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　本特集は決断科学プログラムにおける学生の自主的研究・教育活動の記

録をまとめたものである。自主的活動とは、プログラム生による学年や専

門分野の垣根を越えたチームでの研究や教育、あるいは社会的実践等に関

する独創的な活動の総称である。決断科学プログラムは、学生の自主的研

究・教育活動支援という形でこの自主的活動の助成を行なってきた。助成

は本プログラムがまだ試行段階であった 2014 年から始められており、プ

ログラムが学生の自主的な活動に非常に注力してきたことが窺える。

　これまでに 55 にもおよぶ活動がプログラムのサポートのもと進められ

てきた（表 1）。これはあくまで助成に申請して予算を獲得したものの総

数であり、実際にはさらに多くの活動が自主的に行われてきたものと思わ

れる。内容は調査や開発のような研究活動から、英語力の向上や決断科学

の考察のための勉強会、冊子やメディアを通した広報、イベント運営等、

非常に多岐に渡る。この雑誌「決断科学」も例に漏れず自主的活動「機関

誌部」によるものであり、他の活動においてもプログラム外でのイベント

の開催や成果発表を行うなど、自主的活動の規模は決断科学のアウトリー

チの一翼を担うほどのものになっている。

　本特集では、これまでの自主的活動のなかでも筆者が一際異彩を放つと

感じた活動に焦点を当て、各活動の代表者によるその足跡を辿る論考を紹

介していく。具体的には、角玲緒那を代表とする「サイエンスカフェ部」、

特集「決断科学を彩る自主的活動のあゆみ」

学生の自主的活動の軌跡

須藤竜之介 自主的活動
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表 1　これまでに助成を受けた自主的研究・教育活動の一覧
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筆者須藤竜之介を代表とする「対馬トライアスロン実行委員会」、久保裕

貴を代表とする「屋久鹿の集い」、そして竹内太郎を代表とする「創食倶

楽部」の四つである。

　数ある歴代の自主的活動のなかからこれらの活動を本特集で取りあげた

のは以下の理由による。まず一つは 4 年以上活動が継続していることで

ある。次に、活動内容と決断科学との関連性が高いことである。そして、

活動の場がプログラム外へと開かれていることである。以上の点を満たす

活動は、現場のニーズに即した実践の蓄積が大きく、決断科学が目指す実

社会での地域問題の解決やプロジェクトの社会実装を考えるうえで参考に

なるものと思われる。そこで、これらの要件に該当する上記の活動に着目

し、そのアーカイブを残すこととした。ここからは特集内の論考で取り上

げられる各活動の概要を紹介していく。

　サイエンスカフェ部は、決断科学プログラムの教員や学生の専門性を大

学の外へアウトリーチしていくことを目的に、サイエンスカフェを軸にイ

ベントを開催する活動である。実際に MUJI キャナルシティ博多や九州経

済調査協会での定期的なイベント開催に至っており、決断科学プログラム

の広報としてもその貢献は大きい。また、この活動は機関誌部とともにプ

ログラムの初年度から現在まで継続している唯一の活動であり、自主的活

動を代表するものと言えるだろう。

　対馬トライアスロン実行委員会は、対馬で初のトライアスロンイベント

の開催を目指す活動である。統治モジュールの対馬実習における上対馬高

校の総合学習支援での経験をもとに、新規イベント開催のための課題をメ

ンバー自らが実践し、その実現可能性を検討する活動が展開されている。

この活動は対馬市の研究助成に採択されており、外部資金を獲得したこと

でプログラム内の実践活動から外部での研究活動へと発展させている点に

特色がある。

　屋久鹿の集いは、環境モジュールの屋久島実習におけるテーマの一つで

あるヤクシカによる獣害問題について、狩猟された有害鳥獣のジビエとし

ての利活用に着目して、その実践と普及を目指す取り組みである。九大祭

での出店を通して一般の方々にシカ肉の味を体験してもらうことに加え、
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日本における獣害問題についての啓蒙も行なっている。この活動はプログ

ラムの助成を受けず有志メンバーが自己資金のみで九大祭等での収益化を

目指す取り組みであり、まさに自主的活動と呼べるものである。また、社

会的実践だけでなく、アンケート調査を行い学会で発表するなど、多様な

側面から問題へとアプローチしている。

　創食倶楽部は、「Normal but Special」をテーマに食や美味しさを見つめ

直す提案を発信している。総括モジュール教員の比良松先生が開講する「自

炊塾」の講義でアシスタントを務める竹内が、自炊塾の歴代履修生ととも

に学生団体を設立し、これまでの繋がりを活かして魅力的な生産者を消費

者へとつなげるイベントを開催している。主要な構成員がプログラム外の

学部生であり決断科学外部の人々や組織を巻き込んだスケールの大きい活

動であること、そしてイベントだけでなくオリジナル商品の開発に至って

いることなども他の活動にはない特徴である。

　以上四つの活動について本特集では取りあげていく。各代表者による論

考を読んでいただくことで、いずれの活動も決断科学プログラムを代表す

る独創的な活動であることがおわかりいただけるだろう。本特集を通し

て、決断科学における学生の魅力的な取り組みやその将来性の一部が伝わ

れば幸いである。これらの多くの自主的活動の蓄積は決断科学プログラム

にとって非常に有益であり、社会的事業への発展の示唆に富むものである

と筆者は考えている。この自主的活動の軌跡が今年度で終了となるプログ

ラムの今後の未来の指針となることを願う。

須藤竜之介　すどう　りゅうのすけ

持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム　健康・統治・環境モジュール。
1989 年東京都生まれ。2015 年の「English Communication Café」への参加をきっかけに、気づけば 24 の活動
に関わっていた。自主的活動を愛し、自主的活動に愛された男。

九州大学大学院システム生命科学府　一貫制博士課程５年
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特集「決断科学を彩る自主的活動のあゆみ」

社会をつくるサイエンスカフェ

　決断科学で部活をしようか、という話が上がった時にすぐに思いついた

のがサイエンスカフェでした。理由は主に 3 つ、「決断科学」なる新しい

学問が社会実装を志向していること、それを司るセンターは新設の大学組

織でメンバーの専門領域は多様でキャンパスも箱崎・伊都・大橋などにま

たがっていること、そしてそこの卒業生は博士であろうとアカデミア外で

の活躍も期待されていること。そこで念頭に置いたのが、まずはセンター

内外で具体的な「社会」を形成することでした。そのためにセンター内の

人にとって魅力的な学外の協力者を設定する。その協力者に向かってセン

ター内の人たちと力を合わせて交渉し、何かを実現する。その過程でセン

ター内の教員・学生含めた人間関係も活性化しよう、社会で必須の企画力・

打ち合わせ力・実現力も向上しよう、市井のリアルな声も聞こう、それに

はサイエンスカフェがいい。そうして始めたこの 5 年間ほどの活動を報

告します。 
1

1　下記、写真は上段が奇数回、下段が偶数回のイベントの写真です。

髙田亜沙里

須藤竜之介

黒岩亜梨花

角玲緒那

水文学

心理学

生態学

建築学
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1. ひと手間かける食
2015 年 8 月 5 日 ( 水 ) 14:00-15:30  ＠ MUJI キャナルシティ博多店　講師：比良松道一

第1回目。食の貧困と尊さを訴えた。現代における食事の貧困・団欒の欠如・

食文化継承の困難を訴え、その対抗策として九州大学における「自炊塾」

の活動事例を紹介した。ある九大生の夕食が菓子パンだったことには会場

がざわついた。最後は会場で作った味噌汁を皆で食す。

2. 迷路からだんごむしを脱出させよう
2015 年 8 月 22 日 ( 土 ) 11:00-12:30・14:00-15:30（2 回開催）＠ MUJI キャナルシティ博多店　講師：村上貴弘

夏休みの親子向けイベント。参加者にはだんごむし用の迷路を作ってもら

い、だんごむしを走らせて行動パターンを観察し、その行動の雌雄差の理

由を考えてもらった。「観察・調査・結論」という科学的手続きを親子で

学んだ。盛況だったので午前と午後に 2 回開催。　

写真 1-1　第 1 回目は比良松先生による食育の話

写真 2-1　まずは虫の行動研究について紹介

写真 1-2　かつお節をその場で削って振る舞った

写真 2-2　迷路づくりを手伝う田川さん
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3. 和紙がつなぐ人・森・暮らし
2015 年 11 月 8 日 ( 日 ) 14:00-15:30 ＠ MUJI キャナルシティ博多店　講師：田中求、前田崇治

林学と和紙が出会った。唐津の紙漉き職人の前田さんは植物材料が和紙に

なるまでのプロセスを自身の和紙でレクチャー。田中先生は、和紙の材料

作りのための耕作行為によって、人がいなくなった野山を治める九大の活

動を発表した。会場は前田さんの和紙で包んで装飾した。

4. 決断科学とは何か
2015 年 11 月 26 日 ( 木 ) 18:30-20:30 ＠九州経済調査協会　BIZCOLI　講師：矢原徹一、金本圭一朗

まさに「決断科学とは何か」をビジネスマンに訴えた。金本先生からサプ

ライチェーンで発生する環境負荷を企業が個々に捉える方法について、矢

原先生はそのような科学的な理解の仕方を現場で実践する「決断科学」に

ついて発表した。会場からは活発な質疑が投げかけられた。　

写真 3-1　会場では和紙ができる過程を原料から展示

写真 4-1　ボス自ら決断科学についてプレゼン

写真 3-2　前田さんと和紙

写真 4-2　金本先生
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5. いまできる防災の準備
2016 年 8 月 28 日 ( 日 ) 14:00-15:30 ＠ MUJI キャナルシティ博多店　講師：杉本めぐみ

2016 年 4 月 14 日、熊本地震が発生した。それから 4 ヶ月後の防災の日

に向けてイベントを設定した。福岡でもいつ震災が起こってもおかしくな

い事を地震科学で明らかにしつつ、日常的な防災への備えが発災時と避難

生活で有効であることを解説した。最後は MUJI の商品で防災レッスン。

6. 災害時の決断　〜その時、現場リーダーは何をするべきか。
2016 年 9 月 8 日 ( 木 ) 18:30-20:30 ＠九州経済調査協会　BIZCOLI　講師：杉本めぐみ

企業の震災に対する BCP（事業継続計画）の必要性と見直しについて訴

えた。震災時の企業活動の脆弱性、社内の避難判断・避難経路のルール作

りと訓練の必要性とその大きな効果、震災後の訴訟リスクについて事例を

交えて解説。会場には被災地に近い方もいた、高い関心に包まれる。　

写真 5-1　防災について活発な質疑があった

写真 6-1　熊本の被災状況に関する質疑もあった

写真 5-2　イベント前は被災地を写真で展示

写真 6-2　BCP について説明する杉本先生
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7. 自然に触れるフィールドワーク
2016 年 10 月 2 日 ( 日 ) 13:00-17:00 ＠九州大学　伊都キャンパス（MUJI）　講師：布施健吾

サイエンスカフェ部初のフィールドワークを実施した。伊都キャンパスの

生物多様性ゾーンで、参加者が思い思いに草木や昆虫・カエルや貝などを

手に取るフリーな健吾スタイルで実施。子供たちは大はしゃぎ、専門的な

知識も共有する。最後は MUJI のお菓子でピクニック。

8. ヒアリ防除ビジネス
2017 年 11 月 21 日 ( 火 ) 18:30-20:00 ＠九州経済調査協会　BIZCOLI　講師：村上貴弘

2017 年、日本社会を震撼させたヒアリ。村上先生は各地の港でヒアリ探

知に奔走していた。その最新の知見を周知しつつ、既に海外では甚大な経

済的損失になっていること、そして防除がビジネスになっている事例を紹

介。福岡における事業化を提案した。　

写真 7-1　道中見つけたものは 1 つ 1 つ解説する

写真 8-1　企業幹部らから活発な質疑があった

写真 7-2　伊都キャンパスの広いフィールド

写真 8-2　「ヒアリ防除ビジネス」
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9. 冬の自然に触れるフィールドワーク
2018 年 1 月 21 日 ( 日 ) 13:00-16:00 ＠九州大学　伊都キャンパス（MUJI）　講師：布施健吾

フィールドワークの第 2 回目、今回は冬版、目当ては冬ごもりをしてい

るアナグマやカエル、サンショウウオの卵である。冬ごもりしている動物

には出会えなかったが、カマキリやカエルの卵を発見、子供達は初見のよ

う、興味津々であった。真冬にも関わらず 3 日で満席の盛況ぶり。

10. ヒアリ防除システム構築に向けた勉強会
2018 年 1 月 23 日 ( 火 ) 16:30-18:00 ＠九州経済調査協会　BIZCOLI　講師：村上貴弘

2017 年 11 月に開催したイベント参加者のうち希望者に向けて勉強会を

開催した。ヒアリ防除のシステム創案に向けて、ヒアリ定着前・定着後・

国内パンデミックに分けて議論した。参加企業は土木、IT、保険、物流な

ど多様。　

写真 9-1　軽やかに木の実を取る布施先生

写真 10-1　ヒアリ自由討論

写真 9-2　虫かごはすぐにいっぱいになった

写真 10-2　多様な立場から意見が集まった
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11. 夜の自然に触れるフィールドワーク
2018 年 8 月 6 日 ( 月 ) 19:00-21:00 ＠九州大学　伊都キャンパス（MUJI）　講師：布施健吾

これまで実施してきたフィールドイベントを拡充する夜間開催。平日のイ

ベントは MUJI キャナルシティ博多でも例がなく、両者にとって初の試み

であった。自然な暗闇の世界から現代の暮らしの光について考え直す機会

となった。

12. 小学生でもわかる情報学！ 体験しながら暮らしを支える科学の仕組み

を学んでみよう
2018 年 8 月 28 日 ( 火 ) 15:00-16:30・17:30-19:00（2 回開催）　＠ MUJI キャナルシティ博多店　講師：池田大輔

情報学のトピック「フーリエ変換」のエッセンスを小学生に伝えるという

野心的なイベントを実施。単純な座学ではなく、日常に潜む周波数や波形、

情報学の知識を実例や体験ワークを用いて楽しみながら学んでもらった。

写真 11-1　夜の自然での発見に参加者も興味津々

写真 12-1　池田先生によるわかりやすい解説

写真 11-2　セミの羽化の瞬間に立ち会う

写真 12-2　体験ワークは大盛況
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13. 秋の自然に触れるフィールドワーク
2018 年 10 月 13 日 ( 土 ) 13:00-16:00 ＠九州大学　伊都キャンパス（MUJI）　講師：布施健吾

恒例となりつつある伊都キャンパスでの日中のフィールドワーク企画。サ

ポート教員によるシロアリの習性を用いた迷路ワークショップが即席で開

催されるなど、決断科学の多様な専門性を披露する場となった。

14. 九大創食倶楽部 「おいしさ、ゆたかさ、ありがたさ。」
2019 年 1 月 20 日 ( 日 ) 14:00-16:00 ＠ MUJI キャナルシティ博多店　講師：竹内太郎、駒山晃

四季の移り変わりを食を通じて楽しむこと、その暮らしの豊かさを伝えた。

食は消費者の関心が高く、イベントは非常に盛況であった。決断科学で芽

吹いたプロジェクトを外部へと繋げる本団体の役割を果たしたイベントで

もあった。

写真 13-1　森の中の道なき道へ挑戦

写真 14-1　プログラム OB の竹内さんが登壇

写真 13-2　シロアリの迷路づくりワークを実施

写真 14-2　出汁香るお吸い物の試食が振る舞われた
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15. 私達の服はどこから、どうやって 〜素材について考えてみよう〜
2019 年 1 月 26 日 ( 土 ) 10:30-12:00・14:00-15:30（2 回開催）　＠ MUJI キャナルシティ博多店

講師：須藤竜之介、池永照美

現役プログラム生が講師を務める初のイベントとなった。素材や織り方に

よる生地の違い、糸づくりを体験型ワークで楽しんでもらい、現代の消費

のあり方について疑問を投げかけた。1 年ぶりに店舗での展示イベントも

開催された。

16. 冬の夜の自然に触れるフィールドワーク
2019 年 2 月 5 日 ( 火 ) 19:00-21:00 ＠九州大学　伊都キャンパス（MUJI）　講師：布施健吾

夜のフィールドイベントの第 2 回目。この 3 年間の継続で、春夏秋冬と

昼夜を問わない本イベントの汎用性が示された。フィールドでの自然散策

が決断におけるひとつのコンテンツとして確立されたと思われる。

写真 15-1　現役プログラム生須藤さんによるワーク

写真 16-1　冬の夜の水辺を散策する様子

写真 15-2　企画展示を活用しながらの説明

写真 16-2　光をあてて水生生物の日常を覗く
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17. 自然と暮らす、自然に育てる　〜里山有機農家の取り組み〜
2019 年 3 月 2 日 ( 土 ) 13:00-14:30・15:30-17 :00（2 回開催）＠ MUJI キャナルシティ博多店　講師：長井拓馬

外部招聘者のみを講師とする初の試みである。有機農法や里山暮らしを

テーマに、本来の農作物のありかた、自然な暮らし、そして持続可能性に

ついて考える機会を提供した。これにより今年度のテーマである「移住食」

が完結した。

18. もっと自然に触れるフィールドワーク
2019 年 11 月 30 日 ( 土 ) 13:00-16:00 ＠九州大学　伊都キャンパス（MUJI）　講師：布施健吾

参加者は小学生〜 70 代の 20 名（満席）で 2 組のリピーターが参加して

いた。色づいた木の実の発見、水辺でのメダカやエビの観察、モグラのト

ンネル探しなど、各々が興味のまま自由に楽しんだ。老若男女問わずに需

要の高いイベントであることが実感できた。

写真 17-1　ゲスト講師のノウカナガイの長井さん

写真 18-1　水辺の生き物観察を楽しむ子どもたち

写真 17-2　参加者の関心が高く、多くの質問が挙がった

写真 18-2　モグラのトンネルを辿っていく
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　上記のとおり、サイエンスカフェでは食、生き物、防災、情報、そして

決断科学と様々な分野を扱っています。MUJI との連携イベントでは、親

子やお店を訪れる市民の方々を中心に、暮らしについて一緒に考えてきま

した。九州経済調査協会との連携イベントでは、ビジネスパーソンを中心

とした方々と共に、科学的・専門的知見にもとづく企業のあり方や新規ビ

ジネスに関して議論を深めてきました
2

。様々な方々といろんなイベント

をしてきましたが、その大きなテーマには「持続可能性」があったと思い

ます。

　「持続可能な社会づくり」というと、とても大きく難しいことのように

思います。しかし、それを実現するためには、まずは市民１人ひとりが自

分にできることを考えることが必要ではないでしょうか。このサイエンス

カフェでは、研究成果や決断科学の活動を共有し、対話する場をつくるこ

とで、市民１人ひとりが考えるきっかけとなる種をまいています。参加し

てくれた子どもが大きくなったときに、新しい道を切り拓いてくれるかも

しれません。同じ興味を持つ参加者たちが繋がって、新規ビジネスを立ち

上げるかもしれません。現に、参加者の方から「新しく面白いことが始ま

りそうです」と嬉しい言葉をいただいており、芽を出し始めているところ

もあります。

　決断科学に携わる人々は変わっていきます。けれど、こうした対話の場

づくりを今後も続けていくことで、誰でもサイエンスに参加できる社会を

作り続けていきたいと考えています。

2　ご協力いただいた（株）良品計画様と公益財団法人　九州経済調査協会様には厚く御礼申し上げます。
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回 年 月日 イベント名 講師 場所 ＃

1 2015 8月5日(水) ひと手間かける食 比良松道一 MUJI ＃食文化

2 〃 8月22日(土) 迷路からだんごむしを脱出させよう 村上貴弘 MUJI ＃生物学

3 〃 11月8日(日) 和紙がつなぐ人・森・暮らし 田中求

前田崇治

MUJI ＃林学＃和紙＃治山

4 〃 11月26日(木) 決断科学とは何か 矢原徹一

金本圭一朗

九経調 ＃経済学＃生態学

＃決断科学

5 2016 8月28日(日) いまできる防災の準備 杉本めぐみ MUJI ＃防災＃グッズ

6 〃 9月8日(木) 災害時の決断　〜その時、現場リーダーは何をするべきか。 杉本めぐみ 九経調 ＃BCP＃防災＃企業

7 〃 10月2日(日) 自然に触れるフィールドワーク 布施健吾 九州大学 ＃生物学

8 2017 11月21日(火) ヒアリ防除ビジネス 村上貴弘 九経調 ＃生物学＃ヒアリ

9 2018 1月21日(日) 冬の自然に触れるフィールドワーク 布施健吾 九州大学 ＃生物学

10 〃 1月23日(火) ヒアリ防除システム構築に向けた勉強会 村上貴弘 九経調 ＃ヒアリ＃企業リスク

11 〃 8月6日(月) 夜の自然に触れるフィールドワーク 布施健吾 九州大学 ＃生物学

12 〃 8月28日(火) 小学生でもわかる情報学！

体験しながら暮らしを支える科学の仕組みを学んでみよう

池田大輔 MUJI ＃情報学

13 〃 10月13日(土) 秋の自然に触れるフィールドワーク 布施健吾 九州大学 ＃生物学

14 2019 1月20日(日) 九大創食倶楽部 「おいしさ、ゆたかさ、ありがたさ。」 竹内太郎

駒山晃

MUJI ＃食文化

15 〃 1月26日(土) 私達の服はどこから、どうやって 〜素材について考えてみよう〜 須藤竜之介

池永照美

MUJI ＃工芸　＃繊維

16 〃 2月5日(火) 冬の夜の自然に触れるフィールドワーク 布施健吾 九州大学 ＃生物学

17 〃 3月2日(土) 自然と暮らす、自然に育てる　〜里山有機農家の取り組み〜 長井拓馬 MUJI ＃農業　＃里山

18 〃 11月30日（土） もっと自然に触れるフィールドワーク 布施健吾 九州大学 ＃生物学

※場所について、「MUJI」はMUJIキャナルシティ博多店OpenMUJIイベントスペース、「九経調」は九州経済調査協会BIZCOLIラウンジ、「九州大学」

は九州大学伊都キャンパス生物多様性ゾーン

表 1　サイエンスカフェ一覧

災害時の決断
その時、
現場リーダーは何をするべきか。

9/8（木）

第２回　決断科学セッション

Science
Cafe
Bu

参加費：  500 円　（学生無料）　（定員 40 名）

主催：  九州大学決断科学センター・（公財）九州経済調査協会

申し込み： 9 月 5 日（月）までにお申し込みください。

   裏面の項目をご記入の上、FAX(092-721-4908) 頂くか、

   当会 HP からもお申し込みいただけます。

    

工場 工場 工場

工場

工場施設 A 工場

2016 年 9 月 8 日

＠B I Z C O L I
講師：杉本めぐみ

熊本地震により、九州においても企業は震災に対する BCP（事業継続計画）の見直しを迫られてい

ます。東日本大震災と熊本地震で明らかになった BCP の盲点、災害時の内部統制（避難の判断、避

難経路などのルールづくり）、社員の家族からの訴訟リスクについて、具体的事例を交えて解説致

します。そこから危機に備えたこれからの現場リーダーが取るべき決断について考えていきます。

津波

津波

津波

問題：津波の到来が予想される状況で「施設Ａ」に勤務する場合、①と②のど

ちらを選択しますか？①避難のために「施設Ａ」から逃げる。②「施設Ａ」に

とどまる。＊回答については当セミナーにて解説致します

（九州大学決断科学センター助教）

（交流会含む）

福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

電気ビル共創館 3F

（木）18:30〜20:30

（ ）

(

7 11 1 1

ヒアリ防除システム構築に向けた勉強会

日時：2018 年 1 月 23 日（火）、16:30-18:00

場所：（公財）九州経済調査協会 BIZCOLI 会議室

講師：村上貴弘（九州大学決断科学センター准教授）

参加費：無料

主催：九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

後援：公益財団法人　九州経済調査協会

村上貴弘（むらかみ　たかひろ）：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（博士・地球環境科学）。1971 年

神奈川県生まれ。茨城大学理学部生物学科卒、北海道大学地球

環境科学研究科博士課程修了、京都大学・テキサス大学・カン

ザス大学で特別研究員、北海道教育大学で准教授を経て現職。25 年以上にわたり

アリの研究を行っている。2009 年から本格的にヒアリの研究を行っている。

ヒアリ防除システム構築にむけた勉強会の第2回目を開催いたします。
2 回目となる今回は、ヒアリ防除プロジェクト発足にむけて、防除に
ついてフェーズ（ヒアリ定着前・定着後・パンデミック）をおって具
体的に議論いたします。本講座を通して、ヒアリの生態への理解をさ
らに深め、探知システムのアイデアを構築し、実際に港湾・物流施設
で活用できるような成果物の創出をめざします。

1
23

写真 19　第３回ポスター 写真 20　第６回ポスター 写真 21　第８回ポスター 写真 22　第１０回ポスター
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髙田亜沙里　たかだ　あさり

須藤竜之介　すどう　りゅうのすけ

黒岩亜梨花　くろいわ　ありか

角玲緒那　すみ　れおな

1993 年福岡県生まれ。西南学院高等学校、九州大学農学部を経て現在に至る。専門は水文学。好きな植物はオ
オバコ。

1989 年東京都生まれ。埼玉県立川口北高等学校、明治学院大学、明治学院大学大学院を経て現在に至る。専門
は心理学。好きな植物はヤクカナワラビ。

1989 年福岡県生まれ。福岡県立八幡高等学校、九州大学理学部生物学科、九州大学大学院システム生命科学府
を経て現在に至る。専門は生態学。好きな植物はヘクソカズラ。

1985 年北海道生まれ。札幌市立高等専門学校、九州大学 21 世紀プログラム、九州大学大学院芸術工学府を経
て現在に至る。専門は建築史学・建築保存学。好きな植物はボウトラックル。

