる

でしょう。弁当作りを通して、料理の手際だけでなく、家族とのつながり、

社会の成り立ちも実感することのできる「弁当の日」ですが、わたくしは

これをまっとうな「個性教育」であると考えています。

　どうしても「個性」が伸ばしにくく、また子どもたちがまっすぐに自分

たちの個性を表現することの難しい昨今の公教育において、「弁当」はそ

れを自由に表現するキャンバスであるといえるでしょう。竹下さんのスラ

イドには、鍋ごとパエリアを持ってくる子やござを敷いて仲間と食べる子

など、各々の「弁当の日」を楽しんでいる子どもたちの笑顔で溢れています。

　それから、「弁当の日」デビューの子の隣で一年生の子がその弁当を食

い入るように見て、その子がデビューしたときにさらにまた一年生の子が

それを見る、という定番の写真があるのですが、これこそが料理を次の世

代に伝えていくヒントだと思っています。料理をするという行動は、本来

生きるために必要な行動であり、人間が大昔から行ってきた本能的行動で

す。それを幼い時期に見せつけられた子どもは、きっと作ることに興味を

持ち、少しずつ台所に立ったり、食材を扱ったりすることでしょう。大人

が子どもに愛情たっぷりの料理を作ることと同様に、子どもが自発的に料

理をする環境が整っていることはきっと大切なことだと思います。勉強や

スポーツ、習い事を一生懸命することもよいですが、まずは生きることの

基本である「食」を子どもの頃から身近に感じられるような環境づくりは、

間違いなく大人の使命だと感じています。

　この「おいしいはなし」の来場者は約 250 人、若いお母さん世代から

ご年配の方まで男女問わずたくさんの方にお越しいただきました。土井さ

んの心温まる口調で「一汁一菜」や日本のご飯の美味しさを聞き、自分た

ちもやってみようと勇気づけられたあとに、竹下さんの「弁当の日」と現

在の子どもを取り巻く食環境の話で衝撃を与えられ、最後は九州大学の基

幹教育で行われている比良松准教授の「自炊塾」の話で終わるという、と

ても濃密度の高いイベントとなりました。

　昼食では、実際に来場者の皆さんによる、一品持ち寄り「弁当の日」を

行い、おいしい時間を共有しました。この日のために、親しくしている有

機農家さんが野菜を売ってくださったり、前回の「おいしいはなし」のお

二人の繋がりとして、わた惣の「ゆず柿」という高級和菓子を使ったオリ

ジナルアイスクリームを雪文の池田さんが作成してくださったりと、「お

いしいはなし」はこれまでできたご縁でずっと繋がっていくという我々の

想いをかたちにして示すこともできてよかったと思っています。
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　「おいしいはなし」の記述はまだこの後も続くのですが、今回は最後に、

