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横浜国立大学・国立環境研究所グローバル COE プログラム
「アジア視点の国際生態リスクマネジメント」公開シンポジウム
『生態系と人間～地域と描く里山・里海の未来～』
日時 2011 年 6 月 18 日（土）13：00～18：20
場所 横浜国立大学 教育文化ホール 大集会室
総合司会 廿楽 法 氏（横浜国立大学大学院 生態リスク COE シンポジウム実行委員）

（司会） これよりシンポジウム『生態系と人間～地域と描く里山・里海の未来～』を開
会いたします。このたびは多くの方にご来場いただき、誠にありがとうございます。本日
の総合司会を務める横浜国立大学大学院環境情報学府の廿楽です。本日はよろしくお願い
します。はじめに、シンポジウム実行委員長の草間より、開会の挨拶をいたします。

開会挨拶
草間 勝浩 氏（横浜国立大学大学院 生態リスク COE シンポジウム実行委員長）

本日は、グローバル COE プログラムシンポジウム『生態系と人間～地域と描く里山・里
海の未来～』にご来場いただき、誠にありがとうございます。本シンポジウムは、3 月 16
日に開催する予定でしたが、東日本大震災により延期していました。震災により甚大な被
害を受けた地域の一刻も早い復旧をお祈りします。また、本シンポジウムの開催に当たっ
てご協力を賜りました先生方、活動団体の皆さまに、この場を借りて御礼申し上げます。
さて、本シンポジウムはグローバル COE プログラムの一環として行われるものであるた
め、グローバル COE プログラムについて簡単にご説明します。グローバル COE プログラム
とは、世界最高水準の研究基盤の下で、世界をリードする人材を育成するために始められ
た拠点形成事業です。横浜国立大学と国立環境研究所による「アジア視点の国際生態リス
クマネジメント」は、2007 年に採択され、人口増加や経済発展が著しいアジア発展途上国
等の生態リスクの最適な管理に取り組むとともに、若手研究者の活動支援にも取り組んで
まいりました。
（図表 1）
。実際には、日常的な研究指導だけでなく、海外調査や国際学会
発表等の支援に取り組んできました。本シンポジウムの企画もその一つであり、学内外の
ネットワーク形成、
交渉能力の向上を目的として企画の機会が与えられています。
そこで、
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われわれはこのシンポジウム

生態系と人間～地域と描く里山・里海の未来～
グローバルCOEプログラム： 日本の大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、
世界最高水準の研究基盤の下で世界をリードする創造的な人材育成を図るため、
国際的に卓越した研究拠点の形成を重点的に支援し、国際競争力のある大学づくりの
推進を目的とする文部科学省研究拠点形成補助金事業。

企画の機会を利用して、どの
ようなことを学びたいのか考
えました。その結果、生態系
管理と環境教育の現場につい

横浜国立大学・国立環境研究所 ｢アジア視点の国際生態リスクマネジメント｣
人口増加や経済発展に伴って
生態系の破壊と生態系サービスの劣化が著しい
アジア発展途上国等の生態リスクの最適な管理に
貢献することを目標としている。

ての理解を深めたいという思
いで一致しました（図表 2）。
本シンポジウム開催の背景
として、研究者は一般的に野

教員、若手研究員(フェロー)及び大学院生
(リサーチアシスタント)により研究が進められている。

外調査や実験解析を通じて、

図表 1

生態リスクにかかわる研究を
進めています。その成果は環
境問題等に反映されることが
期待されていますが、より実
用的な現場に即したものにす
るためには、現場で活動して
いる方々との相互理解・情報
交換が必要であると考えまし
た。そこで、本シンポジウム
では、COE 関係者によるポス
ター発表だけでなく、活動団

グロ ーバル C O E 事業で は、 国際的な 視点を
も っ た若手研究者を 多く 育て る ために、 海外
研修を 奨励し て いま す。 今回は、 イ ン ド ネシ
ア ・ ラ ン プ ン 州に派遣さ れま し た三浦季子さ
んに体験を 綴っ て いただき ま す。
私はイ ン ド ネシ ア ・ ス マ ト ラ 島の单にある ラ
ン プ ン 州に行っ てき ま し た。 こ こ に来る のは 3
回目で す。 初めて 来た のは私が修士 1 年生の
1 1 月、“ イ ン ド ネシ ア における 持続可能な 社会

写真１

シ ス テ ムの構築を 目的と し て 、 バイ オ燃料作物
プ ラ ン テ ーシ ョ ン 、 ア グロ 産業、 そし て 地域に
おける 持続可能な バイ オマ ス の利活用と それに
伴う 環境リ ス ク マ ネジ メ ン ト を 行う 国際共同研
究プ ロ ジ ェ ク ト ” のために、 先生方が計画し た

サト ウキビ 圃場。作業終了後に木陰
で 一休み。（ 金子信博教授撮影。）

視察と シ ン ポジ ウムに同行し たも ので し た。 私
自身も 今年 4 月から イ ン ド ネシ ア で の研究に参
加し 、 今回はプ ラ ン テ ーシ ョ ン における 不耕起
試験圃場の調査、 土壌 D N A の抽出、 そし てワ
イ カ ン バス 国立公園の訪問を し て き ま し た。
G u n u n g M a d u Pla n ta tio n s （ G M P） と い
う 、 サト ウキビ 生産・ 製糖会社がラ ン プ ン 州の
写真２

圃場に「 G M P，U N IL A ，Y N U（ 横
浜国立大学） の国際共同研究」 と
書かれた看板が立ち ま し た。

東のほう に あ り ま す 。 こ こ で ラ ン プ ン 大学
（ U N IL A ） の先生や学生と 不耕起栽培試験の調
査を し て いま す（ 写真１ 、 ２ ）。 私は腐生菌の多
様性研究を し て いて 、 こ こ で は土壌のサト ウキ
ビ 残渣につく 腐生菌の群集構造は耕起と 不耕起
で 違う かど う かを 調べま す。 そこ で ま ずサト ウ
キビ 残渣のリ タ ーバッ グ（ リ タ ーを メ ッ シ ュ の
袋につめて 野外に設置し 、 一定期間で 回収し て

多く の方々に支え ら れて おり ま す。 調査中に五
輪真弓の「 心の友」 を 唱う G M P ス タ ッ フ の方々、
宮元武蔵について 尋ねて く る G M P ス タ ッ フ 、
N A R U T O を 語る 学生、 侍の切腹の真似を する
学生・ ・ ・ イ ン ド ネシ ア は日本文化に関心が高

分解率等を 測る 物） を 作る ためにサト ウキビ の
枯葉を 取り にいき ま し た。 そし て 夕食後、 葉を
適当な 長さ にカ ッ ト し て 日本から 持っ て き た メ
ッ シ ュ 袋にひたすら 入れる 作業。 と にかく 、 こ
の調査は一人で は不可能で す。 ラ ン プ ン 大の先
生、 学生、 そ し て GMP ス タ ッ フ ・ ・ ・

い印象を 持ち ま し た 。 ミ ミ ズの掘り 取り 調査を
する と き にある 学生が「 テ レ ビ で 日本人が“ バ
ン ザイ ” と 言っ て いたがど う 意味？」 と 聞いて
き たので 教え る と 、ミ ミ ズを 見つける たびに「 バ
ン ザーイ 」 と 言っ て いま し た。 文化交流も 一つ
の醍醐味で す。

図表 2
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体の皆さまにブース展示も催していただきました。さらに、生態系管理や環境教育を推進
するためには、お互いに何ができるか、今後どのような連携が取れるのかということにつ
いて、パネルディスカッションで考えていきたいと思います。
本シンポジウムにご参加いただいた活動団体としては、伊豆沼・内沼サンクチュアリセ
ンター、生態工房、ディスカバーブルー、
「森の学校」キョロロ、日本ビオトープ協会、三
宅島自然ガイド「キュルル」
、山崎・谷戸の会、よこはま里山研究所 NORA の計八つの団体
です。重ね重ね御礼申し上げます。
本日は、第一部では里山・里海に関するリスクマネジメントの最新知見として、本学生
態リスク COE の小池文人教授による｢里山の現状とリスク評価｣、次に本学生態リスク COE
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拠点リーダーである松田裕之教授による「知床世界遺産海域管理計画と地域環境学ネット
ワーク」について講演いただきます。
ポスター＆ブースセッションでは、COE 関係者によるポスター発表と、活動団体の皆さ
まによるブース展示があります。
第二部では、生態系と人間との触れ合いとして、伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター
の嶋田哲郎様による「伊豆沼・内沼の鳥類と自然再生」について、次に、三宅島自然ガイ
ド「キュルル」の穴原奈都様による「三宅島における地域密着型の環境教育」についてご
講演いただきます。
第三部では、まず、本学生態リスク COE の酒井暁子准教授による「自然と共生する社会
を構築するための国際自然環境保全制度 ユネスコ MAB 計画」について講演いただきます。
その後、
「地域と研究者の連携を目指して」というテーマにてパネルディスカッションを行
います。パネラーとしては、ご講演いただく 5 名の方々にご登壇いただきます。
最後になりますが、共催、後援ともに多数の皆さまのご協力をいただきましたことを、
この場をお借りして御礼申し上げます。皆さまによる情報交換・意見交換をよろしくお願
いします。以上、開催の挨拶とさせていただきます。
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第一部：
「人と自然を見つめる～リスクマネジメントの最新知見～」

（司会） それでは、第一部「人と自然を見つめる～リスクマネジメントの最新知見～」
を始めます。第一部では、本学の小池文人教授と松田裕之教授より講演いただきます。
最初にご講演いただく小池教授は、横浜国立大学大学院環境情報研究院に所属されてい
ます。専門は、植物生態学、群集生態学、保全生態学で、植物同士がどのようにかかわり
ながら生活しているのかを研究されてきました。近年では、外来生物の分布拡大予測など、
外来種問題に関する研究でも多くの成果を上げています。また、地域の自然に関する研究
も積極的に行われており、島根県における汽水域の研究や、茅ヶ崎市、原町市における市
民参加の植物調査なども行ってこられました。ご講演いただく題目は、
「里山の現状とリス
ク評価」です。

「里山の現状とリスク評価」
小池 文人 氏（横浜国立大学 教授 生態リスク COE）

今、私の大学での所属が複雑になっていて、研究は大学院の環境情報研究院、大学院教
育は環境情報学府という名前の組織で、学部教育の方は、理工学部の建築都市・環境系学
科の地球生態学 EP という複雑な所属になっています。今日は、僕が里山のイントロダクシ
ョンをして、
松田先生が海のイントロダクションをするのではないかと思っていますので、
里山の紹介、里山に対する生態リスクの話、そして、これからどうするかということをお
話しします。

1.里山とは
里山は、よく伝統的な農村景観と言われます。樹林や集落、耕地などから成っています。
里山というと山なので、昔は里の近くの山ということで、山（樹林）だけが里山と呼ばれ
ていましたが、今では地域全体をまとめて里山というようになってきています。ちなみに、
「景観」という言葉が結構難しいです。造園学・建築学でいう景観と生態学の景観とは全
く意味が違います。造園学・建築学では、人間から見た、見た目の景色のことをいいます。
生態学の方は、生物から見た生息場所としての森林や畑、あるいは住宅など異質な環境が

4

パッチ状に入り交じった様子
というとらえ方をしています。

1913 年の地形図： 江戸時代のおもかげ
長野県千曲市

小林慶子（博士）

国土地理院1:5万地形図，坂城（明治43年測図）

ですから、
「景観」という言葉

耕地

持続可能な
システム

が出てきた場合には、どちら

樹林

の文脈で言っているのかを注

燃料
建材

•エネルギー
•肥料
•動力（家畜）
•建材

集落

意していただけるといいと思
います。今日のお話は、ほと
んど生態学の方になってくる

明治時代以前か
ら高度な土地利
用計画

草地
（かれしき山）
肥料・飼料

のではないかという感じがし
2 km

ます。

図表 1

里山の特徴としては、持続
可能なシステムだったという

5

雑木林は生物多様性の高い生態系 （低林施業）

ことです。これは、明治ごろ
林冠： ブナ・クラス（落葉広葉樹林）

の長野県千曲市の坂城町地図
コナラ

エゴノキ

ウワミズザクラ

です（図表 1）
。赤い部分は耕
地があって、その近くに集落
ツリガネニンジン

があります。集落のすぐ近く

ノハラアザミ

オミナエシ
オミナエシ

オトギリソウ

に樹林があって、かなり離れ
たところに草地があるという
構成になっています。今から

林床： ススキ・クラス（草原）

昆虫などの動物も

考えると、山の奥の方に林が

シラヤマギク

アキノキリンソウ

ワレモコウ

カワラナデシコ
6

図表 2

あって、近くに草原があるの
かと思いますが、そうでは
なくて、結構計算して作られた土地利用計画です。遠くの草地から草を刈って田んぼに持
ってきて、主に肥料にします。樹林からは燃料や建材などを集落に供給します。材木は重
くてそれほど運べないけれど燃料などはしょっちゅう持ってこなければいけないというこ
とで、集落の近くに森林を配置し、遠くの方に草地を配置するという、かなり高度な土地
利用を行っていました。
その中で、雑木林の特徴としては、かなり生物多様性の高い生態系ということになりま
す（図表 2）
。これは低林施業など林学の方で言われていますが、林冠はコナラやエノキ、

5

ミズナラなどの落葉広葉樹が生えています。これは植物社会学の方ではブナ・クラスと言
われている落葉広葉樹の林です。
それに対して、林床の方では草原の種類が入ってきます。
ツリガネニンジンやシラヤマギクなどは、かなり林床にも入ってきます。草原の上にブナ・
クラスの木が立っているのが雑木林ということになります。
里山の良いところはいろいろありますが、一つは訪花昆虫などが来ることが言われてい
ます。例えばズッキーニなどを家庭菜園で作ったら、なかなか実がなってくれなくて、人
工授粉などをしなければいけ
ません。リンゴなども人工授
粉が必要です。人工受粉用の

田中貴宏（広島大学）

健康との関係
不健康

都市（人口集中地）
はヒトにとって
良くない環境かも
しれない

機械やホルモン剤が売ってい
て、今も中国から輸入の花粉
などが冷凍で入ってきていま
す。しかし、森林があって、
畑があるというような景観だ

健 康
精神不健康度は
自殺率，３歳児検
診結果などから
総合したもの

と、山際のリンゴ畑などでは
何もしなくても自然に交配し
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てきます。しかし、平地では
図表 3

人工授粉が必要になります。
もう一つ、
人間からすると、

もっと大きな空間スケール

健康との関係もあるようです。

0.60


沖縄県

これは、広島大学の田中貴宏
さんの研究です（図表 3）
。横
軸に地域自然度を取っていて、

合
計
出
生
率
の
対
数

0.40
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シンク
個体群 東京都

野生生物なら
・エサが足りない
・病気が多い
・互いにつがい形成の邪魔をする
．．．



0.00

ています。縦軸は精神的健康
0.00

結果などから計算したもので



神奈川県



右に行くほど自然が良くなっ

度で、自殺率や 3 歳児検診の

密度の高いところで
子供がうまれない

r=-0.616
P<0.001

ソース
個体群

2.00

自然が豊か

4.00

人間の場合は？

6.00

都市

人口密度

アンケートでは都市が好まれるかもしれないが，ヒトの個体群には良くない
日本の再生は里山の復活から．．．
10

す。横浜市のいろいろな区を
図表 4

プロットしていますが、自然
度の高いところでは健康度が

6



高いということで、都市は人にとっても良くない環境ではないかということになります。
もう尐し大きな空間スケールで見ます（図表 4）
。全部都道府県で取っています。横軸が
人口密度で、右が都市、左が自然の豊かなところです。縦軸は合計出生率です。そうする
と、
都市の方は出生率が低く、
地方の自然が豊かなところだと出生率が高いということで、
生態学的にはソース個体群が増殖して、シンク個体群の方に流れ込んでいくというソー
ス・シンク構造になっています。野生の生き物だったら、えさが足りない、病気が多い、
つがい形成のじゃまをするなど、いろいろありますが、人間の場合はどうなっているのか
ということはまだ分からないようです。アンケートでは、都市が好まれるかもしれないけ
れども、ヒトの個体群には良くない
ということで、もしかすると、日本
の再生は里山の復活から行かなけれ
ばいけないのではないかという気も
します。

2.土地利用の歴史と植物

日本の自然の歴史
狩猟
採集

人工草地(狩猟),

焼畑開始

縄文

耕地や二次植
生が増えた

聖
徳
太
子

弥生

飛鳥
～
鎌倉

1900
持続可能な農
業システムが
完成（刈敷）

江戸

産業化
完了後

産業化が
進む
(鉄道, 電気,
化石燃料)

草地 肥料・家畜飼料
森林 燃料・用材
室町

現在

戦争 1970

明治

燃
料
革
命
昭和

遷
移
の
進
行

現在

二次草地

里山は人間が作ったシステムで、

耕地（焼き畑，水田，その他）

もとは原生林でした。そこで狩猟や
焼畑などが始まって、二次草地や耕

1400

500 AC

3000 BC

原生林

(二次林)
12
林道発達
奥山の伐採
拡大造林

地が増えてきました（図表 5）
。1400

里山が
荒れる
12

森林は増えつつある．ただし本来の生物相を持つ原生林はきわめて尐ない

年くらいから持続可能な農業システ

図表 5

ムができてきて、明治維新直後は地
方ではそれほど波及していなくて、

Luis Vega（博士）

1900 年くらいから鉄道がずっと延

北限の照葉樹６種の分布

特殊な植物の分布には産業化前の
土地利用の影響が残っている
（草原も同様，歴史が大事）

び、産業化が進みます。途中戦争が
あって一度中断しますが、基本的に

調査地

産業化の流れが 1900 年から 1970 年
ごろまで続きます。1960 年代がター
ニングポイントでしたが、これは最
後のターニングポイントということ
で、一連の産業化の流れはずっと続