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 2 年

九州大学大学院システム生命科学府　一貫制博士課程 5 年

株式会社野生鳥獣対策連携センター

（株）建文・建築文化研究所
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背景

　本論考は 2016 年からはじまった自主的活動、通称「対馬トライアスロ

ン実行委員会」の活動の記録である。本自主的活動では、対馬における新

規イベントの創出を目指し、その実現可能性を検討するための試みが行わ

れてきた。本活動は正式には 2016 年度に「観光地における集客力の高い

地域イベントを考える」、2017 年度では「地域資源を取り入れた新たな

体験型イベントの考案および実現可能性の検討」という題目でプログラム

内の助成を受けて行われた。本活動は須藤竜之介と東隆康の 2 人によっ

て 2016 年から始められ、2017 年には久保裕貴、高田亜沙里、徳永翔太

の 3 人が加わった。

　本活動の発端となったのは統治モジュールの対馬実習であった。2016

年度、統治モジュールは実習の一環として上対馬高校の二年生の総合学習

授業の支援を行なった。具体的には、「島の宝プロジェクト」と呼ばれる

フィールドワーク等を通して地元上対馬の魅力や課題を探る総合学習のプ

ログラムが、九州大学、対馬市商工会上対馬支所、対馬市の協力のもと進

められた。この総合学習では、班ごとに決めたテーマをもとに調査・探求

活動を行う。高校生のフィールドワークや成果報告のサポートとして、各

班の活動に統治モジュールの教員・学生が同行した。

特集「決断科学を彩る自主的活動のあゆみ」

対馬でトライアスロンがしてみたい

須藤竜之介 認知神経科学
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　本活動の立案者である須藤と東は、この 2016 年度の授業で交流をテー

マとする班に同行し、そこで交流イベントの実行委員会や参加団体、レン

タルサイクルやフェリーターミナルのスタッフ等に国内外の交流事業につ

いてのヒアリングを行なった。その中でも特に印象深かったのが上対馬の

一大イベント国境マラソンであった。国境マラソンとは、「日本一過酷な

ハーフマラソン」の異名をもち、1,000 人以上の参加者が集まる競技イベ

ントである。国境の名称からも伺えるように韓国との交流をその目的の一

つとして始まったイベントであり、実際に韓国から多くの参加者が訪れ、

大会は 2019 年度で 23 回を迎えている。

　2016 年次の聞き取りから、国境マラソンは上対馬におけるビッグコン

テンツである一方で、参加者の多くが日帰りのため経済効果が小さい、イ

ベントを通して対馬の魅力を伝えきれておらずリピーターを十分に獲得で

きていない、競技型イベントゆえにイベントを通した交流が起こりにくい、

20 回を迎えてややイベントがマンネリ化してきている、といった課題も

あることがわかった。これらの聞き取りを通して、我々は国境マラソンを

発展させた一つの可能性としてトライアスロンイベントの開催を考えた。

　このアイディアに至った理由としては、対馬には多くの美しい海と浜辺

があり、急勾配の傾斜を有する公道などもあったため、トライアスロンは

対馬の資源を有効に活用できる競技と思われたからである。また、競技時

間が長くなるためスケジューリングによっては宿泊を前提としたパッケー

ジを組むことが可能であり、観光収益を向上させることが可能という点に

も着目した。この対馬実習での経験から着想を得て、対馬での新規イベン

トを考案することで地域のニーズに基づく課題の解決を目指す本自主的活

動が発足した。

これまでの活動

　2016 年度は「実際に対馬でトライアスロンを行うことはできるのか」

をテーマにその可能性を検証する活動を行なった。実際に自分たちで対馬

を訪問し、トライアスロンのコースになりうる海水浴場と公道の視察、試
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走等を行い、トライアスロンイベントのパッケージ化を試みた。もちろん

国境マラソンも走った（図 1）。この年の活動で明らかになったのは、対

馬におけるトライアスロンコースの設計は十分に可能であるということで

ある。その一方で、新規イベントの交通規制の申請の難しさや、ボランティ

アスタッフの確保をはじめとしたトライアスロンそのものではなく、イベ

ントの運営に関する多くの課題があることも明らかになった。

　そこで、上記の点を念頭に置いた対馬における実現可能性の高いトライ

アスロンのパッケージとして、我々はセルフ・トライアスロンシステムを

考案した（須藤・東，2017）。セルフ・トライアスロンシステムとは、既

存の水泳・自転車・マラソンに関するいずれかの競技型イベントに参加し、

トライアスロンに不足する種目を自主的に行うことで、結果的にトライア

スロンの遂行ができる方法である。このシステムを用いることで、公的な

トライアスロンイベントが開催されていない地域でも競技を実施できるこ

とから、競技を小規模かつ有志で開催する場合には非常に有効な方法であ

るといえる。

図 1　2016 年度国境マラソンに集う猛者たち。すべてはここからはじまった。
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　2017 年度は実際に上対馬で行われる国境マラソンと、上対馬から厳原

までを縦断する国境サイクリングの二つのイベントへの参加を通してセル

フ・トライアスロンシステムによるトライアスロンの実施を試みた。国境

マラソンでは、無事に競技時間中にすべての種目を終了し、同日のフェリー

を利用することも可能であったことから、コンパクトなスケジュールで実

施ができ実現可能性が高いと思われる。一方、国境サイクリングでは開催

時期が秋のため水温の問題でスイムが実施できなかった。しかしながら、

バイク・マラソンについては完遂することができたため、トライアスロン

コースの設計としては問題がないものと思われる。この実践によって上対

馬エリアで完結したコース、上対馬から厳原を縦断するコースなど、複数

のコースを立案することができた。とりわけ国境マラソンとのパッケー

ジはすでに開催されているイベントの延長になるので、交通規制やボラン

ディアの問題も新規に行うより比較的小さく、実現可能性が高いものと思

われる。

　2 年目の活動によって島内でトライアスロンイベントを行うことの実現

可能性や問題の多くは検討されたものの、その一方で他の地域とのイベン

トの差別化の課題が残された。対馬をはじめとする長崎の離島では、すで

に五島がトライアスロンを開催しており、壱岐ではロードレースが開催さ

れている。そのため、参加者が他の地域ではなく対馬にトライアスロンを

しにくる理由となるような魅力が必要である。そこで、対馬独自の文化を

競技種目として活用する案を着想し、ご当地トライアスロンの開発を試み

た。

　具体的には、対馬の伝統的な船の一つである櫓舟を用いた競争「舟グ

ロー」と、対馬を中心に飼育されてきた日本在来馬の一種「対州馬」の活

用である。トライアスロンの種目でスイムの部分を舟グローに、バイクの

部分を対州馬に変えることで、競技を対馬のご当地トライアスロンへと

アップデートする。我々はこれをツシマスロンと名付けた。この地域の文

化資源を活用して新たなイベントを創出する試みは外部からも評価され、

対馬市学術研究等奨励事業補助の採択に至っている。これにより実践活動

に加えて研究活動としてもこのプロジェクトを進めることが可能となり、
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実際に舟グローの保存会や対州馬の関係者への聞き取り調査を行い、その

実現可能性を検討することができた。

　これらの文化資源は近年では活用の頻度が激減しており、今後の存続に

ついて関係者は少なからず危機感を抱いていた。舟グローはかつて島内の

各地区で大会が行われていたが、現在は全島で年に二回のみしか行われて

いない。対州馬もかつての農耕や物資運搬での利用がなくなったこともあ

り、島内の頭数がかなり少ない状態になっている。本活動が提案するイベ

ントは、こうした衰退の危機にある文化資源に対して持続可能性の向上に

貢献する一つのモデルになりうるものといえるだろう。実現に向けた運営

上の課題は残されているが、競技そのものとしてはある程度の意義と実現

可能性を備えたものをデザインすることができたと思われる。

　2018 年度以降も本活動は有志でトライアスロン実現に向けた実践を継

続している。2018 年には実際に上対馬での舟グロー大会への参加や対州

馬の試乗等を通した調査を行なった。また、2019 年現在も国境マラソン

に参加し続けている。こうした実践活動と並行してこれまでの蓄積を活か

した研究活動も展開しはじめている。特に 2018 年度も対馬市の研究助成

に採択されたことで、地域行事および文化の持続可能性やその地域への貢

献に関する研究としてこれまで以上に活動規模の広がりをみせている。そ

の延長として 2019 年度には研究調査のための自主的活動予算を獲得し、

地域住民が抱く一般的な行事観とは何か、そして地域行事は現代社会に本

当に必要であるのか、という野心的なテーマの研究にも挑戦している。し

かし、当初の目的であったイベントの実装については提案から先に進めて

いない状態であり、今後の大きな課題となっている。

展望

　本論考では、対馬でのトライアスロンイベント開催を目指した自主的活

動のこれまでのあゆみを振り返った。本活動は、モジュールでの実習を通

して発見された課題をより深掘りしていくことで一つの解決方法の提案を

行なっており、ボトムアップ型のプロジェクトといえるだろう。毎年継続
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して活動を積み上げていき、これまでのつながりを活かしながらプロジェ

クトを段階ごとに発展させている点が本活動の特色である。また、外部助

成の獲得など、プログラム外からの評価を得ていることも強みである。特

に 2017 年度から 2 年に渡り外部助成を得たことで、プログラム予算に依

存しない自立した活動を展開している本活動の持続可能性の高さは、他の

自主的活動にはみられない点である。加えて、本自主的活は成果発信とし

て毎年対馬学フォーラムでの学会発表を行なっており（須藤・東，2016，

2017；須藤・城田，2018，2019）、2017 年度のフォーラムでは大会優

秀賞を獲得するなど、地域住民からの関心や期待も大きい。

　実践に基づく提案から先に展開できていない現状には不満がある。しか

しながら、数年に渡り一つの目的のもと現場での実践を続けてきた本活動

の取り組みは、決断科学プログラムが目指す現場での問題解決の実装のた

めの示唆に富むものだと確信している。もちろん、今後も本活動は継続し

ていくので、さらなる発展と活躍にご期待いただきたい。

　あなたも一緒に走りませんか？

謝辞

　本活動の実践にあたって、顧問として活動の全面的なサポートをしてく

ださった統治モジュール教員の花松泰倫先生（現 九州国際大学）に感謝

申し上げます。また、調査先への取り次ぎ等、対馬での活動をサポートく

ださった対馬市しまづくり推進部しまの力創生課の前田剛氏、城田智広氏

（現 慶應義塾大学大学院）に感謝申し上げます。本活動の一部は、2018

年度および 2017 年度対馬市学術研究等奨励事業補助の助成を受けて実施

されました。



29

参考文献

・須藤・城田（2019）　対馬における行事の類型化の試み—運営形態と機能性の観点から—，対馬学フォーラム 2019 プ

ログラム・発表要旨集，44．

・須藤・城田（2018）　地域イベントは私たちの暮らしにどのように役立っているのか？—地域行事の類型化と機能性の

検討に向けて—，対馬学フォーラム 2018 プログラム・発表要旨集，51．

・須藤・東（2017）　対馬でトライアスロンはできるのか？　ーセルフ・トライアスロンシステムを用いたご当地トライ

アスロンイベントの提案ー，対馬学フォーラム 2017 プログラム・発表要旨集，56．

・須藤・東（2016）　対馬トライアスロンへの挑戦　～伝説の第 0 回を目指して～，対馬学フォーラム 2016 プログラム・

発表要旨集，66．

須藤竜之介　すどう　りゅうのすけ

持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム　健康・統治・環境モジュール。1989 年東京都生まれ。実は
0 歳から水泳に通い、小学校時代にはトライアスロンスクールへ通っていたことがある。人生、何が役に立つ
かはわからないもの。

九州大学大学院システム生命科学府　一貫制博士課程 5 年



30

　本稿は九州大学の博士課程教育リーディングプログラム「持続可能な社

会を拓く決断科学大学院プログラム」における学生の自主的研究・教育活

動のひとつであった「屋久鹿の集い」の記録である。屋久鹿の集いの主な

活動のひとつは、九州大学の大学祭「九大祭」において屋久島のヤクシカ

を用いた料理を提供する模擬店を開き、ジビエ料理、およびヤクシカ肉の

普及を促すことだ。それらの活動に至った経緯、また活動の結果を今後の

資料としてまとめる。

　はじめに、屋久鹿の集いが起こった経緯について記す。そのためにどの

ようにしてヤクシカ料理に出会ったか、ということについて振り返る。

　決断科学プログラムは 2013 年度にリーディングプログラムとして採択

され、2013 年 10 月から試行プログラムとして活動を開始した。プログ

ラムコーディネータ―の矢原徹一先生（九州大学理学研究院・教授、持続

可能な社会のための決断科学センター・センター長）が以前より研究フィー

ルドのひとつとして調査、研究を続けていたのが、屋久島だ。

　屋久島は鹿児島県熊毛郡屋久島町に属する、九州本島最南端の鹿児島

県大隈半島佐多岬から南に 60km ほどにある島である。九州大学・持続

可能な社会のための決断科学センターがある福岡からは飛行機で 1 時間、

もしくは新幹線とフェリーや高速船を乗り継げば 6 時間程度で訪れるこ

特集「決断科学を彩る自主的活動のあゆみ」

屋久鹿の集い
野生鳥獣と狩猟、そしてジビエ

久保裕貴 数理生物学
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とができる。

　屋久島はそれが持つユニークな生態系を評価され、1993 年にユネスコ

の世界自然遺産に登録されている。

　決断科学プログラム環境モジュールでは、試行プログラムからプログラ

ム黎明期にとくに頻繁に屋久島へ訪れていた。

　決断科学プログラムとしてはじめて屋久島を訪ねたのは、2014 年 1 月

11 日から 13 日にかけて行われた決断科学プログラム第 1 回組織研修ワー

クショップにおいてである。筆者にとってもはじめての屋久島訪問であっ

た。その際、ヤクスギランドや西部林道を周り、メディアを通してしか知

らなかった屋久島の植生に実際に触れることができた。とくに、世界自然

遺産登録区域の西部林道では、道路付近のたくさんのヤクシカやヤクザル

がおり、車が近づいても逃げる様子もない、といったような行動がよく観

察された。世界自然遺産区域はヤクシカの密度が大きいため植生への食害

がとくに著しい。西部林道やヤクスギランドなど屋久島の各地には、シカ

が侵入できないようにシカ柵と呼ばれる柵によって囲まれ、植生の復帰過

程や自然状態との比較調査が行われている区画がある。筆者がシカ柵の周

りを視察した際には、柵の内側は下層植物が繁茂していたが、対して柵の

外側ではヤクシカにより植物のほとんどが食べられ広い範囲で地面が露出

している、というほどの明確な違いが見られた。

　野生動物の保護対策が図られたことによる個体数の増加にともない、

人と野生動物のコンフリクトが生じやすくなってきている（Messmer, 

2000）。野生生物による農作物や木材への被害だけでなく、人の病因や

死因に関するリスクの増大も問題視されてきた（Conover et al., 1995）。

日本においてもイノシシやシカによる農業などへの被害が目立ちはじめ、

人々とのコンフリクトを増加させている（Ueda et al., 2003; Honda and 

Sugita, 2007）。屋久島における人と野生生物のコンフリクトとして代表

的なものとしてヤクシカによる農業や生物多様性への被害が報告されてい

る（Takatsuki, 2009）。
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　環境モジュールは屋久島の鹿害に纏わる調査や実習をプログラム開始当

時から続けており、その際に大きな助力を得ているのがヤクニク屋（屋久

島町宮之浦）である。ヤクニク屋は食肉処理業の許可を受け、屋久島にお

ける狩猟鹿肉の加工及び販売を行っている。筆者がヤクニク屋にはじめて

訪れたのは、2014 年 10 月 23 日から 28 日にかけて参加した環境モジュー

ル屋久島 2014 年度秋実習においてだった。その際、ヤクニク屋にて聞き

取りや捕獲されたヤクシカの解体などを見学させていただいた。

　野生生物個体数の制御は概して二つの方策：死亡率を上げるか、繁殖力

を下げるか、に分けられる。死亡率を上げることによる制御において、毒

や罠、銃による直接的な駆除のほか、病原菌などを利用した間接的な駆

除方法がある（Fryxell et al., 2014）。死亡率を上げることによる制御効果

については、Veitch and Clout（2002）に豊富な事例がある。屋久島にお

いても 2010 年に屋久島町が有害鳥獣駆除策としてシカ捕獲報奨金を導入

し、猟師によるヤクシカの捕獲を促してきた。以降、シカ捕獲個体数は

年々増加し、林野庁によると 2014 年、2015 年の捕獲個体数は 5,000 頭

を超えている。この有害鳥獣駆除によって捕獲されたヤクシカを有効利用

できないか、という機運が高まり上屋久猟友会の牧瀬一郎氏が中心となっ

て 2014 年 10 月 29 日にヤクニク屋を開業した。

　ヤクシカの解体・精肉実習を通してヤクシカ肉に触れる中で、筆者はヤ

クシカ料理への関心を強めていった。屋久島町の住民への聞き取りでは、

ヤクシカ肉は従来、焼肉や味噌煮込みなど簡易に作ることができるような

料理として食べられていたという話によく出会った。これはヤクシカ肉が

猟師からの譲渡によってのみ島内に出回っており、家庭料理として利用さ

れていたことによるものだろうと考えられる。ヤクニク屋が開業されたこ

とでヤクシカ肉を流通させることが法的に問題なくなり、島のイタリア料

理店であるイルマーレ（屋久島町小瀬田）ではヤクシカのピザなどが、屋

久島の情報誌「屋久島ヒトメクリ．」の発行元であるヒトメクリ．（屋久島

町宮之浦）ではヤクシカのハンバーグやヤクシカのタイ風ラーメンが提供



33

されている。このような経験を通して筆者はヤクシカ料理、さらにはジビ

エへの興味をなにかしらの形にしたい、という気持ちを強くしていった。

 

　つぎに屋久鹿の集いの実施結果を見てみよう。

　第 1 回屋久鹿の集いは第 68 回九大祭（2015 年 11 月 21 日、22 日開催）

において出店された。提供料理は、ヤクシカミンチ肉を用いた、ヤクシカ

ラーメン、ヤクシカ水餃子、ヤクシカ焼きおにぎりの三種で、価格はいず

れも 200 円。総支出は 101,564 円で、その内訳は参加費 18,000 円、設

備費 44,933 円、材料費 38,631 円（うちヤクシカ肉 19,116 円）であった。

総売上は 87,200 円で、すなわち総売上数は 436、内訳はヤクシカラーメ

ン 151、ヤクシカ水餃子 197、ヤクシカ焼きおにぎり 88 であった。総支

出と総売上の差額はマイナス 14,364 円となった。やくヤクシカじか Vol. 

1 にある第１回屋久鹿の集い報告（久保ら , 2017）によると、来店した

人たちに屋久島やヤクシカを取り巻く状況の紹介、ヤクシカ肉を使った料

理の模擬店を出すことになった経緯を話し興味を持ってもらうことが購買

につながり、「このように、消費者が商品の背景にある価値を感じ、その

商品を選ぶという選択をしてもらえるかが、ヤクシカ肉などの利用を進め

るための手がかりになるのではないかと考えています。」と、つぎの集い

の方向性の萌芽が書かれている。

　第 2 回屋久鹿の集いは第 70 回九大祭（2017 年 10 月 7 日、8 日開催）

において出店された。提供料理は、ヤクシカリブを用いたヤクシカスー

プ 300 円、加賀野菜の打木赤川皮甘栗かぼちゃと吾郎島金時のコロッ

ケ 200 円、屋久島町宮之浦の一湊珈琲焙煎所（2017 年当時、屋久島町

一湊に所在）のコーヒー豆で淹れるコーヒー 100 円、村上貴弘先生（九

州大学決断科学センター・准教授）提供のハキリアリのロースト 100 円

であった。総支出は 120,995 円で、その内訳は参加費 22,000 円、設備

費 46,099 円、材料費 54,896 円（うちヤクシカ肉 22,026 円）であった。

総売上は 54,600 円で、それぞれの料理のおおよその売上数は、ヤクシカ
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スープ 116、加賀野菜のコロッケ 58、コーヒー 14、ハキリアリのロース

ト 47 であった（正確な計数ができていないので、合計しても総売上の値

にならない）。総支出と総売上の差額はマイナス 66,395 円となった。や

くヤクシカじか Vol. 2 にある第 2 回屋久鹿の集い報告（久保 , 2018）に

よると、売上減退の理由として、九大祭の開催日が例年より一ヶ月ほど早

まったことで日中の気温が高く、スープの需要があまり多くなかったこと、

また、仕込みに時間がかかったことによる販売時間の短縮が挙げられてい

る。また、第 2 回屋久鹿の集いでは、ヤクシカ肉の嗜好傾向について屋

久鹿の集い来店者、とくにヤクシカスープ実食者に対してアンケート用紙

を用いて調査を実施した。その結果、アンケート回答合計数 82 名のうち、

ジビエについての印象は重複回答ありで「珍しい食べもの」が 54 名、「お

いしい」43 名、「好き」32 名といったように好意的な回答が多く、一方で、

扱いにくい」15 名、というようにジビエ料理の敷居の高さを感じている

人も多いようだ。レシピを広めたり、加工を扱いやすく工夫したりするこ

とで、ジビエ料理の普及の糸口を掴むことができるかもしれない（御田ら , 

2018）。

　第 3 回屋久鹿の集いは第 71 回九大祭（2018 年 10 月 7 日）において

出店された。提供料理は、第 2 回に引き続きヤクシカリブを用いたヤク

シカスープ 300 円、ヤクシカミンチ肉を用いたヤクシカ焼き餃子 300 円、

ハキリアリのロースト 100 円であった。総支出は 52,964 円で、うち参

加費 18,000 円、ヤクシカ肉 18,626 円であった。総売上は 53,700 円で

あり、総支出と総売上の差額はプラス 736 円であった（宋 , 2019）。やく

ヤクシカじか Vol. 3 にある第 3 回屋久鹿の集い報告（宋 , 2019）によると、

天候不良による九大祭が一日中止になるという事態に遭いながらも、設備

の再利用やメニューのシンプル化によって支出を絞ったことで、屋久鹿の

集いの悲願であった黒字を達成することができた、と記されている。

　第 4 回屋久鹿の集いは第 72 回九大祭（2019 年 10 月 12 日、13 日）

において出店される予定だったが、同年の台風 19 号の直撃の影響により、
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九大祭の全企画が中止となった。当初、運営人員不足により出店が危ぶま

れたが、九州大学狩猟研究会の全面的な協力を得て出店が決まり、評判の

よかったヤクシカ餃子の提供のため準備を進めていた。実行委員会の英

断を讃えつつ、この年が決断科学プログラムとしての最後の屋久鹿の集い

だったであろうことを考えると残念に思う。

　決断科学プログラム、とくに環境モジュールでは、屋久鹿の集いのほか

にも野生動物についての調査や研究をおこなっている。屋久島でのヤクシ

カや九州大学伊都地区でのイノシシへの理解や対策を考えるため、プログ

ラム学生および教員が狩猟免許取得を目指す講座の開講、九州大学狩猟研

究会と共同で、元岡小学校で毎年開かれる「元岡豊年まつり」でのヤクシ

カおよびイノシシ料理の模擬店出店、細谷忠嗣先生（九州大学決断科学セ

ンター・准教授）が参画する Wild Meet Zoo の環境エンリッチメント活

動への協力といった多くの場で実践的な取り組みを進めている。

　最後に、この場を借りて屋久鹿の集いに協力いただいた、決断科学プロ

グラム学生、教員、ヤクニク屋をはじめとする屋久島で出会った方々、九

州大学狩猟研究会、九大祭実行委員会のみなさんに感謝します。
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　九大創食倶楽部は、2016 年 10 月にフロントマンの竹内とディレクター

の須藤で立ち上げた、食を通してちょっと豊かな生活を提案する団体です。

学生だけでなく、一般参加者も巻き込みながら様々な企画を行うことを目

的として、まずは「miso-UNIVERSE」というみそ造りイベントと「おい

しいはなし」という対談イベントを企画し、そこで出来た人のつながりを

大切にしながら活動を続けています。

　学生スタッフは現在 20 名所属しており、主に比良松准教授の「自炊塾」

や「決断科学への招待」という学部生向けの授業を受講した学生で構成さ

れています。分野は様々で、文学部や農学部、医学部など文理横断で楽し

い交流も生まれています。

　始めて約 3 年ちょっとの活動ですが、食べ物に関わる人やその周りの

道具を扱う人、靴下メーカーや日本画家さんまでも応援してくれる団体に

成長しました（図 1）。さらに、九大ロバートファン / アントレナーシップ・

センター（QREC）からの助成も頂き、オリジナルブレンドコーヒーや乾

物の製造、ポタリーの開設などに向けて、日々アイディアを練っていると

ころです。

　わたくしたちが特に大切にしているのが「おいしいはなし」というイベ

ントで、その目的は「①生産者と消費者が出会う場をつくる、②生産者同

士が出会う場をつくる、③学生に「仕事とは何か」を考えてもらう場をつ

特集「決断科学を彩る自主的活動のあゆみ」

「おいしい、ひとつなぎ。」

竹内太郎 沖縄近代思想史
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くる、④来場者の明日からの生活が「ちょっとだけ」豊かになるための場

をつくる」といったものです（図 2、3）。

　創食倶楽部のパンフレットに載せた「おいしいはなし」の想いがあるの

で、以下に引用します。

　　第一回目のゲスト「わた惣」さんのお店のコピーに「どこにでも

ある、どこにでもない」があります。この企画は、一見私たちの身の

回りに当たり前にある食べ物や料理が、作っている人の顔を見て話を

聞くことで「どこにでもない」特別なものになるようなきっかけづく

りになっています。

　　さらにそれは、消費者の気づきだけでなく、「おいしいはなし」

を通して、生産者同士の新しい観点や関係性が次々と生まれています。

すずき味噌店（白鷹町）

tre tre（仁淀川町）

竹下和男さん

土井善晴さん

佐伯市役所（佐伯市） 
coffee5（佐伯市） 
第三金波（佐伯市）

出水天恵海苔（出水市）

わた惣（飯塚市） 
寒北斗酒造（嘉麻市） 
友野ぶどう園（田川市） 
雪文（北九州市） 
タイガーミルク（北九州市） 
カカポン（北九州市） 
ハリマヤ（北九州市） 
和菓子このわ（宗像市） 
竹松農園（宗像市） 
ことり農園（筑紫野市） 
うきはの山茶（うきは市） 
ゆむたファーム（うきは市） 
長尾製麺（うきは市） 
一汁一菜みその葉（福岡市） 
Flower Tea +Cafe（福岡市） 
TAISHO COFFEE ROASTERS（糸島市） 
上鶴窯（東峰村）

創食倶楽部のおいしい関係図

コープさっぽろ（札幌市）

野見山恵里さん（横浜市）
Ponte de pie!（大和高田市）

職人.com（京都市）金守製油所（熊本市）

図 1　おいしい関係図
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図 1　これまでの「おいしいはなし」のパネル
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図３　和菓子屋の大将による大福作りの実演
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私たちは、生産者の方々が寝る間も惜しんで考え、悩み、失敗を繰り