第三回「おいしいはなし」のゲストの一人である竹内太郎さんのことをす

こし書いておきたいと思います。竹内さんは、高知県仁淀川町という、山

の中にある美しい川が流れる町で、「摘み草ブレンドティー」を作ってい

る方です。もとは高知市出身で大学と社会人時代を京都で経験されていま

す。そんな竹内さんが、最初は何をしようと考えたわけでもなく、山あい

の町に移り住んで出会ったのが、一種の「どこにでもある　どこにでもな

い」でした。

　もともと、茶の産地だった、仁淀川周辺でしたが、近年ではお茶の生産

が減り、自分たちで飲むためのお茶を作る程度になりました。この地域に

は綺麗な空気の中、山野草を摘み取りお茶にする習慣が根強く残っていま

した。「道の駅」のような直売所では、地元の人が出品している、どくだ

みやいちょうなどを乾燥させた野草茶は時々見かけますが、この地域に

行って気づくことは、その種類と量の豊富なことです。それほど、山野草

はこの地域の人びとにとってかけがえのないものなのでしょう。

　そこに移り住んだ竹内さんは、その野草茶の美味しさに惹かれ、約１年

かけて、絶妙なバランスのブレンドティーをいくつか生み出しました。そ

して、「tre tre（トレトレ）」という会社を興しました。

　わたくしが竹内さんのお考えに共感し、惹かれたのは、ただそのお茶が

本当に美味しかったというだけではありません。竹内さんは、「ハッパカ

イギ」というものを企画し、昔からその地域に住んでいる人びとの知恵や

アイディアを取り入れることをしています。つまり、竹内さんのお茶は、

彼だけではなく、地域の人びとと作っていくという想いがそこにはあるわ

けです。普段、何気なく口にしていた「当たり前」が、実は多くの人びと

を笑顔にするということに気づき、自分たちもその手助けをしているとい

うことを実感した地域の人びとの喜びは大きいものだと想像します。竹内

さんの考え方や働き方には、小さな町でそこの人びとが自信をもって、元

気に暮らしていけるためのヒントが詰まっていると思うのです。

　竹内さんのお話しで、特に興味深かったのが、「京都のお料理やさんで

は旬を追いかけるけど、仁淀では旬が追いかけてくるんです」というお話

です。同じようなことを、土井さんも言います。「料理屋の仕事というのは、

お客様を喜ばせることです。季節を先取りして、初物があれば献立の中に

忍ばせて、季節の移ろいをお客様に知らせます」。
4

たしかに都市の利便性

やものの多様性は、かなり魅力的で、わたくしもその恩恵に与かることは

多々あります。しかし、「田舎には何もないから」とため息をつきがちな

人は、「旬」を探してみることです。これまで気がつかなかったことや素

敵なものは、街と変わらないくらいに自然の中にあるのですから。

（つづきます）
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摘み草ブレンドティー、仁淀ブルーとの出会い

　「長旅、お疲れになったでしょう。まずは縁側で寛ぎながら一服してく

ださい」

　そう言って、家主が出してくれたのは京都の豆腐屋からお取り寄せした

と言う冷奴。これにひとつまみの塩をかけ、豆腐に一番合うという高知の

地酒と共にいただいた。

　雨上がりの直後で空気が澄み切った山間の集落。整然と刈り込まれた緑

一色の茶畑が、私たちが腰掛けた縁側の前に広がっている。福岡から車

で約 9 時間。途中フェリーでの移動も含めた長旅を終えたばかりの私は、

疲れが一気に吹き飛んでいくのを感じた。

　ここは高知県仁淀町。昨年 9 月、私は、決断科学プログラムの教員、

大学院生と、この地でブレンド茶を作って販売している竹内太郎さんの会

社を訪問していた。会社の名前はトレトレ（tretre）
1

。国道 33 号線沿いに

あるからその名が付いた。

1　トレトレ株式会社：http://tretre-niyodo.jp

エッセイ

食べてつながる世界（１）

塩たたきとへスース：高知とメキシコの意
外な関係

比良松道一 九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

　竹内さんと出会ったきっかけは他愛ないことだった。一昨年、同姓同名

の大学院生、竹内太郎くんが、インターネット検索で自分の名前を入力し

たところ、トレトレ代表取締役の竹内太郎さんを偶然見つけたのだ。

　早速、竹内くんがネット通販を通じて取り寄せてくれたトレトレのお茶

を飲んで驚いた。仁淀に暮らす人々が昔から育ててきた緑茶に山採りして

きた山野草と西洋由来の様々なハーブを調合して生み出される「摘み草ブ

レンド茶」の味わいは、私がかつて体験したことのない、巧緻を極めたも

のだったのだ。このブレンド茶が、和久傳、鶴屋吉信など京都の名だたる

老舗で取引されているのに納得した。

　その年の夏に、九大生の竹内くんと 2 人でトレトレを訪問したり、学

生による自主セミナー「おいしいはなし」の講師として仁淀の竹内さんに

九大に来ていただいたりして親睦を深めた私たちは、翌年、再び仁淀を訪

れたのだった。おいしい冷奴と日本酒で一服した私たちは、かつて集落の

小学校の校舎だったという竹内さんのご自宅で、自分で割った薪で沸かし

た五右衛門風呂、地元で獲れたアユを含む魚介の炭火焼、蚊帳の中での就

寝など、非日常的な体験を満喫した。

　炭火焼を始めようとした時だった。「キュウリの匂いがするんですよ」。

竹内さんがそう言って、私たちの前に濡れて光るアユが盛られた竹ざるを

差し出してきた。「本当ですね！」と、その匂いを嗅ぎながら、私たちは

驚嘆の声を上げた。「養殖だとこんな風には強く香らないんですよ」と竹

内さんが続ける。町内を流れる一級河川、仁淀川で私たちが到着する前に

釣ってくださった獲れたてのアユなのだ。地元の旬の幸に私たちは舌鼓を

打った。

　初日の一晩で、お腹も心もいっぱいになった私たちは、翌日、仁淀川の

支流の一つである安居川の渓谷を訪れた。おそらく、この渓谷の川の色を

見て驚かない人はいないだろう。訪れるのが 2 度目の私でも、「川の水が

こんなにも青く見えるものなのか」とため息が出るばかりだった。その美

しい青を人は「仁淀ブルー」と呼ぶ（カバー写真）。
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カツオの塩たたき