図表 6

7

シャシャンボ

クロバイ

タイミンタチバナ

シキミ

バリバリノキ
ヤマモモ

いてきたことになると思います。
ただ、里山のシステムがずっと持続してきた時代の記憶は、植物の上にもかなり残って
います。これはうちの研究室の Luis 君の研究結果です（図表 6）。千葉県の北限になって
いる常緑樹 6 種（シャシャンボ、クロバイ、バリバリノキ、タイミンタチバナ、シキミ、
ヤマモモ）がどのようなところに分布しているのかを調べました。地形や気候などを見て
いますが、一番重要なのは明治時代の土地利用だったという結論になっています。1 種だ
けなら偶然だという感じがしますが、これだけの種類がまとまって出てくるということで、
かなり一般性のある結果だろうと思います。ちなみに、このような変わった種類ではなく、
どこにでもあるようなスダジイなどであれば、むしろ地形などが効いてくるという結果に
なります。

昔の重要度評価
3.里山の保全活動の始まりと里山の
評価

人手が加わらない自然が大切

環境省１ｋｍメッシュデータによる
現在の植生自然度
明るいところの自然度が高い

どういう自然が大切かという価値

自然度
人手が加わらない自然の得点を高くする

観も、時代によって変わってきまし
た。1900 年代には尾瀬の自然保護活

相模湾

動が始まって、それを基にして自然
保護協会ができました。1975 年くら

1900年代 尾瀬の自然保護運動はじまる
1951年 日本自然保護協会ができる
1975年 1/20万植生自然度図 発行

いには植生自然度図ができてきます。

10 高山ハイデ，海岸草原
9 自然林 （ブナ林，照葉樹林）
8 二次林（自然林の高木が萌芽）
7 二次林 （雑木林）
6 植林地
5 二次草原（背の高いササ・ｽｽｷ草原）
4 二次草原（背の低いシバ草原）
3 農耕地（樹園地）
2 農耕地（水田・畑）／緑の多い住宅地
1 市街地・造成地
15

図表 7

植生自然度というのは、人手が加わ
らない自然の得点を高くする、原生自然に近い方が良いという尺度で、里山に入ってくる
二次林などは評価が低くなります（図表 7）
。
しかし、その価値観が尐し変わってきました。私の知っている限りでは 1980 年代半ばく
らいから、普通の林を守るような価値観が必要だということになってきたのです。燃料革
命から 20 年くらいたって里山の遷移が進み、良い状態の里山自体が珍しくなり、絶滅危惧
種が多くなってきているという背景もあり、里山が大切だということが認識されてきまし
た。
里山景観はいろいろありますが、ではどうやって草原や雑木林、耕地などの大切さを評価
するかというと、これがなかなか単純にはいきません。そこで、指標生物を使った評価地
図を作ってみました。この評価は単純な尺度ではありません。とにかく自然度が高ければ

8

いいというものでもなく、文化的な要素を

調査方法

取り入れることが必須です。

何を大切にしたいか？
1. 住民と相談して，なにが大切か調べる
・大切にしたい自然（海岸，里山，河原．．．）
・自然との接し方（キノコとり，川遊び，山菜，花
摘み．．．）
2. それに対応した指標生物を選ぶ

空中写真などだけでは植物の種組成など
が分かりません。しかし、歴史性というの
は種組成の中に残っているので、それを調
べなければいけないということになります。
調べる生物の選び方は、例えば自然として

現地調査
1. 調査ワク： 500m×500m
2. 調査努力量： ２時間まんべんなく歩く
3. 歩いた経路を地図上にペンで記入
調査開始時間，終了時間も調査シートに記入
4. 発見した指標種の位置を地図上にマッピング
・かたまって生えていたら面的に表現
・10m以上（地図上4mm）離れていたら別にする
5. 人為的に植えられたものはマッピングしない
（庭，花壇，公園，植生回復事業，など）

大切にしたいところに出る生物や、地域の

評価地図の作成
1. 評価地図を作成する（GISが無くても可能）

事前の準備
1. 地図を準備する．1:2500
地形図（都市計画基図）
を500m×500mに切って，
A4用紙に１枚ずつ入れ
る

評価地図の利用
1. 環境がよい場所を誇り
にしてもらう
2. 学習やハイキングなどで
の文化的な利用
3. 補助金の上積み
4. 保全地域の抽出
21

歴史や文化・伝統に結び付いた生物、ある
図表 8

いは生活に結び付いた山菜やおいしい木の
実など、いろいろな選び方があります。

学生実習

調査した地図の例

ただ、これは選び方によって評価結果が大
きく変わってくるので、事前にどのような
1:2500
都市計画基図

ものを選ぶのかがとても大事になってきま

500m×500m

す。また、良い草原を見ようといっても、
市街地の中には本当に良い草原はなく、例
えば横浜国大の中でカントウタンポポなど
が生えている辺りが結構良い草原というこ
22

とになります。しかし、本当の農村などに
図表 9

行くとそのようなところは普通であって、

もっとすごく良いところを検出しなければいけません。そこで、例えば農山村ではスズサ
イコのような指標種を使うなど、地域によって最適な指標種も変わってきます。
調査方法としては、最初に何を大切にしたいかを地元の人たちと相談して、それを調べ
ます（図表 8）
。大切にしたい自然は、海岸なのか、里山なのか、河原なのか。それから、
自然との接し方はどうか。キノコ取りをしたいのか、川遊びをするのか、山菜なのか、そ
れとも花つみなど、お盆の花で何か特別なものを大事にしているのかといったことも大事
になってくるでしょう。それに適した指標生物を選ぶということになります。実際の作業
として、
一番便利な地図は 2500 分の 1 の都市計画基図です。
これを 500m×500ｍに切ると、
A4 用紙 1 枚に入ります。その中を、例えば 2 時間と決めて、満遍なく歩いて、どのような
ものが生えていたかをマッピングしていきます。それを使って評価地図を作成します。GIS

9

を使ってもいいですが、なくても十分で

学生実習

きます。それをどう使うのかというと、
環境がいい場所をそこの住民に誇りにし

横浜国大周辺の
里山指標種
による評価地図

てもらうこともできますし、学習やハイ
キングなどの文化的な利用、あるいは補

現在地

助金の上積み、保全地域の抽出などに使
えます。
これは学生実習で調査した調査表の例で
２０００年秋
「未調査」は担当学生がさぼったところ

す（図表 9）
。大学近くの大池道路のバス
通りですが、このようにいろいろな植物

23

図表 10

の分布をプロットしていきます。これが
茅ヶ崎市

神奈川県茅ヶ崎市

在地」にいます。色が濃いほど、雑木林

樹林
畑
水辺
水田
海岸
市街地
ゴルフ場

種、草原種が多くて良いところです。大

北部丘陵

学生実習で作ったもので、2000 年秋の評

（2006年3月完成）

価地図です（図表 10）
。われわれは「現

学の中でも何点か良い場所があります。
われわれのいる辺りもちょっと良いとこ
单部の
市街地

ろだということでしたが、ウッドデッキ
ができて、ややなくなってしまいました。
太平洋（相模湾）

ちなみに赤い部分は、担当の学生がさぼ

24

図表 11

ってしまって、データがなくなってしま
ったところです。しかし、今となっては

茅ヶ崎市

樹林の指標生物

感謝しています。データがないことと、

樹林

調べたけれども何も出なかったことは全

畑
水辺

然違う意味なのだということを理解して

ウラシマソウ，など

水田

もらうにはすごく良い図になっています。
同じ調査を茅ヶ崎市でも

海岸

行いました

市街地

（図表 11）
。樹林の指標生物、草原の生

ゴルフ場
植物
昆虫
両棲・爬虫類
鳥類

物は北の丘陵地に多くなってきます（図
表 12-13）
。
それから水辺の生物
（図表 14）

25

図表 12

10

などをプロットして、それを合わせます。
里山なので、樹林と草原と水辺を足したも

茅ヶ崎市

草地の指標生物

ので評価します（図表 15）
。実際には、開

樹林

発前に事業者と相談する際や、保全地域の

畑
水辺

候補地を選択するのに使われています。ち

ツリガネニンジン，など

水田

なみに茅ヶ崎と言えば海ということで、海

海岸

岸の植物の評価もやっています（図表 16）
。

市街地
ゴルフ場

赤やオレンジの部分は結構良かったのです

植物
昆虫
両棲・爬虫類
鳥類

が、見た目は砂浜でも、工事をした後は意

図表 13
26

図表 13

外と海岸植物が全然なくて、雑草が生えて
くるということで、71～73 のエリアの評価

茅ヶ崎市

水辺の指標生物

は低くなっています。

樹林

では、これをもう尐しスケールアップし

畑
水辺

て、関東全域にしたらどうでしょうか。1

カエル類など

水田

日で大体 10km 歩けるので、それでルートセ

海岸
市街地

ンサスをやるという調査を菅原さんがして

ゴルフ場

くれました（図表 17）
。その結果、10km ラ

植物
昆虫
両棲・爬虫類
鳥類

インへの出現種数の多かったところは、や

27

図表 14

はり北の方です。もう尐し小さなセグメン
茅ヶ崎市

トで切って、1km での良好なハビタットの

生物による環境評価

－里地・里山－

樹林＋草原＋水辺の指標生物

出現回数を見ると、関東の北の方が良いと

北部丘陵

いう結果になりました。これを延長してい
くと、もっと北の方に良いところがあるの
だろうと思いますが、そこは原発の事故で




いろいろ起こってしまったので残念な感じ



がします。

開発前の相談で
利用
保全地域の候補
選択
その他，検討中

单部の
市街地

北部の丘陵に多い．市街地からは消えている

図表 15

11

28

茅ヶ崎市

湘单の茅ヶ崎といえば

サザンオールスターズ，加山雄三

→

海岸
北部丘陵

4.里山への生態リスク
里山への生態リスクは、担い
手不足です。人口が増えている
のは大都市だけで、あとは全部

单部の
市街地

減っています。神奈川県内でも
都心から離れたところ、三浦半
島の先から県西部は減尐してい

工事の跡地
雑草のメヒシバ

生物による環境評価

－海岸－
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図表 16

ます（図表 18）
。
菅原のえみ（修士）

関東地方全体の里山の豊かさマップ
10kmのルートセンサス

調査ライン

30

図表 17
朝日新聞 2月25日

担い手不足

2010年国勢調査

図表 18
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それから、管理不足による遷移
の進行です（図表 19）
。横軸に雑
木林の林齢、縦軸に下刈り後の年

管理不足

林敦子（修士）

遷移の進行

ろに出てくるススキ・クラスの種
類を見てみると、林齢 7～14 年の
ところに出てきます。刈り取り後

下刈り後の年数

数を取って、里山の一番良いとこ
５年以上
放置すると
遷移が進行
してしまう

の年数としては、2～5 年に一度が

ススキ・クラスの種

いいということです。それより早

２～５年に
一度刈ると
良さそう
刈りすぎると
雑草的

すぎると雑草的になってしまうし、

林 齢

林齢は7年から１４年

そのまま置いておくと遷移が進行

34

図表 19

して森林化してしまうので、この
くらいがいいということですが、

管理不足

獣害の増加

なかなかこのような感じにもでき
ません。また、最近は野生の動物

房総半島のニホンジカ

屋久島の草地

がすごく増えてきました（図表
20）
。千葉県でも増えてきて、なか
なか大変です。
さらに、人口が減ってきている

千葉県

とはいえ、まだ土地開発の問題が
35

あります。例えば東京の近くだと、

図表 20

まだ人口が増えているところがあ
りますし、本当に人口がどんどん
減っている地方都市でも、開発問
題があります。中心市街地があっ
て、JR の駅がありますが、そこは家がなくなって、どんどん駐車場のモザイクになってい
きます。それに対して、農地の方に、どんどん住宅や商業施設が展開するという形で、人
口が減りながら、スプロールによって外の土地開発が進んでいくことが起きています。

13

それから外来生物問題で、
一番影響があったのは、松
枯れをもたらす北アメリカ

外来生物

分布拡大中

北アメリカ原産の線虫
森林総研ホームページから

から来たマツノザイセンチ
ュウです（図表 21）
。
森林総研ホームページから

1969 年の教科書だと、植生
遷移の途中にクロマツ林と

昔の植生遷移
沼田眞編 図説植物生態学 1969年

いうのが出ています。これ
はどこにもありましたが、

途中が抜けた

今ではすっかり抜けてしま

37

図表 21

っています。昔の里山は松
があるのが普通でしたが、今は本当にどこにもありません。また、最近ではいろいろなほ
乳類がどんどん拡大して被害が出ています。
ただし、植物に関しては、里山植物、特に木本のつるは世界最強です（図表 22）。日本
からは木本植物がたくさん行っています。北アメリカからは草本が来るという形になって
います。北アメリカで被害が発生している外来植物のハビタットは、東アジアのものでい
くと林縁性の植物がすごく多くて、次は湿地です。中身を見ると、ノイバラやエビガライ
チゴ、シモツケ、イタドリ、アケビ、ノブドウなど、ノイバラ・クラス（林縁ヤブ）の種
類が入っています。湿地に関しては、凡ユーラシアのものがあります。一つには、そうい
うところで有利なものがアジアに多かったというのもありますし、もう一つは、意図的な
導入で行っているので、もしかしたら日本で、身近なこういう植物を愛でる文化があった
ということもあります。
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もう一つは放射線の問題です（図表 23）。野生生物の繁殖などに影響が出る高度な汚染
地は、赤いところだと思います。中程度の汚染地では、人間が撤退して管理放棄され、そ
の後、大型ほ乳類が増
加するだろうと言われ

ただし，里山植物（特に木本のつる）は世界最強！
8種

ています。もう尐し低

日本
東アジア
原産

度な汚染地では、里山

草本

14種

木本

20種

北アメリカ
原産

1種

野菜を作り、ブランド
化して、それを都市の
人が購入するという流
れがありましたが、そ
こを切ってしまったと

日本・東アジア原産種の
比率（％）

で有機農法や低農薬で
100

米合衆国で被害が発生している
外来植物の原産地

80
40
20
1/5

19/21

森林内 林縁

てしまいました。後か

6/8

草地

湿地

＜理由＞
•生態的に人為攪乱地で有利だった
•日本では身近な植物を愛でた（意図的導入）
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情報源

日本：生態学会ワースト100； 米国：National Park Service

いずれも亜熱帯や海洋島の種は除いている

図表 22

いうことで、国産農産
物のブランドを破壊し

2/13

• ノイバラ・クラス（林縁ヤブ）の種
• 湿地は凡ユーラシア種
林縁： ノイバラ，エビガライチゴ，シモツ
ケ，イタドリ，アケビ，ノブドウ，ツルウメモ
ドキ，ツルマサキ，スイカズラ，クズ，フジ，
メギ，ヒョウタンボク類，ネムノキ，カジノキ，
シンジュ，センダン，キリ
湿地： ヨシ，エゾミソハギ，アシボソ，ホザ
キノフサモ，イシミカワ，ダンチク

60

0

北アメリカで問題を起こしている種

放射線
3．低度な汚染地
国産農産物の
ブランドを破壊

里山
有機・低農薬
ブランド

ら思うと、生活協同組

１．高度な汚染地
野生生物の繁殖
などに放射線の影
響が出る

合の購入では、意外と
東北の物が多かった感

×
２．中程度の汚染地
・人間が撤退し管理放棄
・大型哺乳類の増加

じがします。

5.これからどうするか
里山地域のかたい対

都市
住民が購入
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図表 23

策として、大事なとこ

ろでは保全地域などの開発制限などがあります。ただ、それだけではなくて、やわらかい
対策として、普通のところでどうするかというと、開発の代替地を出す、生物相に応じた
インセンティブを出すということです。これは EU などでやっていますが、二次草地で指標
植物を見て、それによって補助金の量を変えたり、針葉樹林で地衣類の種類を見て、補助
金の量を変えるといったことを実際にはやっています。それから、空き家を緑地にすると
農地並の課税になど、いろいろなことが考えられます。あるいは、市民との個人契約で自
然環境を保全する、里山の賃貸、農地を個人起業の場にできないか。また、国際的な経済

15

としては、為替レートの問題

開発の代替地

開発者

などがあります。普通の市民
としては、里山の恵みを取り
入れたライフスタイルについ

近くに類似生態系の代替緑地を造成
代替地の市場取引も

て考えていくことが大事では
ないかという感じがします。

良いところ
・緑地の面積は確保できる（今はできない）
・緑地の分布を計画的に整備できる
・自然の経済的な価値を実測できる
心配なところ
・生態系も歴史性がある（文化的な歴史性，文脈も）
・生態系の中でも稀尐なものは置き換えできない
・生態系造成技術は未完成（木を植えたら育つレベル）
・代替地市場は流動性が低い