返しつつもまたチャレンジする姿勢を彼らの笑顔や言葉、人柄の裏か

ら読み取ります。作っている人の姿が見えた瞬間から、「食べる」と

いう日常の何気ない行動が鮮やかで豊かな時間に変わってきます。

　　決して押し付けがましくならないように、堅苦しくならないよう

に、まずは「おいしい」、「きれい」という感覚を、その場の皆様と共

有することができればよいと考えています。

　　自然が人を生かし、また人が自然を活かす。

　「おいしいはなし」は「食」を通して、人間について学ぶ機会になっ

ているとつくづく感じます。

　「おいしいはなし」には裏がある。その「裏」を知ることで、私た

ちの生活が「ちょっとだけ」豊かになる。慌ただしい現代社会にそう

いう時間があるだけで、心に少しの余裕や幅が出てくると信じてやみ

ません。

　実際にわたくしたちが食べているものを作ったり、卸売りしている人の

顔をどれだけ知っているでしょうか。ほとんど知らないことがほとんどで

はないかと思うのです。わたくしもこの活動を始める前までは、お米ぐら

いでした。それが今では「おいしいはなし」に関わるようになって、乾物

やアイスクリーム、お茶、コーヒー、海苔や野菜、そして食器まで、日常

で口にするものを作っている人の顔や声、苦労を思い出しながら頂いてい

ます（図 4）。ひとつひとつ味わうことは「小さなしあわせ」ですが、そ

れに囲まれる生活は間違いなく「大きなしあわせ」です。

　「おいしいはなし」の魅力のひとつにその時のゲストの作ったものを仲

間たちが自分の得意な方法で盛り上げてくれます。例えば、有機農家の方

がゲストの時には、そのアスパラガスを使ったアイスクリームやお茶、チョ

コレート屋さんがゲストの時は、和菓子屋さんが自家製の餡子を提供して

くださり、それがショコラになったりしました。わたくしたちが直接関わ

る企画の裏側で、作り手同士が自由に盛り上がって新しい「おいしい」を

生み出していくという動きは、この団体を立ち上げた当初は想像もしてい
図３　和菓子屋の大将による大福作りの実演
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ませんでした。それはとても嬉しいことだと思います。

　この先も「おいしいはなし」を軸に活動を続けていけたらいいのですが、

お客さんに飽きられないようにするための仕掛けを常に考えていかなけれ

ばいけません。そして、考えてもわからないときには、まず動いてみるこ

とだと思います。人が一生懸命動く姿には、少なからず応援してくれる人

がいるはずです。これまでも、いろんな人の助け無しでは、この活動は成

り立ちませんでした。創食倶楽部は結局、「食」を考える集団でありながら、

人の営みや「心」に丁寧に寄り添う人びとでありたいものです。

　メンバーの学部生にもとても期待しています。ある程度の常識や気遣い

があれば、そのほかの能力は経験を通して備わってくるものだと思います。

今の若い世代は、わたくしたちよりもたくさんのイノベーションに触れ、

素早く動くことができます。そして九大の学生は比較的「頭の良い」学生

たちです。しかし、わたくしたちのような活動に求められるのは「秀才」

ではなく「天才」です。それは「天賦の才」というより「個性」や「セン

ス」を磨く努力をすることで成し得るものです。そのときに恐いのは「固

定観念」や「決めつけ」です。例えばブランドの名前や行列のできるお店

に「本物」を求めるのではなく、それこそ「人の想い」や「心」の通った

「本物」に丁寧に目を向けることで、「個性」や「センス」は間違いなく磨

かれることでしょう。

　「好きだから、あげる。」（1981 年）という有名な広告コピーがあります。

中畑貴志さんが書いたマルイのコピーです。良くも悪くも、結局人が動く

原動力になるのは「好きか嫌いか」だと思います。「おいしい」「心地よい」「し

あわせ」は遠からず「好き」につながる感覚です。人に関しては「笑顔が

好き」「言葉が好き」「雰囲気が好き」…たくさんあるでしょう。

　丁寧に人の言葉を捉えながら、「好き」という直感も大切にする。その

バランスを上手く保つことで、これまで出来た関係は変わらずさらに楽し

いことをしていけるはずです。そして新しい「おいしい関係」も生まれる

ことでしょう。その喜びを感じ、人に伝えていくことで、周りの人々が少

しずつ豊かな気持ちになっていけるように、この先もできることをしてい

きたいと、そう思います。
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図４　顔の見える関係

竹内太郎　たけうち　たろう

1988 年、福岡県山田市（現・嘉麻市）に生まれる。2013 年 3 月、熊本大学大学院社会文化科学研究科修了（修
士・文学）。21 歳のとき、不摂生から体調を崩したことをきっかけに料理をはじめる。近代日本思想史を研究
する傍ら、食文化の伝承に関する調査の助手や「食」のまわりについて考える学生団体「創食倶楽部」の代表
をつとめる。好きな食べ物は、おろし蕎麦と湯豆腐。

九州大学大学院地球社会統合科学府博士後期課程
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Abstract

Introduction: New methods and tools in healthcare sector are growing 

gradually due to the continuing innovation in medicine and technolo-

gies. Health care technology system adoption varies among health care 

professionals (doctors, nurses), patients, and potential users. Therefore, 

for increasing number of technologies in the health care field, the use of 

technology acceptance model is needed to guide implementation process 

across health care contexts and user groups. Therefore, understanding and 

creating the conditions under which information system will be grasped 

by human remains a high priority research issue of information systems 

research and practice. Moreover, due to the scarcity of medical infrastruc-

ture including doctors and hospitals, remote healthcare services by using 

advanced Information and Communication Technology (ICT) is getting 

popular around the world. Due to potential benefits and the various 

eHealth initiatives in place, many recent studies have been done to en-

hance acceptance of eHealth services by all citizens.

Objective: Therefore, the purpose of this review is to systematically re-

view all published studies on investigating the users’ adoption of eHealth 

to summarize results of previous studies and to show future direction for 

further research. This study reviews all published research on acceptance 

model in e-health. 

Method: This study conducted a systematic search of the web of science 

database and google scholar to collect studies about the adoption of 

eHealth technology. The author selected 19 articles to review. This litera-

ture review is conducted to identify currently available eHealth adoption 

framework. 

Conclusion: The result showed that understanding and creating the condi-

tions under which information system will be grasped by human is a high 

priority research issue of information systems research and practice. Based 
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on the identified adoption factors in different eHealth technological con-

text, it is suggested that the common investigated factors in the previous 

studies for each technological context and user group, need to be tested 

empirically in real settings. The confirmed factors are then recommended 

for apply as a basic model in each technological context and user group. 

Originality: This study inform scope for future research by identifying 

gaps in literature in this field. To our knowledge this is the first study to 

systematically review to identify influencing factors, and future directions 

of adoption of ICT based health services.

Key words: eHealth adoption model, User acceptance of eHealth, User ac-

ceptance model of eHealth

Introduction

    New methods and tools in healthcare sector is growing gradually due to 

the continuing innovation in medicine and technologies [1]. Remote health 

care systems such as e-health, m-health, telemedicine, tele-monitoring, 

electronic health records, and hospital information systems, are getting 

consideration due to the speedy advancement in Information and Com-

munication Technology (ICT) worldwide [2]. Healthcare technology adop-

tion varies among health care professionals (doctors, nurses) and patients 

[3]. User groups involved in the most of the studies to assess acceptance 

of ICT application in health-sector are nurses followed by physicians and 

patients [4]. Information Technology Acceptance research has developed 

many models, each with different sets of acceptance determinants. There-

fore, for increasing number of technologies in the health care field, the 

use of technology acceptance model is needed to guide implementation 

process across health care contexts and user groups [4]. By testing an in-

formation technology acceptance model, it is possible to determine what 
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is more valued by users when it comes to deciding whether to adopt the 

system or not. The model could help managers to understand the deter-

minants of acceptance of new technology in order to proactively design 

intervention for users those less inclined to adopt and use new system/

technology. Therefore, the purpose of this study is to systematically review 

all published studies on investigating the users’ adoption of eHealth to 

summarize results of previous studies and to show future direction for 

further researches. This study reviews a number of published researches 

on acceptance model of e-health. To our knowledge this is the first study 

to systematically review to identify reasons, influencing factors, and future 

directions of adoption of ICT based health services. 

    Therefore, understanding and creating the conditions under which 

information system will be grasped by human remains a high priority re-

search issue of information systems research and practice. Moreover, due 

to the scarcity of medical infrastructure including doctors and hospitals, 

remote healthcare services by using advanced Information and Commu-

nication Technology (ICT) is getting popular around the world. Due to 

potential benefits and the various eHealth initiatives in place, many recent 

studies have been done to enhance acceptance of eHealth services by all 

citizens. Therefore, the purpose of this review is to systematically review 

all published studies on investigating the user’s adoption of eHealth to 

summarize results of previous studies and to show future direction for 

further researches. This study reviews all published research on accep-

tance model in eHealth.

Methodology

    This study conducted a systematic search in the web of science data-

base and google scholar to collect studies about the adoption of ICT based 

Health care services. There are 192 ‘eHealth acceptance’ studies and 91 
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‘users’ (doctors, nurses, patients) acceptance of eHealth’ were found and 

among them 19 ‘eHealth users’ adoption model’ are selected (Fig. 1). Based 

on the identified adoption factors in different eHealth technological con-

texts, it is suggested that the common investigated factors in the previous 

studies for each technological context and user group, need to be tested 

empirically in real settings. The confirmed factors are then recommended 

for apply as a basic model in each technological context and user group.

 

Results and Discussion

    The result showed that understanding and creating the conditions un-

der which information system will be grasped by human is a high priority 

research issue of information systems research and practice. This review 

showed that most of the adoption of ICT based health services were stud-

ied in developed countries like European countries, USA, Canada, and 

Australia etc. The commonly identified predictive factors were perceived 

usefulness, social influence, past experience, self- perception, and per-

ceived effort expectancy. Perceived usefulness is defined as the degree to 

which a person believes that using a particular technology would enhance 

Figure 1  Study selection process



49

his or her job performance [5, 6]. Social influence is the extent to which 

consumers realized that others, who are important to them, believe that 

they should use a specific technology [7]. Past experience means experi-

ence of using the service before. Perceived self-efficacy is defined as the 

judgment of one’s ability to use technology to accomplish a particular job 

or task [8, 9]. Perceived effort expectancy or perceived ease of use means 

"the degree to which a person believes that using a particular system 

would be free of effort” [5]. Separate studies determined different R-square 

values for different user groups, different predictive factors. R-square 

means how much percentage of the variance in use or adoption of the 

system the model can explain. Therefore, future studies need to overcome 

limitations of existing studies by including large sample size, more factors, 

more geographic areas, and by using longitudinal survey. This study pin-

pointed the scope for future research by identifying gaps in literature in 

this field. To our knowledge this is the first study to systematically review 

to identify reasons, influencing factors, and future directions of adoption 

of ICT based health services. Table 1. describes the influencing factors and 

directions for future research cataloged after review work. 

 

Conclusion

   In order to increase users’ acceptance or generalizability of the model fu-

ture studies should use other developing countries. More detailed research 

is required to enhance the utility of the theoretical framework as a success 

predictive tool. So, this research suggested to make the model generalize, 

should include different locations, different user groups, and also recom-

mended some potential antecedents such as healthcare awareness, tradi-

tion, and socio-economic status. 
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Table 1 Influencing factors of eHealth adoption and directions for future researches
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　製造業と共に産業や経済が発展してきた先進国では、働く上で肉体に影

響を与える有害な化学物質や、肉体の酷使に着目した生物学的な面へのア

プローチによる研究がなされてきた（Maidment 1998; Parenmark et al. 

1993; Kerr 1947）。しかし近年では、先進国においてサービス業や管理、

販売など第三次産業に就業する人々の割合が増えている。それとともに、

健康問題は物質的に受ける影響から、「働き方」から受ける影響へと視点

が広がっていった。たとえば、職務の性質や職場環境、労働時間、賃金や

働く上での幸福感などである。これら職業には接客や販売から看護職、救

急救命士、社会福祉従事者などの医療サービス従事者と幅広く該当する

が、総じて対人的側面を有し、感情労働という要因が含まれる。これらの

職業は、肉体的にも精神的にもストレスにさらされていると言われている

（Johnson et al. 2005; Lambert & Lambert 2001）。

　感情労働が与える精神的健康状態への影響に加え、非正規雇用という働

き方による影響にも着目されている。今日、パートタイムや期間雇用契約

のもとで働く人たちは雇用側にとってコストの削減につながる一方で、非

正規雇用者は世界的に見ても処遇、雇用の安定性、賃金などの面で正規

雇用者よりも劣り、精神的健康状態が芳しくないことが報告されている

（Benach et al. 2014; Yamamoto 2011; De Cuyper et al. 2008; Virtanen et 

al. 2005）。

研究ノート

日本における正規雇用者と非正規雇用者の
健康状態比較

有吉美恵
錦谷まりこ

九州大学持続可能な社会を拓く決断科学プログラム人間モジュール

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター健康モジュール
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一方、非正規雇用者は勤務時間が短いなど制約があり、正規雇用者がそれ

を埋め合わせるべく負担を強いられて、同じく対人的ストレスにさらされ

ているとの報告もある（Artazcoz et al. 2013; Nishikitani et al. 2012; Se-

kiya & Yugawa 2009; Virtanen et al. 2005; Weichselbaumer et al. 2005）。

よって、健康状態に関しては、非正規雇用者のみならず正規雇用者につい

ても検討する必要がある。

　また、OECD（2019）が示すところによると、女性の時間当たりの平均

収入は男性よりも少ない。日本では、既婚女性の多くが夫に扶養されてい

るが（Nishikitani et al. 2012a）、扶養された妻は扶養控除が受けられる制

限内で働くことを望み、非正規雇用として働くことが少なくない（Yama-

moto 2011）。雇用形態に加え、性別についても健康状態を検討する際に

は視点として有すべきである。そこで、本研究では、性別と雇用形態の違

いによって、職業ごとに健康状態がどのように異なるかを検討する。

方法

分析対象者　厚生労働省の平成 25 年国民生活基礎調のデータより、社会

保険加入の状態から扶養されていないと判断される、15 歳から 44 歳の

若年層と壮年層を抽出した（男性 55,399 名、女性 47,176 名）。

健康指標　心身の健康状態を表す主観的健康感評定の得点を用い、職種ご

とに雇用形態の違いによる比較を行った。主観的健康感は、客観的身体

および精神的健康に関する有効な予測指標であり（Haddock et al. 2006; 

Heistaro 2001）、健康と職務の不安定性に関する調査に用いられる（Kalil 

& Florescu 2009）。

分析　対象者の基本的特性と健康状態を、対象とする職業従事者と他の職

業従事者との間で性別ごとに比較した。非正規雇用者は正規雇用者よりも

健康状態が悪いと予想されるため、同じ方法で比較するためにすべての職

業から抽出した。カテゴリ変数の差を評価するにはカイ二乗検定を使用し、

連続変数の差を評価するにはウィルコクソンの順位和検定を使用した。多

重比較の効果を考慮して、繰り返しの単純比較ではボンフェローニの補正
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を用いた。

　次に、オッズ比（OR）と 95％信頼区間（CI）を推定するために、健康

状態と職業の関連について多重ロジスティック回帰分析を実施した。年齢、

配偶者、同居の 20 歳未満の子どもの有無などの交互作用を調整因子とし

た（モデル 1）。各職業の健康状態のオッズ比を特定するために、対象と

なる職業および他のすべての職業について二値のダミー変数を設定した。

後者は対象となる職業の非正規従業員の健康リスクを識別するためのモデ

ルの参照として設定された。

　雇用形態は職業と強い関連があるため、職業と雇用形態の相互作用項が

独立変数に追加された。非正規従業員および正規従業員として、雇用形態

についても二分された変数を設定した。後者は、対象となる職業の非正規

雇用者の健康リスクを識別するためのモデルの参照として設定された。モ

デル 2 は、モデル 1 に等価可処分所得の影響を加えたものであった。分

析は、STATA ver. 15.0 を用い、両側検定による p 値は 5％水準での有意

性が示された。

結果

男性就労者の特性　専門的・技術的職業（n = 16,610, 30%）、サービス

職業従事者（n = 8,359, 15%）、生産工程従事者（n = 7,788, 14%）が半

数以上を占めた。農林漁業従事者（n = 473, 0.8%）、保安職業従事者（n= 

1,407, 2.5%）、運搬・清掃従事者（n = 1,766, 3.2%）は少数であった。

職業ごとの平均年齢を見ると、サービス職業従事者（M = 31.3, SD = 7.6, 

p < .001）と生産工程従事者（M = 32.8, SD = 7.2, p < .001）は全体平均（M 

= 33.6, SD = 7.0）よりも有意に若かった。一方、管理的職業従事者（M = 

38.0, SD = 5.6, p < .001）と輸送・機械運転従事者（M = 36.1, SD = 6.2, p 

< .001）はより壮年層を含んでいた。

　家庭生活について、雇用形態は年齢と関連しているようであった。サー

ビス職業従事者は若年傾向にあり、配偶者は有意に少なく（n = 3,825, 

39%, p < .001；男性平均 n = 28,903, 52%）、非正規雇用者として働いて
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いた（n = 2,908, 35%; 男性平均 n = 8,335, 15%）。一方、管理的職業従

事者はより多くの割合で配偶者がおり（n = 1,747, 77%, p < .001）、子ど

ももいて（n = 1,467, 65%, p < .001）、正規雇用者として働いていた（n 

= 2,255, 98%, p < .001）。労働時間と所得は雇用形態に関連しているこ

とがうかがえた。非正規雇用者が多く見られたサービス的職業従事者は、

一日 8 時間よりも労働時間が少なく（n = 4,444, 53%; 男性平均 n = 23, 

636, 43%）、等価可処分所得も低かった（21.71 x$1,000 ／年 ; 男性平均 

25.66 x$1,000 ／年）。管理的職業従事者はより長い時間働いていた（M 

= 9.8, SD = 2.3 時間／日 ; 男性平均 M = 9.0, SD = 2.3 時間／日）。最も等

価可処分所得が高かったのは事務従事者であった（30.05 x$1,000 ／年）。

男性全体では、15％（n = 8,335）が非正規雇用者として働いていた。非

正規雇用者の中でも、サービス職業従事者（n = 2,908, 35%）は最も労働

時間が短く（M = 6.8, SD = 2.4 時間／日 ; M = 7.4, SD = 2.4 時間／日 , p < 

.001）、有意な違いではないものの、もっとも等価可処分所得が低かった

（20.39 x$1,000 ／年）。非正規雇用者においても、最も等価可処分所得が

高かったのは事務従事者であった（29.30 x$1,000 ／年）。最も労働時間

が長かったのは輸送・機械運搬従事者であった（M = 8.7, SD = 2.1 時間／

日 , p < .001）。

女性就労者の特性　約 3 分の 1 の女性が事務従事者として働いていた（n 

= 12,676, 27%）。専門的・技術的職業従事者（n = 12,602, 27%）、サービ

ス的職業従事者（n = 11,636, 25%）も比較的高い割合であった。女性就

労者の分布は男性就労者とは異なっていた。建設・採掘従事者（n = 93, 

0.2%）と輸送・機械運転従事者（n = 99, 0.2%）はほとんどいなかった。

販売従事者は他の職業に比べて有意に若く（M = 31.9, SD = 7.7; 女性平均 

M = 33.2, SD = 7.3, p < .001）、未婚の割合が高かった（n = 2,647, 60%; 

女性平均 n = 25,714, 55%, p < .001）。事務従事者は壮年層がより多く（n 

= 8,918, 70%）、子どものいる割合が低かった（n = 5,784, 46%; 女性平

均 n = 23,994, 51%, p < .001）。生産工程従事者はより多い割合が既婚で

あり（n = 1,455, 49%; 女性平均 n = 21,462, 45%, p < .001）、子がおり

（n = 1,732, 58%, p < .001）、独居率が低かった（n = 193, 6%; 女性平均 n 
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= 3,935, 8%, p < .001）。他の職業に比べて、サービス職業従事者は、よ

り非正規雇用者が多く（n = 8,000, 69%；女性平均 n = 22,854, 48%, p < 

.001）、専門的・技術的職業従事者は非正規雇用者の割合が低かった（n = 

3,700, 29%, p < .001）。サービス職業従事者は最も労働時間が短く（M = 

6.8, SD = 2.2 時間／日；女性平均 M = 7.4, SD = 2.1 時間／日 , p < .001），

等価可処分所得も低かった（21.41 x$1,000 ／年 , 女性平均 24.84 x 

$1,000 ／年 , p < .001）。一方、専門的・技術的職業従事者は，最も労働

時間が長く（M = 8.0, SD = 2.0 時間／日 , p < .001）、等価可処分所得が高

かった（29.14 x$1,000 ／年 , p < .001）。

非正規雇用者の割合（n = 22,854, 48%）は男性（15%）よりも高かった。

非正規雇用者の中で多数を占めていたサービス職業従事者は、もっとも

労働時間が短く（M = 6.0, SD = 2.0 時間／日；女性非正規雇用平均 M = 

6.4, SD = 2.0 時間／日 , p < .001）、等価可処分所得が低かった（18.82 x　

$1,000 ／年 , p < .001）。

職業間の主観的健康感比較　主観的健康感について、職業間の比較を行っ

た（男性 Table 1；女性 Table 2）。全体では、男女ともに非正規雇用者の

主観的健康感が悪かった（男性非正規雇用者の 6.8％ in Table 1；女性非

正規雇用者の 9.1％ in Table 2）。中でも、男性の事務職従事者の主観的健

康感が悪かった（7.7％）。建設・採掘従事者の主観的健康感は良好であっ

た（5.3％）。

　男性非正規雇用者を比較すると、サービス職業従事者は他の職業と比較

して良好であった（5.4%）。調査人数は少ないものの、輸送・機械運転従

事者と管理的職業従事者は非正規雇用者の中でも有意に主観的健康感が悪

かった（11％以上）。

　女性の職業特性については、生産工程従事者（9.3％）と事務従事者

（8.2％）が主観的健康感が悪かった。統計的有意性は見られなかったもの

の、女性非正規雇用者においても同様に、生産工程従事者（10.8％）と

事務従事者（8.7％）の主観的健康感が悪かった。
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　性別、職業、雇用形態による健康リスク　主観的健康感について職業

と雇用形態の影響を考慮しオッズ値を性別ごとに算出した（Figure 1 and 

2）。　

　おしなべて、男女ともに正規雇用者の方が主観的健康感は良好であった。

Table 1  Prevalence of bad health status by self-rated health among male employees, male non-
regular employees, and male regular employees of all and each occupational group

Table 2  Prevalence of bad health status by self-rated health among female employees, female non-
regular employees, and female regular employees of all and each occupational group
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　非正規雇用の男性就労者のオッズ比は 1.23（95％ CI 1.11–1.36）であ

り、女性就労者のオッズ比は 1.19（95％ CI 1.10–1.28）であった。統計

的に有意なオッズ比は女性就労者では示されなかったが（1.14, 95％ CI 

0.87–1.49）、男性の就労者の健康状態の悪さは、所得状況を調整しても

なお見られた（1.60, 95％ CI 1.13–2.26）。

Figure 1  Odds ratio of self-rated health among male workers

Figure 2  Odds ratio of self-rated health among female workers
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　職業間の比較では、男性事務従事者は他の職業よりも主観的健康感が

悪く（OR 1.18, 95%CI 1.06–1.32）、建設・採掘従事者は主観的健康感が

良好であった（OR 0.80, 95%CI 0.69–0.94）。しかし、所得で調整すると

これらの傾向は消失した（Figure 1-（2））。所得を調整すると、サービ

ス職業従事者は他の職業よりも良い健康状態であった（OR 0.68, 95%CI 

0.45–1.02）。

　非正規雇用者についてロジスティック回帰モデルを検討すると（Figure 

1-（1））、サービス職業従事者は、男性非正規雇用者の中で最も主観的健

康感が低かった（OR 0.77, 95%CI 0.62–0.97）。

女性就業者全体の中では、事務職従事者がもっとも主観的健康感が高かっ

た（OR 0.92, 95%CI 0.86–0.99）。専門的・技術的職業従事者の女性非

正規雇用者は他の職業よりも主観的健康感が良かった（OR 0.86, 95%CI 

0.73–1.00）。これらのような職業および雇用形態の影響は所得を調整し

ても同様であった（Figure 2-（2））。

考察

　本研究では、働く人の主権的健康感について、職業と雇用形態によって

どのように異なるかを検討した。男性就労者は、所得の影響を考慮しない

場合は事務職従事者が最も主観的健康状態が悪く、建設・採掘従事者は健

康状態が良かった。これら傾向は所得の影響を考慮すると弱まり、サービ

ス職業従事者は非正規雇用者であってもより良い健康状態であった。サー

ビス職業従事者以外の非正規雇用者は、健康状態や良くない傾向にあった。

　女性事務職従事者は他の女性就労者と比べて健康状態が良かった。非正

規雇用者では専門的・技術的職業従事者がより良い健康状態であった。一

方、生産工程従事者は最も健康状態が悪かった。これらの傾向は所得を調

整しても同様に見られた。統計的有意性こそ見られなかったものの、所得

調整後の女性非正規雇用者では、サービス職業従事者がほかの職業よりも

健康状態が良かった。
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　サービス職業従事者は非正規雇用者であっても主観的健康状態が良