　その日の夜。仁淀の大自然の絶景に触れて興奮冷めやらぬ私たちは山を

下り、高知市内に宿をとった。高知の海の幸も味わって欲しいという竹内

さんの計らいだった。

　高知の魚と言われてすぐに思い浮かぶのはカツオだ。太平洋に面した高

知では、漁が近海で行われ、獲れたてのカツオがその日のうちに水揚げさ

れる。カツオは足が早い。遠洋漁業なら冷凍するべきそのカツオが、高知

の近海漁では生のまま輸送できるのだ。

　福岡ではなかなかお目にかかれない、未冷凍のカツオの刺身がどれほど

おいしいのか。そんな期待に胸をふくらませて、竹内さんの行きつけとい

う小料理屋ののれんをくぐった。

　－たたきは塩かポン酢かお選びください－

　品書きの冒頭にそう書かれていた。竹内さんがオーダーしてくれたのは

塩の方。たたきをポン酢でいただくのが当たり前の私にとって、カツオの

「塩たたき」は初めての体験だった。

　しばらくすると私たちが囲むテーブルに上品な角皿が置かれた。皿の真

ん中にはこんもりと主役のたたきが盛られている。その上に盛られた大量

の刻みネギのせいで見えにくいが、確かに、たたきの表面には粗塩がふら

れており、それが暖色系の店内照明に照らされてキラキラと光っている（写

真１）。

　主役を盛り立てるのは、たたきの周りに置かれたみずみずしい角切りト

マトと、縦に千切りされたミョウガ。薄い赤と紫の鮮やかな彩りが料理の

華やかさを演出している。でも、主役のたたきや彩り鮮やかなその野菜た

ちよりも、私の目を釘付けにしたのは、皿の上に乗せられた別の薬味だっ

た。

　「この塩たたきにニンニクスライスを乗せて、‘ ブシュカン ’ を搾って食

べるのが高知流なんですよ」と、竹内さんが食べ方を教えてくれた。ブシュ

カンとは、四国や九州で栽培されてきた ‘ 餅柚 ’ という香酸柑橘在来品種

の地方名で、その果汁はユズほど香りは強くなく、その一方で酸味が強い

という。高知の人はその特性に応じて使い分けるそうだ。

　私は言われたとおりに塩たたきのニンニク、ブシュカン和え一切れを頬

張り、数回咀嚼した。口の中の食材を飲み込む前に、思わず「うまい !」

と声が出てしまう。最初は、刺身の表面の塩とブシュカン果汁から感じる

塩っぱさと酸っぱさの程よいバランスが、爽やかな味わいを呈する。それ

を追いかけるようにして、噛んだ刺身とニンニクから染み出してくるエキ

スが徐々に混ぜ合わされて、えも言われぬ旨味と香りが口の中に広がって

いった。

　そして、次の瞬間。初めて味わっているはずのその味が、私の懐かしい

記憶をフラッシュバックさせた。「セビーチェ !?」。

写真１  カツオの塩たたき。ブシュカン果汁とニンニクと合わせて味わう。
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中南米伝統料理、セビーチェ