それから、開発者が開発を
するときに、近くに類似生態
系の代替緑地を造成しなけれ

42

ばならず、その市場取引もあ

提案： 神奈川県内での実開発事例による数十年スケールの机上シミュレーション

図表 24

り得ます（図表 24）
。良いと
ころは、緑地の面積が確保できることです。現状ではできていないので、この辺はいいか
もしれません。それから、緑地の分布を計画的に整備できる、自然の経済的な価値を実測
できる、マーケットがうまくいけばできるかもしれないといったことがあります。心配な
ところとしては、生態系の歴史性を無視するとまずいだろうということです。それから、
生態系の中でも希尐なものは置換できないでしょう。また、生態系の造成技術は、木を植
えたら育つくらいのレベルで、未完成です。それから、マーケットは流動性が低いので、
なかなかうまくいかないかもしれないということで、賛否両論出ています。これは一つの
地域の中で実際の例による数十年スケールくらいの机上シミュレーションをきちんとやっ
てみるといいのではないかと思います。
また、生物相に応じたインセンティブです（図表 25）
。指標種調査の技術は十分に蓄積
しているので、日本でもすぐに可能だろうと思います。空き家が出て、そこをきちんと緑
地にするというものもできると思われます。
それから、市民との個人契約です（図表 26）。家を建てるときには、隣に何が建つかと
いうことはすごく心配になるものですが、そのときに、隣の農地や樹林の所有者と契約を
して、契約金を払って、例えば、子どもが育つ期間は自然環境を保証してくださいという
ような契約をするのです。家を建てるときには何千万というお金が動くので、恐らくこの
契約だけで 100 万円や 200 万円くらいのお金はすぐに動くでしょう。多分、これで農地や
樹林は経済的に豊かになって、家庭は環境を確保し、安心して住宅を購入できるというシ
ステムが組めるのではないでしょうか。
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「賃貸の里山」と書いてあ
りますが、市民農園のような
形で、里山を借ります（図表
27）
。まきや刈草や竹、タケノ

生物相に応じたインセンティブ
（EUでは二次草地，地衣針葉樹林）

指標種調査の技術は十分に蓄積
今すぐにも可能

コ、花、キノコなど、あるい

茅ヶ崎市

水辺の指標生物
による水田評価

は自由に管理する権利などを
得ます。草などは家庭菜園の

カエル類など

堆肥にもできるし、薪ストー
植物
昆虫
両棲・爬虫類
鳥類

ブもできるかもしれません。
そのような感じのシステムを

43

図表 25

組めるかもしれません。

市民との個人契約（環境保障住宅）

担い手の確保ですが、これ
は個人の農業起業です（図表

自然環境を保障

28）
。現状では非農家は市民農
園クラスで、直売くらいしか
できません。農地は狭いもの
しか持てません。もっと拡大
しようとすると、一気に 50
アール買って農家登録をしな

子供が育つ
環境を確保

農地・樹林所有者と契約
契約金を支払う

安心して住宅を購入できる

経済的に
豊かに

自然環境が保全される
45

ければいけません。そうする
図表 26

と、市場出荷も可能になりま

賃貸の里山

すが、それはなめらかなスケ
ールアップができないので、
普通の人はできないことにな
賃 料

ります。ですから、これをも
う尐しなめらかに参入できる
ようにするといいのではない
かと思います。農家の子ども

経済的に豊か
管理するひとを確保

はほかの職業を選べますが、

薪，刈草，竹，タケノコ，
野花，キノコ，
ある程度自由な山仕事，
の権利

家庭菜園の堆肥
薪ストーブ
46

ほかの人はなかなか農家には
図表 27

17

なれないので、結局差し引きの
人間の流れとしては上に行くし
かありません。ですから、担い
手がいなくなるのは当たり前の
ことです。そこで、このような
システムが必要になります。大

担い手の確保
個人の農業起業
非農家

農地

市民農園
5m×5m

直売のみ

ネスという形で行くといいのだ
ろうと思います。
それから、国際的な経済とい

子弟の職業

きな企業の参入ではなくて、個
人の起業でアイデアによるビジ

 大きな企業の参入でなく
 個人の起業で新しいアイ
デアによるビジネスへ

○
差引

×

×

なめらかな
スケールアップ
ができない

農家登録

農地

？

企業の
参入

50アール
70m×70m 以上

市場出荷可能

畑ではフルタイムの作業が必要47

うことです（図表 29）
。自動車
側がすごく輸出すると、円が高

図表 28

くなります。そうすると、農林

す。ですから、実際には農林業
が一生懸命頑張って生産性を上
げたとしても、自動車産業がど
んどん生産性を上げていくと、
結局それが全部取り消しになっ
てしまうので、絶対的な生産性
ではなくて、実は自国の輸出産
業との総体的な競争で決まって

国際的な経済：為替レート

日 本
労働生産性が相対的に高い

業は海外に対して厳しくなりま

自動車 輸出→

新興国
外国為替市場
レベル調整
（主要輸出産業で）

日本の農業が
戦っている相手は
主要輸出産業との
トヨタの生産性？
生産性の相対ギャップ

農林業

（経済は苦手だが）

←衣料 輸出
主要輸出産業との
生産性のギャップ

農林業

農林業どうしの国際
競争力は，絶対的な
生産性でなく，主要
な輸出産業との相
対値で決まる？

「新しいグローバル化」で新興国の工業が発展するのは，里山にはよいこと
海外と差のある状態で農業を自由化するとまずい
雇用対策とは，国内の産業間の労働生産性の差を小さくすること？

いるのではないかという感じに

48

図表 29

なり、これを何とかしなければ
いけません。
「新しいグローバル
化」で新興国の工業が発展するのは、里山には良いことだろうし、今、海外との差がある
状態で、農業を自由化すると、なかなかつらいのではないかという感じもします。雇用対
策としては、国内の産業間の労働生産性の差を小さくすることが大事なのかもしれないと
いう感じもします。

18

最後に普通の市民として、
里山恵みを取り入れたライフ
スタイルをどうするかが大事

ふつうの市民として
里山のめぐみを取り入れたライフスタイル
環境保障住宅

賃貸の里山

自然環境
を保障

ではないかという感じがしま
す（図表 30）
。いろいろな賃

賃料

貸の里山など、身近なところ
で自然の恵みを受けるような
生活のスタイルなどを設計し
ていきます。利用するという
と、
とにかく駐車場を造って、

子供が育つ
環境を確保

ある程度自由に
利用する権利

農地・樹林所有者と契約
契約金を支払う

日帰り圏内
一般のひとの生活スタイ
ルを提案してゆくことも大
切
→ひとづくりが30年後の
日本再生につながる

里山公園などで人を呼ぶよう

家庭菜園
薪ストーブ

犬の散歩ルート

近隣の地域
インターネットで広域から集客しない（大駐車場不可）
歩いて行ける地域の中での利用
49
今までよりもふみこんだ利用

図表 30

なことをしてしまったりしま
すが、そうではなくて、歩いていける範囲での利用です。ただ、今までより尐し踏み込ん
だ利用を考えてもいいのかなという感じがします。
このような形で、里山で人づくりをうまくやっていけると、30 年後の日本再生につなが
るのではないでしょうか。以上です。

質疑応答

（司会） ありがとうございました。それでは、質疑応答に移ります。

（Q1） 新興国の工業が発達すると、里山にはいいということの説明をお願いします。

（小池） 新興国の工業と農林業のギャップが開くと、総体的にほとんど並行になるとい
うイメージではないかということです。

（Q2） 住宅を買うときに、周りの自然を守るために農家と自然を守ってくださいと契約
金を払うところですが、実際に生態学者が提起するとなると、結局、政治家などに頼んだ
り売り込んだりすることが必要になると思いますが、その辺についてはどのような過程を
踏むのが良いと考えていらっしゃいますか。

19

（小池） これを実現する政治的な戦略は、生態学者的にはなかなか難しいところです。
実際にはこういうアイデアがあるということを本にして書いたり、このようなシンポジウ
ムなどで話して、
みんなに知ってもらって、
できればいろいろなところから同時多発的に、
こういうアイデアがあるのだという声が上がっていくような形にできるといいのではない
かと思います。

（司会） ありがとうございました。次にご講演いただく松田教授は、横浜国立大学大学
院環境情報研究院に所属され、本シンポジウムの主催者であるグローバル COE プログラム
の拠点リーダーもお務めです。ご専門は生態学、環境リスク額、数理生物学、水産資源学
です。本日ご講演いただきます「知床世界遺産海域管理計画」に関しては、知床世界遺産
科学委員会の発足当初から委員として計画の策定にかかわられてきました。近年では地球
環境学ネットワークの発起人で、運営委員として地域のステークホルダーと科学者がどの
ように協働し、地域環境学問題に資するかという新しい分野に挑戦しておられます。
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「知床世界遺産海域管理計画と地域環境学ネットワーク」
松田 裕之（横浜国立大学

教授 生態リスク COE 拠点リーダー）

1．里海とは
先ほど開会挨拶で紹介がありましたように、このシンポジウムは学生とフェローが主体
となって企画しています。私が企画するより、人間が多いような気がして、やられたなと
いう感じがあります。ありがとうございます。
最初に、里海の定義をしたいと思います（図表 1）。里海というのは、里山よりはずっと
新しい言葉です。柳哲雄さんが『里海論』という本を書きました。これは英語でも Satoumi
と彼はやっていますが、これが最初だろうということで一致しています。小池さんは、一
つの定義をぱっと述べられました。しかし、里山にはいろいろなことをいろいろな含蓄を
持っておっしゃる方がいろいろいて、下手に私ごときが手を出すと大変なことになると思
っています。里海もいろいろな定義がありますが、里山ほど複雑ではないと思います。
もとの柳さんの定義は、
「人手が加わることにより、生産性と生物多様性が高くなった沿
岸海域」です。あまり沖合の方を里海とはいいません。この定義は、人手が加わっていな
いときに比べて生産性と生物多様性が高いというように読めます。それは本当だろうかと
いう批判は、いろいろな人からも挙げられています。
別の定義として、沖縄県の鹿熊さんによると、
「人々がサンゴ礁と密接に上手にかかわっ
ている海」
というものもあります。
もちろんサンゴ礁だけに限ることはないと思いますが、
要するに、人間が上手にその
自然を使っているというとこ
ろです。
「持続的な資源利用の知恵
を持ち、多様な生態系サービ
スを暮らしに取り入れること
のできる、人と海との良好な
関係が成り立つ海」というの
は、石垣の「白保サンゴ村」
の WWF の上村さんの言葉です。
要するに持続可能に利用して
図表 1
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いるという定義としては、こ
れは割と分かりやすいのでは
ないかと思います。
ちなみに一番下のものはチ
リの話で、里海の定義ではあ
りませんが、似たような定義
があります。これは何と書い
てあるかというと、海の中を
日本の漁業権のように排他的
に利用する、ここは自分の浜
図表 2

だというような政策を作るこ
とによって、そうでないときに比べて、保全上も利益がある。つまり、海を上手に漁民が
使うことによって、保全上も守られている。この比較の対象は、人間が使わないときでは
なくて、このような漁業制度以外のものです。つまり、持続可能な海と持続不可能な海と
いうように比べてみると、持続可能な海の方が生物多様性は豊かだという意味に解釈でき
ます。

2.日本の漁業と水産学の持続可能な漁業管理への取り組み
昨年、名古屋で生物多様性条約の COP10 が開かれたとき、里海という言葉を世界に広め
ようという動きが幾つかありました。その一つが、国連大石川・金沢オペレーションユニ
ットのあん・まくどなるどさんと生物多様性条約事務局が協働で呼び掛けた国際的なミー
ティングで、COP10 の会場で開かれました。そこで私も話す機会があり、以下のような形
で日本の漁業を紹介しました（図表 2）。日本は漁業と漁業共同管理の長い歴史を持ってい
る。例えば、秋田県のハタハタの禁漁のような自主的禁漁に合意するときには、たくさん
の会合が必要です。こう言った瞬間に、外国の人もみんな「そうだそうだ」と言いました。
多分、ほかの国でも同じことがあるのだと思います。生態系管理（エコシステムマネジメ
ント）という言葉が先行していますが、日本にはそのような例は昔からあり、
「魚付林」と
いうものがあるのです。漁民が地域研究者を信用し、保護区の面積を毎週変えるような漁
業が日本にはあるのだということや、京都のズワイガニ漁業については、
後で説明します。
それから、その地域にはいろいろな人がいて、そういう意味では利害が一致しませんが、
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それが合意できる解を提案す
ることが科学者の役割だと私
は申しました。
COP10 で一番話題になった
ことの一つが海洋保護区
（MPA）です（図表 3）
。これ
の面積を 10％にするという
ことが愛知目標で合意されま
した。では、海洋保護区とは
何なのか。これを議論すると
図表 3

きには、全面的な禁漁区であ
り、つまり漁業も排除すると
いうような言われ方もしてい
て、これは日本の漁民などに
は非常に抵抗がありました。
日本の漁民は、例えば季節禁
漁区などという言葉を使って
います。この 1 週間は手を付
けない、この漁業はここでは
やらない、こういう漁法はや
図表 4

らないなどということで、禁
漁区という言葉は結構使っています。それに対して、海洋保護区という言葉には非常に抵
抗があったので、中部大学の加々美康彦さんという法律の専門家が、MPA（Marine Protected
Area）は、決して禁漁区のようなものだけではなく、海に設けられるいろいろなレベルの
保護区を指す普通名詞であると言いました。
世界最古の海洋保護区は、例えば 19 世紀にはオーストラリアの Royal National Park、
20 世紀前半にはアメリカの Fort Jefferson National Monument などがあると言われてい
ます。それに対して、加々美さんは「日本には世界最古の MPA よりも、ずっと古い MPA が
ある」と言いました。世界最古よりも古い、日本最古の MPA は日本書紀に載っています（図
表 4）
。689 年に兵庫県の武庫川下流に 1665ｍぐらいの幅で小さな魚を捕る漁法を禁ずると
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いうことが書いてあるのが最
初だと言っています。これよ
り古い例を教えてくれと先ほ
どの COP10 の会場で言ったら、
みんな笑っていました。やは
りこういう歴史を持つという
ことが大事です。
日本には、今、国レベルで
指定されている MPA と解釈で
きる地域はいろいろあり、こ
図表 5

れを全部合わせても 10％に
ならないというような議論が
行われていますが、日本には、
法律で定めなくても、漁民が
自主的にここは捕らないと決
めたところがたくさんあるの
です。それを決めるには会合
が必要だということです。こ
の写真を見て分かるように、
たくさん集まって真剣に議論
図表 6

していますが、よく見ると、
日本の漁民、協同組合にいる方は、やはり尐し年配の方が多いです（図表 5）。若い方がど
こにいるかと見ると、端の方でこのようにくつろいでいます。多分、この方々は自分では
発言されないでしょう。このようなものが日本の社会だという感じです。長い会合が必要
だということは、COP10 そのものも同じだということです。左下の写真は、先ほどのあん・
まくどなるど氏を招いたミーティングの後から、私が付け加えました。
魚付林です（図表 6）
。生態系管理などといろいろ言っていますが、昔から日本の漁民が
やっていたことそのままです。木を植えれば、沿岸の海の生産性が豊かになります。漁協
の旗などをやって、漁民が植林活動をしているなどという例は日本にはたくさんあるとい
う話をしました。
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普通、法律で定めたら、ず
っとある漁業をしてはいけな
いというようになりますが、
COP10 のお膝元であった伊勢
湾のイカナゴ漁は、禁漁面積
が毎週違います（図表 7）
。こ
れが毎年同じように決まって
いるかというと、そうではな
くて、その年々の資源状態を
見て、愛知県水産試験場の方
図表 7

が計算をして、彼が来週から
変えると言うと、漁民がそれ
を受け入れるという感じで、
漁協が地元の研究者を非常に
信頼しています。このように
やった方が結局資源も守れて、
そこそこ捕れてうまくいくと
いう関係が作られています。
これを COP10 では法律や MPA
の面積など杒子定規に言って
図表 8

いましたが、面積は数えよう
がありません。しかし、これでいいのだという話を私は COP10 の会場でしました。
自主的な合意をするというのは、多くの場合は失敗の経験があるからです。例えばこれ
は京都のズワイガニ漁業です（図表 8）
。日本で最初に MSC（Marine Stewardship Council）
というエコラベルを獲得した漁業です。1980 年ぐらいまでずっと漁獲量は減っていました。
1980 年で 50 トンになり、この辺で京都府の水産試験場の方が漁民を説得して、ここを禁
漁区にしたいと言いました。
これは六つありますが、どこが最初だったかは分かりません。
ブロックを埋めて、底引き網のような漁業はできないようにします。その漁業に関しては
永久に禁漁区にするということに合意してもらいます。
減ってきたので、何とかしなければいけないと漁民がみんな思っているところに、強い
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リーダーシップを持った地域の研究者が行って説得に当たると、意外とうまくいくことが
あります。その後、1 個入れたら、資源が守られてそこにズワイガニが復活してきて、そ
の周りでズワイガニがたくさん捕れるようになります。そうすると、1 個ではなくて 2 個
入れよう、3 個入れろといって、6 個入っているというように禁漁区を広げているという歴
史です。そういう意味では、試しにやってみよう、うまくいったら広げていこうというよ
うにやっていく方がいいのではないかと思います。