かった理由として、非正規雇用者の割合の多さにあると考えられる（男

性 35％、女性 69％）。先行研究には、少数者の方が様々なハラスメント

に直面しやすいという報告があり（Nandi et al. 2016; Nelson & Probst 

2010; Raver & Nishii 2010）、非正規雇用者の割合が多いことで労働条件

などについて雇用側と交渉が行いやすいと考えられる。また、サービス

職業従事者はその職務特性上、感情労働であり、これまで精神的健康状

態は芳しくないとされてきた（Bartram et al. 2012; Totterdell & Holman 

2003）。しかし、本研究では、肉体的健康状態も加えた健康状態について

検討したことにより、サービス職業従事者の健康状態について新たな知見

を加えた。事務職従事者の健康状態が男女で異なる結果となった理由とし

て、女性は事務職就労者が比較的高所得であり、男性就労者の場合は所得

を調整すると健康状態が良くなったことから、経済的処遇の改善がより事

務職従事者の健康状態を改善するものと考えられる。働き方の面として、

事務作業は肉体的に負担をかけるものではない。物理的な義務の代わりに、

情報、福祉、公共サービスなどの幅広い内容が提供する労働の一部である。

さらに、化学的、物理的、生物学的に有害物質にさらされていないと考え

られる。職業被ばくの影響を評価するために研究を行う場合、事務作業は

しばしば危険な被ばくのない対照群として扱われるため、本研究で見られ

た健康状態は妥当と考えられる。

　女性就労者が所得状態の影響をさほど受けなかった理由として、女性の

平均所得の低さに着目できる。日本において、多くの女性が扶養控除の枠

内で働いており、短時間勤務であり賃金が低く抑えられている（Okutsu 

2011）。そのため就労による負担が少なく、女性の方が男性と比較して健

康状態が良いと考えられる。

　最後に、この調査は既存の調査データを使用して横断的に検討した。し

たがって、健康と職業の因果関係を特定できてはいない。一部の職業およ

び雇用形態は、他の種類の仕事よりも健康状態が良好であることが観察さ

れた。ただし、一部の職業や雇用形態における健康上の優位性の理由はま

だ不明であるため、今後は関連する要因間の因果関係を調べる必要がある。
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　発展途上国では、子供の肥満や栄養不足が問題となっている。カンボジ

アでは、栄養不足が深刻な問題となっており、5 歳未満の子どもの 3 人に

1 人が重度の発育阻害に陥っている。栄養失調は、身体的および認知的発

達を妨げる深刻な病気である。しかしながら、その根本的な原因は不明瞭

である。そこで我々は、疫学調査によりその原因の究明を行った。

研究ノート

母子健康保険に関する栄養調査
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4 Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore, Singapore, Singapore
5 National Paediatric Hospital, Phnom Penh, Cambodia
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　調査はカンボジア国立小児病院に通院する患者 441 人を対象とした。

　調査は、主に 3 つの方法で行った。1．カンボジアに合わせた質問紙を

作成し、日ごろの食事や健康に関する知識を保護者に調査、2．子供の身長、

体重を測定し、健康状態の調査、3．調査結果を踏まえ、保護者同士でディ

スカッションをおこなった [1,2,3]。

　約 4 割の子供 (6 歳以上 ) が栄養不十分な状態であった (Table 1)。そし

て、半分以上の保護者が金銭的な不足により、新鮮かつ栄養状態が高い食

材を買うことができないと回答した (Figure 1) 。しかし、子供たちの日ご

ろの食事は、炭水化物、タンパク質、脂質またビタミンなどが含まれる野

菜を摂取していることが分かった (Figure 2) 。この結果を踏まえてディス

カッションをしてもらった結果、子供が食べないことが原因であることが

明らかとなった。実際に、食事風景を観察したが、ご飯だけを食べて野菜

や魚などはほとんど食べなかった。

　結果として、金銭面などの課題もあるが、子供に食育をすることも重要

な課題であることが明らかとなった。

Figure 1  栄養不足に関する意識調査
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Figure 2  昨晩の食事

Table 1  子供の健康状態
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１．農村地域における経済活動

　人間が生きていくために、欠かせないものは衣食住である。近代以前の

社会では農業を中心とする自給自足的な経済単位で地域社会が構築されて

いたが、産業革命以降は社会分業が深化した。現在では衣食住の全てを地

域のエコシステムでまかなうことは難しく、貨幣を媒介させて外部から調

達することが不可欠な社会となった。以上のような考え方を常に持つ私に

とって、決断科学統治モジュールのフィードワークに出かけるたびにいつ

も気になることは、“ 何もない田舎で生きていくためにどのようにお金を

稼ぐか ” である。

　全世界における農村地域の過疎化の主な原因は都市と農村地域の収入格

差である。都市地域の高い賃金を求め農村地域からの人口流出が過剰にな

ると、農村地域における経済的な需要と供給のバランスが崩れてしまう。

市場競争力が低下した地域は過疎化の悪循環巡礼に落ちてしまう。

　日本で農村地域に残る方は主に農業従事者であり、都市と農村の収入格

差を埋めるために販路多角化をしてきたと見ることができる。例えば、メ

インの収入源である農業組合の販売部における系統出荷、販路多角化の一

研究ノート

You 農家民泊を通じた地域活性化の在り方
〜イタリア、ソーラ市の事例から

金東壹 九州大学大学院生物資源環境科学府農業資源経済専攻食料流通学研究室博士課程
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環として①系統出荷できない規格外品を販売する農産物直売所、②農産物

の加工・販売、③農家民泊、④農村観光、⑤農業体験、⑥農家レストラン

などの取り組みが挙げられる。このように、従来の農業における農産物生

産だけではなく、農産物生産に新たな価値を付加するための需要と供給の

取り組みが進められることによって、農村地域の経済を支える基盤が強化

されることは、農村地域活性化・地域振興などにも繋がるであろう。

２．日本おける農家民泊の懸念およびグリーンツーリズムの仕組み

　現在の社会状況での農村地域の持続の可能性につながる産業として農家

民泊の取り組みに注目した。農家民泊のサービスの提供時間は長い。短く

ても 1 泊 2 日であり、本来の意味通りに①宿としてのサービス、農家レ

ストランのような②食事のサービス、農業観光・体験のような③エンター

テインメントサービスなど、複合的なサービスを提供することが必要とな

る。商品としての単価が高くなる反面、提供者の負担は大きい。日本の場合、

農家民泊の全てのサービス（宿、食事、農業体験・観光、送迎など）を家

族が行う場合が多く、農家民泊における営業主体は高齢者であることが原

因となり、その負担の大きさから農家民泊を廃業する事例も見られる（金

ら , 2006）。消費の観点から見ると、農家民泊の主な利用者は高校生の修

学旅行、外国人観光客、日本人の一般利用者も見られる。大半の消費者は

高校生であるのは、サービスの内容が、農業における体験活動に限られて

いるからと考えられる。農業体験の内容は、種蒔き、雑草取り、農産物収

穫などであり、実際体験してみると、人によってそれぞれ異なるではあろ

うが、重労働だと感じられるほど大変な作業である（2018 年 12 月 27 日、

安心院グリーンツーリズム研究会のヒアリング調査より）。また、体験の

実施における天候、季節の制約もかなり大きい。産業として農家民泊を持

続させるために、このような課題を解消していく方法を考えることが重要

である。
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　農家民泊を支援する取り組みとしては、グリーンツーリズム研究会によ

る組織化が挙げられる。日本の各自治体にはグリーンツーリズム研究会が

あり、農家民泊の窓口の役割を行っている。インターネットに慣れない高

齢経営者のため、ホームページ開設、消費者との情報の共有、予約受付管

理などを行い、農家民泊開業における法律的な手伝い、経営管理、会計な

どを担当している。農家ごとにサービスのばらつきを少なくするためのガ

イダンスおよび経営主教育も行っている（図 1）。特に、グリーンツーリ

ズム研究会による農家民泊経営主はＵターン者とＩターン者が多い。佐々

木（2019）が調査（著者も参加）した安心院グリーンツーリズムの農家

民泊は大分県からのＵターン者と広島からのＩターン者であり、経営主が

なくなり、その次を子息が農家民泊を継ぐ事例もある。

図１　日本農家民泊の仕組み（グリーンツーリズム研究会）
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３．イタリアの事例、および地域活性化としての意義

　しかし、経営主高齢化による負担や、サービスが農業体験に限定される

状況などは、グリーンツーリズム研究会の支援によっても十分には解決さ

れていない課題である。経営の負担の逓減と顧客の体験の多様化に向けて、

アグリツーリズモの先進地域であるイタリアでどのような工夫が行われて

いるか、2019 年 1 月 30 日〜 2 月 3 日（5 日間）にかけてイタリア共和

国ラツィオ州フロジノーネ県ソーラ市にあるアントニオの農家民泊にヒア

リング調査を行った。ヒアリングの結果を図 2 に示す。

　調査先は元オリーブ農家の二人の高齢者（男性 70 代、女性 70 代）が

経営している。10 年前に息子がＵターンしたことを機に地域の空き家を

スローシティ運動団体の支援を受けて改造し、農家民泊を開いた。宿泊棟

と経営主が生活する空間が異なる特徴がある。調査当時は経営者とその息

子夫妻四人家族が農家民泊の業務に従事し、経営者と息子はオリーブ農園

を、息子の配偶者がヨーガ講師を主業務として勤めている。このように、

ソーラ市の農家民泊は宿泊サービスと体験サービスを提供する主体が異な

る点が日本とは異なる。主な顧客は外国人観光客であり、イタリア人も利

用しているが、日本の修学旅行のように高校生が団体として宿泊するよう

な利用はない。顧客の平均宿泊期間は 3 泊 4 日以上であり、春・夏・秋

は空室がないほど顧客が殺到するが冬は顧客が少ないため休業となる。

　

　体験プランは時期によって異なるが、全体では 20 種類以上のプログラ

ムが実施され、最も少ない時期においても固定的なプログラムが三つ程度

は用意されている。農家民泊の経営主が窓口となって受け入れた顧客に宿

泊期間に利用できるサービスを紹介し、地域の専門家が体験サービスを

提供する仕組みである。体験サービス提供者は約 20 代から 70 代の方で、

別に本業を持っている。年間通して固定的に楽しめるサービス（ヨーガ教

室、クッキングクラス、ワイン工場など）と、季節に限定されるサービス（ト

リュフ狩り、オリーブオイルづくり、ワインづくりなど）があるが、いわ
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ゆる農業体験のようなもの見られず、それぞれが一つの楽しめるプログラ

ムとして企画化されている。

　このようなイタリアの農家民泊の工夫における地域活性化の意義を考察

する。

　一つ目の意義として、負担の分配が進められていることが指摘できる。

日本における農家民泊は経営者が宿泊、食事、観光案内、体験サービスの

提供、送迎などの全てのサービスを提供する。ソーラ市で調査した農家民

泊における経営者の負担は予約管理、宿泊、食事が主であり、体験サービ

スは紹介に留まる。農家民泊の実施趣旨を販路多角化と考えると、本業

に対する圧迫が少ない運営が行われることは重要である。農産物生産から

サービス業への転換を意図するのでなければ、既存の生産性を下げること

がない追加的なサービスのあり方を検討することが求められる。

　二つ目の意義として、農家民泊の経営によって多くの地域住民が経済活

動に関わることが指摘できる。農家民泊が負担の分担の視点を持つことで、

体験サービスの提供者にも本業を損なわない収入多角化の機会が提供され

る。チーズ作りの牧童は本業を利用して顧客を呼ぶ。地域の芸術家が趣味

として行うグライディング活動に顧客が参加するなど。また兼業としての

体験サービスの提供者が増えることで、本業が忙しくてもゆとりある調整

が行われるようになる。グライディング体験サービスを提供する芸術家は

移住者である。地域の魅力が高まり移住者が増えることで新しいサービス

が増える好循環が起こる可能性も考えられる。日本の農家民泊の形で収入

を得るのは垂直的にサービスを提供する経営者と、宿泊先の紹介者（地域

資本でない場合も多い）に限られる。ソーラ市の民泊は顧客一人が 3 泊 4

日間滞在し、一般的に 3 〜 4 個のサービスを体験するため、幅広い地域

の方が収入を得ることになる。稼ぐことができる。 
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　三つ目の意義として、分担による高い質のサービス提供が指摘できる。

本業に顧客を参加させる形の体験サービスの提供者はプログラムのクオリ

ティが高い。顧客の満足度も高く、リピーターも多くなる。

　以上のように、農家民泊を損なわない意味として、本業も損なわないサー

ビスの提供の観点からイタリアの事例は魅力的と感じた。また、農村地域

でも幅広い方が経済活動に参加できる機会を作ることが今後の過疎化地域

における対策としてあり得ることではないか。

図２　イタリア農家民泊の仕組み
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４．日本に適用するために

　これらの意義を踏まえて、私は農家民泊運営の垂直的なサービスを水平

的なサービスの分担に変化させていくことを提案したい。従来型の農家民

泊のあり方を見直し、新たな形の農家民泊の業態とこれが可能な地域社会

を実現するためには、現在農家民泊を支援しているグリーンツーリズム研

究会や行政、地域おこし協力隊などの外部の支援者が、農家民泊だけでは

なくまちづくりの視点を持って関わることが必要ではないか。このような

観点から、持続に向けて地域を変化させるために必要な考え方を整理して

おきたい。

　一に、農家民泊の運営の考え方を転換する必要がある。近年は宿泊施設

の利用の方法が多様化している。従来は旅行先が家から遠いことによる宿

泊先の確保としての機能が求められていた。しかし現在は、Hotel stayca-

tion（Stay と Vacation）合成語）のように、あえて、物価が高く遠い観光

地に行かず、自分の家から近いホテルでバカンスを過ごすような休みの取

り方が行われるようになっている。これは観光地の価値よりホテルの価値

が高いことに起因すると考えられる。農家民泊についても、農家民泊その

ものが休暇の最初の目的地として位置づけられるような考え方を持つ視点

が重要になってくるのではないか。

　二に、地域資源を体験プログラムとして活用することである。宿泊者に

とって農家民泊経営者の営む農業だけではなく、様々な農業やその作物の

加工、伝統的な料理、自然散策など、地域全体の営みが居住地で味わえな

い体験となる可能性が考えられる。居住者や移住者の持つ才能を生かした

サービスを提供する環境を作ることも重要である。そのためには、地域の

特徴を「人」が実施可能なプログラムに転換し、地域全体で情報を共有す

る視点が重要である。空き家を改造し、農家民泊の宿泊棟と活用すること

も考えられる。空き家を単純な宿泊棟ではなく、移住を考えている方のモ

デルハウスや商品とする視点も考えられる。
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　三に、多様な体験プログラムの提供のための教育を行うことである。二

とも大きく関連するが、地域の当たり前の環境や生活を資源と捉え、楽し

めるプログラムに変化させるためには、地域外の人間の視点を得ることが

重要で、地域の考え方を変化させるための教育や交流の実施など行政や外

部機関の支援が不可欠であろう。移住者が持つ才能を生かしたサービスを

提供する環境を作ることも重要である。宿泊業を核として様々な体験プロ

グラムが生まれ、これが複数の宿泊業でシェアされるようになれば、農家

民泊業の負担軽減、宿泊客の魅力の増大、地域内でサービスに従事する人

間の増加など、好循環につながる。UI ターンを考える者にとっても、移

住後の生業や老後の生活を過ごしながら、負担にならないぐらいの経済活

動に参加できることが、その地域に移り住む魅力にもつながるであろう。

５．おわりに

　農家民泊に対する日本とヨーロッパの背景は極めて異なる。ヨーロッパ

では何代もの先祖を遡らないと農業従事者が出ない人も多いが、日本は平

均的に近い代に農業従事者の先代が居るため、私の世帯ぐらいはお盆休み

や正月休みに実家や祖母祖父の自宅に帰ると農村の雰囲気を味わうことが

できる方も多くいるようである。しかし、日本の農村地域過疎化は猛烈な

スピードで進んでいるため、現在の若者世代は農村に全く触れたことがな

い世帯が多いのではないか。このような状況もあり、今後農家民泊を含め

た農村観光に対する需要は伸びると考えられる。しかし、従来の農家民泊

の運営が消費者ニーズと合わないことや、経営主の高齢化、運営の負担な

どから持続可能性がない問題が指摘されている。農家民泊におけるサービ

スの負担を分担する仕組みを実現することで、農村地域全体に経済性を持

たせることができ、農村消滅の問題解決に資する効果が期待できるのでは

ないか。
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　本稿は文献調査、安心院グリーンツアーリズム研究会へのヒアリング、

その農家民泊 2 軒の体験およびヒアリング調査、イタリアの農家民泊１

軒の体験および調査に基づいて作成した。これにより、農家民泊について、

産業としての持続と地域社会の持続双方につなげるために必要な課題が見

えてきた。今後は、本稿が提案した仕組みについての実質的な検証に進み、

日本における行政及び支援団体の考え方と課題、イタリア（ヨーロッパ）

における行政及び支援団体の考え方と日本との差異、実際の消費者調査を

並行して行うことでさらなる考察を進め、日本における農家民泊業の実際

的な改善方法の提案につなげたい。
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はじめに

　2011 年（平成 23 年）3 月 11 日に発生した東日本大震災から 9 年が

経とうとしている。被災地では、住宅の再建や復興祈念公園の整備などが

行なわれており、少しずつではあるが着実に復興が進められている。筆者

は 2012 年の夏、初めて宮城県気仙沼市を訪れた。当時は被災した建物や

道路、生活用品などが残されたままの場所が多くあり、津波の恐ろしさは

勿論、復旧・復興に向けて僅かなことしか出来ない自分の無力さを感じた。

それから現在まで、ボランティアとして、観光客として、決断科学大学院

プログラムの実習の一環として、毎年のように気仙沼市を訪問している。

　宮城県の北東端に位置する気仙沼市は、太平洋に面した沿岸域ではリア

ス式海岸を形成している。基幹産業として、漁業のみならず関連する造船

から水産加工までの幅広い水産業が立地する。気仙沼漁港は近海漁業に加

えて、遠洋漁船の基地としても機能しており、カツオ、サンマ、メカジキ、

サメなどは全国屈指の水揚げを誇る。

研究ノート

「粘り強い話し合い」が行なわれた気仙沼市・
内湾地区の防潮堤建設から考える公共事業の
意思決定における市民の関わり方とは

髙田亜沙里

永濱藍

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

九州大学大学院システム生命科学府　一貫制博士課程
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東日本大震災では、市内において最大震度 6 弱又は 5 強を観測した [1]。

直後に襲った津波は、過去にも多くの大津波を経験してきた気仙沼市で

あっても、想定をはるかに上回るものだった。市内の 18.65 km2（市

域面積の 5.6%）が浸水し、人的被害 1357 人（直接死 1034 人、関連

死 109 人、行方不明者 214 人）、住宅被災棟数 15815 棟、被災世帯数

9500 世帯と甚大な被害をもたらした [2]。

　2011 年 10 月 7 日に策定された気仙沼市震災復興計画では、市民公募

によるキャッチフレーズとして「海と生きる」が選ばれた [3]。津波によ

る大きな被害を受けてもなお、海を敵視せず、海とともに生活してきた気

仙沼市民のアイデンティティをよく表したフレーズである。

　ボランティアとして頻繁に足を運んでいた 2013 年から 2014 年頃、住

民から聞いた話の中で印象に残っていることがある。「気仙沼は防潮堤建

設について揉めており、復興が遅れている」という言葉だ。当時は、そ

の言葉だけを受け止め、その状況の経緯や原因を考えることをしなかっ

た。それから数年後、各地で防潮堤建設に向けた議論が収束しつつあった

2016 年の夏に実習の一環で気仙沼市を訪れ、住民からヒアリングしてい

る際に耳にした言葉に驚いた。「気仙沼では防潮堤建設について粘り強い

話し合いが行なわれた」というフレーズである。以前に抱いた、気仙沼市

の防潮堤や復興状況に関するネガティブさをポジティブな印象に変えるも

のであり、その言葉が意味することは何か、気仙沼市では防潮堤について

どのような意思決定が行なわれたのかが気になった。

　そこで本稿では、被災地の中でも特に「粘り強い話し合い」が行なわれ

てきた地区である気仙沼市内湾地区を対象として、防潮堤建設に至った経

緯を整理することにした。内湾地区の防潮堤建設の合意形成過程について

は阿部（2017）[4] で整理がされており、コーディネーターとしての専門

家の役割に関する見解が述べられている。本稿では、特に意思決定におけ

る市民の関わり方について考察することにした。
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気仙沼市内湾地区の防潮堤建設の経緯

　気仙沼湾の湾奥に位置する内湾地区（図 1）は、防潮堤建設について多

くの住民が反対した地区の 1 つであり、被災地の中で量的にも質的にも

高い議論が行われた地区である [5]。市街地と海が隣接した古くからの中

心市街地であり、水産都市気仙沼の顔として、また気仙沼観光上の起点と

して賑わってきた。しかし、東日本大震災の津波により内湾地区のうち、

市内各方面からの交通結節点であるとともに、古くから商業集積地として

栄えてきた魚町・南町が壊滅的な被害を受けた。そのため、震災前には防

潮堤が一切無かった内湾地区に新たに防潮堤が作られる計画が示された。

政府は 2011 年 7 月に策定した「東日本大震災からの復興の基本方針」[6]

において、2021 年（平成 32 年度）までの 10 年間を復興期間、その中

でも復興需要が高まる 2015 年（平成 27 年度）までの 5 年間を「集中復

興期間」と定めており、復旧・復興事業のために各自治体に配分された予

算もこの期間内に執行する必要があった。

図１　気仙沼市内湾地区の位置
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　最終的に内湾地区の防潮堤は、①非居住エリアの無堤化、②魚町側のフ

ラップゲート式の防潮堤、③南町側の緑地や公共施設等と組み合わせた防

潮堤の 3 種類が建設されることになった（図 2）。これらの防潮堤建設に

至った経緯を以下に記す（表 1）。

表１　気仙沼市内湾地区の防潮堤計画の変更プロセス
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　2011 年 9 月、内湾地区では T.P.（東京湾平均海面高）6.2 m（地盤高

から 4.4 m）の防潮堤の案が宮城県から示された。しかし、多くの住民は「海

が見えなくなる」、「コンクリートの壁で覆われるのは嫌だ」と気仙沼の顔

となる景観が損なわれること、また生活の一部としてきた海から遮断され

ることを恐れて、防潮堤の計画に反対した [4]。

図２　内湾地区の最終的な防潮堤計画の概要
出典：宮城県気仙沼地方振興事務所水産漁港部（2015[1]、2017[2]）を参照して作成
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　住民の要望を受けて市は 2012 年 1 月に、防潮堤を含めたまちづくり

のアイデアを求めた「内湾地区復興まちづくりコンペ」を開催した。被災

した自治体の中で、復興まちづくり案そのものをコンペ方式で募集したの

は気仙沼市だけである。100 件以上の応募から選ばれた 10 作品を対象に

同年 4 月に公開プレゼンテーションが行われ、防潮堤については海底か

ら円柱型の鋼管が浮上する直立浮上式防波堤を湾口部に設置する案 [7] が

最優秀作品に選ばれた [8]。しかし宮城県知事は、浮上式防波堤の前例が

無く、技術的に立証されたものではないこと等を理由に猛反対し、設置を

断念せざるを得なかった。浮上式防波堤に固執していてもまちづくりが遅

れてしまうため、次善の策を検討する方針で議論が進められた [9]。

　2012 年 6 月には内湾地区の住民・事業者の代表者からなる「内湾地区

復興まちづくり協議会」が設立された。協議会は住民・事業者と行政が内

湾地区の将来像を共有しながら、その実現に向けたまちづくりの方針や具

体的な取り組みを示す計画の策定に向けたものであった [9]。内湾地区で

は災害危険区域や地盤沈下した土地の嵩上げ区域を定めるために、防潮堤

の位置や高さを早く結論付ける必要があったため、協議会でも防潮堤につ

いて議論されることになった [4]。

　同年 8 月には気仙沼市全域の住民有志からなる「防潮堤を勉強する会」

[10] が結成された。防潮堤の賛否の議論が激化する中、防潮堤に反対す

るためではなく、まずは中立的な立場で防潮堤計画を勉強することを目

的としたものである。行政機関や専門家を講師として招き、2012 年 8 月

から 10 月までに、合計 13 回の誰もが無料で参加できる勉強会を開催し、

延べ 2500 人以上が参加した。市民が防潮堤計画の現状を正しく把握し、

それを判断するための知識を自ら身につける場となり、結果的に市民と行

政がある程度対等な立場で議論を行う土俵作りの後押しに繋がった [11]。

内湾地区の防潮堤に関する議論においても勉強会の成果やリーダーシップ

が発揮された [5]。

　2012 年 12 月には気仙沼湾内の防潮堤の高さが見直され、県は当初よ

りも 1 m 低い T.P. 5.2 m（地盤高から 3.4 m）の案を住民に提示したが、

住民は「まちから海への眺望が確保できないこと」を理由に合意せず、議
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論が続けられた [4]。

　2013 年 9 月には、防潮堤を勉強する会の主催で県知事との公開意見交

換会が開催され、人が居住しないエリアの一部無堤化や湾口防波堤の設置

の可能性が示された [4]。同年 10 月には、湾内の非居住エリアの一部無

堤化を採用することで T.P. 5.1 m（地盤高から 3.3 m）に引き下げること

ができ [5]、この時点で①非居住エリアの無堤化が決定した。

　2013 年 12 月には、湾口防波堤の導入により T.P. 3.8 m（地盤高から 2.0 

m）まで引き下げることも検討されたが、湾内の水質悪化が懸念されるこ

とから、計画の見直しを市長から提案された [5]。しかし、協議会は防潮

堤の高さの低減を重視し、湾口防波堤導入の案を取り下げなかった。宮城

県としては、大臣への宮城県全体の海岸保全計画の提出期限までに計画を

決める必要があった。そこで、湾口防波堤を設置しない場合の計画高 T.P. 