　セビーチェとはラテンアメリカで食されるスパイシーな魚介マリネの総

称で、新鮮な魚介類が獲れる太平洋沿岸で広く食べられる郷土料理である。

私はそれをメキシコ滞在中に食したことがあり、以来、その味を気に入っ

た私は時々自宅で作ったりもする。

　作り方はいたってシンプル。その地で獲れた新鮮な魚介を一口大に切り、

これにみじん切りにした玉ねぎやトマトを合わせ、ライムかレモンの果汁

と塩で味を整える。あとは好みに合わせて香草や香辛料を加えるだけ。

　香草には、現地で ‘ シラントロ ’ と呼ばれるハーブを使うことが多い。

これはコリアンダーのことだ。ただ、コリアンダーは日本では料理に使う

機会が少なく、その独特の香りを苦手とする人もいるので、私はセロリや

パセリ、オレガノなどを使う。香辛料にはキイロトウガラシが現地でよく

使われるようだが、これも手に入りにくいのでタバスコで代用してもよい。

そして、ここが肝心なのだが、刻んだ生のニンニクを入れ、一般的なマリ

ネにはない独特の風味に仕上げる。

　そう。新鮮な魚介類を塩と香酸柑橘の果汁で締め、香草や香辛料で風味

を整えつつ、生のニンニクを合わせる。セビーチェの食材構成は、カツオ

の塩たたきのそれとあまりにも共通点が多いのだ。そう考えると、塩たた

きの味で思わずセビーチェを想起したことに、私は合点がいった。

日墨をつなぐ悲劇

　高知とメキシコ。遠く離れた地域が、それぞれを代表する料理で結びつ

いた。このとき、私は、二つの地を結びつけるある人物も思い浮かべてい

た。若くしてメキシコ初の聖人となった宣教師、フェリペ・デ・ヘスース

（Felipe de Jesus，1573-1597）だ。

　16 世紀後半、へスースはメキシコに移住したスペイン出身の両親の間

に生まれた。18 歳の時、彼は商人を志してマニラに渡航するが、滞在中

にフランシスコ会に入会し、修行を積んで修道士となった。その後へスー

スは、祖国で宣教師として一生を捧げることを決意し、1596 年 7 月、帆

船サン・フェリペ号に乗船して母国メキシコを目指した。ところが、船は

悪天候に見舞われ、大破した船が漂着したのが土佐（現在の高知）だった。

　日本では、その 9 年前（1587 年）に豊臣秀吉によってバテレン追放令

が敷かれていたが、南蛮貿易の実利が重視されていた。このため、キリス

ト教の信仰が制限されたり、キリシタンが公に迫害されたりすることはな

く、サン・フェリペ号の遭難時も、遭難者を救助するという秀吉のメッセー

ジがスペイン人総督に伝えられていた。へスースは、その機に乗じて京都

のフランシスコ会を訪れ、そこに滞在した。

　その頃、サン・フェリペ号の乗組員たちを取り調べた豊臣政権の奉行、

増田長盛が、メキシコやフィリピンを武力制圧して世界中に領土を広げて

いるスペインが、将来、日本も支配下に置くもくろみで測量を行いに来た

に違いないと秀吉に通告した。このため、その年のうちに秀吉によって禁

教令が発動され、へスースは、京都や大阪に居た外国人宣教師や修道士 5

人、および日本人信徒 20 人と共に捕らえられることになる。彼らは長崎

に連行され、1597 年 2 月に西坂という長崎湾を見下ろす丘で処刑された。

「26 聖人殉教事件」である。

　その 265 年後、殉教したへスースらは列聖された。今日、観光で賑わ

う大浦天主堂は彼らに捧げられた教会である。そして処刑地となった西

坂には 26 聖人の記念碑を祀る公園があり、それに寄り添うようにしてへ

スースに捧げられた聖フィリッポ教会が建っている。

　私がこの歴史を深く学んだのは、2015 年 2 月のこと。決断科学プログ

ラムの海外実習でメキシコ国立自治大学（UNAM）を訪れた時、UNAM

で宗教美術史を専門とされる有村理恵先生の講義を通じてだった。そし

て翌年、再びメキシコを訪れた際には、メキシコシティから車で南に約

90km に位置するモレロス州のクエルナヴァカ大聖堂の内部に描かれた、

へスースたちの日本への到着と殉教を伝える 17 世紀の壁画を見ることが

できた（写真２）。
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　礼拝堂の両側面 200㎡にもわたる巨大なフレスコ壁画は、色褪せて一