3.知床世界遺産科学委員会が直面した「矛盾」
私自身は、知床世界遺産の科学委員を仰せつかっています。その知床が世界遺産に登録
されるときに困ったことがありました。世界遺産というのは本来、手付かずの自然を守る
という制度です。
これは第三部で紹介されるユネスコ MAB 計画とはだいぶ違うものですが、
ここはどちらかというと MAB に近いです。どういう意味かというと、びっしり定置網漁業
などがあり、スケトウダラの漁業もあります。そういうところも含めて世界遺産に指定し
ようとしました。そのとき漁協は、そんなことをして、漁業をやるなと規制するのではな
いだろうなと警戒します。そのため、環境省の公文書で新たな規制はしないと漁協に約束
しています。
ところが、実際に審査をしてみると、やはり国際的な世界遺産の審査機関である国際自
然保護連合（IUCN）は、海の保護レベルを高めろと言ってきました。科学委員会として、
例えば、漁民に出ていけとか、漁業をやめてくれないかなどと言うのは簡単ですが、そう
いうことが言える状況ではありません。これは科学的に良いか悪いかではなく、約束があ
るわけです。これを同時に満たす答えを見出そうということになりました。最初は矛盾で
はないかと思いましたが、簡単です。
人に言われてやるのではなくて、漁協自身が自主規制をすればいいのです。論理的には
そうだけれど、
どうなるかと思っていましたが、
本当に羅臼漁協は自主的禁漁区を拡大し、
世界遺産登録になりました。その意味で、科学者が「ここは漁業をしてはいけない」など
と自分の理想を語ることはできるかもしれませんが、そうではなくて、論理的に両方を満
たせる答えを探すことも科学者の役割ではないかと私は思います（図表 9）
。
実際の産卵場です（図表 10）
。これは 1980 年代のスケトウダラがものすごく多かったと
ころですが、
1995 年から減ってきたので、
ここを産卵期に 1 週間季節禁漁区にしています。
これは漁協自らが決めているので、国に届け出たものではありません。2005 年、世界遺産
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登録の過程で、ここも禁漁区
に加えると漁民が決めました。
このように、IUCN のリクエス
トに日本政府ではなくて、漁
民自らが答えるというところ
を IUCN は非常に粋に感じた
のだと思います。
当初は、世界遺産に指定さ
れると規制されるのだと漁業
者が言って、かなり対立があ
図表 9

りました。そのとき、われわ
れ科学委員会は、漁民と直接
話をさせてほしいと環境省に
申し入れました。環境省は、
こんなに言いたい放題言う人
が漁民の前に行ったら、物別
れになってぶちこわしになる
のではないかとかなり警戒し
たと思います。札幌でやると
言うので、話し合おうという
図表 10

のだから、われわれが羅臼に
行くべきだと言うと、そんな旅費はないと言うので、旅費など要らないと言ったら、本当
に旅費をくれませんでした。
それまでは「世界遺産になって規制はないと言うけれど、IUCN はああ言っているではな
いか」という漁民の言葉に、環境省は「いえ、ありません」と言っているだけでした。と
ころが、これがそのことを報じた北海道新聞の記事です（図表 11）。本当は非公開なので
すが、なぜか記者がかぎつけて、
「ある専門家は『永遠に漁業規制がないなんて、そんなこ
とはあり得ない』と漁業関係者に語りかけた」と書いています。専門家と書いてあります
が、これは北海道の水産試験場の場長です。その後は記事になっていませんが、場長は「規
制をするときは、必ず皆さんの合意を得てからやる」と言い、やっと漁業者も納得しまし
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た。スケトウダラ漁業はもっ
とうまくいっているので、自
然を守りながらやろうという
意識は非常に高かったのです。
IUCN が後で視察に来たと
きに、ボトムアップアプロー
チによる管理、科学委員会が
そこで遺産管理に効果的に知
識を応用していることを賞賛
する。ほかの世界遺産のモデ
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図表 11

ルだと 28 番目にすごく褒め
てくれました。1～27 番目までは批判です。そのときここにいたのは、今、環境省の局長
をやっておられる渡辺綱男さんです。これはおかしいのです。この写真を撮ったのは私で
すが、普通、渡辺さんが IUCN やユネスコの人に向かって説明をします。この場では、科学
者がこちらにいて、科学委員会が説明していて、渡辺さんは隣で聞いていました。これは
多分、新たな科学者の役割だろうと思っています。

4.地域環境学ネットワーク
私は横浜にいて、いろいろな地域に出掛けていって、その地域でどんな問題があるかと
いうふうにかかわっていく訪問型です。つまり、その地域にとっては、私はよそ者です。
しかし、地域環境学ネットワークの狙いは、そういう科学者だけではもう駄目だというこ
とで、レジデント型研究機関をつくることです。これは、地域社会の中に定住し、研究を
行う研究者を擁する大学、研究所、あるいは地域の博物館などで、地域社会の課題に直結
した領域融合的な研究を行うものです（図表 12）
。医者で言えば、私は大学病院にいる医
者で、レジデント型研究機関は町医者です。町医者がいなければ、地域の問題は解決しま
せん。町医者は、放射線科だけやるというわけにはいかず、その地域の患者の面倒をすべ
て見なければいけません。それが必要ではないかということなのだろうと思います。
地域環境学ネットワークといって、今回参加しておられる「キョロロ」をはじめ、各地
にネットワークが築かれています（図表 13）
。このネットワークを作るときに、訪問型研
究者と地域のかかわりについて、私自身が言った言葉があります（図表 14）。私は、科学
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者は調停者であるべきだとい
う立場で、地域にどっぷり浸
かるということは、気が進む
ことではありません。私の立
場としては、科学者が自分の
理想を語ってやるというので
はなく、地元の人が合意でき
る答えを探すというのが科学
者の役割です。そこでどんな
合意があったか、それはロー
図表 12

カルな価値しかないかもしれ
ないけれども、それを普遍的
な価値に高めていくことが科
学者の役割ではないか。その
価値観は場所によって違って
もいいのです。例えば、私は
鹿を捕って食べようといろい
ろなところで言っていますが、
サルを捕って食べましょうと
言ったら、これは無理です。
図表 13

生態学者の頭の中ではあまり
違わないことかもしれません
が、地域で合意できることを
やらなければいけないのです。
地域環境学ネットワークで
は、コウノトリの里の豊岡で
シンポジウムを行いました。
このようなことをやると、地
元で大きく取り上げられます
（図表 15）
。そのようなネッ
図表 14
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トワークを通じて、その地域
の知が普遍的な知になってい
くのではないかと思います。
私はよく『おくりびと』の話
をしますが、あの映画は非常
に特殊な日本のある文化を紹
介したものです。しかし、丁
寧に紹介することによって、
世界中の人の共感を得ました。
評論をするときに、
「死という
図表 15

普遍的な問題を取り上げた」
と言いますが、なるほどと思
います。自然をどう生かして
いくかという方法は、地域ご
とにさまざまです。しかし、
自然を生かす必要があるとい
うのは普遍的な問題だという
形で、科学者はかかわること
ができるのではないかと思っ

§2-5 科学者の役割
（生態学会委：自然再生事業指針）
生態学会委：自然再生事業指針）

• 個人的な価値観に基づく主

張ではなく、社会的に合意さ
れた目的とそれを実現する
ための具体的な数値目標の
整合性、その数値目標を達
整合性、その数値目標を達
成するための管理方策の検
討と目標の実現可能性
を吟
討と目標の実現可能性を吟
味し、それを利害関係者に
分かりやすく説明し、合意形
分かりやすく説明し、合意形
成を支援することである。
成を支援することである。

ています。そのときに大事な
図表 16

ことは、実現可能性を吟味す
るということです。具体的に
できないことを掲げてはいけ
ないということをいつも考え
ています（図表 16）
。
そのときに科学者の役割と
して、このグローバル COE の
前の 21 世紀 COE のころにわれ
われがまとめた話です（図表
17）
。科学者の役割と地域社会
図表 17
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の合意形成のプロセスとは、
むしろはっきり分けた方がい
い。
例えば、
目的を合意する。
自然保護を目的とするかどう
かさえ、
地域が決めることで、
われわれが押し付けることで
はありません。しかし、その
目的に従ったら、アクション
プランを作るときに、こうし
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図表 18

たらあそこまでできるという
ことは、科学的にいろいろ計算できます。そして、実行計画を綿密に作って、実現可能性
も評価しながら、目的を達成するためにはどれくらい大変かというのをわれわれが計算し
て、それをまた地域に謀ります。尐し大変すぎるので変えてほしいと言われれば、また計
算し直して、うまい方法を見つけていくというのが私たちのアイデアです。
その地域にかかわる研究者と実際の地域の方々が、一体どういうかかわり方を持ったら
いいのかということを、地域環境ネットワークでは一生懸命考えています。いろいろ考え
て、十七条の憲法をもじればいいのではないかと思いました。
「和を以て貴しとなし」とい
うところは皆さんご存じだと思いますが、それ以後はほとんどご存じないのではないかと
思います。私もそうでした。
よく読んでみると、これはその当時、中央官僚が地域に赴任して何をすべきかという訓
示が書いてあるものです。賄賂を受け取るな、ちゃんと働けというようなことがいろいろ
書いてあります。そういう意味では、訪問型研究者や環境省の役人で地域に 2 年だけ赴任
するというような人にとって、今でも非常に生きる憲法ではないかと思って、尐しもじっ
たものを考えました（図表 18）
。
地域環境学ネットワークとしては、問題解決のネットワークづくりのための教訓と、知
識を生み出し活用するための教訓を二つ用意しています（図表 19）。
「基本的な考え方」
「あ
るいはネットワークのあり方」
「問題解決の進め方」
「人材の活かし方」
「相互のつきあい方」
「めざす科学の方向」
「地域とのつきあい方」
「知識の性格」「知識生産の方法」「評価と発
信」といったことに関する項目が書かれています。
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やはり最初は「無用な争い
を避ける」ということです。
研究者は論文を書きたいなど
というのが最初に来ますが、
それと地域自身が本当に答え
なければいけない問題は違い
ます。先ほど私は大学病院の
医者と町医者という話をしま
した。このすぐそばには市民
病院があります。ある霊長類
図表 19

学者が横国大に来たとき、市
民病院によく行くというので、なぜ行くのかと聞いたら、マラリアにかかったらあそこし
かないのだと言うのです。そこに変な熱帯の病気を持っていくと、研究材料だと重宝され
るので、絶対に研究材料にならないように、最初に市販の薬を飲んでから行く。そうする
と、論文にならないからちゃんと診てくれると言っていました。
そういうところで、研究者と地域の実際の利益は微妙に違う場合があります。そういう
ことを、地域をやる方、そしてその地域にかかわる研究者の方はよくわきまえてやらなけ
ればいけないのではないかと思っています。
ご清聴ありがとうございました。

質疑応答

（司会） ありがとうございました。それでは、質疑応答に移ります。

（Q1） 面白いお話をありがとうございました。先生が見せてくださった、例えば漁協の
方や地域の方、それから研究者との連携の具体例について、何か問題がある地域なり団体
があったとき、そこに研究者の側から飛び込んでいく、リーダーシップをもって声を掛け
るという形だったのか、それとも地域の方から先生に声があったのか教えてください。

（松田） それはとても大事な質問です。私の考えでは、研究者の側から出しゃばってい
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くと、あまりうまくいきません。私は数理生態学者で、自分の基礎科学の調査地として現
場を持っていないので、尐し違うかもしれませんが、例えば私の知っている人だと、アザ
ラシの研究をするということで、例えばそこの漁協と初めから付き合いがあるというとき
に、その漁業で問題になったときに初めて漁業のコンサルティングをするというようにな
ります。そういう場合には、恐らくある程度の信頼関係が前もってできているのだと思い
ます。頼まれもしないのにこちらから行くと、まずうまくいきません。あまり出しゃばら
ない方がうまくいくのではないかと思います。

（Q2） 長野大学の佐藤です。地域環境学ネットワークの代表もやっています。今日はご
紹介ありがとうございました。松田先生自身がさまざまな地域とかかわる中で、いろいろ
な形で変わってこられたのではないかという印象を非常に持ちます。私ももともとは金科
玉条のように生態学を信じていました。それがさまざまな形で、現場の中で研究者自身が
磨かれるというプロセスが、今日お話をいただいた中にたくさん隠れていたような気がし
ます。松田先生の実感として、その辺をどのようにとらえていらっしゃるか、ぜひお聞か
せください。

（松田） 私を鍛えてくださったのは、北海道のエゾシカ保護管理計画です。そのときに
ずっと温かい目で私に付き合っていただいた梶光一さんは、今では農工大で大学側の拠点
を作っていますが、当時は、まさに北海道にかかわる問題を北海道の道庁の研究機関の人
間としてやられていました。そうすると、道庁を説得するにはどうしたらいいかというよ
うなことが分かっていきます。そういうものを見ながら、私も変わっていったのだと思い
ます。その辺は、佐藤さんとはひょっとしたら尐し違うかもしれません。
佐藤さんの場合は、
先々週でしたか、ホットスポットにアフリカの研究で出られました。
ナチュラリストとして托卵ナマズの研究をされている中で、それを利用しているアフリカ
の人々との付き合いから、地域環境学ネットワークを考えられたと思いますが、それとは
尐し違うと思います。いろいろなことがあると思いますが、自分の理想を押し付けないと
いうことが一番大事ではないかと思っています。

（司会） 松田先生ありがとうございました。以上で第一部を終了します。続いて、ポス
ター・ブースセッションに先立ち、実行委員の谷地俊二より、ブース出展団体のご紹介を
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します。

ブース出典団体の紹介

（谷地） 既に実行委員長の草間さんと松田先生からご説明いただいたように、本シンポ
ジウムは、学生やフェローが主体となって企画をしています。その中で、ブースセッショ
ンを設けた意図についてご説明します。
大学では、研究成果を得ることを第一に考えています。しかし、得た研究成果を現場で
どのように生かせるのかと考えることも重要です。また、現場から求められている技術・
知見は何かということを考えることも重要だと考えました。そこを知るためには、お互い
の相互理解が重要です。そのための場を提供することを目的として、本シンポジウムでは
自由に話し合いができるブースセッションを設けました。
今回、ご協力いただいたのは 8 団体の皆さまです。主に活動されているフィールドは、
里山と里海です。
地域性として見ると、例えば横浜中心部のような都市でご活躍の方々と、
郊外において、地域の住民の方と一丸となって取り組みをされている方々がおられます。
まず、宮城県の伊豆沼・内沼サンクチュアリセンターは、ラムサール条約登録湿地であ
る伊豆沼・内沼の調査研究や保護活動を行っている施設です。第二部で講演される嶋田哲
郎さんが所属されている組織でもあります。伊豆沼・内沼は国内有数の渡り鳥の飛来地と
知られています。また、ブラックバスなどの外来魚対策にも、市民と連携したユニークな
取り組みをされてきました。本日は、センターで使われている外来魚対策のための装置な
ども持ち込んでいただいています。
日本ビオトープ協会は、企業や学校などのさまざまな場で、ビオトープの保全と復元を
行い、身近な自然と人間の関係を取り戻す活動を進めています。今回の展示は、日本ビオ
トープ協会がコンサルティングをした野村不動産の横浜ビジネスパークにおけるビオトー
プ創成活用事例の報告です。
ビオトープを使った環境教育を 2008 年から横浜国大の共催で
実施しており、本日のブース展示は、国大生の環境教育ボランティアが準備、運営をして
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います。
三宅島自然ガイド「キュルル」は、本日ご講演いただく穴原さんが活躍されている団体
です。噴火によって、一度失われてしまった島の自然を活かし、観光産業の復興に向けて
設立されました。島の海だけでなく、陸上の自然を通して島の魅力を伝える、自然を感じ
るガイドをビジネスとして展開されています。
山崎・谷戸の会は、鎌倉市中央公園で活動されており、昔ながらの農法で里山を復活・
再生しています。田んぼや畑で採取できた作物や木々などを有効に利用して、班活動や春・
秋のお祭りなどをされています。私もこちらで 2 年ほど研究をさせていただきました。研
究を楽しむということはもちろんですが、ただ机に向かって研究をするだけでなく、実際
に体を動かし、また、訪れる人たちと話すことによって、自分の研究をより身近に感じる
ことができ、社会とのつながりを得ることができました。
生態工房は、自然環境保全の方法として、自然公園の活用を進めています。区域の自然
を保全しながら、訪れる人へ自然を学び、親しむ機会を提供しており、その現場を通して
「使える知見」を見出し、それを現場で使いこなしていく中で、さらに洗練されています。
さらに現場での実践から得られた知見を発信することによって、各地の施設のより良い運
用に貢献されています。
「森の学校」キョロロは、学術的な研究や展示だけではなく、市民を主体とした地域活
性の核となる活動、拠点となる施設です。以前、こちらに伺ってお話を聞きましたが、目
指している在り方は、この地区に住んでいる方全体が学芸員であることだと伺いました。
私のイメージですが、町に博物館があるというのではなく、町全体が博物館になるような
イメージの地域一体型の新しい博物館です。
ディスカバーブルーは、本学卒業生の水井さんが立ち上げられた大学発のソーシャルベ
ンチャーです。海および海洋生態系は、さまざまな鉱物資源や水産資源をもたらすものと
して注目を集めていますが、今後、私たちが正しく海を利用していくにも、利用の方法を
議論するためにも、海および海洋生態系の正しい知識の普及が必要です。そこで、持続可
能な人と海との関係構築に寄与するために、専門的かつ学術的な知識に基づき、事業を展
開されている新進気鋭の活動団体です。
よこはま里山研究所 NORA は、横浜で活動する団体で、昨年開催された COP10 では、
「大
都市横浜に里山は必要か」という強烈なメッセージをもって参加されていました。かつて
里山は人々によって創り出された身近な自然でしたが、現在、都会の横浜では経済的な価
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値を失い、人々の関心が低下してしまいました。しかし、持続可能な社会が求められる現
代に、里山の価値を見直す必要があるとして活動されています。本日は、大変残念ですが、
宮城県の震災被災地にて救援活動のため、このシンポジウムにはご欠席です。ブースには
展示がありますので、どうぞお立ち寄りください。
最後になりましたが、私が注目しているこのシンポジウムの企画のポイントを申し上げ
ます。今回、参加していただいた団体の方々と私たちは、連携するきっかけを得ることが
できました。では、大学と活動団体の連携とは一体何をもたらすのでしょうか。例えばメ
リットとは何があるのでしょうか。また、どのような社会貢献ができるのでしょうか。そ
のような課題を意識して、この後のポスター・ブースセッションにご参加いただき、活発
な意見交換の場としてご利用ください。そして、その次にある第三部のパネルディスカッ
ションにつなげていただけたらいいと思います。