5.1 m（地盤高から 3.3 m）のうち、余裕高 1 m 分のフラップゲートの採

用を、海への眺望の確保が特に重視されていた魚町側のみに特別に認め、

実質的な堤防高はT.P. 4.1 m（地盤高から2.3 m）となった[4]。フラップゲー

トはコンクリート防潮堤の上に起伏式の壁を設置し、普段は倒れており、

津波が来ると浮力で起き上がる仕組みになっている [5]。魚町側はフラッ

プゲートを採用することで合意したが、それでも見た目の高さは 2.3 m

と大人の身長でも海を眺望できないため、協議会は防潮堤の背後の地盤高

を計画よりも 1 m 高く嵩上げすることで、見た目の高さを 1.3 m にする

計画を提案した。これが2014年3月に受け入れられ[4]、②魚町側のフラッ

プゲート式の防潮堤（図 3）が決定した。フラップゲート式の防潮堤の採

用が認められなかった南町側には T.P. 5.1 m の防潮堤が整備されることに

なった。その代わり、景観にも配慮した防潮堤とまちの連続性のある一体

的なウォーターフロント空間として設計すること [12] を 2015 年 3 月に

提案し、これが受け入れられ、③南町側の緑地や公共施設等と組み合わせ

た防潮堤（図 4、5）が決定した。そして、2015 年 10 月に着工した [4]。

　最終的に内湾地区の防潮堤は、①非居住エリアの無堤化、②魚町側のフ

ラップゲートを採用した T.P. 4.1 m（地盤高 1.3 m）の防潮堤、③南町側

の直立堤の海側の盛り土による緑地化＋防潮堤の後背地に建つ公共施設や
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デッキと組み合わせた T.P. 5.1 m の防潮堤（地盤高 3.3 m だが、防潮堤の

コンクリート部分がほとんど見えない）、以上の 3 種類が建設されること

になった。

図３　魚町側のフラップゲート式防潮堤の概要
出典：宮城県気仙沼地方振興事務所水産漁港部（2015）[1]

図４　南町側の緑地や公共施設等と組み合わせた防潮堤の概要
出典：宮城県気仙沼地方振興事務所水産漁港部（2015）[1]
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図５　公共施設と組み合わせた防潮堤（2019 年 10 月 9 日撮影）
撮影者：髙田亜沙里

「市民参加のはしご」からみる内湾地区防潮堤の合意形成

　以上のように、気仙沼市内湾地区の防潮堤建設は、当初の計画が提案さ

れた 2011 年 9 月から 3 年半もの期間を経て合意形成がなされた。防潮

堤に関する議論が行われた他の自治体と比べても時間は掛かったものの、

住民と行政が着実に話し合いを進めることで、最終的には多くの住民が納

得する結果が得られた [13]。

　Arnstein（1969）[14]、豊田（2017）[15] は、公共事業の意思決定に

おける市民の関わり方を 8 つの段階に分け、参加の深さの違いを「市民

参加のはしご」として示した（図 6）。はしごの最下段は① Manipulation
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（世論操作）であり、一部の人の利害や考えに基づいて情報が操作され、

形式的な参加の場が作られているだけの状態である。つまり、人々は話し

合いに参加しているつもりでも、あらかじめ用意された結論に導かれてい

くだけであり、実質的に参加しているとは言えない。はしごは最下段の①

Manipulation（世論操作）から、② Therapy（緊張の緩和）、③ Inform-

ing（情報提供）、④ Consultation（意見聴取）、⑤ Placation（懐柔）、⑥

Partnership（パートナーシップ）、⑦ Delegated power（権限委譲）、最

上階の⑧ Citizen control（市民によるコントロール）へと続いていく。ま

た、Arnstein（1969）[14] は①と②の段階は Nonparticipation（市民が

図６　市民参加のはしご
出典：Arnstein（1969）[3] を参照して作成
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参加をしていない状態）、③から⑤の段階は Tokenism（形だけの平和主

義、つまり市民の意見は参考程度であり意思決定の主体は行政機関である

状態）、そして⑥から⑧の段階は Citizen Power（市民が力を発揮し、意思

決定の主体となる状態）と述べている。

　「市民参加のはしご」[14, 15] をもとに内湾地区防潮堤建設の合意形成

過程を見ていく。当初の防潮堤の計画高である T.P. 6.2 m が宮城県から示

された時、高さは県が実施した津波シミュレーションの結果をもとに決め

られたものであり、住民が大事にしてきた「海と生きる」の理念が全く入っ

ていない。これは①や③の段階であると考えられ、市民は参加しておらず、

猛反発を引き起こした。その後、住民の要望を受けて市が開催した「内湾

地区復興まちづくりコンペ」では、防潮堤を含めたまちづくりのアイデア

が住民の代表者を含む審査員により選考された。住民の代表者が選考に関

わったこともあり、最優秀作品に選ばれた浮上式防波堤は多くの住民の賛

同を得られた [9]。しかし、県知事の猛反対により浮上式防波堤の設置は

断念することとなった。つまり、この時点でも意思決定の主体は行政にあ

り、③から⑤の段階であると言えよう。

　その後に設立された「内湾地区復興まちづくり協議会」と「防潮堤を勉

強する会」が内湾地区の防潮堤建設に関する「市民参加のはしご」を上段

に導いた大きなきっかけになったと考える。協議会は住民・事業者と行政

が将来像を共有しながら方針や取り組みを策定するために設立されたもの

であり、⑥の段階をまさに目指したものである。また、防潮堤を勉強する

会は、市民が防潮堤計画の現状を正しく把握し、それを判断するための知

識を自ら身につける場であり、結果的に市民と行政がある程度対等な立場

で議論を行う土俵作り [11]、つまり、住民が主体となり意思決定を行う

⑦や⑧の段階に向けた後押しとなった。
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　その後は、行政が主催の説明会のみならず、防潮堤を勉強する会が主催

の意見交換会などで、数多くの議論が行われた。以降の経緯で着目したい

のが、住民側が大事にしてきた「海と生きる」の理念、行政側が求める住

民の安全性や制度・手続き上の制約を共有しつつ、互いに歩み寄りながら、

前向きに議論を進めている点である。これは住民の参加の深さが⑥や⑦の

段階にあることを表しており、住民主体の意思決定の場が確保されている

ことを示している。そして、最終的に決定された内湾地区の 3 種類の防

潮堤は、行政側の要求を踏まえつつも住民が意思決定の主体となって決め

たことであり、最上段の⑧の段階に到達したことを表している。だからこ

そ、防潮堤建設において多くの住民が納得する結果が得られた [13] ので

あると考える。

おわりに

　本稿では、気仙沼市内湾地区を対象として、防潮堤建設に至った経緯を

整理し、意思決定の場における市民側の関わり方について考察した。筆者

が 2013 年から 2014 年頃に耳にした「気仙沼は防潮堤建設について揉め

ており、復興が遅れている」という言葉が、今となっては「粘り強い話し

合いが行なわれた」と前向きなものに変わったのは、住民と行政が協働し

て着実に「市民参加のはしご」を上り続けた結果であろう。そして市民の

アイデンティティである「海と生きる」の理念を大事にしつつ、「内湾地

区復興まちづくり協議会」や「防潮堤を勉強する会」のように住民が積極

的に行動し、意思決定の主体を掴んできた成果であろう。

勿論、本稿で記した経緯は気仙沼市内湾地区に限ったことであり、同じ市

内でも地区が変われば意思決定の方法や過程は大きく異なる。各被災地の

復旧・復興事業で多岐多様に行われてきた意思決定の事例を整理すること

は、今後起こり得る未曾有の災害に備える意味でも、震災の経験を無駄に

せず後生に伝えていく意味でも、重要であると考えられる。

復旧・復興事業が完了しても、「まちづくり」が終わるわけではない。実

施した事業が数十年後、数百年後にはどのように機能するのか、その時の
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住民にとってどのような価値があるのかを考えていく必要がある。これか

らも続く「まちづくり」を楽しみにしつつ、気仙沼には今後も足繁く通っ

ていきたい。
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東日本大震災と筆者の関わり

　筆者が東日本大震災の現場を初めて見たのは、2013 年の夏頃である。

震災から 1 年以上が経過していたが、仙台空港に向かって降下する航空

機の機内から見えた仙台市の海岸・砂浜には、建物も防風林も田畑も何も

なかった。被災材が積み重ねられた場所が所々にあり、ここで震災が起き

たことを実感させられた。そのときから、個人的な事情により、年に 1 回、

仙台空港に向かって降下する航空機の機内から仙台市の海岸・砂浜を見る

機会が続いた。毎年見るたびに道路や田畑、河川の様子が変わっており、

着実に復興が進んでいるものの、時間がかかっている様子が伺えた。

　このように、東日本大震災の津波は、三陸沿岸に住む人々の生活環境を

大きく変えた。それと同時に、海岸沿いの動植物の生息・生育環境も大き

く変わった。そして、その生息・生育環境は、人々の復興事業によっても

大きく影響を受けることが明らかであった。

　日本国内の生態学者らは、今後の津波に備えた防潮堤の復興事業が海岸

研究ノート
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沿いの動植物に及ぼす影響を懸念し、「津波被災地での防潮堤建設にあたっ

ての自然環境への配慮のお願い」という申立書 [1] を 2012 年 10 月 26

日岩手県知事・福島県知事宛に、同年 11 月 8 日に宮城県知事宛に提出し

た。これは、防潮堤の復興事業が、陸域から水域にかけてグラデーション

のように環境が変化するエコトーンを分断する事業、すなわち、生態系機

能上も生物多様性保全上も重要性が高い場所を改変する事業であるからで

あった（図 1）[2, 3, 4, 5, 6]。

　生態学を専門とする筆者は、2017–2019 年に、九州大学のリーディン

グプログラムである持続可能な社会のための決断科学プログラムの活動

の一つである東北実習 [7] に参加した。東北実習は、被災地をめぐり、復

興の様子を視察するとともに、現地で復興に携わっている方々に話を聞

き、復興の現場を知ることを目的としていた。東北実習に 3 回ほど参加し、

筆者は、防潮堤建設を計画・実施する中で、人々の生活が優先され、生態

系に対する配慮は後回しになっている現状を知った。それと同時に、人々

の生活のために計画されているものについて、生態系に対する配慮を優先

することは非現実的である実状を理解した。しかし、生態系に対する配慮

を疎かにすれば、未来の人間社会に影響がおよぶ。では、生態学を専門と

し、環境保全に関わる専門家は、防潮堤建設のような土木事業にどのよう

に関わり、貢献できるのだろうか。

　本稿では、震災後の防潮堤建設に関して、土木と環境保全の専門家が関

わって、話し合いが行われた宮城県気仙沼市本吉町小泉地区に着目し、個々

の専門家の関わり方について考察する。小泉地区は気仙沼市の南端に位置

し、北上山系の支脈に囲まれ、太平洋に面する沿岸域は三陸海岸特有のリ

アス海岸を形成し、南三陸金華山国定公園に指定されている。岩手県一ノ

関市室根町を源流とする津谷川が小泉地区の中心部を流れ、流域一帯の低

地に水田が広がり、震災前は当地区の 46.5% の家が農業に従事していた

[8]。また、小泉地区南部の漁港では、沿岸漁業として、ワカメ、コンブ、

カキ、ホタテ、ホヤを中心とする養殖、ウニ、アワビなどの採貝漁、内水

面漁業として、津谷川にてサケの増殖、アユの放流が行われていた。東日
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図１　防潮堤によるエコトーンの分断の例 [19]
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本大震災の津波により、町全体が壊滅的な被害を受け、家屋の被害は 1,845 

棟中 1,277 棟、被害率は 69.2%、死者・行方不明者は 43 人であった [8]。

小泉地区中島海岸の防潮堤建設に関わる話し合い

　震災後の小泉地区では、中島海岸の海岸・河川堤防（以下、防潮堤）の

建設を含むまちづくりの話し合いをするため、2011 年 4 月 24 日から「小

泉地区の明日を考える会」が結成された [9]。この団体が、住宅の高台移

転に向けて防災集団移転促進事業を担い、土木や都市計画の専門家を交え

た、ワークショップ形式の学習会が継続的に行われた。震災前のコミュニ

ティを崩さずに元の集落の近隣同士が一緒に住めるように工夫するなど、

コミュニティを重視したまちづくりの提案が行われ、防潮堤建設以外に関

しては、かなり早い段階で住民の合意形成が進んだ [8]。

　一方で、中島海岸・津谷川の防潮堤建設、および、その背後に位置する、

浸水した土地の利用に関しては話し合いが思うように進まなかった。その

原因の一つは、当地区で計画されている防潮堤の大きさである。中島海岸・

津谷川の防潮堤は、高さ 14.7m、堤防断面の形状は台形型、土台の底辺

幅は 84.6m、現在の砂丘海岸をほぼ覆い尽くす大きさであり、川の河口

から 2km 上流まで建設される計画であった（県内で最大規模 ; 図 2（中

島海岸の写真））[8]。非常に大きな防潮堤であるが、環境アドバイザーに

相談して、生態系に配慮するとことが示されていた。また、この防潮堤には、

数十年から百数年に 1 度程度起こることが想定されるレベル 1 津波対応

であると同時に、数百年から千年に 1 度程度起こることが想定されるレ

ベル 2 津波の勢いを弱める効果があり、津波被害に対する住民の不安が

解消されるメリットがあった [10]。しかし、この防潮堤の背後地は、震

災の津波により浸水した土地で、市が災害危険区域に指定しているので住

宅は建てられない。そのため、防潮堤の背後地を農地にするとしたら、農

地を守るためにそもそも巨大防潮堤が必要なのか、という疑問の声が住民

から上がった [8]。この議論について、宮城県気仙沼土木事務所ホームペー

ジ [11] では、2013 年 11 月 27 日の中島海岸・津谷川災害復旧事業説明
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会にて、「早期着工を求める声が多数、現防潮堤計画について合意」した

と報告された。

　しかし、この時点で、住民には、防潮堤建設に合意するグループと慎重

派のグループがあった [8, 12]。慎重派のグループは、2013 年 12 月初旬

に「小泉海岸及び津谷川の災害復旧を学び合う会」（以下、「学び合う会」）

を結成した [12]。「学び合う会」には、外部から環境保全の専門家らがア

ドバイザーとして参画し、防潮堤建設に関わる計画の根本的な見直しを求

めた。

　これらを受けて、気仙沼市は、2014 年 5 月 22 日に中島海岸・津谷川

災害復旧事業説明会を行った。この説明会において、気仙沼市は、新たに

環境保全の専門家を交えた検討会・WG を組織し、地元要望事項の取りま

とめを行うことを説明した。そして、後日、災害復旧事業の進捗状況及び

図２　小泉地区中島海岸の防潮堤の計画と完成した様子
(a) 設計段階、完成した後の (b) 海側の法面の様子、(c)(d) 上空から見た様子。(a)(c)(d) は、中
島海岸及び津谷川災害復旧工事を担った五洋・みらい・徳倉特定建設工事共同企業体ホーム

ページより引用 [20]。(b) は 2019 年 10 月 9 日筆者が撮影。
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代替案の津波シミュレーション結果について説明し、現計画が妥当である

ことについてご理解をいただいた、と報告し、防潮堤建設に関する事業発

注が行われた。

　しかしながら、「学び合う会」は、2014 年 10 月に「住民合意がなさ

れたとは言えない実態」について指摘し、防潮堤計画の見直しを要望し、

1649 人分の署名と共に国土交通省や復興庁を初め、県、市関係部局に陳

情書を提出した [8, 11, 12]。ここでは、当計画が示された時点（2012 年

10 月 16 日 [11]）では生活再建に必死で、防潮堤について考える余力が

なかったこと、説明会が不十分、かつ、公平な進行ではなかったことなど

から住民合意がなされたとは言えないと述べている。この陳情書は、現状

の事業の進め方の改変を求めるものであるが、これに対する知事からの回

答は、現状で既に対応できているといった趣旨だった。さらに、この陳

情書が提出された直後には、中島海岸・津谷川の防潮堤工事の業者との契

約が予定されており、大きな改変を組み込む余地がなかった [12]。これ

らの慎重派グループの不満を残したまま、中島海岸・津谷川の防潮堤は、

2019 年 4 月に完成した。

住民を含む話し合いに関わる専門家としてあるべき姿勢

　最終的に、小泉地区の中島海岸の防潮堤建設に関わる話し合いでは、防

潮堤建設に対する合意派と慎重派の対立は解消されなかった。この対立が

解消されなかった原因の一つは、住民説明会に関わっていた土木の専門家

と「学び合う会」に関わっていた環境保全の専門家の間で目標・意見が一

致していなかったことが考えられる。住民説明会に関わっていた専門家

は、災害直後の話し合いから、小泉地区の置かれている状況を鑑みながら、

2012 年から 2014 年にかけて住民説明会に携わってきた。一方で、「学

び合う会」に関わっていた専門家は、慎重派の住民により自身らの意見に

合うような専門家として選ばれたがために、合意派との対立が解消できな

かったと考えられる。

　本来、中島海岸の防潮堤建設のような住民を含む話し合いの場に関わる
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専門家には、①専門的な情報の提供 [13]、②活動の熟度や、それに関わ

る主体の力量・意欲などを勘案して、活動の節目節目に次に何をどう行え

ばよいかをアドバイスすること [13]、③住民が主体の活動の場合は、行

政機関との仲立ちをすること（利害調整）[13, 14]、④ある活動が起こっ

てきた背景を分析し、また類似の活動との比較を通じて、当該活動の意

義を明らかにし、その将来方向を見定めること [13] の 4 点が求められる。

さらに、住民は、合意形成の場において、「専門家である学識経験者は、

決定メンバーへ入るべき人であり、高い専門性を備え、同時に公正に評

価できる人である」と捉えることが多いことが明らかにされている [14]。

一つの話し合いの場において、②の適切なアドバイスを行うためには、相

手方が抱えている問題点やその背景をよく理解する必要がある [13]。こ

の点が、「学び合う会」に関わった環境保全の専門家らに欠けていた可能

性があり、中島海岸の防潮堤建設に関する話し合いでは専門家の間で目標・

意見が一致していることが必要であったと考えられる。

土木事業に対する環境保全の専門家の関わり方

　環境保全の専門家のみに着目した場合、彼らが土木事業に関わる機会は、

大きく分けて国レベルと地域レベルの 2 段階があると考えられる。まず、

国レベルの現場では、法律や指針を作成する際に、「どのように環境に配

慮して、事業を進めるべきか」という基本的な姿勢を示すことができる。

　昔から、防災を目的とした土木事業は、しばしば生物多様性を損なう主

要な要因となってきた [3, 15]。しかし、20 世紀の最終期からは、生物多

様性保全と土木事業の両立の重要性が認識され [3]、1999 年 6 月に環境

影響評価法（いわゆる「アセス法」）が施行された。環境影響評価法のも

とに行われる土木事業と生物多様性保全は、人間の福利や社会の持続性へ

の寄与を目指すものである。これを実現するためには、①評価にいたる手

続きが事業者の意図からある程度独立した客観的なものであること、②

事業の早い時期、すなわち計画が固まる前に評価が実施されること、③そ

れぞれの地域の自然の特性を踏まえ、その場所での環境影響評価におい
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てもっとも肝要と考えられる対象や事項に重点をおいた評価を実施する

こと、④科学的な意味でもベストを尽くすこと、が求められている [16]。

これらのことから、東日本大震災のような、既存のインフラを破壊する大

規模な自然災害は、生物多様性保全の視点を内在化させた新しい社会資本

整備を進める機会と捉えられる [3]。東日本大震災の災害復旧にあたって、

国土交通省水管理国土保全局は、長大な海岸堤防等が景観・環境に及ぼす

影響を軽減するため「河川・海岸構造物の復旧における景観検討会」を同

年 9 月に設置した。この検討会では、堤防の位置・線形、堤防の法面処理、

堤防の天端処理、裏法尻等の覆土、海岸林・樹木等の活用，階段等の付帯

施設、水門等の構造物に対して、景観あるいは生態系への影響を軽減する

ための配慮項目を具体的に示すガイドライン [17] を作成した。これらに

より、東日本大震災の災害復旧では、これまでの災害復旧の概念を超える

様々な対処がなされたと言われている [18]。

　一方で、地域レベルの現場においては、地域住民と深く関わり、その地

域の特性に合わせた保全策を示すことができる。これは、砂浜・海岸地域

における陸域と水域をつなぐ環境や、そこに生育・生息する動植物は、地

域ごとに多様であり [1, 3]、国が打ち出した法律や指針では対応できない

場面が多いために必要となる。実際に、日本生態学会が岩手県知事・福島

県知事・宮城県知事宛に提出した申立書 [1] では、「復興工事に伴って生

物多様性保全の上で特に重要な場所を破壊することがないよう、地域の状

況に詳しい研究者から絶滅危惧種の分布等について情報」を把握した上で、

復興事業を進めるよう提言している。ここで留意するべき点は、地域の状

況に詳しい環境保全の専門家には、「絶滅危惧種が生息しているから防潮

堤を建設してはいけない」という絶対的な反対意見を述べることは求めら

れていないということである。なぜなら、行政や地域住民、土木の専門家

も、その地域の生き物・環境を保全するためには、防潮堤を建設しない方

が良いことは知っており、その上で、防潮堤を建設しなくてはいけない事

情があるからである。すなわち、この場合に、環境保全の専門家ができる

ことは、「どのように生物多様性保全と土木事業を両立するか」を考えて、

解決方策を見出すことである。
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　さらに、地域レベルの現場において、「生物多様性保全と土木事業の両立」

のためには、土木分野と環境保全分野の専門家が対立することは避けなく

てはいけない。中島海岸の防潮堤建設に関する住民を含む話し合いを例に

すると、土木分野と環境保全分野の専門家の意見が一致していなかったこ

とが、話し合いが長引いてしまった原因であると考えられる。これを防ぐ

ために、土木事業の早い時期（計画が固まる前）に、両分野の専門家が事

業計画に携わり、環境評価を実施した上で [15]、事業内容を固めていく

必要があった。

　このように、環境保全の専門家は、日本全国に広く一般的に適用される

べき法律や指針を作成する国レベルの現場と、ある地域の特性を保全する

ための解決方策を考える地域レベルの現場の 2 段階において、生物多様

性を保全するための自身の知見を活かすことができる。今後、「生物多様

性保全と土木事業の両立」を実現し、人間社会と生態系を共存・持続させ

ていくためには、各分野の専門家が、分野横断的な取り組みに積極的にな

る必要があると考えられる。
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1.　背景

1.1.　動物園の動物福祉と獣害問題

　動物園は「レクリエーション」の場であるとともに、「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）。環境エンリッチメントは動物園の日々の飼育動物

管理に不可欠な要素の一つであり、数多くの動物園および水族館で導入さ

研究ノート

駆除個体を用いた屠体給餌に対する
観覧者の感想：森きららの事例から

細谷忠嗣 1, 2

御田成顕 1

中原祥貴 3

高尾久美子 3

1  九州大学持続可能な社会のための決断科学センター
2  Wild meǽt Zoo
3  西海国立公園九十九島動植物園
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れている（Mellen & MacPhee，2001）。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空間で飼育されること、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、動物の生活の質、すなわち動物福

祉への配慮が求められている。飼育環境に様々な工夫をこらすことにより

動物福祉の向上を図る取り組みが「環境エンリッチメント」である（Maple 

& Perdue，2013）。環境エンリッチメントはその目的や手法から、物理・

採食・社会・感覚・認知エンリッチメントの 5 つに大別される（Hosey et 

al.，2013）。採食はすべての動物が生存のために必須の行動であり、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」はこ

れらの中で最も広く取り入られているものの一つである。採食エンリッチ

メントは、動物が採食行動に費やす時間を延長させること、種に特有の採

食行動のレパートリーを発現させることを目的として、採食環境を多様に

することを試みる取り組みを指す（Hosey et al.，2013）。野生大型肉食

獣の採食は、野生の場合、皮をはぎ、骨をかき分けて筋肉にありつく。一方、

飼育動物の場合は、すでに加工されたウマなどの筋肉片を直接摂取してお

り、野生でみられる採食行動は発現しない。このような、野生下と飼育下

での採食行動の違いは動物の行動多様性を低下させることから、通常の餌

とは異なる骨や、屠体の全部もしくは一部を与える採食エンリッチメント

が評価されており、トラへの採食エンリッチメントの効果も評価されてい

る（McPhee，2002；Bashaw et al.，2003；Stark，2005；Skibiel et al.，

2007；Szokalski et al.，2012）。日本国内においては、採食エンリッチメ

ントの一つである屠体給餌は肉の流通構造上、大型の屠体の入手が困難で

あり普及に至っていない（細谷ら，2018）。近年、動物園の飼育動物の動

物福祉の向上と地域の獣害問題への寄与を目的として、科学コミュニケー

ター、動物園飼育員、ジビエ実務家、行政および大学の有志によって組

織された産学官連携の市民団体である Wild meǽt Zoo（以下、WMZ）に

よって、福岡県の大牟田市動物園を中心に獣害対策で捕獲された駆除個体

の屠体給餌（以下、駆除個体を用いた屠体給餌）が行われている（細谷ら，

2018；2019ab）。この取り組みは 2019 年 10 月に特定非営利活動法人「市

民 ZOO ネットワーク」の「エンリッチメント大賞インパクト賞」を大牟
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田市動物園が受賞し（市民 ZOO ネットワーク，2019）、注目される活動

となっている。そして、WMZ と大牟田市動物園による駆除個体を用いた

屠体給餌の試行を通じ、衛生面で配慮すべき事項の整理がなされるととも

に、観覧者に与える心理的負担が小さいことが報告されている（細谷ら，

2019ab）。

　獣害問題に目を転じると、日本各地でニホンジカやイノシシが急速に生

息数を増加し、その生息範囲を広げている。これらの増えすぎた野生獣は、

日本各地で農作物被害を与えており、2018 年度の農作物被害額は 157.7 億

円、被害面積は 5.1 万 ha と報告され、このうちニホンジカおよびイノシシ

のよる被害はそれぞれ、農作物被害は 54.1 億円、47.3 億円、被害面積は 3.6

万 ha、0.6 万 ha とされている（農林水産省，2019b）。また、農林業被害

だけでなく、生態系や人々の生活にも深刻な被害をもたらしており、森林

の林床植生や高山域の草原の草花が食べ尽くされるといった生物多様性の

減退が生じている（Takatsuki，2009）。こういった状況に対し、農林水産

省および環境省は、捕獲を通じた生息数管理を強化しており（環境省・農

林水産省、2013）、その一環として生命倫理の面からも駆除個体の有効利

用を進めている（環境省，2015）。しかし、駆除個体の利活用は捕獲数の 1

割程度に留まっている（農林水産省，2018）。特に、食肉用として不適な

小型個体の利活用が課題となっている（細谷ら，2018，2019ab）。長崎県

の野生鳥獣による被害額は 2.1 億円、被害面積は 271ha とされ、そのほと

んどがイノシシによる被害である（農林水産省，2019a）。

　駆除個体を用いた屠体給餌は、環境エンリッチメントを通じた動物福祉

の向上とともに、獣害対策への寄与、および動物園の展示の魅力向上が期

待されている（細谷ら，2019ab）。動物園の魅力向上について、大牟田市

動物園および京都市動物園において行われた屠体給餌について、観覧者へ

のアンケート結果から心理的負担が小さいこと、およびより広く公開した

方が良いとする意見が過半を占めていた（細谷ら，2019b）。しかし、大

牟田市動物園では、「獣害という社会的問題と動物園における環境エンリッ

チメントの取り組みの融合」として紹介されており、環境エンリッチメン

トや獣害対策の一環として紹介されている（大牟田市動物園，2018）。大
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牟田市動物園および京都市動物園では、環境エンリッチメントと獣害駆除