部が剥がれ落ちていた。その全体像を写真に収めている時、壁画上部に書

かれた「EMPERADOR TAYCOSAMA（皇帝太閤さま）」という文字が、カ

メラのファインダー越しに私の目に飛び込んできた。

　弱冠 18 歳で太平洋を渡り、遠い異国の地から母国での聖職者としての

活躍を夢見たメキシコの若者が居たこと。その彼の夢と命を、キリスト教

の信仰や布教を理由にあっけなく奪った為政者が「太閤さま」と呼ばれる

当時の最高権力者だったこと。今から 400 年も前、飛行機もテレビもイ

ンターネットも無い時代に、遥か遠く海の彼方から伝えられたその史実を、

同じ時代に生きたフレスコ画作家が、教会の壁画として今を生きる私たち

に伝えてくれたのだ。

　TAYCOSAMA の文字が刻まれた壁画の前に佇みながら、私は、心揺さ

ぶられるような感傷に浸っていた。その気持ちは、日本側の視点から描か

れた歴史の教科書を読むだけでは決して涌き起こらなかったと思う。

時空を超えて繋がる知識によって変わる世界の見え方

　たたきとセビーチェ。太閤秀吉と宣教師へスース。福岡から飛行機で

18 時間もかかるメキシコへの旅を通じて、私は、思いがけない日墨のつ

ながりを気づかせてもらった。

　「たたき」は、生魚の切り身を日持ちさせるために、包丁の腹や手の平

で切り身の表面を「叩き」ながら塩を付けたことに因むとされ、江戸時代

には既に土佐漁師の調理法として普及していたとされる。ニンニクは、貝

原益軒が編纂した「大和本草」（1709）に「菜蔬類では、悪臭甚だしくと

も効能が多いので人家に欠くべからざるもの」と記載され、また、ブシュ

カンによく似たカボスは、同書に記載されている「カブス」のことではな

いかと推測されている。一方、レモンやライムはインドもしくは東南アジ

ア原産とされるが、大航海時代までにはヨーロッパ諸国に導入され、ビタ

ミン C の欠乏症である壊血病の予防に利用されたと言う。

　となると、味付けと保存という機能を同時に満たす塩、香酸柑橘果汁、

ニンニクを使用して生の魚介類を食する技は、へスースが世界を旅した

400 年前にあったとしても、それはあながち荒唐無稽な話とは言えない

のではないか。メキシコのアカプルコから太平洋を横断してフィリピンの

マニラを訪れ、その帰路で日本の高知に流れ着いた若き宣教師へスース。

ひょっとすると彼は、私と同じように、漂着した土佐で誰かに塩たたきを

振舞われ、メキシコを懐かしく感じたかもしれない。それを証明すること

は難しい。でも、彼に起きた悲劇に思いを馳せると、せめてそういう出来

事が彼の身に起こり、それが彼にとって日本の良き思い出の一つであって

くれたらと私は思う。

写真２  クエルナヴァカ大聖堂礼拝堂のフレスコ画壁画。

右方上部に「EMPERADOR TAYCOSAMA」の文字が見える。
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　動物はどのような認知能力をもつのか、そしてどのような認知能力に基

づいて行動しているのか。本書は進化認知学という新しい領域での成果を

もとにこの問題に答えるものとなっている。それと同時に、進化認知学が

この問題への正当なアプローチであることが説明される。進化認知学とは

「進化の観点からあらゆる認知機能（人間のものも動物のものも）を研究

する学問」(41) である。進化認知学の新しさは、比較心理学で行われる

実験的手法と、動物行動学で行われるフィールドワークのどちらをも採用

するところにある。フィールド―ワークだけでは観察できる行動に限界が

あり、認知能力の測定のためには実験が必要となる。他方、認知は各動物

の生活様式に基づくものであり、その生活様式に沿うような実験でないと

認知能力を測ることはできない。だからフィールドワークでの知見が必要

となる。つまり、動物の認知能力を明らかにするためには両方が必要とな

るのである。

　人間以外の動物が認知能力をもつという考えは、学問の世界では多くの

反発を受けるものであった。ひとつは、極端な行動主義からの反発、もう

ひとつは人間中心主義からの反発である。本書は全体を通して、これらの

反発者が陥っている誤りを指摘しながら、動物の認知能力について進化認

書評

フランス・ドゥ・ヴァール著　松沢哲郎監訳　柴田裕之訳

『動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか』
（紀伊国屋書店、2017 年刊）

中谷内悠 九州大学人文科学府人文基礎専攻倫理学研究室
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知学的に説明を行うというスタイルをとっている。扱われる認知能力や認