（司会） 谷地さん、ありがとうございました。
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第二部：
「人と自然を結ぶ～里山・里海の活動～」

（司会） 第二部では、市民活動の一例として、伊豆沼・内沼サンクチュアリセンターの
嶋田哲郎さんと、三宅島自然ガイド「キュルル」の穴原奈都さんよりご講演いただきます。
最初にご講演いただく嶋田さんは、伊豆沼・内沼サンクチュアリセンターの主任研究員
としてご活躍されています。センターのある宮城県栗原市は先の大震災によって、大変大
きな被害を受けました。それにもかかわらず、本日は本学までお越しいただき、どうもあ
りがとうございます。嶋田さんは、ラムサール条約登録湿地である伊豆沼・内沼をフィー
ルドとして、渡り鳥をはじめとする野生生物の研究や自然再生プロジェクトに取り組まれ
ています。

「伊豆沼・内沼の鳥類と自然再生」
嶋田 哲郎 氏（伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター）

このような席にお招きいただき、ありがとうございます。また、先の大震災の際には多
くの方々から励ましや義援金などいただきまして、本当にありがとうございました。われ
われ職員を代表しまして、厚く御礼を申し上げます。
今日の話は三つあります。一つ目は、伊豆沼・内沼の歴史です。次に、私は鳥の専門で
すが、鳥は環境指標となっているので、伊豆沼の鳥の変化から見えるものについて話をし
ます。具体的には、どのような鳥が増えているか、減っているかということを話します。
さらには、減った鳥を増やすにはどうしたらいいかということについて、伊豆沼・内沼の
自然再生ということで、話をまとめたいと思っています。

1.伊豆沼・内沼の歴史
これが伊豆沼・内沼の航空写真です（図表 1）
。伊豆沼・内沼という二つの沼があって、
一つの小河川で結ばれています。
宮城県北部、
仙台から北へおよそ 55km という場所にあり、
1985 年に国内 2 番目のラムサール条約指定地になっています。面積は 500ha 弱です。
この地域の特徴は、周りに集落があることです。ラムサール条約指定以前から漁業や農
業が行われており、伊豆沼・内沼は地域の方々の生活の糧でした。従って、原生自然では
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なく、もともと二次的な自然
です。人が手を加えて維持し
てきた自然であるということ
です。逆に言うと、人が手を
加えて管理していくべき自然
であろうと考えて、いろいろ
な保全対策をしています。
もう 1 点、ここは海抜高度
が非常に低く、6～7ｍしかあ
りません。ここから水が出て、
図表 1

大体 60km を経て海へ出ます
が、その間 6ｍくらいしか上がってきません。ですから、水がたまったらたまりっぱなし
で、非常に水はけが悪いです。従って、この地域には洪水との戦いの歴史があります。そ
のような場所を干拓して今のような田んぼにしていって、治水もしながら自然を維持して
きたという環境にあります。
センターは三つあります。私はサンクチュアリセンターにいますが、昆虫を扱っている
館、淡水魚を扱っている館もあります。さらに新幹線が通っていて、くりこま高原駅から
車で 10 分くらいで着くという、非常に便利な場所にあります。これから夏を迎えると、非
常に見事なハスが咲きます。ハス祭りを行っているので、夏に一度来ていただければと思
います。
伊豆沼・内沼の歴史を振り返ってみます。かつては海でした。伊豆沼・内沼周辺には貝
塚が分布しています。水辺に行くと、よく縄文式土器のかけらが落ちていて、拾うことが
できます。古くから人が住み着いていた地域で、縄文から弥生時代の遺跡が多くありまし
た。実際に開田が始まったのは藩政時代に入ってからで、その後は開墾・開田が進んでい
きます。そして、明治・大正に入って、さらにより強力に開墾・開田が進んでいきます。
伊豆沼・内沼にとって最も大きな変化があったのは、1900 年代前半に食糧増産時代を迎
えて干拓が進んできたことです。第一～第三工区まで非常に大規模な面積の干拓が進んで
きます。その結果、1900 年代前半と比べると、伊豆沼・内沼は約半分の面積になっていま
す。1900 年代前半の伊豆沼（図表 2）が、後半にはこのようになります（図表 3）。もとも
とは沼であった場所が、干拓によって田んぼになっている状態です。このような大きな変
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化がありました。

3.鳥は環境指標、その変化か
らみえるもの―増えている鳥
次に、鳥について話をした
いと思います。鳥は食物連鎖
の頂点にいるので、環境指標
として見ることができます。
逆に言うと、鳥の変化を見る
ことによって、環境の変化を
図表 2

見ることができると考えてい
ます。伊豆沼・内沼に一番多
く来る鳥は、ハクチョウやカ
モやガンなどガンカモの仲間
です（図表 4）
。これをガンカ
モ類と呼んでいますが、カモ
科鳥類と呼ばれています。ず
んぐりむっくりしていて、首
が長い、白いなど、いろいろ
な特徴がある鳥たちのグルー
図表 3

プです。
中でも一番多い鳥が、マガ
ンというガンです（図表 5）
。
天然記念物ですが、非常に数
が増えています。このグラフ
は、横軸に年、縦軸に個体数
を取り、白丸が宮城県北部に
飛来するマガンの数、三角形
が日本への飛来数を示してい
ます。これを見ると、ずっと
図表 4
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増える一方ということが分か
っています。さらには、国内
飛来数の 8～9 割は宮城に来
ています。ですから、マガン
については宮城県北部に一極
集中している現状です。
マガンはどのような活動を
しているのでしょうか（図表
6）
。マガンは夜、伊豆沼・内
沼でねぐらをとっていて、日
図表 5

中はその周辺の水田でえさを
食べ、夜また沼に返ってくる
という生活をしています。で
すから、伊豆沼・内沼はガン
にとっては、ねぐらという役
割のもので、稲刈り後に落ち
ているもみが主要なえさにな
っています。
宮城県北部には幾つかの稲
刈り方法があり、コンバイン
図表 6

で刈る方法、バインダーで刈
る方法があります（図表 7）
。
コンバインは、すべて刈って、
脱穀までしてしまいます。バ
インダーは刈るだけで、棒掛
けといって、干して自然乾燥
させてから脱穀をします。さ
らに、コンバインやバインダ
ーで刈った後、秋起こしをし
てすき込む作業もします。ガ
図表 7
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ンはもみを食べているので、
もみの量は恐らく農法によっ
て変わってくると考えられま
す。
もみの量を調べた結果を示
します（図表 8）
。コンバイン
で刈った田んぼでは、
大体 1m2
に 800 粒以上落ちていますが、
バインダーで刈ると数百粒に
落ち込みます。さらに秋起こ
図表 8

しをすると、ほとんどなくな
ります。従って、ガンのえさ
資源としてもみを考えた場合
には、コンバインで刈ること
が非常に大事であることが分
かってきました。ここに、ガ
ンが増えていく一つの理由が
あると思っています。
1980～1990 年代には、圃場
整備が随分進みました（図表
図表 9

9）
。上のグラフは、圃場整備
率と水田面積の推移を見たものです。宮城県では、水田の面積は減反が進んでだんだん下
がっていきますが、一方で、年 10％くらいずつ圃場整備率が上がっていくという現象があ
ります。つまり、圃場整備が上がっていくと大規模化するので、コンバインが入る田んぼ
が増えることになります。下のグラフは、それを基にしてもみの資源量を見たものです。
赤いところがコンバインで刈った田んぼから出るもみ量で、黄色がバインダーで出るもみ
量を見たものです。圃場整備が進んでいくと、バインダーからコンバインへの置換が進ん
でいくので、それに応じてもみが増えていくことが分かります。従って、マガンという鳥
は圃場整備の恩恵を受けている鳥だと考えています。圃場整備はあまり良くないと言われ
ることが多いですが、マガンに限って言えば、圃場整備によって資源量が増え、それによ
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って数を増やすことができて
いるのではないかと考えられ
ます。
90 年代後半になると、今度
は転作田が増えていきます
（図表 10）
。宮城県の場合、
大豆と麦が転作田としてよく
使われています。左上のグラ
フは城県北部における大豆の
作付面積の変化を示したもの
図表 10

ですが、90 年代後半から急激
に増えます。これは補助金制度などの変化によると言われています。作付けが増えたころ
から、左の写真のように、マガンが大豆畑に入って食べ始めます。
右下は、宮城県北部の大豆のマップです。ほかに幾つか沼があって、伊豆沼があります。
実線が市町村境を示していて、それぞれの丸が大豆の分布面積を示しています。宮城県北
部に非常に広範囲にわたって、大豆の作付け分布があることが分かります。大豆の量は非
常に多いです。落ちもみの約 5 倍の大豆が落ちます。ですから、もみに続いて、大豆も非
常に大きなえさ資源としてガンは利用することができています。そのようなことから、も
みの次に来るえさ資源として、大豆や麦などが関係しているだろうと考えています。
このように、マガンは周囲の農地に食物を依存しています。10 年前は転作田が尐なかっ
たので、もみだけを食べていました。だんだん季節が進むにつれて、近い田んぼから遠い
田んぼにえさ場を移していました。一方、現在では、越冬期前半はもみに頼り、さらに後
半は落ち大豆に依存するというように生態が変わってきています。ですから、マガンが数
を増やしている背景には、圃場整備が増えた、さらには転作田が増えたといった農業政策
の変化があっただろうと考えています。

4.鳥は環境指標、その変化からみえるもの―減っている鳥
次に、減っている鳥の話をします。減っているのは主に魚を食べている鳥です（図表 11）
。
カイツブリやカンムリカイツブリといった、潜って食べるタイプの鳥と、ダイサギやコサ
ギといった水上で待ち伏せをしている鳥という大きく二つのグループがありますが、これ
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らの鳥が減っています。
伊豆沼の漁業統計を見ると、
1990 年から 2000 年にかけて、
魚の量が非常に減っています
（図表 12）
。タナゴ類やモツ
ゴ類が減っています。赤いと
ころに注目していただくと、
オオクチバスが入ってくると
魚の量が大きく減ることが分
かります。中でもタナゴ類や
図表 11

モツゴ・モロコ・ヒガイとい
った小型魚が大きく影響を受
けて減ってしまって、バーが
落ちていることがこのグラフ
から見ることができます。で
すからオオクチバスは、魚を
食べることによって、沼の在
来魚の組成に大きく影響して
いると言えます。
バスが在来魚に影響すると
図表 12

いうことは、当然、魚を食べ
る鳥にも影響するだろうとい
う予測がつきます。そこで、
オオクチバスの浸入によって
魚が減ることは、水鳥の個体
数にどのように影響するかと
いうことを調べてみました。
バスの侵入前と侵入後の個体
数の変化の割合を示していま
す（図表 13）
。これを見ると、
図表 13
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潜って食べるタイプの鳥であ
るミコアイサやカイツブリが
大きく数を減らしています。
さらに、水面で待ち伏せする
鳥を見ると、コサギが大きく
数を減らしていることが分か
ります。ミコアイサ、カイツ
ブリはいずれもくちばしが非
常に短い鳥です。コサギもダ
イサギに比べれば短いです。
図表 14

従って、潜るタイプの鳥でも
待ち伏せタイプの鳥でも、くちばしの短い鳥が大きく影響を受けています。ですから、バ
スの捕食によって小型魚が減尐することは、恐らく短いくちばしを持つコサギやカイツブ
リ、ミコアイサの減尐に影響しているだろうと考えています。
ちなみに、よく水質の影響を聞かれますが、この間に水質の変化はありません。伊豆沼・
内沼はここ 30 年間、COD で言うと、8～10 前後でずっと推移しています。特段きれいにな
ったり汚れたりという時期はありません。ですから、われわれはこのような鳥が減ったの
は、バスによる捕食の影響の方が大きいのではないかと考えています。
最近は、バスが小鳥も食べることが分かりました。この写真は、あるバスから出てきた
ものです（図表 14）
。左上の写真はザリガニが 3 匹、右上の写真には鳥がいます。頭があ
って、足があって、羽毛があります。羽毛の色やくちばしの形態などを測定して、これは
オオジュリンという鳥だと分かりました。オオジュリンは冬に伊豆沼にやってくる小鳥で、
大きさはスズメくらいです。ヨシの間を動いている鳥です。右下の写真は、このときのバ
スの口です。大体 8cm くらいの円で、ひとのみだろうと思います。小鳥が出てきたのは日
本で 2 例目です。以前、秋田県の方でアオジという鳥が食べられた例があります。今回、2
例目としてオオジュリンという小鳥が出てきました。今までは、いわゆるカイツブリやオ
オバンなどの水辺の鳥を食べているだろうと言われていましたが、さらにこのような小鳥
まで食べているということが分かって、バスの捕食能力の高さが非常に印象付けられた事
柄です。
今まで話してきたことをまとめてみると、沼をえさ資源にしている鳥が減っていて、そ
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の一方で、田んぼをえさ資
源にしている鳥が増えてい
ることが分かりました。や
はり、沼にえさがないので
しょう。それは沼の生態系
の务化にほかならないと考
えています。ですから、沼
で減った魚を増やす努力を
しながら、生態系を修復し
ていく必要があるだろうと
図表 15

考えています。

5.減った鳥を増やすには
自然再生の目標をどこに置くかということは、非常に大きな議論になります。伊豆沼で
は、専門家や地域の方々が参画する自然再生協議会が立ち上げられ、1950 年代を一つの目
標にしています。古老の話は大事で、その地域に住んでいる昔の方々の話を聞き取ってき
た内容と、今までの科学的なデータを突き合わせていくと、協議会の中では、この辺の時
代ができればいいと言っています。可能かどうかは別にして、この時代のことを目標にし
ようという一つの合意ができています。
古老の話を聞くと、1950 年代は水が非常に澄んでいてきれいで、ジュンサイ工場もあっ
たそうです。水道がなかったので、沼の水をくんで、沸かしてお風呂に入ったなどという
話を聞きます。さらに、ちょうど干拓したころ、沼の魚のタンパク源は非常に貴重品で、
たくさん捕れて、売れました。伊豆沼の周辺にはエビ御殿というものがあって、エビで財
を成してうちを造ることができたのです。当時はそのくらいたくさんいたし、購入されて
いました。ですから、振り返ってみれば、水もきれいだったし、生き物も多かった時代が
あったということです。われわれはこの辺の時代を目標に、二つの方向性で動いています
（図表 15）
。一つが富栄養化対策で、もう一つがオオクチバスに関連した生物多様性の減
尐の復元です。
伊豆沼・内沼ではオオクチバスの駆除モデルとして、繁殖抑制・個体数抑制・流下防止
という三つの対策をしています（図表 16）。繁殖抑制は、人工産卵床を使ってバスの産卵
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を誘引し、中から出して駆除
するという、繁殖の時点で阻
止する方法を採っています。
秋になると、捕れなかったも
のが大きくなるので、刺網や
定置網で取り上げます。です
から、繁殖で阻止し、さらに
は取りこぼした大きなものを
秋に捕るという二段構えで行
います。ただ、上流から流れ
図表 16

てくることもあるので、集水
域のため池で池干しをして駆
除するということも行ってい
ます。
それによって、だんだんと
バスが減ってきています（図
表 17）
。2001～2009 年までの
バスの CPUE 比を見ると、
例え
ば繁殖を抑制する、刺網で捕
るなどの繁殖抑制活動を始め
図表 17

た時期から随分バスが減って
きていることが分かります。
バスが減ると、もといた魚が
増えます（図表 18）
。バス急
増前に 2400 個体くらいいま
した。駆除開始後、最初は全
然増えませんでしたが、最近
ようやく日の目を見るように
なってきて、だいぶ増えてき
ています。取り組み始めて数
図表 18
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年は、あまりぱっとしません
でしたが、5～6 年すると尐し
効果が見えてきました。です
から、こうした努力でバスを
減らすことによって、幸い増
えつつあります。
もう一つ、植物浄化という
観点です。植物は栄養塩を吸
うので、それを吸った植物を
刈り取って沼から出すという
図表 19

ことをしています。例えばヨ
シ刈り、火入れなどをしてい
ます（図表 19）
。ヨシを刈っ
て、本気で燃やすと 1ｍ3 当た
り 1 万円取られます。これは
基本的に産廃扱いになってし
まうので、行政のクリーンセ
ンターに持っていくと、1ｍ3
当たり 1 万円取られてしまう
ことが分かって困っていたら、
図表 20

近くの人がかやぶき屋根にす
るからくれないかという話になったので、すぐに持っていってもらいました。ヨシは意外
と需要があります。かやぶき屋根にしたり、野菜の堆肥に混ぜるといいという話も聞きま
した。刈った分は毎年、全部はけます。われわれが刈ってそこら辺に積んでおけば、みん
な持っていってくれるので、そのようにしてヨシを処分しています。春の火入れも行って
います。刈ってしまうと産廃で、そこに火を付けると違法です。ですから、刈らずに焼き
ます。
非常に楽になりました。
そのまま火を入れればきれいになるということになります。
役所の言うことは非常に面白いことがあって、それに対応してやっています。
もう一つ大きな問題としては、ハスがあります。ハス祭りをやりますが、現在、沼面積
の 6 割を覆っています。ハスには栄枯盛衰があって、増減を繰り返しています（図表 20）
。
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今はずっと増えている段階で
す。96 年のときは増えていま
した。洪水によって一度全部
なくなりましたが、また増え
てきて、現在は左下の写真の
ような風景になってきていま
す。非常にお客さんが来るの
で、夏の観光資源としては有
効である一方で、これが枯れ
た場合を考えると水質に影響
図表 21