とを全面に出したイベントであり、娯楽性を主眼としたイベント（以下、「一

般イベント」とする）として観覧者に受け入れられるのかは明らかにされ

ていない。

　2019 年 10 月に森きららにおいて「ライオン「アサヒ」の誕生会」イ

ベントとして実施された駆除個体を用いた屠体給餌は、森きららのウェブ

サイトでの告知では、「誕生日会の日には、飼育スタッフが心を込めて準

備する特製ランチをプレゼント」と紹介されるに留まり、駆除個体を用い

た屠体給餌を実施することは記載されていなかった（西海国立公園九十九

島動植物園森きらら，2019b）。そのため、観覧者の多くは屠体給餌が実

施されることを知らずに来園したと考えられる。

動物園の来場者の来園目的は多様であり、動物園はそのような多様な利用

目的に対して適切に対応する必要がある（村田，2015）。そこで本報告で

は、動物園で最も人気のある飼育動物の 1 種ある雄ライオンの誕生日会

として実施された駆除個体を用いた屠体給餌に対する観覧者の反応を明ら

かにし、屠体給餌が一般イベントとして受け入れられるのかを検討するこ

とを目的とする。

2.　方法

2.1.　九十九島動植物園森きららについて

　西海国立公園九十九島動植物園森きらら（以下、森きらら）は、長崎

県佐世保市に位置し、本土最西端の動植物園で、約 260 点の動物と約

21,000 点の植物群が園内に配置されている（佐世保市，2019）。その歴

史は、1961 年に佐世保市亜熱帯動植物園として開園し、2011 年に現在

の名称である西海国立公園九十九島動植物園へと変更され、2011 年に公

募により愛称が「森きらら」に決定した。2014 年に絶滅危惧種のツシマ

ヤマネコの繁殖に成功したことでも知られている（西海国立公園九十九島

動植物園森きらら，2019a）。
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2.2.　アンケート調査の方法

　アンケート調査は、2019 年 10 月 14 日に開催されたライオン「アサヒ」

の誕生会イベントにおける屠体給餌の実施に際し、森きららのライオン担

当飼育員および WMZ 担当者から環境エンリッチメントと獣害問題の説明

を行ったのち（図 1）、アンケート調査の協力を依頼のうえ実施した。ア

ンケート調査は、任意で回答に応じた観覧者（図 2）を対象とし、ライオ

ンが採食中（図 3）にアンケート票に記入を依頼し、30 名から回答を得た。

屠体給餌の実施中も担当飼育員もしくは WMZ 担当者による説明が随時行

われるとともに、屠体給餌を行っていることを記した案内看板も設置され

ていた（図 4）。

図 1　WMZ による屠体給餌の事前説明
（2019 年 10 月 14 日、著者撮影）

図 3　屠体給餌の実施状況
（2019 年 10 月 14 日、著者撮影）

図 2　実施会場と観覧者
（2019 年 10 月 14 日、著者撮影）

図 4　屠体給餌実施を示す案内看板
（2019 年 10 月 14 日、著者撮影）
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　アンケート票の質問項目は、回答者の属性である性別、同行者、居住地

および年齢（質問項目 1 〜 4）で属性の確認を行った。そして、屠体給餌

に対する下記の質問項目を設定し、それぞれ 5 段階の選択式で回答を求

めた。質問項目は、まず環境エンリッチメントが必要とされる理由である、

飼育動物の幸福度に対する印象を確認した（質問項目 5）。ついで、屠体

給餌の実施前に行われた説明分かりやすさ（質問項目 6）を確認した。こ

の説明では、動物福祉、獣害問題および有害鳥獣駆除個体を用いた屠体

給餌の目的について解説が行われた。つづいて、説明が行われた前後での

有害鳥獣駆除の実施に対する考えについて質問した（質問項目 7・8）。そ

して、動物福祉および獣害問題に関する環境教育の機会と展示としての魅

力とが両立する取り組みかどうかを検討するため、取り組みの重要性（質

問項目 9）、野生状態でみられる採食行動の展示としての魅力（質問項目

10）、心理的負担（質問項目 11）、積極的に公開すべきかどうか（質問項

目 12）、および小学生世代にも見せたい取り組みかどうか（質問項目 13）

について、質問を行った。これらの結果から、有害駆除個体を用いた屠体

給餌が一般イベントとして観覧者に受け入れられたのかどうかを検証し

た。

3.　結果と考察

　アンケート回答者は、女性が 18 人（60％）、男性が 4 人（13％）であり、

家族連れで来場した回答者が 29 名（97％）を占めた。30 名の居住地は、

森きららが位置する佐世保市（13 人、43％）と長崎県（10 人、33％）

が 76％を占め、続いて佐賀県（4 人、13％）、熊本県（2 名、7％）であった。

年齢層は 30 歳代（12 人、40％）と 40 歳代（8 人、27％）とで 67％を

占めた（表 1）。
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　野生動物に対し、動物園の飼育動物の幸福度に対する印象は、「どちら

でもない」が最も多く（20 人、67％）、幸福度が低い（「とてもそう思わ

ない」）と、1 名（3％）のみが回答した（質問項目 5）。この結果から、

国内外の動物園において動物園の飼育動物に対する環境エンリッチメント

の導入は進められているものの（Mellen & MacPhee，2001）、動物園の

来園者にその必要性が十分に認識されていないことが示唆された。

　次いで、屠体給餌の実施前に行った説明は、25 人（84％）が分かりや

すいと回答し、分かりにくいと感じた回答者はおらず、屠体給餌の目的は

観覧者に伝わったといえる（質問項目 6）。有害鳥獣駆除の必要性に対し、

説明を受ける前は 23 名（77％）が肯定し、1 人（3％）が批判的な回答

をしていた（「思わない」）（質問項目 7）。説明を受けた後では、有害鳥獣

駆除の必要性は、22 人（73％）が肯定し、批判的な回答は見られず（質

問項目 8）、説明を受けたことで有害鳥獣駆除の必要性に批判する回答は

みられなくなったが、肯定する回答も変化がなかった。しかし、屠体給餌

の取り組みの重要性は 29 人（97％）が認識していたことから（質問項目

9）、説明によって取り組みの重要性を感じるに至った可能性がある。

　次いで、動物本来の動きが見られることは動物園の魅力を高めると 27

人（90％）が回答したことから、野生状態での行動を引き出すことは観

覧者の欲求を満たすことが示された（質問項目 10）。そして、「屠体給餌

を見て残酷だと思いましたか？」という質問に対して、2 人（7％）が「と

てもそう思う」と回答していた。一方、「そう思わない」、「とてもそう思

わない」と 21 人（70％）が回答しており、多くの観覧者に心理的負担は

表１　アンケート回答者の属性（n=30）
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与えないことが示された。しかし、屠体給餌実施前に十分な説明を行い、

心理的負担を感じる可能性があることを伝えることが必要である。そして、

この取り組みを積極的に公開した方が良いと 29 人（97％）が考え（質問

項目 12）、28 人（93％）が小学生世代にも見せたいと思っていることが

確認され、これらの質問項目に対して否定的な回答はみられなかった（質

問項目 13）。これらの結果から、低年次にも受け入れられる展示であると

いえる（図 5）。

　このように観覧者は屠体給餌に対して肯定的な意見が過半を占めてお

り、この傾向は細谷ら（2019b）による大牟田市動物園および京都市動物

園で得られた結果と差はみられない。アンケートの回答依頼に対応してく

れた観覧者が、環境エンリッチメントや獣害問題に対して関心の高い人々

に偏った可能性もある点には留意しなければならないが、これらのことか

ら、屠体給餌は環境教育の機会としても、レクリエーションの展示として

も両立することが示唆された。

図５　アンケートの回答結果（n=30）
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1　はじめに（竹内）

　この研究ノートは、近代沖縄の学術界をリードし、その成果の多岐に

渡ることから、後に「沖縄学の父」と呼ばれるようになった伊波普猷が、

1905 年の東京帝大時代に『琉球新報』に寄稿した「閑月日」と呼ばれる

小文について論じるものである。

　近代日本の民衆思想史研究の大家である鹿野政直は、「みずからをボー

リングすることの深い思想」と伊波の思想を形容し、「こんなにもひだの

深く多い文脈を、近代日本はほとんどもつことがなかった」と独自の表現

で捉えたように、あらゆる学問や思想を吸収し、自身の沖縄研究の糧とし

た
1

。

　伊波の『古琉球』という著書は、現在も研究者の間で読まれ続け、『お

もろさうし』研究の先駆けとなった伊波に関する研究は、歴史学、民俗学、

言語学、政治学など、これまでにあらゆる方面から優れた研究がされてき

1　鹿野政直「F.Ifa のことなど」〔『新沖縄文学』38 号〕

研究ノート

学生・伊波普猷が捉えた人間とアリの社会
（その 1）

村上貴弘

竹内太郎
九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

九州大学大学院地球社会統合科学府博士後期課程
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た。伊波の生涯に沿いながら、その人間像や思想に言及する研究書もあっ

た。

　しかし、伊波が研究者として出発する前の、いわゆる大学生の時代に細

かく触れた研究はほとんどなかった。2010 年から 2014 年にかけて『琉

球新報』上で連載された、「沖縄と日
ヤマト

本の間で　伊波普猷・帝大卒論への道」

という伊佐眞一の仕事によって、これまで描かれてこなかった伊波像に光

が当たった。

　本論で論じる「閑月日」はその時代に書かれたものである。先行研究で

も、その表面的な部分しか言及されておらず、触れていない研究書さえも

ある。今回、この雑誌『決断科学』誌上で、この小文について触れたいと

考えたのは、伊波が人間の社会とアリの社会の比較を細かく描いているか

らである。決断科学センターには、アリの専門家である村上貴弘准教授が

在籍している。ここで書かれたアリの生態がどれだけ忠実なのか、またこ

の時期に伊波普猷がアリの社会に触れていることの意味を、村上氏に触れ

てほしい。本論が伊波研究に、またアリの研究にどのような影響をもたら

すかは、未だ未知数だが、決断科学センターならではの仕事ということで、

たたき台のようなものとして取り扱って頂けたら幸いである。

　本論は、まず伊波の「閑月日」に書かれた内容とその時代背景、思想的

特徴に触れて、村上氏にここで描かれたアリの社会について詳述していた

だく。なお、対象とする文章は【写真 1】に全文引用している。

2　伊波普猷「閑月日」に見える時代背景と思想史的特徴（竹内）

　先に参考として引用した「閑月日」のアリに関する文章の前段階として

書かれた一文は「沖縄ほど社会学の研究資料に富んだ所は少いと思ふ」 
2

だった。帝大文科大学の学生にとって必修科目だった社会学という講義を

受けたであろう伊波がそう感じたのは、「当時の伊波がかかえる問題意識

は、げんに彼が身をおく世間の、それこそ雑多な事象を考える際の、その

背後もしくは根底に潜むものを読み取る “ 社会 ” 学の素養をまさに必要と

2　伊波普猷「閑月日」〔『伊波普猷全集』第 10 巻 p.37〕
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していた」 
3

からだろうと郷土史家の伊佐眞一は分析している。

　アリの社会に関する細やかな分析は共著者に譲るが、本節ではこれが書

かれた時代背景と思想状況、伊波の問題関心に触れる。

　当時伊波が抱えていた最大の問題関心、それは自らのアイデンティティ

に関わることだった。1879 年の琉球処分という、日本帝国が沖縄をその

版図に組み込んだ事件とほぼ同時期に生まれた伊波は、『おもろさうし』

という沖縄の歌集に描かれた独特の精神世界に没頭し、沖縄の言語や神話、

歴史だけでなく人類学にまでその興味の幅を広げていた。伊波が大学で沖

縄の言語学を専攻したのも、鹿野政直によれば「選択の対象であるという

よりは、運命づけられたもの」で、「そのなかで伊波の特性は、選択が沖

縄人としての文化的出自と不可分であったため、語学に終始する域にとど

まることができず、文化の考察へと大きくはみだしてゆくこと」だった
4

。

　伊波の問題意識は、早速「同類が繁殖すると自然に植民
0 0

の必要を感ずる

やうになり其一部分が母国を去つて然るべき所に新社会を建設することが

3　伊佐眞一『沖縄と日
ヤマト

本の間で　伊波普猷・帝大卒論への道』〈下〉p.39

4　鹿野政直『沖縄の淵　伊波普猷とその時代』pp.35 ～ 36

写真１　伊波普猷「閑日月」の該当文章
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ある」
5

という文章に表れている。ここで「植民」という言葉に傍点を付し

たことは、沖縄人の出自の問題と深く関わることだったからである。伊波

は大学での言語学研究の結果だけではなく、坪井正五郎や鳥居龍蔵
6

といっ

た人類学者の言説も大いに取り入れ日琉同祖論
7

を体系化していった。そ

の成果はあらゆる著作における文章に表れたが、「琉球史の趨勢」（1911

年）では、「今日の沖縄人ハ紀元前に九州の一部から南島に植民した者の

子孫であるといふ事丈けを承知して貰ひたい」
8

と書かれた。

　先に引用した「植民
0 0

の必要」云々の文中にある「母国」とはヤマトを指し、

「新社会」は沖縄を暗に意味していることを読み取ることができる。この

ように、社会性昆虫であるアリの行動と沖縄人の歴史過程を必然的に結び

つけて考える思考様式は、帝国の周縁を出自に持つ伊波だからこそのもの

である。

　続いて伊波は、人間とアリの社会の共通点として、発展段階があること

を示す。「第一遊牧時代第二農耕時代第三商工時代」
9

と、その発展段階を

説明するが、これはドイツの経済学者フリードリヒ・リストの発展段階論、

もしくは福沢諭吉の『文明論之概略』に依拠していた。リストの経済発展

段階説は、未開状態、牧畜状態、農耕状態、農工状態、農工商状態の五段

階に分かれるという説である。福沢諭吉はそれらの発展段階を「文明の齢」

と称し、「居に常処なく食に常品な」い狩猟生活を「野蛮」、「農業の道大

に開け」ていても「その内実を探れば不足」ある状態を「半開」、「学問の

道は虚ならずして発明の基を開き、工商の業は日に盛にして幸福の源を深

くし」ている状態を「文明」とした
10

。伊波の説明はリストの経済発展段階説、

もしくは福沢の論の一部を当てはめたものだったと考えられる。

5　伊波普猷「閑月日」〔『伊波普猷全集』第 10 巻 p.37〕

6　鳥居に沖縄の人類学調査を進めたのは伊波であった。その際、付きっきりで沖縄を案内した。その内実

に関しては、伊佐眞一『沖縄と日
ヤマト

本の間で　伊波普猷・帝大卒論への道』に詳しい。

7　沖縄とヤマトの祖先は同じだったとする言説。向象賢という琉球王国時代の政治家や B・H・チェンバ

レンという帝大教授といった人物がそれぞれの観点から唱えたが、伊波普猷はそれらを引き継ぎつつ言語

学、歴史、民俗学、人類学の観点を取り入れ日琉同祖論を体系化した人物としても知られている。

8　伊波普猷「琉球史の趨勢」〔伊波普猷『古琉球』初版 p.62〕

9　伊波普猷「閑月日」〔『伊波普猷全集』第 10 巻 p.37〕

10　福沢諭吉『文明論之概略』p.24
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　この「閑月日」という小文に横たわる思想史的特徴は大きく分けて三つ

ある。

　第一は、この文章が当時の時代背景を映す鏡になっていたこと。これが

書かれた 1905 年 6 月は、日本海海戦で東郷平八郎率いる連合艦隊がバ

ルチック艦隊を破った直後の時期で、日露戦争は最終局面を迎えていた。

日露戦争の状況は、帝都に居を構えていた伊波の耳には日々入ってきてい

ただろう【写真 2】。蟻の戦いに言及した上で出た、「アヽ人類社会に於て

日露の大戦争を起さしめ蟻の社会に於てさういふ大激戦を演ぜせしめた造

物者の真意を誰か知るものがあらう？」という言葉には、当時の社会状況

写真２　都内の新聞における日露戦争の戦果の報道
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を見つめる伊波の想いがこもっている
11

。

　日露戦争の状況と合わせて考える必要がある思想史的特徴の第二は、社

会主義また共産主義に対する伊波の言葉である。「分業
0 0

の盛なることは実

に想像も及ばぬ程で各部分を統一する女王
0 0

があつて完全なる共産主義
0 0 0 0

を実

行している」
12

という文章の中の、「完全なる共産主義
0 0 0 0

」とは何か。「富の分配」

が確実に行われ、資本家（ここでは「女王」か）に搾取されることのない

社会のことを指すのだろうか。それとも、労働には必要労働と剰余労働が

あり、マルクス主義的な「富」とはすなわち剰余労働が生み出す「剰余価

値」を指すが、そもそも必要労働のみの社会が完成しているということだ

ろうか。アリの種によって細かい差はあるだろうが、この点は共著者に詳

しく聞いてみたいところである。

　しかし、伊波が共産主義という言葉にあえて「共産主義
0 0 0 0

」と傍点を付し

たことの意味を一寸考えておく必要がある。一般的に拡がりを見せつつ

あった共産主義思想とその社会を、人間は未だに完全実現できずにいるに

もかかわらず、アリはすでに実現していると伊波は言いたかったのではな

いだろうか。それゆえ、人間社会の不完全な共産主義と区別化するべく、

伊波は「共産主義
0 0 0 0

」と傍点を振った。したがって導き出されたのが、結び

の「所謂ユートピアを夢想しつゝある世の社会主義者共産主義者はこの小

さい蟻に学ぶ所がなければならぬ」という文章だった。

　当時の日本の社会主義及び共産主義を取り巻く環境は、1901 年に日本

初となる社会民主党が片山潜や幸徳秋水、木下尚江らによって結党され、

1903 年に日露戦争に対する非戦論者としてキリスト者の内村鑑三や共産

主義者の堺利彦、社会主義者の石川三四郎、幸徳秋水が『萬朝報』を退社

11　伊佐眞一は、綿密な史料調査・整理を根拠に、伊波の思想は沖縄とヤマトの間で揺れながらも、ヤマ

トを撃つ思想を持ち得なかったという伊波像に言及している。この伊波の言葉について、１９３３年「迎

へほこら」という伊波の自作オモロ「露
おろしあ

西亜とのくはらに／皇
みくに

国す稜
せぢ

威まさたれ／みかない嵩
かさ

みゆかかさ

で／おかけぶさへ聖
みよ

代に／いきはてのおきなは」（伊波普猷「迎へほこら」〔伊波普猷『古琉球』改版 p.369〕

を引き合いに出し、これが「日露戦争に対する伊波の批判回答とするのは早計」だと言う。「「日本」国家を「沖

縄」から根底的に問い糺す姿勢が弱かった」のは、「異種としての沖縄人への切り返しが、たえず心の隅で

予感されていたから」だと伊佐はその理由を説明している。（伊佐眞一『沖縄と日
ヤマト

本の間で　伊波普猷・帝

大卒論への道』〈下〉p.45）

12　伊波普猷「閑月日」〔『伊波普猷全集』第 10 巻 p.38〕
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した。社会主義的機関紙である『平民新聞』もこの頃にできた。1906 年

には初の合法的な社会主義政党である日本社会党を堺利彦らがつくった。

さらにアメリカでアナルコサンディカリズムの影響を受けた幸徳の直接行

動論と片山の主張した議会政策論をめぐる論争を経て、1910 年に大逆事

件で幸徳が検挙されて「冬の時代」を迎えた。ある意味、当時は社会主義

及び共産主義思想にとって近代において最も自由な時代だったと言うこと

もできる。

　伊波普猷の「年譜」によると、片山潜の家に出入りしていた伊波の恩師・

田島利三郎の影響で、「英文の『社会主義小史』を読む」
13

と記録されており、

帝大の文科大学の学生として、市井を賑わせているこれらの思想を教養と

して取り入れていたのだろう。伊波にとってこの時点での興味はその程度

だった。

　伊波が言った「ユートピア」とは、1516 年にトマス・モアが記した本

のタイトルである。社会主義的な意味合いで使われる際には、初期社会主

義者のフーリエやサン＝シモン、オウエンらの主張を「ユートピア社会主

義」と呼ぶことがある。これは、エンゲルスが自らの社会主義を「科学的

社会主義」と規定したことにより、乗り越えられるべきもの、または既に

乗り越えたものとしてそのように呼ばれるようになった。そして、1900

年代初頭には、マルクスやエンゲルスの主義・主張は成熟化し、前述のよ

うに日本でもあらゆる論客が現れていた。1917 年には、その思想が体現

化する形でソビエト連邦が誕生した。そういった状況であっても、伊波に

はアリの社会にも満たない「ユートピア」であるとしか見えなかった。

13　「年譜」〔『伊波普猷全集』第 11 巻 p.539〕

　この時代に『社会主義小史』という書物が出版された記録は今のところ見つけられていない。同名の著

書はジョージ・リヒトハイムが 1979 年に出版している。この「年譜」の典拠は、伊波が田島の著作の「序

文」として 1922 年に書いた「田島先生の旧稿琉球語研究資料を出版するにあたつて」で間違いないが、こ

こには次のように書かれている。「或時先生は片山氏から英文で書いた何とかいふ人の社会主義小史を貰つ

て来て、私に講義させて聴かれたこともあつた」。（伊波普猷「田島先生の旧稿琉球語研究資料を出版する

にあたつて」〔『伊波普猷全集』第 10 巻 p.308〕

　つまり、「年譜」と典拠となった文章を見比べてみると、伊波の書いた史実が「年譜」に書かれる際に読

み違えられていることがわかる。「年譜」には『社会主義小史』と、あたかも書物の題であるかのように書

かれているが、伊波の証言ではそれが果たして書物の題であったかを判断することはできないから。
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　非戦論や社会主義の議論が日本で勃興し始めた頃、例えば詩人の石川啄

木はそれらに対して懐疑的だったが、幸徳秋水が大逆事件で検挙され、処

刑された後の 1911 年には「ココアのひと匙」に、「はてしなき議論の後

の冷めたるココアのひと匙を啜りて、そのうすにがき舌触りに、われは知

る、テロリストのかなしき、かなしき心を。」 
14

と書いた。しかし、伊波は「幸

徳秋水等は死を望めり、木下尚江氏の説の如く、彼を死刑に処すは国歌の

為危険なり」
15

と語るにとどまり、特に自らの心情を語ることはなかった。

　思想史的特徴の第三は、レイシズム的視点が含まれていることである。

「世界の人類中には社会組織の点に於て蟻に及ばないのがゐる」として、

「（一）アウストラリアの或土人（二）南亜米利加のテラデルフイゴーの蛮

人（三）阿非利加のブツシユマン（四）中央亜米利加のチツゲルインヂヤ

ン（五）南亜米利加のチヤコインヂヤン」を挙げた
16

。

　伊佐の指摘によると、「これらの人類に関する知識の仕入先は、坪井の『人

類学講義』（国光社、一九〇五年）、あるいは鳥居龍蔵の著書にもそのこと

が載っているから、東京帝大理科大学の人類学教室であることはまちがい

な」
17

かった。伊波が自らの専攻である言語学教室だけでなく、分野を横断

して人類学教室と深い関わりがあったことは周知の事実であり、そこで得

たばかりの知識をここぞとばかりに『琉球新報』に投稿したのであろう。

　1903 年、大阪で開かれた内国勧業博覧会の学術人類館で、アイヌ民族、

台湾高砂族、朝鮮民族、清国人、インド人、ジャワ人、ベンガル人、トル

コ人、アフリカ先住民と並んで、琉球人として沖縄県の女性（遊女）二人

が展示
0 0

された。「人類館事件」である。これに対して、『琉球新報』は「同

胞に対する侮辱（人類館）」（1903 年 4 月 7 日）を皮切りに激しく紙面上
14　石川啄木「ココアのひと匙」〔石川啄木『復刻版 呼子と口笛』p.7〕

15　比嘉春潮「大洋子の日録」〔『比嘉春潮全集』第 5 巻 p.214〕

16　伊波普猷「閑月日」〔『伊波普猷全集』第 10 巻 p.39〕

　近代日本において、最初期の段階でレイシズム的視点を持ち、広く紹介したのは福沢諭吉だった。『掌中

萬國一覧』（1869 年）には、アングロサクソンから見た人種観を「私意を交へず」紹介した。世界の人種は「白

哲人種」「黄色人種」「赤色人種」「黒色人種」「茶色人種」に大きく分かれ、例えば「白哲人種」は「容貌

骨格都て美」で「文明の極度に達す可きの性」、「黒色人種」は「其體強壮にして活潑に事をなすべしと雖

ども、性質懶惰にして開化進歩の味を知らず」というような紹介の仕方だった。（福沢諭吉「掌中萬國一覧」

〔『福沢諭吉全集』第 2 巻 pp.462 ～ 463〕

17　伊佐前掲書 p.42



119

で抗議した。これを書いたのは、主筆である太田朝敷だった。内容を要約

すると、陳列された沖縄の住居や生活道具が「可成野蛮風」に見られてし

まうこと、展示されたのが「賤業婦」だったこと、そしてこのような展示

をされると「□覧者の目に映する沖縄ハ同列のアイヌ生蕃と大差」ないと

思われる懸念があった
18

。

　続く「人類館を中止せしめよ」（1903 年 4 月 11 日）には、帝国にお

ける沖縄の位置を主張するあまり、周辺民族への蔑視感が強く表れた。「特

に台湾の生蕃、北海のアイヌ等と共に本県人を撰みたるは、是れ我を生蕃

アイヌ視したるものなり。我に対するの侮辱、豈これより大なるものあら

んや」
19

という文章がそれである。

　これが起こったとき、伊波は京都にある第三高等学校の学生だった。当

時から沖縄のジャーナリズムに通じていた伊波は、この事件のことを知っ

ていたはずだし、人類館の会場だった大阪はまでは、ほど遠くないから、

実際に見に行ったかもしれない。だが伊波はこの人類館事件について、一

言も言及することはなかった。

　そのような侮辱を受けたにもかかわらず、伊波は他の世界の民族を「社

会組織に於て蟻に及ばない」と断じた。否、沖縄人として、そのような侮

辱を受け続けていたからこそかもしれない。沖縄の社会や人びとは、日本

帝国や世界の中でも文化的に優れ、何も劣っていないという自負が伊波の

中にも多分にあった。そのような想いは、他民族を下に見る考え方に結び

ついてしまった。

　後に、帝大を卒業して、学者としての第一歩を踏み出した頃に書かれた

いくつかの文章にもそれが表れている。帝大で習得した言語学の成果とそ

れを補完する形での沖縄人の出自や位置を示した「沖縄人の祖先に就て」

では、「幸にして余が研究の結果は沖縄人が日本人たる資格はアイヌや西

18　「同胞に対する侮辱（人類館）」〔『琉球新報』1903 年 4 月 7 日〕

　この内容に関しては、本論で詳述するには大きすぎるテーマを孕んでいる。当時の帝国とその周辺の序

列のこと、沖縄内部の女性特に遊女への蔑視、他の周辺民族への蔑視など、様々な問題を含んでいるので

ある。「生蕃」とは台湾先住民に対する蔑称。

19　「人類館を中止せしめよ」〔『琉球新報』1903 年 4 月 11 日〕
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蛮が日本人たる資格と自ら別物であることを教えた」
20