知に基づく行動は、推論能力（2 章）、目的意識、熟慮、顔認識、道具使

用（3 章）、言葉にうまく反応すること（4 章）、他者の心を知ること（5 章）、

関係性の理解、協力行動（6章）、未来についての考え、意識、メタ認知（7章）、

自己認識（8 章）など多岐に渡る。また取り上げられる動物も、人間、チ

ンパンジー、ボノボ、イルカ、カラス、ゾウ、タコ…など多岐に渡る。こ

れらの動物のとても興味深い観察例の数々は、読者を楽しませながら、同

時に動物が認知能力をもつことが確からしいと思わせるものである。

　本書が、そして進化認知学がもつ基本的アイディアは、「進化上の連続

性がある」というものと、「認知能力は生態環境、解剖学的特徴、生活様

式によって決まる」というものである。そしてこれらの考えを基礎として、

動物の認知能力に関する仮説が立てられ、それを支持する証拠が挙げられ

る。この二つの基本的アイディアは、近年では多くの人が認めるものであ

る。しかし、これらのアイディアを見落としていたか、もしくは妄信的に

拒否していたことが、動物の認知能力に反対する人たちが犯していた根本

的な誤りだったと診断される。逆に、これらのアイディアを認め、そして

動物の行動に関するさまざまな証拠をもとにするなら、動物が認知能力を

もつこと、そして、それぞれの種がそれぞれの生物学的特徴や、生活様式

に応じたそれぞれの認知能力をもつことが支持される（9 章）。

　さて、最後に哲学を研究する評者の観点からコメントしたい。まず、動

物の認知や行動を扱うこれらの分野における実験や行動に関する知見は、

哲学的研究のための多くの材料を与えてくれる。例えば次のような問題・

実験・結論が挙げられていた。マカクが目的と期待をもとにした行動をと

るかどうかが次のようにテストされる。レタスの葉をカップの下に隠すの

を見せる場合、バナナを隠すのを見せる場合、そしてバナナを隠すふりを

してレタスの葉を隠すのを見せる場合の 3 つの場合で、マカクがその後

どのようにふるまうかを観察する。すると、3 つ目の場合にだけマカク特

殊な行動を見せる。レタスをじっと見つめるだけで手をつけず、それから

あたりを見回して調べ、その間実験者に対して金切り声をあげた。このよ

うにふるまうことから、マカクはバナナを見つけることを目的とし、そし

てカップの下にバナナがあると期待し、カップをとったといえるだろうと。

つまり、マカクは目的と期待をもとにした行動をとる。

　ここで問題にされていることは、マカクは実際問題、目的と期待をもと

にした行動をとるかということである。他方、哲学で問題となるのは、目

的と期待をもとにした行動とはどのようなものかということであり、問題

は異なる。しかし、マカクの実験は、哲学の研究のために重要な示唆をも

たらしてくれる。例えば、哲学の中でのひとつの有力な考えでは、行った

ことに対して「なぜそうしたのか？」と理由を問うことが適切であるよう

な行動が、目的と期待をもとにした行動だといわれる。しかし、マカクの

実験で明らかなように、（マカクは理由を述べることができないのだから）

理由を問うことは適切ではない。だが、マカクのふるまいを、私たちは目

的と期待をもとにした行動だと理解する。哲学的な問題への回答は、私た

ちの理解していることに基づくものでなければならず、逆にいえば、その

回答は、マカクの行動を目的と期待をもとにした行動とみなす、私たちの

理解を説明できるものでなければならない。それゆえ、「理由を問うこと

が適切であるような行動」という規準は誤っていたということになる。こ

のように、哲学的な研究にとって生物学的な知見は重要なものである。

　また逆向きに、哲学的な説明が、動物の認知や行動に関する研究にとっ

て重要なものであるともいえる。例えば、どのような行動が観察されたと

したら、対象としている動物が、ある認知能力をもっているといえるのか、

という点に関して哲学的な知見が示唆するところは大きいからである。本

書は、こういった哲学と進化認知学のつながりへと思いを馳せさせてくれ

るほどに、認知や行動についての慎重で丁寧な考察が繰り広げられている。

中谷内悠　なかやち　ゆう

1990 年石川県生まれ。九州大学文学部を卒業後、九州大学人文科学府にて修士号を取得。
専門は行為の哲学、心の哲学

九州大学人文科学府人文基礎専攻倫理学研究室
持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム　人間モジュール
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　淡水魚は文字通り淡水に棲む魚であり、そして淡水は人間と深いつなが

りを持っている。多くの文明や文化は淡水の豊富な地域から生じ、そして

今も、淡水の存在は人間社会の基盤となっている。それでは、世界の中

でも淡水に恵まれた場所はどこか？それは「モンスーンアジア」であろ

う。モンスーンは東アジアから東南アジアそして一部の南アジアを含む地

域に、膨大な恵みの雨をもたらし（図 1）、ときには甚大な被害も及ぼし、

当該地域の特徴的な気候となっている。そして淡水の多いこのモンスーン

アジアでは必然、淡水魚の多様性が高い。

　本著は、筆者が 15 年ほどかけてこのモンスーンアジアで行ってきた淡

水魚の生態研究について、自身の解釈や価値観を交えて執筆したものであ

る。あまり書き物や論文を書かない筆者にとって、本書は研究成果を世に

出すというだけではなく、自身のための記録として苦しみながらも書いて

よかったとも思う。本書は以下のように主に三つの章からなる。

　第一章では、モンスーンアジアの概要やそこに棲む淡水魚類の多様性に

ついて概説した。さらに重要な概念として、生物多様性は多様性の数の多

さである「アルファ多様性」だけではなく、他とは重複しないことが指標

自著紹介

『溺れる魚，空飛ぶ魚，消えゆく魚
〜モンスーンアジア淡水魚探訪〜』

鹿野雄一 九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

化された「ベータ多様性」という考え方があることを詳述した。淡水魚は

海水魚とは違い、おのおのの地域でそれぞれ独立的に進化・適応する傾向

にあるため、この「ベータ多様性」の概念と深く結びついている。生物多

様性とは単に数多くの生物種がいればいいということではなく、他の地域

にはいない固有の生物がその土地々々に根付いて生きていることが重要で

あると主張したい。

　第二章では、おもに東南アジアの豊かな淡水魚類多様性（図 2）と、そ

れを脅かす様々な開発について紹介した。世界には 30-40 ほどの生物多

様性ホットスポット（高い生物多様性を持ちながら人的な要因によりそれ

が危機にさらされている地域）があるとされるが、東南アジアはすべての

地域が 4 つのホットスポット（インドビルマ・スンダランド・ワラセア・

フィリピン）によってカバーされている。現在、東南アジアは周知のよう

に猛烈な勢いで経済開発が進んでいる。淡水魚類にとっては、特に水力発

図 1  ミャンマーの水田地帯、明るい表情で農作業する人々
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電ダムとアブラヤシプランテーションの開発が脅威であろう。本書ではそ