するだろうということは予測
がつきます。
試験的に刈り取りなどもし
ています（図表 21）
。手刈り
で漁協さんに刈ってもらいま
した。ハスは非常に手強くて、
難しいです。
一生懸命しても、
翌年は全然変わらなかったり
するので、どうしたものかと
悩んでいるところです。刈っ
図表 22

たハスはもちろん産廃なので、
試験加工しています（図表 22）
。紙すきにしてみたり、ランプシェードを作ってもらった
り、最近は堆肥にして、畑や田んぼなどにまいています。ハスは極楽浄土に咲くので、
「極
楽米」というものを作るなど、いろいろ考えているところがあります。そのように刈った
ハスは利用してもらうようにしています。
われわれは、委託事業でお金をもらって事業を回すというのは限界があると思っていま
す。いずれはお金が来なくなります。ですから、うまく地域でお金を回したいと思ってい
ます。今回のハスの例で言うと、ハスを刈って、仮に商品化できれば、その利益でハスを
刈るといういい循環ができればいいと思っています。
伊豆沼・内沼は基本的に、大きく分けて、保全と環境教育と研究という三つの柱で動い
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ています（図表 23）
。今日は
保全と研究の話しかしません
でしたが、三つの柱で動いて
いて、その上に自然再生協議
会があります。私は鳥の専門
で、魚はもう一人専門がいま
す。事務方が 2 人で、正職員
は 4 人しかいません。しかも
専門が非常に偏っているので、
植物のことは分からないし、
図表 23

昆虫のことも分からないとい
うときには、ほかの研究機関
にお願いして調べてもらって、
伊豆沼のことを明らかにして
もらう努力をしています。な
るべくいろいろな方々の手を
借りて、助けていただきなが
ら作業しています。

6.東日本大震災の影響
図表 24

伊豆沼も 3 月 11 日の東日本
大震災の被害を受けています。これは 20 日の伊豆沼・内沼です（図表 24）
。幸い、沿岸部
ほど被害はなく、堤防に亀裂が入ったり、土が崩れたり、石が落ちたり、橋に段差ができ
たりといった被害がありました。これは徐々に復旧しています。私がいるセンターは本震
で震度 7 を記録して、ガラスが割れました（図表 25）。このガラスは 12mm くらいの厚さが
あります。余震も 6 強でしたが、割れたガラスの隣と、反対側のガラスも割れたので、12
枚のうち 5 枚割れる被害がありました。幸い、このくらいで済んでいて、現在は板を張っ
て補強しているところです。
このようなことがありましたが、センターは開館しているので、自由に入ってきていた
だける態勢になっています。今回の震災について多くのご支援をいただきまして、本当に

49

ありがとうございました。こ
れからも頑張ってまいります。

質疑応答

（司会） ありがとうござい
ました。それでは、コメント・
質問など何でも結構ですので、
どうぞ。
図表 25

（Q1） 伊豆沼の富栄養化を
防ぐためにヨシを刈り取って、それがかやぶき屋根などで需要があるというと、東京近辺
に住んでいる者としてはすごくびっくりしました。周りのかやぶき屋根の家がどのくらい
あるかご存じでしょうか。

（嶋田） 全体像を把握していませんが、宮城県の消防法で、今かやぶき屋根のうちは造
ってはいけないそうです。今の話に出てきたのは古いものです。現存しているかやぶき屋
根の補修に使っていただいています。新しいかやぶき屋根は、もう造れません。古い家は
それほど多くなく、車で走り回ってもかやぶき屋根のうちはそれほど見ないので、数はか
なり尐ないと思います。

（Q1） そうすると、一つの屋根を造るのにものすごい量が要るということですか。

（嶋田） 非常にたくさん使うそうです。1ha くらいのヨシは軽く使ってもらえますので、
非常にありがたいです。

（Q1） ありがとうございます。

（Q2） 東京農工大学の梶です。面白いお話をありがとうございます。減っている動物に
ついてはどうしたら増やせるかという目的が明確だと思いますが、もともと絶滅に瀕して
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いる天然記念物が農業政策の中で増えてきたときに、ゴールをどうするかという辺りはい
かがでしょうか。近隣の水田などにも影響が出ているのではないかと思いますが。

（嶋田） 大変大きな質問をいただきました。全くそのとおりです。鳥で言うと、マガン
もそうですし、カワウもカラスもそうですが、増えている鳥はたくさんいます。それをど
うするかという法体系などの議論はまだできていません。それぞれでいろいろなことを考
えながら行っていますが、ガンについても、実際は農作物残滓を食べていますが、北海道
では麦の被害などが出ていて、非常に大きな問題になりつつあります。増えたガンをどう
するかということは毎年議論しています。
個人的には、私は撃ってもいいと思っています。
天然記念物ですが、ここは昔からガンを捕って食べていたので、狩猟文化があります。適
正管理の一環としては、今後、ある程度そのようなことも見据えていく必要があるのでは
ないかと、個人的には思っています。

（司会） ありがとうございます。同じ活動団体の方のコメントなどをいただけるとよろ
しいのですが、いかがでしょうか。どうもありがとうございました。
次にご講演いただく穴原さんは、三宅島に生まれ、小学生のころより海洋生物学者の故
ジャック・モイヤー博士から三宅島の海と生き物の魅力を学ばれました。生物海洋学を専
攻され、学生のころより、三宅島海洋教室実行委員会を設置され、島での自然体験や環境
教育活動に取り組まれています。本学大学院修了後は、三宅島にて農業、漁業に携わりな
がら、三宅島の観光と地域教育のために活動されています。
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「三宅島における地域密着型の環境教育」
穴原 奈都 氏（東京都三宅島 三宅島自然ガイド「キュルル」
）

1.はじめに
このたびは貴重な機会を与えていただき、本当にありがとうございます。私は学部生の
ときから、横浜国立大学の地球環境課程に通っており、大学院まで生物海洋学の菊池先生
の研究室に所属していました。昨年 3 月に、環境情報学府の修士課程を修了し、社会に出
て、この分野に関してもまだ駆け出しの状態です。ですから、ご来場の方々や、学生時代
にお世話になった先生方や先輩方の前で、このようなお話をさせていただくのは大変恐縮
です。また、このような場にもあまり慣れていないので、緊張しています。この大学の卒
業生が地域に帰って、どのようなことで奮闘しているのかご覧いただければと思います。

2.三宅島の概要
この写真は、海から見た三宅島の全容です（図表 1）
。なだらかな山形をしています。三
宅島は東京都の南、伊豆諸島の真ん中くらいの太平洋上に位置している島です。東京から
南へ約 180km の位置にあります。東京の竹芝桟橋から船で 6 時間の距離にあります。周囲
は約 38km、面積は 55.5km2 くらいの大きさです。伊豆諸島の中では、伊豆大島、八丈島に
次いで三番目に大きな島です。また、伊豆諸島は黒潮が流れる海に囲まれた温暖な海洋性
気候で、年間を通してとても雤が多く、湿潤な気候です。特に梅雤の時期は湿気がひどく
なっています。
三宅島は非常に活発な火山
島です。富士火山帯に属する
活火山で、島の中には度重な
る噴火によって、流れ出た溶
岩流や火山景観が非常に多く
見られています。その中で火
山島独特の自然が発達し、島

三宅島における
地域密着型の環境教育の
現状と可能性

全体が富士箱根伊豆国立公園

三宅島 自然ガイド
穴原奈都

に指定されています。三宅島
の噴火は、有史以降、過去 15
図表 1
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回の噴火が記録されています
（図表 2）
。ピークがあったり
もしますが、20～60 年に一回

三宅島の噴火の歴史
有史以降、過去15回の噴火の記録
20年～60年周期

は噴火するという、一見とん
でもない島です。最近 100 年
の噴火では、昭和に入って、
1940 年（昭和 15 年）から 4
回も噴火しています。11 年前
の 2000 年の噴火に関しては、
後ほど詳しくお話しさせてい

●最近の噴火の記録
1874年（明治7年） 北部にて山腹割れ目噴火 大量のスコリア降下
1940年（昭和15年） 北東部にて山腹割れ目噴火・海中噴火 ひょうたん山形成
1962年（昭和37年） 北東部にて山腹割れ目噴火 三七山形成
1983年（昭和58年） 单西部の二男山より山腹割れ目噴火 新鼻新山形成
2000年（平成12年） 雄山にて大規模マグマ水蒸気爆発

図表 2

ただきます。このように繰り
返し噴火をしている島で、も
う 80 歳になるおばあちゃん
などは、噴火は 4 回目という

三宅島の噴火の特徴①
山腹割れ目噴火や海中噴火により
流動性の富む玄武岩質溶岩が流出
スコリア（しぶき状のマグマ）が大量に噴出

ことで、噴火慣れしていると
言うのもおかしいですが、噴
火してもあまり動じない島民
が多い感じもしています。
昭和15年噴火でできたひょうたん山

3．三宅島の自然
図表 3

このように尐し独特な島の
代表的な自然を幾つか紹介させていただきます。三宅島の噴火の特徴は、山腹割れ目噴火
や海中噴火により、流動性に富む玄武岩質の溶岩が流出します。このように赤黒い大地が
広がっています（図表 3）
。ここは昭和 15 年の噴火の際、海中噴火によってできた「ひょ
うたん山」という場所です。昭和 15 年以前は、ここは海だったそうです。海中噴火が起き、
一晩にして赤黒い大地が出来上がったと言われています。ごつごつした溶岩もありますが、
ここは割れ目噴火でマグマが飛び出す際に、しぶきとなって飛び散ったマグマ（スコリア）
が、石ころサイズで敶き詰められている状態です。
こちらも赤黒い大地です（図表 4）。地下のマントルがマグマだまりから上昇してきて、
そこがいっぱいになると地上にあふれ出して噴火が起きますが、そのマグマと地下水や海
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水が接触すると、大量の水蒸
気が急激に発生して、マグマ

三宅島の噴火の特徴②

水蒸気爆発が起きます。ここ

地下マントルから上昇してきたマグマと地下水や
海水が接触し、大量の水蒸気が急激に発生し、
• 火山
マグマ水蒸気爆発が起きる

も地下から上がってきたマグ
マが海水と触れ合って、直接
火柱は上がりませんが、大規
模な水蒸気爆発を起こしてで
きた場所です。昭和 58 年の噴
火の際にできた新鼻新山です。

昭和58年噴火でできた新鼻新山

このような独特な火山景観が
図表 4

島には多く見られ、直接見て
いただくとすごくインパクト
があります。皆さんに見てい
ただき、自然のパワーを肌で

昭和58年噴火では溶岩は
家々を飲み込み、集落を埋め尽したが、
島民たちの迅速な避難により、死者は０
地域の絆・連携の大切さ。

感じてもらえる場所になって
います。
また、
昭和 58 年の噴火では、
溶岩流が集落に向かって流れ
出て、家をのみ込み、集落を

昭和58年噴火で流出した溶岩による埋没した小中学校

埋め尽くしました（図表 5）
。
図表 5

これは昭和 58 年の噴火で流
出した溶岩により埋没した、当時の小中学校です。生々しい溶岩が埋め尽くした集落が、
今もそのまま手付かずのまま残っています。このとき大きな集落がそのまま噴火にのみ込
まれてしまいましたが、島民たちの迅速な避難によって、500 世帯あったうちの 350 世帯
くらいが埋まってしまいましたが、死者は一人もいませんでした。
このような自然災害の際にも、島民たちの日ごろからの地域のつながりや連携の大切さ
が分かります。噴火の際にも落ち着いて行動し、お年寄りから子どもたちまでみんなが助
け合って、家族以外の地域の人たちとのつながりで避難して、誰も逃げ遅れることがない
ようにするという、噴火に対する心構えが非常に強いです。噴火が起きるという島の状況
が、地域のつながりを日ごろから強くしている一因になっていると思います。
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溶岩で覆われてしまった大
地は、本当に黒々として荒涼
とした場所になってしまいま
すが、そこから徐々に根を張
る植物も出てきています。こ
れは、ハチジョウイタドリと
いう植物です（図表 6）
。その
ほかにもススキなど、根を強
く張る植物がパイオニア植物

溶岩で覆われた大地から根を張るハチジョウイタドリ

となって、荒れ果てた大地か
図表 6

ら根を張り、緑を増やしてい
きます。長い時間をかけて、
何もなくなってしまった溶岩
の大地にも緑は必ず再生しま

長い時間をかけて緑は再生されていく
度重なる噴火により、植生の二次遷移の
各段階の森が同時に存在する島

す。度重なる噴火によって、
植生の 2 次遷移の各段階の森
が、島の中に同時に存在して
います。この写真は、約 2500
年前の噴火口に水がたまった

約2500年前の噴火口に水が溜まった大路池

大路池という淡水湖です（図
図表 7

表 7）
。噴火によってすり鉢状
にできた穴に長い時間をかけて水がたまり、その周りに森が形成されていきます。
このような森は伊豆諸島の気候区分では、スダジイやタブノキといった照葉樹林が極相
林（クライマックス）の状態として形成されていきます。このように、一度噴火で何もな
くなってしまったはずの場所に、緑がよみがえり、深い深い森をつくり、多くの野鳥が生
息しています。三宅島は別名バードアイランドとも呼ばれているほど、野鳥で有名な島で
す。これまで、この小さな島で 250 種類以上もの野鳥が確認されています。
こちらの鳥は、三宅島のシンボルバードになっているアカコッコというツグミの仲間で
す（図表 8）
。絶滅危惧種であり、天然記念物にも指定されています。日本の伊豆諸島やト
カラ列島にしか生息していない非常に貴重な鳥ですが、三宅島では個体数密度がとても高
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く、日ごろからその辺でよく
見掛ける鳥なので、島の中で
は絶滅危惧種という感じがあ

照葉樹林の深い森では多くの野鳥が生息
三宅島は別名バートアイランドとしても有名
250種以上もの野鳥が確認されている

まりしません。島民にもとて
も親しまれていて、畑作業な
どをしていると、すぐそこで
ミミズをついばんでいたりし
ます。
三宅島には、ほかにも多く
の貴重な鳥がおり、野鳥の楽

三宅島のシンボルバード アカコッコ
絶滅危惧種 天然記念物指定

図表 8

園となっています。三宅島に
は、もともとほ乳類やヘビが

溶岩が流れ込み、複雑な地形を形成
生物の生息場所として最適

いません。もともと海洋島な
ので、ほ乳類も渡ってくるす
べがなかったと言われていま
す。ヘビに関しては、隣の御
蔵島にはすごく多いです。御
蔵島はできてから一度も噴火
をしていない死火山で、深い

海の中の溶岩アーチ

深い森がそのまま残っており、
図表 9

ヘビがいます。三宅島は度重
なる噴火で流れ出る溶岩によってヘビがいなくなってしまったと言われています。ほ乳類
に関しては、今はネズミとイタチがいます。これは人間によって持ち込まれてしまったも
のですが、もともとの自然環境で言えば、三宅島はほ乳類が存在しない島です。その意味
でも、三宅島は野鳥の楽園と言われていて、植物、野鳥、昆虫といった生き物に関しては
非常に多くの種類が生息しています。
また、海の中も火山の影響を色濃く受けています。こちらは、海の中の溶岩アーチです
（図表 9）
。流れ込んだ溶岩が複雑な地形を作っています。このような複雑な地形は生物の
すみかとして最適で、いろいろな生物が住み着いており、ダイビングスポットとしてもと
ても有名です（図表 10）
。黒潮が南から熱帯性種の魚たちを運んできます。そのため、熱
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帯性種や温帯性種が共存し、非常に種類が豊富です。ですから、漁場としても非常に豊か
です。
また、三宅島の周りの海は溶岩が流れ込んだことによって、浅くなっています。基本的
に伊豆諸島は、水深の深いところに出来上がっている海洋島がぽつぽつと並んでいます。
ですから、もともと三宅島の周りもすごく深い海が広がっていたのでしょうが、度重なる
噴火で溶岩が流れ込み、水深が浅くなります。するとそこに太陽の光が届くようになり、
海草やサンゴが根付くことができるようになります。こちらはテーブルサンゴの群落です
（図表 11）
。サンゴの仲間の卵は、黒潮に乗って南から運ばれてきます。もし三宅島が火
山島ではなく、周りに溶岩があまり流れ込まなかったら、サンゴの卵なども黒潮に乗って
そのまま素通りしてしまっていたでしょう。しかし、入り組んだ地形や流れ込んだ溶岩の
間にサンゴの卵が引っ掛か
り、日光が届くのでサンゴ
が発達し、その周りに生き

黒潮が单から熱帯性種を運び、
温帯性種と共存し、魚種が豊富
漁場、ダイビングスポットとして重要

物が住めるようになります。
そのような意味でも、三宅
島の海の中は火山の影響に
より、非常に生物多様性の
高い状態と言えます。
このように色鮮やかなウ

海の中のトンネル

ミウシの仲間も非常に多い
図表 10

ですし、アオウミガメも多
くいます（図表 12）
。アオ
ウミガメはテングサを食べ
ます。シュノーケリングを
したり、海で遊んだりして
いると、カメがぷかぷかと
頭を出して、身近にいるこ
とが感じられます。また、
イカやおいしい魚がとても