と書いた。「幸にし

て」という部分に、伊波の想いが吐露されているように見える。ここで伊

波は人類館事件について特記してはいないが、自身の研究により、先ほど

引用した『琉球新報』の事件に対する憤慨が杞憂であることを証明した気

分だったかもしれない。

　このような伊波の考え方は、近代日本の周縁に置かれた沖縄というひと

つのマイノリティ集団に出自を持ち、ヤマト社会で学問を志していく若者

が陥らざるを得ない思考様式であるとともに、現代に生きるわたくしたち

は、この視点を正面から、また側面から冷静に見つめなければならないだ

ろう。

参考文献・資料

伊佐眞一『沖縄と日
ヤマト

本の間で　伊波普猷・帝大卒論への道』（中）琉球新報社 2016 年
伊佐眞一『沖縄と日

ヤマト

本の間で　伊波普猷・帝大卒論への道』（下）琉球新報社 2016 年
石川啄木『復刻版 呼子と口笛』盛岡啄木会 1975 年
伊波普猷、服部四郎、中曽根政善、外間守善『伊波普猷全集』第 10・11 巻　平凡社 1974 ～ 1976 年
伊波普猷『古琉球』初版 沖縄公論社 1911 年
伊波普猷『古琉球』改版 青磁社 1942 年
鹿野政直『沖縄の淵　伊波普猷とその時代』岩波書店　1993 年
比嘉春潮『比嘉春潮全集』第 5 巻 沖縄タイムス社 1973 年
福沢諭吉『文明論之概略』岩波文庫 1995 年
福沢諭吉『福沢諭吉全集』第 2 巻 岩波書店 1959 年

『琉球新報』（戦前期）

20　伊波普猷「沖縄人の祖先に就て」〔『琉球新報』1906 年 12 月 9 日〕
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3　アリの社会と伊波普猷の見た人間社会（村上）

　沖縄出身の学者・伊波普猷が残したエッセイにアリのことを触れたもの

がある。1905 年に書かれたもので、当時伊波は東京帝国大学文学科に所

属する学生であった。『琉球新報』に寄稿された原稿を今回初めて読んだ

のだが、アリに関する記述が非常に正確で、かつ幅広いことに驚かされた。

　どのようなことが記述されているかを要約してみよう。

　（1）アリの社会はほとんど完全な社会組織を持っている。

　（2）女王アリ、オスアリ、ワーカー、兵隊アリの 4 つのカーストに別

れている。

　（3）結婚飛行をし、交尾後オスは死に、女王アリはワーカーに手助け

されながら新たな巣を作る。

　（4）分巣し、新たなコロニーを形成する。

　（5）人間の社会進化段階に遊牧、農耕、商工時代があるようにアリに

研究ノート

学生・伊波普猷が捉えた人間とアリの社会
（その２）

村上貴弘

竹内太郎
九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

九州大学大学院地球社会統合科学府博士後期課程
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も遊牧、農耕まではある。

　（6）遊牧の例としてアブラムシとの共生、農耕の例としてハキリアリ

を取り上げている。

　（7）アリの採餌行動、テリトリー行動について。

　（8）分業について。「完全なる共産主義を実行し、また領土の観念が著

しく発達している」と記述。

　（9）アリの戦争について。

　（10）社会主義者・共産主義者はこの小さいアリに学ぶところがなけれ

ばならない。

　いずれも非常に興味深い。例えば、（3）、（4）の女王アリがワーカーに

手助けされながら新たな巣を作り、分巣するという記述は、一般的なアリ

類の結婚飛行の特徴ではなく、ある限定されたアリ類の特徴である。上記

の特徴に合致するアリ類は、例えば僕が研究を行なっているカドフシアリ

などで見られるが、このアリの生態が明らかになったのは 1993 年である。

また、（6）の菌類を育てる「農業をするアリ」、ハキリアリはもちろん日

本には生息しておらず、中南米を中心とした新世界に分布する【写真 3】。

　こういったアリについての情報を伊波はどのように入手したのであろう

か。出版年代から考えてみると、我々アリ学者の古典的バイブルである W. 

M. Wheeler の『ANTS』は 1910 年発行で、伊波が目にすることはなかっ

た
1

。その『ANTS』の中で唯一引用されている日本人アリ類研究者の深井

武司が出版したトゲアリの生態に関する論文は、『昆蟲世界』という雑誌

に 1908 年に掲載されている
2

。

　日本での最初期のアリに関する書籍としては、1898 年発刊の『日本昆

虫学』（松村松年著）があり、伊波が目にした可能性はある。しかしながら、

本書は基本的に分類に関する記述が多く、伊波が記述したアリ類の基礎的

な生態や行動、そして世界に生息するユニークなアリ類に関してはほとん

1　W. M. Wheeler  『ANTS: their structure, development and behavior.』 New York; Columbia University 

Press, 1910.

2　深井武司「トゲアリに就きて」〔『蟲虫世界』第 12 巻 p.7〕



123

ど記述がない。

　おそらく伊波は、1883 年にモース（Edward Sylvester Morse）の東京

大学での講演録が石川千代松によって翻訳された『動物進化論』や 1905

年に出版されたダーウィンの『種の起源』の翻訳
3

、そしてスペンサーの

著作の翻訳本から上記の情報を得て、新聞記事を執筆したものと類推され

る。

　ダーウィンの「種の起源」やスペンサーの『The Principles of Sociolo-
3　チャールズ・ダーウィン著開成館訳『種之起源』1905 年

写真３　サムライアリよりさらに複雑な社会を形成するハキリアリが葉を運んでいる様子
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gy』
4

の中で共通して取り上げられているアリが、サムライアリというアリ

だ。伊波が（9）のアリの戦争について記述しているのも恐らくはこのサ

ムライアリの「奴隷狩り」を観察したものと考えられる。

　サムライアリの生活史は非常に奇妙なものだ。有翅女王は結婚飛行で交

尾を終えると自分で巣を掘ることはせずに、クロヤマアリの巣を探す。手

頃なクロヤマアリの巣を見つけると侵入し、クロヤマアリの女王アリに近

づく。その際に働きアリに見つかればかなりの確率で殺されるが、首尾よ

くクロヤマアリの女王アリを仕留めた場合、その匂い物質を満遍なく体に

塗りつけ、クロヤマアリ女王に偽装することができる。すると働きアリは

サムライアリの女王を受容し、やがてサムライアリの卵・幼虫・蛹の世話

をするようになる。生まれたサムライアリの働きアリは一般的な労働は全

くできないので、徐々にクロヤマアリの働きアリが寿命で死んでしまうと

労働力が不足する。そこで、サムライアリたちは近くの別のクロヤマアリ

の巣に侵入し、幼虫を強奪し巣に持ち帰るのだ。

　その場面に出くわすとあたかも軍隊が縦列を組み行軍し、敵に立ち向

かっているように見える。僕も幾度か奴隷狩りのシーンを目にしたことが

あるが、壮観の一言に尽きる。略奪された幼虫たちはやがて働きアリとな

りサムライアリの社会を支える存在となる。サムライアリの働きアリは常

に周囲をモニタリングし、略奪に適したクロヤマアリの巣を見定めておく。

　ここで注目すべき点はサムライアリがクロヤマアリの巣に侵入し、幼虫

や蛹を略奪する場面だ。一般に想像するとサムライアリは残虐にクロヤマ

アリを殺戮して子どもたちを強奪していくと思われるが、実際にはサムラ

イアリはほとんどクロヤマアリを傷つけることなく略奪を完遂する。その

鍵となるのは「撹乱フェロモン」である。サムライアリはクロヤマアリの

巣に侵入するとすぐに化学物質を分泌し、混乱させる。クロヤマアリたち

は一時的に仲間を識別する能力を奪われ、なされるがまま子どもたちを強

奪されるのを見ているだけになる。

　このようにサムライアリ（しかしこの行動は全くもって「侍」的ではな

いが）は最初の女王アリの行動こそ攻撃的だが、それ以降の略奪行動は非

4　Herbert Spencer 『The Principles of Sociology』New York: D. Appleton and Company, 1898.
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常に洗練されており誰も傷つけることなく目的を完遂させている。このこ

とは近年の化学生態学の隆盛により解明されたことであり、１９０５年当

時は知る由もないデータである。

　共著者が関心を抱いている「完全なる共産主義を実行し」という記述に

ついて最後に一言だけ触れておこう。一般にアリの社会というと女王アリ

がトップに君臨し、働きアリは隷属する関係にあると認識されている。し

かしながら、実際には女王アリと働きアリとの間には上意下達の指示命令

系統は存在せず、その関係性は我々が想像するよりもずっと平等なもので

ある。とくに得られた餌資源の再分配や労働分業に関しては女王と働きア

リ、働きアリと働きアリの間で大きな不平等が生じないように調整され、

全体的にみて最適な労働分業が実現されている。そのまさに自然に実現さ

れているアリの社会こそが「完全なる共産主義を実行」していると伊波は

喝破したのであろう。

　伊波の記事にある社会進化段階の考え方や「戦争」の捉え方、進化論の

合目的的な記述に問題点がないとはいえないが、115 年も前の文学部学

生がこれほどまでに正確なアリ類の情報を分かりやすく記述していたこと

に驚きを隠せない。伊波の学者としての資質のみならず、研究者としての

基礎力の高さをうかがわせる新聞記事であり、貴重な資料であろう。

4　おわりに（竹内）

　村上氏の論によって、伊波普猷が「閑月日」の中で触れたアリの社会が

忠実に描かれていること、また「蟻の戦争」についての細やかな内容が明

らかになった。当時の研究状況から、文科大学の学生だった伊波が、ここ

までアリの生態について詳しく把握していることは珍しいことだというこ

ともわかった。

　最後に、伊波がどうしてこのような事実を知り得たのか、推測になるが

伊波の当時の人物関係から探ることを試みる。この作業は、人物の思想史

を研究する上で、とても重要なことだからである。

　村上氏は、石川千代松『動物進化論』やダーウィン、スペンサーの訳本
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を読んだ可能性を示唆している。確かにそれは十分考えられる。しかし、

もっと確からしい可能性を探れば、伊波の進化論の輸入は丘浅次郎『進化

論講話』からだったはずである。本書は、当時知りうる進化論に関する内

容をほとんど網羅したものだった。伊波は、明らかにこの書物を読んでい

た。『古琉球』に収められた「進化論より観たる沖縄の廃藩置県」では、「生

存競争」について言及した際に、「丘博士進化論講話中の例」
5

と明記して

いるからである。

　伊波が「閑月日」の中に「箕作〔元八〕文学博士は欧羅巴で三日に亙る

蟻の大激戦を見られた」と書いているが、この箕作元八は、最初期の日本

人西洋史学者で、伊波が帝大に所属していた同時期に教鞭を取っている。

言語学教室所属の伊波ではあるが、同じ文科大学だったこともあり箕作の

教えを受けた可能性は高い。そして何より、箕作はもともと動物学者でそ

の研究のためにヨーロッパに渡った人物である。さらに、この箕作の兄で

ある箕作佳吉に丘浅次郎が教えを乞うたという背景がある。

　箕作の関係からもう一つ言えることは、彼の異母妹の夫は、人類学者の

坪井正五郎である。坪井は東京帝大理科大学・人類学教室で教えており、

彼の弟子には鳥居竜蔵がいる。伊波と鳥居はかなり親しく、鳥居に沖縄調

査を勧め、同行したのがまさに伊波である。伊波自身が、言語学教室の学

生でありながら、人類学教室に出入りしていた事実もある
6

。このように、

伊波には進化論や昆虫の生態について知りうる環境が身近にあったのであ

る。

　この文章が、例えば他民族への蔑視や初期社会主義及び共産主義への理

解など、批判されるべき点や問題点があることは否めない。しかし、自身

の研究の枠だけに留まらず、研究室の外に積極的に足を運び、自らの沖縄

5　伊波普猷「進化論より観たる沖縄の廃藩置県」〔伊波普猷『古琉球』初版 p.117〕

6　鳥居竜蔵は、伊波と同世代の友人だったとしてさておき、坪井は伊波をどのような目で見ていたのかは

一寸考えておく必要がある。伊波に対して研究室の垣根を越えて自らの知識を享受していたという面もあ

るが、伊波がまだ帝大には数少ない沖縄出身者ということで、人類学の研究対象として見ていた可能性も

ある。実際に先に述べた人類学事件の際には、『琉球新報』から強い批判があったにもかかわらず、坪井は

「大阪博覧会表門の真正面に人類館と大書した建て物が有る、其位置の好いのと文字の大々として如何にも

快い」、「見せ物視せず学事上の参考に供する考へを以て之を見る人の多い様に致し度い」と明言している。

（『東洋学藝雑誌』第 20 巻 第 259 号）
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復興支援コンサート

もう今は 彼女はどこにもいない 朝はやく 目覚ましがなっても

そういつも 彼女とくらしてきたよ ケンカしたり 仲直りしたり

ずっと夢を見て 安心してた 僕は Day Dream Believer そんで 彼女はク

イーン

　忌野清志郎さんが結成した覆面ロックバンド「タイマーズ」が 1989 年

にリリースした「デイドリームビリーバー」の歌詞だ。某コンビニエンス

ストアのテレビ CM 曲と言った方が馴染みがあるだろうか。昨年末の熊本

城ホール。3 時間後の開場に向けて聴衆を待ち受ける大ホールに響き渡る

その歌を私は聞き入っていた。歌い手は三宅伸治さん。かつてタイマーズ

のギタリストを務めた人だ。

　三宅さんが率いるバンドはこの日のコンサートのトリを務めた。その他

に、女優の広末涼子さん、モノマネが得意なタレント歌手の清水ミチコさ

ん、食レポートで有名なお笑いタレントの石塚英彦さんも出演し、今も仮

エッセイ

食べてつながる世界（２）

記憶と夢をつなぐ歌と手前みそ

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
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設住宅などで暮らす被災者を含む観客 2300 人と共に泣いたり、爆笑した

り、そして一緒に歌ったり。熊本復興支援のための音楽会だった（写真１）。

「いのちのうた」と題するこのコンサートは、2006 年、ある女性が骨肉

腫で亡くなった少女を追悼するために企画したのが始まりだった。ライフ

ワークにしていた歌を通じて、病気で悩んでいる人、病気で身近な人を失っ

て悲しんでいる人を元気にしたい、そして、これから生まれてくる新たな

命に生きることの素晴らしさを伝えたいという、その女性の思いが込めら

れている。

写真 1　昨年末に開催された熊本地震復興支援活動「いのちのうた」のポスター
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母が娘に遺したみそ汁作り

　女性の名は安武千恵さん。実は彼女もがん患者だった。25 歳という若

さで乳がんを患った。乳房全摘出、抗がん剤投与という厳しい治療を乗り

越え退院した彼女は、当時交際していた男性と結婚した。

　その翌年には、抗がん剤の副作用で難しいだろうと言われた子どもを授

かるという奇跡を体験した。がんの再発を懸念して一時は産むかどうかを

悩んだが、「命をかけて産む」と決意して出産に挑んだ。

　産まれたのは女の子だった。誰からも愛され、たくさんの人の心を癒す

花のような存在に育ってほしいという願いを込めて「はな」と名を付けた。

しかしその年の暮れ、千恵さんに再び試練が訪れる。完治したかに思えた

がんが肺に転移していた。

　がん患者としての苦悩と我が子との幸せな暮らしを通じて彼女が大切に

し始めたのが食だった。食べることは生きること。お金が足りなければ食

費を削って簡単、便利で安いものに走り、生きるために大事なことをおろ

そかにしていた過去を夫婦で猛省し、その答えに行き着いた。それからと

いうもの、食の大切さを説く様々な人と会い、本を読み、講演を聞いた。

やがて、玄米ご飯とみそ汁という極めて典型的な和食が、安武家の基本ス

タイルとなっていった。

　食で未来を切り開く力を我が子にも。一度は消え、そして再び全身に転

移したがんと一喜一憂しながら向き合っていた千恵さんは、はなちゃんが

4 歳になろうとする頃に始めたブログ「早寝早起き玄米生活」にそんな思

いを綴るようになった。

【2008 年 2 月 16 日】

　私は、がんになった後に、ムスメを授かりました。だから、この子

を残して、死ななければなりません。

　がんになってもならなくても、死ぬ順番は、私が先に決まっていま

す。逆になったら、いけない。だとすると、心残りがないように、死

ななければなりません。
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　彼女は、私がいなくなった後、生きる上で必須科目となる、家事は

できるだろうか。今ムスメに手伝わせている家事は、洗濯干し、洗濯

たたみ、風呂洗い、靴並べ、掃除、保育園の準備、タンスの整理、自

分の服の管理等。

　ついつい、わかっていても、危ないから、自分がした方が早いから

…云々と理由をつけて、一番大事な料理は最後になってしまいますね

……。彼女の手伝いの中に、配膳と料理部門を増やすことが、今後の

私の課題。

【2008 年 2 月 22 日】

　本当に、命懸けで産んでよかったとあらためて感じております。今

は、私が、ムスメから寿命を延ばしてもらっています。

　ムスメの卒園式まで。ムスメの卒業式まで。ムスメの成人式まで。

ムスメの結婚式まで。ムスメのこどもが産まれてくるまで。できる限

り延ばしたいものです。

　天から私たちのところにやってきてくれた宝物だから、十数年後に

きちんと社会にお返しできるようにこころをこめて育てなければ。（中

略）

　５歳になったから、一昨日から、朝ご飯の支度はムスメに任せるこ

とにしました。

　こうして５歳のはなちゃんのみそ汁作りが始まった。私は、その半年ほ

ど前に彼女が慕っていた助産師の講演会で千恵さんと出会った。彼女の話

を聞き、ブログを読み、その生き方に共感した私は、7 歳と 10 歳の我が

家の娘たちと毎朝台所に立って一緒にみそ汁を作るようになった。娘たち

がみそ汁作りを身に付けるのに大して時間はかからなかった。その年の夏、

ブログの更新が途絶えて 4 週間後に千恵さんは帰らぬ人となった。　

　夫の安武信吾さんは千恵さんの葬儀を終えて 1 週間後には職場復帰し

たものの、仕事は手につかなかったと言う。千恵さんの遺影の前で毎晩酒

を浴びるように飲みながら泣き、千恵さんががんを患ってからずっと辞め
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ていたタバコも再び吸い始めたのだそうだ。

　最愛の人を失った喪失感で時折自暴自棄になりそうな安武さんを踏みと

どまらせたのは、千恵さんが命をかけて産んだはなちゃんの存在だった。

「はなのために立ち直らないと」。どんなに酒を飲んでも翌朝 5 時に起き

て千恵さんの遺影に手を合わせる。掃除、洗濯、朝食を 7 時半までに済

ませ、娘を保育園まで送り、そして職場にだけは出向いた。

　そんな生活が 1 カ月ほど続いた 8 月のある朝のこと。半ば義務感だけ

で台所に立つ安武さんの隣で、はなちゃんがおもむろに包丁を手に取り、

手のひらに乗せた豆腐を切り始めた。それを終えると次は、カツオ出汁を

張った雪平鍋を火にかけた。みそ汁を作り始めたのだ。ゆっくりと、でも

段取りよく慣れた手つきで作業を進めていく娘の姿を眺めながら安武さん

は思った。「5 歳の我が子の中に千恵が生きている」。残された父娘は互い

を支えあいながら、少しずつ前を向いて歩み始めた。千恵さんのブログは

安武さんに引き継がれた。

　私のように安武一家の生き方に影響を受けた人は多い。そういう人たち

がインターネット、新聞、テレビ、講演など様々な形で発信を続け、共感

は全国に広がっていった。その後、安武一家の物語は「はなちゃんのみそ

汁」という本（2012）や映画（2015）となってさらに多くの人へ届けら

れた。今でも共感の輪が広がっている。

　千恵さんが関わって始まった「いのちのうた」は、三宅さんの協力を得

て今も毎年福岡で開催されている。最近は、東京、熊本にも招致された。

冒頭に紹介したデイドリームビリーバーは、清志郎さんが幼くして亡くし

た実母と育ての親である伯母への思いを歌ったとされる。その清志郎さん

は千恵さんが他界した翌年の 2009 年に、同じく、がんでこの世を去った。

2007 年からずっといのちのうたに出演してきた三宅さんがこの曲を歌う

度に、その歌詞が、亡くなった愛する人たちの分まで夢を追い続けて生き

ようというメッセージのように感じられる。
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みそ汁の効能

　再び千恵さんのブログ。みそ造りに関する記事である。

【2006 年 12 月 11 日】

　今年も味噌をかめいっぱいに仕込んだ。7 月末に仕込んで 3 カ月。

出来は上々。毎日味噌汁となり、我が家の食卓に登場している。

　家はマンションだけど、北側の部屋に丸 3 カ月間押し込んだまま。

放ったらかしで出来上がるなんて、なんておりこうさんなんだろう。

味噌は、昔から日本人が食べてきた発酵食品の代表だ。味噌を食べて

いれば、ヨーグルトなんて食べなくても、お腹の中は善玉菌でいっぱ

いになる。（中略）

　家族 3 人で麹と大豆の塊をもみ、丸めてだんご状にする。かめに、

その麹だんごを放り込んで蓋を閉める。そして 3 カ月待つだけ。たっ

たそれだけで、体と心に美味しい調味料が完成するのだ。

　みそは和食になくてはならない調味料だが、含有塩分が高血圧の原因に

なるとして、摂取量を出来るだけ減らすべきだと考える人がいる。しかし

近年、その心配を払拭するようなみその様々な効能が明らかになってきて

いる。

　千恵さんがみそ造りに関する手記をブログに掲載した 3 年前、みそ汁

の摂取量が多いほど乳がん発症リスクが減少するという成果が、国立がん

研究センターから報告されていた。元来、アジアでは欧米に比べて乳がん

が少なかったのだが、アジアからアメリカへ移住した集団では乳がんが増

え、さらに、日本でも乳がんが増加傾向にある。研究成果は、みそを中心

とした大豆製品を多用する伝統的食習慣が乳がんになりにくい環境作りに

一役買っていたことを示唆することとなった。

　動物実験ではあるが、近年、みそが胃がんのリスクを下げ、腸内の善玉

菌を増やし、また、みそに含まれている特定の乳酸菌が皮膚アレルギーを

抑制する効果を持つことなど、みその健康改善に対する様々な効果がわ
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かってきている。塩分をそのまま摂取するよりもみそとして摂取する方が

血圧を上昇しにくくすることも発見されている。

　千恵さんがこれらみその機能性をどれくらい知っていたか、私には知る

由もない。それでも、みそを手造りし、みそ汁を毎日食する暮らしを自分

のものにした愛娘は、間違いなく食で未来を切り開く力を身につけたのだ

と私は思う。

手前みその復権

　優れた機能性が次々と明らかになっていくみそだが、その一方で、1 世

帯当たりのみその年間購入量は減っている。総務省の家計調査によると、

1979 年には 12.7 キロだったのが徐々に減少し、2016 年には 5.3 キロと

半分以下にまで落ち込んだ。年齢層別に見ると、若い世代ほど購入量は減

少し、20 歳代は 60 歳代の 3 分の 1 程度しか購入しない。

　2013 年、筆者が開講した自炊塾を受講し始めたばかりの学部生 30 人

（うち一人暮らし 24 人）に対して 1 週間の食生活調査を実施したことが

ある。この時、みそ汁の喫食頻度は 1 週間に 3 回以下（13.3%）で、一人

暮らしの学生 10 人は全くみそ汁を喫食していなかった。

そんな若者たちに、みそ汁が当たり前の暮らしを手に入れてもらうために

何が必要なのか。

　その答えをくれた一人の中国人学生がいる。その留学生が九州大に入学

した年、私は、だしやみその効用について英語で説明しながら、目の前で

みそ汁を作って振る舞ったことがあった。その 3 年後、卒業祝賀会で再

会した時、「あのみそ汁がとてもおいしくて、以来、僕はみそ汁を食事に

取り入れるようになりました」と彼が言った。

　その時、私は彼に気付かされた。みそ汁が「おいしい」という体験が、

みそ汁が当たり前の暮らしを手に入れるために何よりも重要だったのだ

と。もちろん食べるからには機能性も気になる。しかし、ダイエットや禁

煙がそうであるように、いくら体に良いと言われても続かないことは多々

ある。考える前に感じること。千恵さんとはなちゃんのように、まずは自
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分でおいしいみそを造り、その手前みそでおいしいみそ汁を作ってみる。

そんな当たり前のことから出発することが大事なのではないか。

やがて私はみそ造りにハマっていった。授業にもみそ造りを取り入れた。

そしてついに、自信を持って人に勧められるおいしい手前みそのレシピを

ある達人からマスターした。

みそをおいしくする絆

　「みそを水で溶いて飲んでみる。それが、おいしいみそかどうかを見分

ける私なりの方法なんです」

　昨年 11 月、九州大学創食倶楽部が企画した「おいしいはなし」でのこ

とだ。講師として招かれた、すずき味噌店（山形県白鷹町）の鈴木徳則さ

写真２　手前みその魅力を語る鈴木徳則さん
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ん（写真 2）が参加者に向かってそう説いた。

　徳則さんが暮らす町には夏になると食される生汁（なまじる）という、

冷やしたみそ汁がある（写真 3）。作り方はとても簡単だ。キュウリ、ナス、

オクラなどの夏野菜と、青じそ、ミョウガなどの薬味を適当に刻んでみそ

に和え、5 分ほど置いて馴染ませる。あとは、それと氷を適量お椀に入れ

て水を注ぐだけ。

　冷えた状態だとみそやだし、具材の香りがあまり立たない。その分、調

味料や食材の味がおいしさを大きく左右する。「この生汁があるから、う

ちのみその味はごまかせない」と徳則さん。みその味が昔から受け継いで

きたままでないと、地元の生汁の愛好者からクレームが来るのだそうだ。

他にあまりない独特の風味が強く醸し出される徳則流みそは、生汁という

写真３　筆者が作った山形県白鷹町の郷土料理「生汁」。この時は、キュウリ、オクラ、ミ
ニトマト、豆腐、鰹節、梅干しを使った。
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みその味が前面に押し出されるこの地域の料理にとって、なくてはならな

い存在なのだろう。鈴木さんの語りから、この地域の個性を象徴する食文

化を連綿と支え続けてきた持ちつ持たれつの関係性が垣間見えた。

すずき味噌店のみそは伝統的な方法で造られる。原料は、麹、塩、大豆だ

けで、それ以外に添加されるものはない。麹については自前で育て、それ

を一般的なみそ造りの倍量使う。そこがミソだ。

　私は 5 年ほど前から徳則さん直々にみそ造りの手ほどきを受けながら

徳則流レシピを習得した。最初にできたみそでみそ汁を作り、家族に振る

舞ったところ、我が家で味覚が最も鋭い次女が「今度からみそ汁はこのみ

そにして」と言ったことが、今でも忘れられない。以来、我が家では徳則

流手前みそを絶やすことはない。先日、今年の冬に仕込んだみそを、県外

で一人暮らしをしている次女に送った。

作って食べてつながる夢

　私たちは食べたものでできている。ただ、そうは言っても、今、体の中

にあるタンパク質が、かつて食べたものを構成していたタンパク質が分解、

再合成されたものだと実感しながら生きているわけではない。

しかしどういうわけか、私たちは食べることを通じて様々な記憶を呼び起

こすことができる。食べものの形、色、味、匂いなどがスイッチとなって、

親しい人たちとの幸せな日々が最近の出来事のように思い出されるのであ

る。それは、言葉が音とリズムで装飾された歌となって奏でられた時、懐

かしい人たちとの思い出のシーンが蘇ってくるのと似ている。生きていれ

ば必ず別れがあるが、食べものや音楽が別れた人たちと共に生きた記憶を

私たちの心の中に留めてくれる。

　ある日のこと。ダイズが入った袋を抱えたおばあさんがすずき味噌店に

やってきた。聞けば、そのダイズは収穫後に亡くなった夫の形見で、それ

でみそを造って欲しいという注文だった。徳則さんは彼女の望みどおりに

みそを造り、おばあさんに届けた。みそを受け取ったおばあさんが涙ぐみ

ながら言った。「あと 1 年くらい、このみそを食べ終わるまでは、夫と一
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緒にいられる気がする。そして、みそが無くなる頃には、夫が亡くなった

ことを受け止めて歩き始めることができるでしょう」

　おいしい記憶。それは、今は亡き人が遺された者の心の中に生きている

証であり、今は亡き人の夢を受け継ぐ者が前向きに生きてゆく原動力にな

る。
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“Nothing in biology makes sense except in the light of evolution.”  