れらの驚異について、具体的なデータを提示しながら解説した。東南アジ

アでは淡水魚は、地域住民にとって重要なタンパク源であり、文化や自然

景観とも繋がっている。もちろん経済発展は重要だが（本音を言えばクソ

だと思っているが）、東南アジアの爆発的な魚類多様性、それを育む豊か

な自然景観、そしてそれに裏打ちされた人々の笑顔がいつまでも残される

ことを願うばかりである。

　第三章では、日本の魚類多様性（図 3）やその生態について紹介した。

佐渡ヶ島のトキ放鳥に伴う自然再生、南西諸島の水田文化の衰退とそれに

伴う陸水生物多様性の劣化、屋久島や西表島における「滝」が淡水魚に与

える進化的な影響、世界的にも貴重な原生林白神山地に生息するイワナの

生態、についてやや学術的な観点から解説した。これらの中でも白神山地

における研究は、世界遺産のど真ん中一人、テントを張って半年間研究に

没頭した記録であり（図 4）、自身の研究人生、いや、もはや人生にとっ

ての原点であり、今思い出してもロマンと生きるエネルギーを与えてくれ

る体験であった。

　最後に、表題にある「溺れる魚」、「空飛ぶ魚」、「消えゆく魚」の正体に

ついては、ぜひ本書を読んで知っていただければと思う。

参考文献

鹿野雄一 著（高村　典子コーディネーター）（2018）共立スマートセレクション『溺れる魚，空飛ぶ魚，消えゆく魚―

モンスーンアジア淡水魚探訪―』共立出版、東京

図 2  カンボジアカルダモン地方、アジアアロワナの幼魚 図 3  佐渡ヶ島、夜の川で出会ったアユカケ
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図 4  白神山地の深遠な森

鹿野雄一　かの　ゆういち

1974 年山形県生まれ。専門：淡水魚を中心とした陸水の生態学

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

　今日は、私の人生でいちばん感動的なおもてなしを受けたレセプション

について紹介しよう。研究者として国際的に活動していると、海外のいろ

いろな学会に参加する機会がある。そして海外の学会に行くと、よくレセ

プションに参加する。国際会議ともなると、主催者はレセプションの料理

に気を配っているようであり、毎回その国の特色ある料理を食べて楽しい

時間を過ごすことができる。しかし、ノルウェーのトロムソにある世界最

北の大学で開かれた学会に参加したときには、レセプションの最初の料理

のあまりの貧弱さに度肝を抜かれた。まず会場に驚かされた。一日の学会

のプログラムが終わり、夕暮れ時になってから、フェリーに乗せられて、

湾内に向けて出港した。なんとフェリーの甲板がレセプション会場なのだ。

　フェリーの甲板から対岸を望むと、学会のエクスカーションで出かけた

山が見える。植物学者の私は、学会のエクスカーションには可能な限り参

加する。その土地のフィールドを歩いて、初めて出会う植物を見つけるの

が楽しみなのだ。今回は、北海道の高山でしか見れないような極地の植物

にたくさん出会った。たくさんと言っても種数は少なくて、20 種くらい。

種名まではわからないが、属名はほぼすべてわかった。黄色い花はラヌン

手つかずの部屋

第 5 回

甲板の上のバイオリン弾き

矢原徹一
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クルス、紫色はサウスレア、白い花穂はポリゴヌムだ。印象的だったのは、