北限と言われるテーブルサンゴの群落

多いので、三宅島で尐しお
図表 11
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なかが減ったら、釣りに行って晩ご飯のおかずを捕ってくるということも、島の生活とし
て普通に行われています。右下はサンゴイソギンチャクとクマノミです。この二つの共生
関係は有名ですが、三宅島では、海の中でも生物同士がお互いにかかわり合って生きてい
ます。
隣の御蔵島の周りには、ミナミバンドウイルカという野生のイルカが多く生息していま
す（図表 13）
。御蔵島は噴火をしない島で、周りはすごく深い海になっています。断崖絶
壁の陸地が多く、海岸線沿いに人が寄りつかない島です。ですから、野生のイルカたちも
安心して島の周りで魚を捕ったり、子育てをしたりすることができます。今はイルカブー
ムということで、レジャーを目的とした非常に多くのお客さんたちが三宅島や御蔵島でド
ルフィンスイムを楽しん
でいますが、観光と保全
の兼ね合いが難しい部分
でもあります。しかし、
御蔵島ではしっかりルー
ルを作って、イルカと人

ニシキウミウシ

アオリイカ

アオウミガメ

サンゴイソギンチャクとクマノミ

間が仲良く暮らしていけ
るように大変配慮されて
います。イルカは生態系
の頂点に立つ大きなほ乳
類です。日本にいると、

図表 12

身近に大型のほ乳類がい
ることはあまりないかと
思いますが、ほ乳類と身
近に接すると、自然環境
の大切さや生態系のつな
がりが分かります。プラ
ンクトンがいて、小魚が
いるという豊かな海があ
るからイルカが住むこと

御蔵島 のミナミバンドウイルカ

ができるということも、

図表 13
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ドルフィンスイムを通して、
多くの方に感じていただける
ようになればいいと思ってい

三宅島の環境教育の歴史
・海洋生物学者

故・ジャック・T・モイヤー博士

ます。

4.三宅島の環境教育の歴史
右上の写真の方は、海洋生
物学者のジャック・モイヤー
博士です（図表 14）
。既に亡

アメリカ生まれ
朝鮮戦時中来日
1950年代に三宅島に英語教師として来島
三宅島を拠点に海洋生物の研究活動
・クマノミの性転換発見
・新種ミヤケテグリの発見
・御蔵島のイルカの社会行動 etc…
・精力的に環境教育活動を実施
・スイスジュネーブ環境保全基金の
「世界の環境保護スペシャリスト」に選出

くなっていますが、この方は
図表 14

三宅島にとって、そして私に
とっても非常に大きなものを残してくださった方です。アメリカ生まれの学者ですが、朝
鮮戦争中に来日し、三宅島に英語教師としてたまたま来島されました。そこから三宅島の
海に魅了されて、三宅島を拠点に海洋生物の研究活動を続けてこられました。先ほどの写
真にあったクマノミの性転換の発見や、新種の発見、そして御蔵島のイルカの社会行動に
関して貴重な知見を残されました。
私が出会ったときには 60 歳過ぎのおじいちゃんでしたが、とても気さくな方です。アメ
リカの方なので、子どもながらに怖いというか、最初は尐し近寄りがたい存在でした。日
本語も独特ですがとても上手で、子どもたちにもよく接してくれました。三宅島以外にも
沖縄やフィリピンなど、世界中で研究活動をされていました。長い研究活動の中で、研究
だけでは自然は守れないことに気付いたとおっしゃっていました。
晩年は、精力的に環境教育活動を行っておられました。三宅島で子どもたちを対象に、
シュノーケルを通した海辺の生き物観察を行ったり、多くの本を出版されています。そう
した活動が認められ、スイス・ジュネーブ環境保全基金の「世界の環境保護スペシャリス
ト」1300 人の一人に選出されるなど、非常に多くの功績を残しています。長い間三宅島に
暮らしてきたので、三宅島の漁師さんやお年寄りとも非常に仲良く接していました。島の
海を一番分かっているのは漁師だと、島の人に対する尊敬の気持ちも持っている方でした。
三宅島サマースクールなどの夏休みを利用した子どもたちの教室や、アメリカからも若
者や子どもたちを呼んできて、島の海でいろいろなプログラムを実施されていました。三
宅島自然ふれあいセンター「アカコッコ館」が 1992 年に設立され、その特別顧問として、
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三宅島の環境保全、環境情報
発信に尽力されていました。
また、島内の小学校と連携
して、授業にシュノーケリン
グを導入していました（図表
15）
。私もそのときちょうど小
学生でした。授業でモイヤー
先生が来てくれて、島の海で

三宅島の環境教育の歴史
・三宅島サマースクール、
アメリカンスクールなど島外の子供たち
のプログラム開催
・三宅島自然ふれあいセンター
アカコッコ館特別顧問
・島内の小学校と連携し、
シュノーケリングの授業導入
・環境保全の取り組み
天然記念物・カンムリウミスズメの調査
テーブルサンゴのリーフチェック

一緒に魚を見ることを教えて
くれました。島の子どもたち
図表 15

は、生まれたときから海がす
ごく近いので、もちろん毎日のように海で遊んでいますが、基本的に波で遊んだり飛び込
んだりで、魚はむしろ捕る対象でした。そのため、魚の観察や名前、食べられない魚・生
き物に関しては、あまり関心がありませんでした。しかし、私もモイヤー先生に出会って、
島の海で生き物たちの面白さ、三宅の海のすごさを教えてもらいました。当時は、三宅島
以外の海のことは全然知りませんでしたが、世界を見てきたモイヤー先生が三宅島の海は
すごいのだと言ってくれると、すごく説得力もあったし、すごくうれしくて、もっと三宅
島の海が好きになったことを覚えています。
私が中学生くらいになっても、海のことや自然のことにすごく興味を持っていて、モイ
ヤー先生と一緒に天然記念物のカンムリウミスズメの調査に行ったりしています。下の写
真はモイヤー先生と、中学校のときの私です。カンムリウミスズメの調査のことは、後ほ
どお話しさせていただきますが、
海をよく見て観察することの大切さを教えてくれました。
スキューバダイビングで 20 年間クマノミのつがいをひたすら観察し続けて、何十時間も潜
り続けて新しい発見をするという研究スタイルを確立した第一人者だったので、自然をよ
く観察することの大切さを教えてくれました。そのような意味でも、モイヤー先生がいた
ということで、三宅島は環境教育がうたわれるようになる前から、自然を舞台に子どもた
ちの教育が活発に行われていた島ではないかと思います。

5.2000 年噴火以降の変化と現状
2000 年 6 月から、火山活動が開始しました。このときの噴火のようすは、今までとは違
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い、マグマが吹き出て溶岩が
流れるということは起こりま
せんでした。火は上がらない

2000年6月から
火山活動開始

けれども、マグマ水蒸気爆発
で大規模な爆発が何度も起こ
りました（図表 16）
。7 月、8
月と度重なる爆発が起きて、
地震も頻繁に起きました。こ
れは私と妹と生まれたばかり

2000年8月29日に大噴火

の弟です（図表 17）
。雄山が
図表 16

頻繁に噴いているのが当たり
前になってしまって、大変だ
という感覚も薄れてきて、記

2000年噴火～帰島まで
6月
火山活動開始
7月、8月
度重なるマグマ水蒸気爆発

念撮影などしていました。
しかし、爆発もだんだん大
規模になっていきました。こ
のメカニズムは、三宅島の行
政が発表した資料を基にして
います（図表 18）
。マグマだ

8月31日 小中高集団避難
9月１～４日 全島避難
9月6日～都立秋川高校にて
集団生活

火山性ガス放出で避難長期化
4年半の全島避難指示
2005年2月 避難指示解除
帰島宣言
2005年4月 学校再開

まりから横にそれてしまって、
図表 17

全部噴き出るほどのマグマが
なくなってしまったところに、
何回もすかすかと火山ガスが

2000年噴火～帰島まで
6月
火山活動開始
7月、8月
度重なるマグマ水蒸気爆発

発生するようになってしまっ
たのです。最初、異常に火山
ガスが発生したことで、小中
学生がまず先に避難をし、9
月には全島民が避難しました。
そして、4 年半もの長い避難

8月31日 小中高集団避難
9月１～４日 全島避難
9月6日～都立秋川高校にて
集団生活

火山性ガス放出で避難長期化
4年半の全島避難指示
2005年2月 避難指示解除
帰島宣言
2005年4月 学校再開

生活が始まりましたが、この
図表 18
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ときも全国の多くの方々か
らご支援や励ましをいただ
いて、三宅島島民は何とか
避難生活を乗り越えられた

2005年帰島後の様子
噴火前
3855人

■人口

・子供の人数

噴火後
避難解除時 2158人
現在
約2700人
噴火前の１／３以下 （現在小学生53名）
⇒

と思っています。2005 年に
帰れるようになって、徐々
に島民が戻ってきました。
しかし、帰島後は人口、
特に子どもたちの数が減っ

■年間観光客数 約8万人 ⇒

約3万9千人 （2008年）

てしまいました。これは年
図表 19

齢 別のグラ フです （図表
19）
。緑の部分が 30 歳代で
す。ですから、40 歳以上の
年代が 70％くらいを占め
ていて、子どもの数は非常

2005年帰島後の様子
・火山ガスの放出は続いている
・火山ガスのため、ガスマスクの携帯が義務付け
・公共・学校関連施設などには脱硫装置
・課外授業、スポーツ等行事もガスの影響を考慮
⇒現在は、ほとんど気にならず生活できている

に尐なかったです。また年
間の観光客も、噴火前は約
8 万人いましたが、半数以
下になってしまいました。
そのような中でも、何とか
図表 20

三宅島を復興させていこう
という活動が行われていま
す。いまだに火山ガスの放出は続いており、ガスマスクの携帯が義務付けられていたり、
脱硫装置の設置義務が公共施設にはあったりしますが、現在は濃度もだいぶ下がってきて、
生活する上ではあまり支障がない程度になってきています（図表 20）
。規制があったガス
高濃度地区も、規制が緩和され住民が住めるようになりました。地域の伝統行事も復活し
てきました。

6.噴火後の新たな取り組み
私は去年 3 月に横浜国立大学大学院を修了し、2010 年に帰島しました。家族で島 Cafe
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をオープンしたり、自然ガ
イドを始めたりしています。
まだ本当に立ち上げ段階・
下積み段階ですが、島でで

噴火後の新しい動き
・徐々に島民が帰島
・高濃度地区規制緩和
・地域の伝統行事復活

きることを尐しずつやって
いこうと思い、始めていま
す（図表 21）
。その活動を
幾つか紹介させていただき
ます。

・穴原奈都、2010年帰島
・家族と島CaféをOPEN
・自然ガイド修行中
・三宅島海洋教室実行委員会設立

私はモイヤー先生の影響
図表 21

もあって、島の海を島の大
人たちが、島の子どもたち
に伝えることがすごく大事
だと思っています。まず、
子どもたちに教えるために

海洋自然体験活動リーダー養成講座
「島の海を島の大人が、島の子供に」
NPO法人オーシャンファミリー海洋自然
体験センターが指導。
スノーケリング、シーカヤックの指導技術、
安全管理についての知識と技術を習得。

は、島の大人たちが島の海
のことをもっと知らなけれ
ばいけないし、子どもに教
えるということは、自分が
知っていたこと以上に、安
図表 22

全管理や技術指導も必要に
なります。そこで、NPO 法人オーシャンファミリー海洋自然体験センターという団体に指
導をお願いして、海洋自然体験活動リーダー養成講座を、毎年夏に島の中で開催していま
す（図表 22）
。大学在学中から、島で尐しずつ活動をしたいと思い、海洋教室実行委員会
という任意団体を結成しました。シュノーケリングのフィンの付け方といった実技に座学
もあります。三宅島にはシーカヤックができる場所があるため、シーカヤックのこぎ方、
転覆してしまったときの起こし方や再乗艇の仕方なども含めて、普段の生活で海に携わっ
ている中ではやれないことなども、養成講座を通して子どもたちと一緒にできる技術を習
得する場にしています。
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・リーダー養成講座の受講生の実践の
場を兼ねて、島の小中学生を対象とした
「こども海の教室」を開催
スノーケリング、シーカヤック体験

このリーダー養成講座
の受講生の実践の場を兼
ねて、島の子どもたちを

図表 23

対象に海の教室を夏休み
に開催しています（図表
23）
。島の子どもたちは、
毎日のように海で遊んで
います。しかし、今の子
どもたちも海に飛び込ん
だり、魚釣りをしたり、
魚を突きん棒で突きに行
ったりという島らしい遊
びをしています。
そこで、
たまにはシュノーケルや

図表 24

自然体験三宅島サマースクール

フィンを付けて魚をじっ
くり観察してみよう、こ
の魚はこの生き物と仲良

・島外の子供たちを対象とした夏休みの数日間宿泊型
体験プログラム
・島民がスタッフ、講師として関わり、島の自然を活かした
着型観光と環境教育の融合させた産業として実践

しである、この魚のため
にもっと海を大事にしな
ければいけないというよ
うに、子どもたちに生き
物という視点で海にかか
わってもらえる場にして

図表 25

います。また、シーカヤ
ックの練習もしています
（図表 24）
。また、島外
の子どもたちに対するプ
ログラムも行っています。
島民がスタッフや講師と
してかかわり、着型観光
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と環境教育を融合させた産業
として、徐々に実践している
段階です（図表 25）
。
また、島の自然とスポ
ーツやアートとの融合と

スポーツやアートとの融合
スポーツやアートの要素と島の自然を融
合させたイベントやプログラムを実施。
新たな観光の在り方。
・島ランニング
・ビーチ相撲大会
・エコライド（自転車イベント）
・ビーチクリーン、アートプログラム
・噴火口音楽祭
etc…

いうことで、新しいイベ
ントに取り組んでいます
（図表 26）
。ビーチ相撲
大会や、溶岩や海の景観
を走るランニング大会、
図表 26

それから、ビーチクリー
ンをしながら拾った物で

自然ガイド育成

キュルル発足

アートやクラフトをしよ

自然ふれあいセンターアカコッコ館のガイド養成講座の
修了生有志によるガイドチーム

うというイベントも、三

自分たちで日々勉強をしながら、島の海だけでなく陸上の自然の
魅力を伝えるインタープリターとして修行中。
有償ガイドのビジネスとして、展開し始めている

宅島の新しい産業の在り
方ではないかと思います。
まだまだ実験的な部分で
すが、年に何回か企画し
て、島の人も島の外の人
も一緒に楽しんでもらえ

図表 27

るような場づくりをして
います。
また、三宅島型エコツ
ーリズムの提案として、

ジオスポットの発掘
行政、地元、専門家・大学と連携し、島の自然を活か
した新たな視点として、ジオスポットの発掘と、
ハード面、ソフト面からの強化

日本野鳥の会のレンジャ
「2008年度以降の三宅島のGEOへの取りくみ 」

ーさんが常駐しているア
カコッコ館を中心に、エ
コツーリズムの動きも出
てきています。そして、

ジオスポット 看板

ジオバスツアー

地層観察会

自然ガイド「キュルル」
図表 28
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自然ガイド育成

キュルル発足

自然ふれあいセンターアカコッコ館のガイド養成講座の

・くさや加工

etc…

が発足しています（図表 27）
。これはガイド養成講座を受けた修了生の有志によるガイド
チームで、あくまでも任意団体です。ガイドの勉強をする場として行っています。自分た
図表 30

ちで日々勉強しながら、海の中だけでなく、陸上の自然や噴火の魅力を伝えるインタープ
リターとして修行しています。しかし、これも有償ガイド、ビジネスとして展開できるよ
う、体制を整えたり、日々勉強をしたりしています。また、ジオスポットの発掘というこ
とで、火山を通した魅力の発信も行われています（図表 28）
。
それから、カンムリウミスズメなど、三宅島にいる貴重な野生生物の調査・保全を日本
野鳥の会と共同でさせてもらっています（図表 29）。また、自然だけでなく、産業を体験
するツアーの仕組みなども模索している途中です（図表 30）。ドルフィンスイムツアーは、
子どもたちの野生生物や生態系への意識を高めるものとしても非常に有効だと思っており、
自閉症の方々のドルフィンスイムツアーなどにもかかわらせていただいています（図表
31）
。
図表 31

7.今後の課題
いろいろ紹介させていただきましたが、
どれも立ち上げ段階、本当に下積みの状態です。
そのために今、非常に不足しているのは人材です。若い人は本当に尐ないです。知識も素
人に尐し毛が生えたくらいのことしかできていないし、研究機関との連携も未熟な状態で
す。また、ビジネスとして年間を通して安定していく点に関しては、まだまだな部分が多
いです（図表 32）
。そのような中で、三宅島でこのような活動を展開していくためには、
子どもたちや若者たちへの教育が非常に重要ではないかと思っています。また、専門家と
の意見交換や情報発信もどんどん進めていかなければいけないと思っています。

ドルフィンスイムツアー
御蔵島の野生の
ミナミハンドウイルカと泳ぐ。
子どもたちの野生生物に対する
意識を高める。
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このようなことを通して、
島の地域資源を保全しつつ、
それを活用した三宅島なら
ではの地域密着型の環境教

今後の課題
・人材不足、知識不足
・ネットワークが未熟、せまい
・ビジネスとしての不安定さ

育プログラムを通して、地
域活性・地域産業の再生を
尐しずつ進めている段階で
すが、不足していることが
多いです。しかし、火山噴
火による避難生活のときの

子ども、若者たちへの教育
内地、外部との連携
情報発信
専門家との意見交換

島の地域資源を保全しつつ活用した
三宅島ならではの地域密着型の環境教育プログラム
図表 32

皆さまのご支援のおかげで、
何とか前に進んできていま
す。ですから、島の自然も

ご清聴ありがとうございました！

必ずよみがえってくるよう
に、島の地域や人々も必ず
よみがえって、島から元気
を発信していけるように努
力しているところです。

三宅島でお待ちしております♪

これは、三宅島の朝方着
く船の中から見える噴煙が

図表 33

立 ち上る島 影です （図表

33）
。このような三宅島の自然や人々が今、頑張って前に進んでいるので、皆さまにもぜひ
来ていただければと思います。今回は、このような機会にお話させていただいてありがと
うございました。