―Theodosius Dobzhansky (1900–1975)

　生命の進化は、予測可能な現象なのだろうか。ヒトの進化は、必然だっ

たのだろうか。本書は、その疑問に真正面から向き合った良書だ。

　著者であるロソス博士は、大西洋に浮かぶバハマ諸島のアノールトカゲ

を対象に研究を進めてきた進化生物学者である。「進化」と聞くと、恐竜

の繁栄や衰退に代表されるような、数億年単位の長い時間をかけたイベン

トを想像する方も多いかもしれない。しかし実際は現在進行系で、あなた

が本稿を読んでいる間にだって進行している。ロソス博士は、そんな進化

を実験的手法を用いて観測・研究する、「進化実験」の第一人者である。

　本書において著者は、研究における苦労話や、多くの人にとって馴染み

があるいくつかの映画からの引用を交えながら、進化という途方も無いよ

うにも思える現象に科学者達がこれまでどのように取り組んできたかを、

飽きさせることなく紹介している。学術論文ではあまり書かれることの無

い、個々の研究者の歴史的な経緯や、関心の変遷、着想に至った背景が詳

細に語られていることから、本書は研究という大海への航海を始めた学部

書評

ジョナサン・B・ロソス著 的場知之訳

『生命の歴史は繰り返すのか？
進化の偶然と必然のナゾに実験で挑む』

柿添翔太郎 九州大学大学院生物資源環境科学府昆虫学教室
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生・大学院生にとっての良い指南書となるだろう。また、比較的平易な表

現で書かれている一方で、それぞれの内容に対しての引用文献が明記され

ているため、これから進化生物学を学びたいと考えている人に対しても誠

実で、親切である。そして何より、多くの進化生物学者が、創意工夫を凝

らして、時に熱帯のジャングルで、時に砂漠で、時空間共に様々なスケー

ルで進化という現象に取り組み、それぞれのピースが見事に結実していく

様は、良質な映画に勝るとも劣らない心躍る世界へとあなたを誘うであろ

う。それでは、各章に関して簡単に紹介していくことにしよう。

　序章は、本書における最大のテーマである、進化における 2 つの仮説

の説明に割かれている。1 つ目の仮説は、コンウェイ = モリスらが支持す

る「進化は予測可能な現象である」という決定論的な考えである。モリス

らは、生物には多くの収斂（同様の表現型が独立に進化すること）が見ら

れることから、進化の方向性は予測可能であると主張した。収斂進化の具

体例として、近縁でないのにそっくりに進化したヤマアラシや、ヨーロッ

パとオーストラリアにおける鳥類の極めてよく似たパターンの放散が紹介

されている。要は、地球の歴史を 100 回巻き戻して、100 通りパターン

を作ったとしても、我々が生きている地球と対して変わりない、という考

えである。

　2 つ目の仮説は、ジョン・グールドが提唱した「進化は偶発性によって

左右される現象である」という考えだ。この仮説を支持する具体例として、

キリンやゾウ、カモノハシなどの、他に似たものがまるで見当たらないよ

うな生物が挙げられている。すなわち、進化とは偶然の積み重ねであり、

100 通り地球の歴史を繰り返したとしても、現在の地球と同じような地

球にはなり得ないという考えである。

　続く第 1 章では、モリス的決定論を支持するような、多くの収斂進化

の例が紹介されている。たとえば、くちばし、配色といった形態だけでは

なく、毒まで似ているイボウミヘビや、植物におけるカフェイン生成能の

複数回進化といった具合だ。ほかにも、アリとシロアリで独立して極めて

似た社会性が進化したことにも触れられている。

　第 2 章では、島嶼で生じた様々な生物における適応放散の例が紹介さ
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れている。それぞれの島で、独立に似たような微環境への進化、すなわち

反復適応放散が観測されたことは、進化の予測可能性を示唆しているかも

しれない。

　第 1 章および、第 2 章の問題点として、ここまでで紹介されてきた収

斂の例は事後的に集められたものであり、「収斂しなかった」事例を拾え

ていないことが挙げられる。そこで第 3 章では、カモノハシ、カンガルー、

カメレオンやコアラなどといった他に類似する生物が見られない変わった

生物を例に挙げつつ、生物が同じ問題に対して、様々な解決方法を用いて

いる例に触れ、既知の収斂研究の問題点や、生物の環境に対する適応の背

景にある進化的バイアスについての説明が行われている。結局のところ、

収斂は生物の進化においてどの程度普遍的で、偶発性は進化にどの程度の

役割を担っているのだろうか。その問題を解決するのが、次章以降に続く

進化実験である。

　第 4 章からは進化実験の具体例の紹介が続く。第 4 章では、グラント

夫妻が 40 年近く歳月をかけて行ったダーウィンフィンチを用いた画期的

な研究が紹介されている。この研究により、進化は従来の予想よりも時に

急速に起き、自然界で起こる進化をリアルタイムで研究することが可能で

あることが明らかとなった。第 5 章ではグッピーを用いて淘汰圧の違いが、

形態や繁殖戦略の進化をもたらし、進化の方向が予測可能であることが示

された。第 6 章では筆者らのバハマにおけるアノールトカゲの研究が紹

介されている。野外における導入実験を通じて、10 年という短期間であっ

てもアノールトカゲが表現型可塑性（遺伝的基盤に関係ない、後天的な形

態変化のこと）を上回る形態的変化が生じることを示し、急速な適応進化

が、野外でも実験可能であることを明らかにした。第 7 章では 150 年を

超えるロザムステッド実験を例に、地理的に隔離されておらず、遺伝的交

流が起きてもおかしくない隣り合った農地においても、環境の違いに応じ

た種内の分岐進化が起きることを紹介している。第 8 章では、イトヨを

用いた大規模な実験を題材に、新規環境に対する進化の方向性の類似と、

同時に実験下の腹の棘の形態的多様性に見られるような不確実性の存在に

言及した。
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　第 8 章までが野外で行われた実験だったのに対して、第 9 章以降は実

験室で、ショウジョウバエや大腸菌といった主にモデル生物を用いた研究

例が紹介されている。実験室における実験は、実際の生物の生息環境と条

件が乖離してしまう一方で、実験区ごとのノイズを最大限減らすことがで

きるという利点がある。また、多くのモデル生物の世代時間は短く、世代

時間が長い生物と比べて、進化速度が速いという利点がある。これらの利

点を活かし、レンスキーらはついに、もし X 回繰り返したら進化は同じ

方向に進むのか、という長期進化実験（LTEE）を始めるのであった。レ

ンスキーらの研究により、進化は短期的には概ね同じ方向に進むが、極め

て稀な偶然の連続によって生じる進化的跳躍によって、進化の方向性が大

きく変化することを示した。

　終章では、「ヒトの誕生は不可避だったのか？」と題し、進化の予測可

能性とその限界に関して言及している。これらの進化の予測可能性に関す

る研究は、至近的には感染症や薬剤耐性菌の進化といった我々の社会生活

に還元されうるだろう。そして究極的には、我々ヒトの誕生や存在を理解

する上で、必要不可欠であるに違いない。

進化は、我々が生きる世界において、物理現象や化学反応と同様に、普遍

的かつ絶え間なく起きている現象である。本書を通じて進化研究の方法論

を学び、進化という現象への理解を深めることは、我々の意思決定を行う

上で、そんなに悪い話では無いように思う。

柿添翔太郎　かきぞえ　しょうたろう
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専門は、昆虫綱マグソコガネ亜科の系統学および分類学。
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　本稿は、江口久美（2019）「パリの景観保全―「ピトレスク」をめぐって―」

木岡伸夫編『〈縁〉と〈出会い〉の空間へ　都市の風土学 12 講』, 萌書房 , 

107-120, 2019.10. より、適宜文章・図などを引用、抜粋、追記、修正な

どしたものである。

　「花の都」パリの魅力を形づくるのは、新旧の要素が調和した都市景観

である。単なる古さでもなく新しさでもないその魅力は、どこから来るも

のか。オスマンによる大改造以後の近代化の中で、「ピトレスク」が美の

基準として市民に自覚され、景観保全の指標となっていく。本稿では、こ

の「ピトレスク」という概念をめぐるパリの景観保全の取り組みを紹介す

る。

　フランス語の「ピトレスク」(pittoresque) は、「注意を引き、絵に描き

たいような固有の様相による魅力を有する」ことを意味する。パリの景

観に対するこの語の使用は、英語の「ピクチャレスク」(picturesque) か

ら持ち込まれたと考えることができる。英語のピクチャレスクの初出は

1705 年であり、「絵画の要素または品質をもつこと、景色が良いこと」

などを意味していた。

自著紹介

『パリの景観保全―
「ピトレスク」をめぐって―」』

木岡伸夫編『〈縁〉と〈出会い〉の空間へ　都市の風土学 12 講』

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
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図 1：パリ改造で整備されたリヴォリ通り（2018）（筆者撮影）



145

　しかし、その言葉の輸入は、単純な現象ではなかった。もともと、英語

のピクチャレスクは、不規則な自然美を評価するための言葉であった。

このピクチャレスクの概念がフランスで独自の進化を遂げるのは、19 世

紀になってからである。19 世紀初頭、パリは古都でありながら近代化が

うまく遂げられず、不衛生で過密な状態に陥っていた。それを象徴する出

来事の一つが、1832 年のコレラの大流行であった。1853 年にセーヌ県

知事となったオスマンは、パリを近代化すべく、パリ改造に着手した。パ

リ改造の目的は、プロジェクト事業として美観を取り入れた街路整備を行

い、都市に機能性と合理性を獲得することであった。街路整備にはルネサ

ンス＝バロック式の整列美が重視され、「対称性・直線を兼ね備えた広幅

員街路とそのパースペクティブ上へのモニュメントの配置」が行われた（図

1）。パースペクティブとは、眺望または眺望性を指す。この手法は、「オ

スマニズム」と呼ばれた。

　こうしたオスマニズムはヨーロッパに広がったが、古い地区の急速で大

規模な取り壊しを伴ったため、社会からの反発を招いた。オスマニズム以

前の古きパリの保全活動の牙城となったのが、1897 年にパリ市内部に設

立された「古きパリ委員会」（Commission du vieux Paris）であった。彼らは、

オスマニズムによる急速な近代化が進むパリにおいて、実際に町を歩き回

り、パリ市民の享受する都市景観を発見すべく、撮影や記録を行った。そ

のうえで、ピトレスクであると評価した景観を、保全につなげる活動を行っ

た。

　特筆すべき活動を行なっていた、建築家ルイ・ボニエ（Louis Bonnier 

:1856-1946）により、ピトレスクであると評価された対象を分析した結果、

ピトレスクの概念は「多様性・構成・懐古性・自然・地方性・特異性」な

どを示すということが、明らかになった。

　また、写真家ウジェーヌ・アジェ（Eugène Atget :1857-1927）による

写真の分析を通じて（図 2、3）、ピトレスクという概念は多様な含意を持

ち、それまでのパリの景観に調和してパリの新しい魅力となるものであれ

ば、新規の要素も含むことができる柔軟な概念へと、進化を遂げたのでは

ないかと考えた。
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図２：雑誌売店、モンパルナス駅とレンヌ広場（1898）
（出典：Laure Beaumont-Maillet. Atget Paris,HAZAN, 1998, p.473）

図３：シャルシュ＝ミディにて、シャルシュ＝ミディ通り 19 番地
（出典：Laure Beaumont-Maillet, Atget Paris,HAZAN, 1998, p.478）
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　パリ市民の景観へのまなざしから生まれたピトレスクの概念は、現在で

もパリの景観保全の美の基準として息づいている。鳥海（2004）の挙げ

る例を見よう。13 区に位置するビュット・オウ・カイユ地区は、低層の

建物で構成され、緑が街路にこぼれ出す村落的な雰囲気を現在でも残して

いる（図 4）。

図４：ビュット・オウ・カイユ地区（2018）（筆者撮影）

柿添翔太郎　かきぞえ　しょうたろう
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専門は、昆虫綱マグソコガネ亜科の系統学および分類学。
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　ケープタウンのホテルにつくと、テーブルマウンテンが目の前にそそり

立っていた。

　テーブルマウンテンは、南アフリカ共和国ケープタウン市の西側にそび

える断崖に取り囲まれた山地である。最も標高が高い地点は 1086m。山

頂部には約 3㎞にわたる平坦な台地が広がり、ツツジ科のエリカ類が優占

する低木林が発達している。エリカ類は年中開花してお花畑をつくり、エ

メラルドグリーンに輝くタイヨウチョウの仲間の鳥がその花にやってく

る。一方、市街地に接した山麓部から崖下の斜面にかけては、フィンボス

と呼ばれる低木林が発達し、南アフリカ共和国の国花キングプロテアを始

めとする、プロテアの仲間が群生している。エリカ類の花は小型だが、プ

ロテア類の花は大型で、フィンボスのお花畑は頂上の台地とは異なる豪華

な景色を見せてくれる。

　いまではこうして、テーブルマウンテンの植生を紹介できるが、2007

年に初めて訪問するまで、私はテーブルマウンテンについての知識をまっ

たく持っていなかった。ケープタウンの市街地に近く、ホテルから歩いて

行ける距離にあるとは、まったく想像していなかったのだ。

手つかずの部屋

第６回

はるかなる山の呼び声
〜テーブルマウンテンで出会った奇跡

矢原徹一
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　それは私の初めてのアフリカ訪問だった。生物多様性国際研究プログラ

ムの科学委員をつとめることになった私は、科学委員会に出席するために、

指定されたホテルを予約し、野外にでることはまったく想定せずに、ケー

プタウンへと飛んだ。ケープタウンは治安が悪いことで有名な都市である。

タクシーでもしばしば事件が発生するので、会議の事務局が手配してくれ

たリムジンで空港からホテルに向かった。そしてホテルに着くと、目の前

にテーブルマウンテンの断崖が見えたのである。そびえ立つ断崖と山が、

私を呼んでいた。

　テーブルマウンテンに登りたいという衝動を抑えきれなくなった私は、

ホテルのフロントで山への道を早速尋ねた。しかし、誰も道を知らない。

まだ GoogleMap も GoogleEarth も使えなかったころなので、ネットで調

べてみても、すぐには登山路の情報が見つからなかった。目の前に見えて

いるから、山に向かって歩けば何とかなるだろうとシンプルに考えた私は、

野外用の服装に着替えて、テーブルマウンテンに向かって歩き始めた。外

国人観光客目当ての盗賊にあうリスクも考えて、いざという時に渡すそこ

そこの金額のランド紙幣をポケットに入れた。

　市街地を抜けたところで、山火事の発生リスクを示す看板があった。後

で知ったが、テーブルマウンテン山麓のフィンボスでは、10 年に一回程

度で山火事が発生する。ミカン科などの、葉に油をたくさんため込む性質

テーブルマウンテンの景観（Wikipedia より）
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を持つ低木が多く、これらの低木の落ち葉が発火して、燃えるのだ。実は

これは、競争に弱い低木が生き延びる適応戦略であり、「燃える戦略」と

呼ばれている。「燃える戦略」を持つ植物種は、「すす発芽」というもうひ

とつの戦略を持っており、山火事のあとで土壌中に供給される「すす」を

シグナルにして種子が発芽する。こうして、山火事後にすばやく発芽し、

すばやく成長して繁殖し、再び燃えやすい落ち葉をためるのだ。ちなみ

に、いま大規模な森林火災が発生しているオーストラリアのユーカリなど

にも、「燃える戦略」と「すす発芽」が進化している。雨が多い日本では

なじみがない性質だが、アフリカやオーストラリアの乾燥地に発達した植

生では山火事は自然現象であり、さまざまな動植物が「燃える生態系」に

適応して生きている。

　その「燃える生態系」であるフィンボスに、私は足を踏み入れた。初め

て見る植物ばかりだ。興奮しながらしばらく山道を歩いていると、強烈な

獣のにおいがした。山道の先を見ると、哺乳類の糞が見える。サバンナと

ちがって大型の肉食獣はいないはずだと思ったが、さすがに棲息している

動物についての知識なくこのまま山に入るのは、危険が大きいと思った。

幸い、時差調整をかねて会議の 2 日前に現地入りしたので、翌日も自由

に使える。その日はホテルに戻り、情報を集めたうえで、翌日に山頂部を

訪問することにした。調べてみると、テーブルマウンテンにはやはり、人

間を襲う大型の肉食哺乳類はいなかった。

　テーブルマウンテンに登るには、２つのルートがあることがわかった。

ひとつは、西斜面の山麓にある駅からロープウェイで山頂部の台地の西北

端（ウェスタンテーブル）に登る方法だ。これは楽な登山法だが、植生や

景観の変化を観察しながら登る楽しみに欠ける。また、滞在先のホテルは

テーブルマウンテンの東側にあり、ロープウェイの駅からは遠い。もうひ

とつの方法は、ホテルから徒歩圏内にあるキルステンボッシュ植物園から

スケルトンゴルジと呼ばれる谷を登る方法だ。こちらは徒歩での登山にな

る。もちろん私は、スケルトンゴルジの登山路を使って登ることにした。

スケルトンゴルジの登山路をたどると、フィンボスの低木林はやがて、谷

沿いに発達したやや暗い森へと変わった。その森の終点は、頂上部直下の
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断崖である。落差がもっとも小さい崖に、はしごがかけてあった。そのは

しごをのぼって、断崖の上の台地にたどりつくと、そこは別世界だ。エリ

カ類のお花畑がひろがり、タイヨウチョウ類が花から花へと飛び交う世界

が広がっていた。まるで桃源郷にたどりついたような錯覚にとらわれなが

ら山道を歩いていると、双眼鏡でバードウォッチングをしながら山道を歩

く、明らかに生物学者と思われる人物に出会った。How are you? Are you 

a biologist? と尋ねると、なんと翌日からの会議に参加する研究者だった。

地衣類の集団遺伝学というかなりニッチなテーマを研究しているスイス

の Christoph Scheidegger 博士だ。彼はロープウェイでウェスタンテーブ

ルに上り、そこから徒歩でスケルトンゴルジをめざして頂上部の台地を縦

断してきたところだった。しばらく偶然の出会いを喜び合ったあと、私は

Christoph と別れてウェスタンテーブルをめざした。

　その後、ケープタウンには会議で何度も再訪した。そのたびにテーブル

マウンテンに登り、さらにはケープ州各地の植生を見て回った。ケープ州

は見所が多い場所であり、テーブルマウンテンから約 30㎞南には、アフ

リカ最南端の喜望峰がある。喜望峰にいたる半島部にはフィンボスが広が

り、2000 種を超える固有植物が生育している。海岸のフィンボスで草を

食むケープキリンにも出会った。また、喜望峰の近くには、小柄でかわい

らしいケープペンギンの棲息地もある。フィンボスには、ペンギンとキリ

ンが共存している。アフリカ大陸の南端にあり、南極大陸に面したケープ

州ならではの、それは不思議な生態系だ。

　ケープタウン市内の港、ウォーター・フロントにも出かけた。ここは市

内の観光名所であり、防犯対策が徹底されているので、観光客は比較的安

心して訪問できる。ウォーター・フロントで見たガンブーツダンスの躍動

感はすばらしかった。南アフリカの金鉱山で働く鉱夫が生み出したダンス

であり、リズミカルな手の動きや、軽快なステップは、鉱山の労働現場を

監督する将校の動作へのパロディだということを後で知った。まだ治安に

大きな問題を残すとはいえ、アパルトヘイト政策が撤廃され、アフリカ系

とヨーロッパ系の人たちが共存の道を歩みだした南アフリカ共和国は、訪

問するたびにダイナミックに変化を遂げていた。
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　やがて 3 回目の訪問の機会が巡ってきた。今回の訪問は、地球観測に

関する会議に出席するためだ。このときも、スケルトンゴルジから台地の

南端に登り、ウェスタンテーブルをめざして山道を歩いた。すると、遠く

から歩いてくる懐かしい人影が見えた。Hi, Chiristoph. Happy to see you 

again. Why are you here? 何と彼は、私とは違う会議に出るためにケープ

タウンを訪問し、その機会を利用してテーブルマウンテンを再訪していた

のだった。テーブルマウンテンが呼ぶ声に魅かれる二人が、時を同じくし

てケープタウンを訪問すれば、奇跡は当たり前のように起きるのだ。

　次に生物多様性関連の会議がケープタウンで開催されることがあれば、

ぜひ参加したい。そして、もういちどスケルトンゴルジからテーブルマウ

ンテンに登ってみたい。案外また、3 回目の奇跡に巡りあうかもしれない

と、そう思っているのは私だけではないような気がする。

矢原徹一　やはら　てつかず

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

九州大学教授　持続可能な社会のための決断科学センター長
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決断科学第 6 号 41 頁（2019 年 3 月 23 日発行）に誤りがございました。

訂正してお詫び申し上げます。（41 頁，図 8）

正誤表

＜誤＞

＜正＞
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　本号のあとがきとして、雑誌の編集に携わって感じたことや私が投稿者

として行った研究と決断科学プログラムとの思い出を記したい。

本誌の学生編集員を担当してこれが２度目となる。毎回、原稿が雑誌で定

められた体裁に沿っているか、専門外である原稿に誤植がないかを確認す

るのは大変な作業である。編集者側としては、投稿者にまずガイドライン

を確認してほしいと思うものだが、一方、いざ自分が投稿する側になると

事細かな縛りに頭を悩ませてしまうので、どちらの側になっても辛いもの

である。

　私の研究と決断科学プログラムの思い出といえば、私が大学院生として

最初に行った研究である。研究を掻い摘んで説明すると、模型の手が自分

の手の一部のように錯覚する条件下で、汚物 ( 排泄物、吐瀉物、血液 ) が

その模型の手に置かれると、たとえ実際の手でなくても嫌悪感が上昇する

という研究である。汚物は、実際のものではなく悪戦苦闘して再現した偽

の汚物であり、原材料は食物なので悪くなれば新たに作り直さなければな

らない。また、汚物は調査以外の時間は、きっちりタッパに入れて自宅の

冷蔵庫に保存していた。この研究のツボは、「ヒトが何かを食べて２- ３

日待てばできるものを、わざわざ時間とお金をかけて作りだす」ことにあ

る。何度も実際のものを使えたらなと思ったが、それは倫理的に、衛生的

に許されない。

編集後記

新田博司
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　また、調査参加者は 100 名以上必要だったため箱崎キャンパスだけで

はなく伊都キャンパスでも参加者を募った。当時、伊都に調査室がない私

は、決断科学プログラムが管理する１室を何度も使用させていただいた。

箱崎から伊都までの移動時間を考えれば荷物を部屋に置かせてもらえても

らえたのもとても助かった。今考えれば、その部屋があるパブリック一号

館は他の建物からのアクセスもよくこれ以上ない調査室となった。さらに、

プログラムに所属する専門の異なる学生にもたくさん調査に協力していた

だいた。１つの大学内で領域や専攻を超えて協力しあえる環境は本プログ

ラムの強みであり、素晴らしい点だと感じている。協力してくださった決

断科学プログラムの皆様に感謝する。

　気づけば、4 月で本プログラムに所属して５年目になる。プログラムに

貢献したとは言い難い。決断科学プログラムや自身の研究においてあれこ

れとやりたい事は尽きないが、地に足をつけて決断科学に所属する学生と

して最終年を充実した一年としたい。

新田博司　にった　ひろし

専門は発達心理学で、乳幼児の「自己」の発達をテーマとしている。

九州大学大学院 人間環境学府 行動システム専攻 
心理学コース 人間モジュール 博士課程２年
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