山の上よりもむしろ街中に生えている植物だ。とにかくでかい。私の身長

をこえる植物が少なくない。極北の北国なのに、どうしてこんなに成長が

良いのだろう？　その謎は、街に滞在した最初の夜に解けた。夜中の 12

時すぎまで明るく、その後いちど薄暗くなっても、4 時ころにはまた明る

くなるのだ。実は、学会が開かれた 8 月初めには、すでに白夜が終わり、

短いながらも夜があった。5 月中旬から 7 月中旬の「白夜」の季節には、

太陽が沈まない。したがって、植物は 24 時間光合成できる。学会で出会っ

た光合成の研究者から、苦労話を聞かされた。「24 時間、測定を休めない

んですよ」。

　そんなエピソードを思い出しながら、美しいリアス式海岸の景観をなが

めていると、食べ物がテーブルに届いた。しかし、届いたのはなんと木の

箱いっぱいのゆでた小エビだけ。えええ？　これだけ？？　と思ったが、

おなかがすいていたので仕方なくゆでた小エビをつまみ、ビールを飲んだ。

もう 7 時をすぎているが、空は青く、海は青い空を映して美しい。海岸

の景色もすばらしく、しばらくは景色に見とれながら、小エビをつまみ続

けた。しかし、湾の奥にフェリーが進むころには、小エビにさすがに飽き

てきた。まだ山のように小エビが残っている。この小エビの山だけで、レ

セプションは終わるのか？　幸いにして、この不安はすぐに吹き飛ばされ

た。スタッフが小エビの木箱をかかえあげ、海に投げ入れた。何が始まる

のだ。ゆでた小エビが投げ込まれた海をのぞき込むと、大小さまざまな魚

たちが、次々に集まってきた。そして釣り竿が配られ、海釣り大会が始まっ

た。

　そのころの私はまだ駆け出しの若者で、釣り竿は有名な教授たちに優先

的に配られたので、残念ながら私は海釣り大会に参加できなかったが、素

人の教授たちが次々に大きな魚を釣り上げるのは、見ていて楽しかった。

大きな魚が釣りあがると、「大物教授は釣る魚もでかいね」とお世辞を言

われた教授たちが、無邪気な笑顔で喜んでいた。そして、釣り上げられた

魚が、次々に焼き上げられ、レセプション参加者にふるまわれた。新鮮な

焼きたての魚は、文句なしにうまい。小エビだけの準備で、これだけ豪勢

なレセプションを演出できるのはすばらしい。出航してしばらくの不満は

完全に吹き飛び、心地よい海風に吹かれながら、満足感にひたった。

　しかし、レセプションの演出はこれだけではなかった。気持ちよく酔っ

払い、おなかも満たされた頃合いで登場したのは、「屋根の上のバイオリ

ン弾き」に登場するような、フィドルを手にしたミュージシャンだ。そして、

「甲板の上のバイオリン弾き」を先頭に、民族衣装を着たダンサーが登場し、

フォークダンスを披露してくれた。やがて宴もたけなわになると、ダンサー

たちに誘われて、参加者がひとり、またひとりと踊りの輪に加わって行く。

私もその輪に加わって、見よう見まねのステップを踏みながら、フォーク

ダンスを踊った。パートナーが次々に代わっていくスタイルのフォークダ

ンスだ。フィドルが奏でだす懐かしい音色の音楽に乗って、それは楽しい

ひとときだった。「夜」はふけても、空はいつまでも青く、楽しい時間が

いつまでも続いた。質素なもてなしで始まったレセプションは、私の人生

でもっとも思い出深いエピソードに変わった。

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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　2018 年は、海外調査に参加する機会に恵まれたおかげで、「身体が資本」

という言葉を実感した年でした。夏の調査中に体調を崩したときは、その

間調査に全く参加できず、他の調査メンバーに心配・迷惑をかけてしまい

ました。帰国後は日本でしかできない仕事が山積みになっていた中で再び

体調を崩し、仕事が遅れに遅れてしまい、研究室のメンバーや事務の方、

家族にまで心配・迷惑をかけてしまいました。どちらの場合も、しっかり

休んでいれば避けられたことでした。

　私が休まなかった理由は、周りへのお門違いな気遣いと周りからのプ

レッシャーを過度に気にしたためでした。周りへのお門違いな気遣いとは、

ここで私が休んだら周りに迷惑がかかると考えていたことです。周りから

のプレッシャーは、締め切りを守ってくださいと言われ続けたことで、こ

こで私は休むことを許されていないと感じてしまいました。しかし、どち

らの場合も、一時的には迷惑をかけずに済んでも、最終的にはひどく体調

を崩してより大きな迷惑をかけてしまいました。

　これらの出来事を通して学んだことは、今（今日）は休む、という「決断」

は、健康的に生きていく上で非常に大切だということです。休みが必要と

なるタイミングは人それぞれですが、自身のこれまでの経験則から、「あ、

このままでは風邪を引くかも。熱が出るかも。」と感じるときがあります。

そして、そう感じたとき、その直感は大抵正しくて、体調を崩してから、「ほ

らね、あのとき休んでいたらよかったのに」と後悔する羽目になります。

編集後記

永濱藍

この流れを私は数え切れないほど経験しました。毎度、風邪の予感がした

時点で休む、という「決断」をするべきでした。また、周りも、その「決

断」を認める体制を持つべきなのだと思います。

　この休む「決断」をする能力は、特に学生こそが身につけるべきものだ

と思います。なぜなら、庶民学生の資本は、貯金や不動産などではなく、

若さとやる気に満ち溢れている身体だからです。本誌を編集している「持

続可能な社会を開く決断科学プログラム」には非常に多才な教員・学生た

ちが集まっていて、みんな、たくさんの仕事を同時に進めています。どう

したらそんなに多くの仕事をこなせるのか、不思議になるほどの人もいま

すが、そういう人たちに共通しているのは自己管理が非常に上手いという

ことです。自身の作業効率を上げる方法、休む「決断」をするタイミング

を熟知しています。今は学生の私たちでも、いずれ、大きな責任が伴う仕

事をたくさん担うでしょう。その際に自己管理能力は必須です。自分の身

体の状況を知っているのは自分だけです。自分を大切にする「決断」を忘

れないようにしたいものです。

永濱藍　ながはま　あい

1993 年鹿児島県生まれ。九州大学理学部生物学科卒。
主専攻は植物生態学。趣味はバイク。
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