質疑応答

（司会） ありがとうございました。それでは、コメントや質問など何でも結構ですので、
お願いします。
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（Q1） 素敵な写真をたくさん見せていただきまして、どうもありがとうございました。
最後に、エコツーリズムの担い手をどうしていくかという話がありましたが、今、三宅島
には、環境教育やエコツーリズムに携わっているグループがどれくらいあるのかというこ
とと、それを運営していらっしゃる方たちは、基本的に穴原さんのように、島をよく知っ
ている方なのか、それともかなり島外から来て運営されている方なのか教えてください。

（穴原） 三宅島では、噴火前からダイビングやドルフィンスイム、釣りなどのガイドは
結構いました。ダイビングは盛んなので、海のガイドができる人は比較的多くいました。
しかし、噴火後、陸上の自然を案内したり、保全をしたり、情報発信していくところはど
こもありませんでした。ですから、新たにそのような魅力をちゃんと勉強し、発信できる
ガイドチームを結成しようと、噴火後に帰ってきて 2008 年くらいから、アカコッコ館とい
うビジターセンターを中心に、島内の人にガイド養成講座を行いました。その修了生で「キ
ュルル」というチームを発足しました。今、
「キュルル」でアクティブに活動しているメン
バーは 6 人です。
受講した修了生は島内に 20 人くらいいますが、彼らも本業を持っていたり、ダイビング
のガイドと兼業という形で、それ一本でやっている人はいません。現在、
「キュルル」で活
動しているメンバーもガイド一本でやっている方はいません。また、活動しているメンバ
ーには、もちろん島民もいますが、島が好きで島外から入ってきて、このような活動に積
極的に参加している方が多いです。もともとの島民の方は、島の自然を勉強して、それを
売りにして見せようという感覚があまりありません。あくまでも生活の場、魚は捕るもの
だというような意識が強いので、あまりいません。しかし、最近は尐しずつ意識が変わっ
てきていると思います。

（Q2） 最後の方で、研究者との連携がまだ発達していないということでしたが、穴原さ
んは具体的にはどういう連携をしたいと考えていますか。

（穴原） 研究者との連携が尐ないと言うと尐し語弊があったかもしれません。三宅島は
噴火や植生などが独特なので、研究者は非常に多く入ってきています。地質の専門家や植
物、モイヤー先生のように海の生物の専門家といった形で、大学やいろいろな研究者がと
ても多く入ってきていることは聞いてはいます。しかし、
具体的に何を研究しているのか、
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その研究成果がどうであったか、それが三宅島の自然・観光・産業にどのように生かして
いけるかという情報が島民まで下りてこないという面があると思います。
三宅島の自然はすごいのだ、貴重なのだ、豊かなのだということは、島民も何となく分
かっています。では、具体的にどこと比較してどうなのか、それを維持していくためには
何が必要で、自分たちに何ができるのかということは、島民の意識が尐し低いこともある
と思います。私たちのようなガイドチームができたことで、専門家との接点になれればい
いと考えています。私たちも、勉強不足や経験不足もあって、専門家の研究成果を島民や
一般の観光客に橋渡しできるようなところまで至っていないのではないかと思っています。

（司会） ほかにございませんか。では、お時間も来ておりますので、穴原さん、ありが
とうございました。
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第三部：パネルディスカッション「地域と研究者の連携を目指して」

（司会） 第三部のパネルディスカッション「地域と研究者の連携を目指して」を開始し
ます。ここからは、実行委員の小出がコーディネーターを務めます。

（小出） まず、横浜国立大学生態リスク COE の酒井暁子先生から、
「自然と共生する社会
を構築するための国際自然環境保全制度 ユネスコ MAB 計画」という題目でご講演をいた
だきます。酒井先生は、植物の生態学がご専門で、地形と植生の関係や、植物の最適繁殖
戦略などに関する研究をなさっています。ユネスコの MAB（Man and the Biosphere）計画
の計画委員を務められているので、今回は、生態系と人間のより良い未来を構築しようと
している MAB 計画の概要についてご紹介いただきます。

「自然と共生する社会を構築するための国際自然環境保全制度 ユネスコ MAB 計画」
酒井 暁子 氏（横浜国立大学 准教授 生態リスク COE）

私の研究者としての本業は、植物生態学で、主に森林を対象に樹木の分布、あるいはそ
れにかかわってくる生活史戦略、樹木のさまざまな性質について研究を行っています。同
時に、ユネスコの MAB（人間と生物圏計画）を実行している計画委員会で仕事をしていま
す。今日はそのお話をしたいと思います。

1.人間と生物圏（MAB）計画
「自然と共生する社会を構築するための国際自然保護制度」という仕組みは、ユネスコ
の国際計画の一つです。要するに、自然と人間が共生する、人間が自然を搾取しないで持
続可能にともに生きていく社会を作ることを目指しています。そのための単なる自然保護
制度ではなく、研究や能力強化に関連するさまざまな事業を統合的に進めるというもので
す。これは 1971 年に発足しましたが、1972 年には世界遺産条約が締結されています。ユ
ネスコが世界の特定の地域を指定して、自然環境の保全につながるアクションを展開する
事業としては、MAB 計画と世界遺産条約が二つの大きな柱になっています。そうした意味
で、これは世界遺産条約と比べられることが多いです。
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MAB 計画は膨大なプロジェ
クト群ですが、その中の一番
の柱は、特定の地域（生物圏
保 存 地 域 ： Biosphere
Reserve）を指定して、そこを
中心に活動を行うというもの
です。これは、生物多様性の
保全と人間生活の調和、およ
び地域社会の持続的発展を実
現する場です。最近は毎年開
図表 1

催されていますが、1～2 年に
一度。MAB 国際調整理事会で
認定を受けます。
「ユネスコエ
コパーク」という言葉を使っ
ていますが、日本での普及の
ためには「生物圏保存地域」
という言葉が堅すぎるのでは
ないかと昔から議論があった
ので、鈴木学長が提案して使
っている日本独自の呼び名で
図表 2

す。
日本では文部科学省が所管していて、その中に MAB の委員会があります。これがいわゆ
る国内委員会（National Committee）で、その主査は鈴木学長です。それとは別の組織と
して、いろいろ具体的に行動しているのが、私たち MAB 計画委員会です。これは今、COE
リーダーの松田先生が委員長になって、私が事務局を務めています。メンバーの中に鈴木
学長も含まれています。自然保護に関することなので、環境省、あるいは林野庁、国際事
業なので外務省など、ほかにもさまざまな関連省庁がかかわっており、右図のような登録
のための手順が定められています（図表 1）
。
この制度は、皆さんはほとんど聞いたことがないと思いますが、世界では非常に有名な
プログラムで、109 カ国 564 カ所に広がっています（図表 2）。さまざまな地域レベル、あ
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るいは世界全体でネットワー
クを形成しており、日本は東
アジア生物圏保存地域ネット
ワーク（EABRN）に加盟してい
ます。
ユネスコエコパークは保全
だけでなく、
学術的なことや、
地域発展につながること、す
なわち教育・研修、自然共生
型の経済活動を行うことが大
図表 3

きな特徴です（図表 3）
。この
ような異なる目的を達成する
ために、土地のゾーニングを
行うことが特徴で、中心部分
に Core area という、原生的
な良い環境のところを厳重に
保護するエリアを設け、その
緩衝地帯（Buffer zone）
、そ
れからさまざまな活動を行う
移行地域（Transition area）
図表 4

を設けます（図表 4）
。
世界遺産の方は保護が中心
になり、世界で唯一無二の自
然が強調されます。一方、ユ
ネスコエコパークは、その地
域社会の背景として重要であ
る原生的な良い自然を中心に
据え、その周りの人間の営み
をも含めて保全することで、
生物多様性に根ざした文化的
図表 5
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多様性の保全をターゲットに
入れています（図表 5）
。世界
遺産の場合、緩衝地域は核心
地域の保護のためにあるのに
対して、ユネスコエコパーク
の場合は、それぞれが役割を
持って、景観全体として価値
があるという考え方です。
日本には残念ながら 4 カ所
しかなく、ほとんど活用され
図表 6

ていません。その理由はいろ
いろありますが、存在意義が不明になっていることがそもそもの原因です（図表 6）
。ユネ
スコエコパークは、Conservation area としての機能を持つと同時に、さまざまなことを
学ぶ場であるという言い方ができます。その地域にとっては、ユネスコというブランド価
値を得て、誇りになると同時に、世界に通じるドアになり、また、さまざまな活躍の場と
してクローズアップされるメリットがあります。先進国を含めた他国では、観光地として
の経済的資源として使われていたりもします。計画委員会では、そうしたメリットをさま
ざまな場所に行って説明し、その結果、関心を寄せてくれるところがいくつか出てきまし
た。その際には、自然・情熱とともに活動組織の形成が非常に重要だと説明しています。

2.指定に向けた綾町の取り組み
現状もっとも進んでいるケースは、宮崎県の綾町です（図表 7）
。ここでは行政と市民と
研究者が組織的に活動を行っています。こうした活動はエコパーク登録のために始まった
のではなく、照葉樹林がかつて伐採されそうになったときに、利害関係者による協議会が
発足して、そうした協議の場がずっと続いてきたことが下敶きとしてあります。地元の応
援もあり、また、メディアが応援してくれて、私が説明するよりも、ずっと上手に発信し
てくれています（図表 8-10）
。
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綾町は非常にやる気があり
ます。そのことは、名古屋
COP10 のときに、私たちがパ
リから呼んだユネスコ関係者
を、宮崎まで来てくれと町が
招聘したことからも分かりま
す。町長をはじめとして、市
民も行動力とモチベーション
が高いです。核心となる綾町
の森林は非常に貴重な照葉樹
図表 7

原生林であるため、研究者が
昔から頻繁に出入りし、国際
シンポジウムなども行われて
おり、そうした活動を通じて、
市民も行政も自然価値の高さ
を認識していたことが背景に
あります。また、偶然ですが
私が所属する研究室でずっと
昔に学位を取得した方が地元
で生物の先生された後、町の

図表 8

嘱託職員として雇用されてお
り、
その方が非常に尽力され、
申請書の執筆も中心となって
進めています。そうした方の
存在が、非常に重要なキーポ
イントとなっています(図表
10)。

3.新たな地域振興スキーム
ユネスコエコパークは、地
図表 9
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域振興の新たなスキームになり
得るということが、さまざまな
ところが関心を寄せてくれる原
動力になっています。
都市化の波に乗り遅れたからこ
そ残っている原生的な自然を中
心に、地域を組み立てるという
イメージです。そうした視点に
立つと、そこには自然環境保全
制度の新たなニッチがあると気

図表 10

付かされます。
これまで国が定めている環境省系・林野庁系の保全エリアは、上からの一方的な指定の印
象が強く、あまり地元に貢献していないように見えます。活用してもらいたいとのことで
すが、その思いをどう地元の人たちの行動に落とし込むか、具体的なスキームがないので
困っているとの声も聞きます。
ユネスコエコパークというのは文部科学省の管轄ですが、それ自体に法的な拘束はない
ので、他省庁の制度を利用することになります。エコパークに指定されれば、そうした既
存の保全エリアも地域社会により大きな貢献ができるようになります。世界自然遺産は、
原生的な自然を対象とした制度ですが、ユネスコエコパークの場合は、二次的な自然まで
含めることで、それを活用した第三次産業や農林水産業を、ブランド価値を与えることに
よって振興することができると考えることができます。
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パネルディスカッション
パネリスト

酒井 暁子 氏（横浜国立大学

生態リスク COE）

小池 文人 氏（横浜国立大学

生態リスク COE）

佐藤

哲 氏（長野大学）

嶋田 哲郎 氏（伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター）
穴原 奈都 氏（東京都三宅島
コーディネーター 小出

三宅島自然ガイド「キュルル」
）

大 氏

（横浜国立大学大学院 生態リスク COE シンポジウム実行委員）

（小出） 大変熱のこもったご紹介をいただき、ありがとうございました。それでは、パ
ネルディスカッションに移りますが、その前に、今回パネルディスカッションを行うに至
った経緯について、私から簡単に説明させていただきます。
第三部のパネルディスカッションは、
「地域と研究者の連携を目指して」というタイトル
です。第一部、第二部、ポスター＆ブースセッションにおいては、地域団体と研究者の交
流、お互いを知ることを第一の目的として企画していましたが、ある実行委員から、交流
だけではもったいない、両者をつなげることによって、活動を広げていく場を提供できな
いかというご意見がありました。それでは第三部のパネルディスカッションで、両者の連
携や協力の形を議論する場を提供しようという案が挙がりました。
ただ、実行委員で両者の連携を議論しようとしましたが、いざ議論しようとしても進ま
ないという問題にぶち当たりました。その理由として、地域と研究者がお互いに、何を目
的に、どのような活動をしているのか、どのような課題を抱えているのか、お互いをどう
感じているのかが具体的にイメージできないという問題があったので、これを解消するた
めに、地域団体と研究者の双方に事前アンケートを行いました。
それが「事前アンケート結果報告」にまとめてあります。そこから、必要な地域団体と
研究機関それぞれの特徴と課題を表にまとめました（図表 1）。地域団体に関しては、その
目的は環境教育、生物保全などさまざまであり、その成果は実際の地域活動で得たもので
す。成果の評価は地域コミュニティーなどの組織が行い、評価の際は、直感的で、理解と
共感しやすいことが重要であるという特徴があります。このことによって、行政や市民、
大学など、他の組織に関心が強く、地域研究、事例研究、モニタリングが得意という特徴
があるだろうということです。
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また、研究機関の方に関し
ては、
その目的は、
「学問的に」
正しい知識の蓄積であり、そ
の成果は学術論文や教育研究
活動です。成果の評価は、同
業の研究者や社会が行い、評
価の際は、普遍性、客観性、
論理性の十分な検討が必要だ
ろうということです。このよ
うな特徴を持つため、他の研
図表 1

究者に対して関心が強く、広
域スケール化や一般化が得意であるという特徴があります。
課題については、それぞれの団体で、人材、資金、ネットワークの三つに関しては共通
の課題として挙げられています。ほかにも、ここに挙げた特徴の裏返しのような形で、課
題として提示されているようなものがあります。地域団体においては、数値や客観データ
に基づく説明性に欠ける場合があるというご意見があり、研究機関に関しては、すべての
成果の報告・還元などが怠られているという厳しいご意見や、ほかの組織に対する配慮や
関心の不足と取られることもあるようです。
このような特徴をサマライズした上で、両者の課題を補って、長所を足し合わせる形で
連携を組むための三つの案を挙げます。まず、地域においては、現場でのデータ収集や地
域研究を担っていただき、研究者はその調査手法やデータの解釈の客観性・論理性を検討
するという連携です。二つ目の例として、地域においては、人材不足への対応として、大
学生にインターンシップを提供していただき、大学の方は研究活動の一環として、インタ
ーンシップ自体を単位認定するという連携です。三つ目に、地域においては市民に分かり
やすい説明方法や、組織とのネットワーク形成に関するノウハウを提供していただき、研
究者に関しては、それを用いて分かりやすい研究成果を地域に還元して、関係を広域化す
るという連携が考えられました。
このような連携の具体的な案を挙げましたが、せっかく連携を形成したとしても、努力
目標では続かないことが容易に考えられるので、この連携から得られるメリットを何かし
らの成果や目標につなげることによって、将来的な発展を促すシステムを構築する必要が
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あるでしょう。成果の例としては、インターンシップや連携活動で得た知見をまとめた書
物の出版、科学コミュニケーション関連の雑誌への投稿、地方での研究成果報告会の開催
といったものが挙げられると思いますが、これらをきちんと成果として認定・評価するよ
うなシステムを組み込んで、地域団体も研究機関も資金獲得につなげたり、就職で活用し
たり、雇用の創出をするというような活動につなげていければ、将来的に連携が発展して
いって、
お互いにメリットが得られる Win-Win の関係が築けるのではないかと考えました。
このような背景を基に、今回パネルディスカッションでは、三つの議題に関して皆さん
と議論をしたいと思っています。一つ目は、お互いの特徴に関して、このような機能や責
務もあるだろうといったご意見や、
このように見られるのは嫌だというような意見、また、
このようなところをもっと頑張ってほしいというご意見を期待しています。また、連携の
具体案に関しては、このような部分を学び取りたい、このような仕事をするのは嫌だとい
ったご意見、連携自体に関するメリット・デメリットのご意見。三つ目の成果やシステム
に関しては、このようなものも成果として使えないか、このような障害もあるだろう、ま
た、成果のためだけにやるのは寂しいというような感情的なご意見でも構いません。
それでは、これからパネルディスカッションを始めますので、パネリストの方はご登壇
ください。松田先生にパネリストとしてご登壇いただくご予定でしたが、今日の飛行機に
間に合わないということで退室されましたので、代わりに佐藤哲先生にお願いします。

議題①お互いの特徴に関して

（小出） 議題①として、お互いの特徴や違い、責務などに関して、パネリストの方から
ご意見をいただこうと思います。まず、地域団体の代表としてご登壇いただいた嶋田先生
か穴原先生から何かご意見をいただけますか。

（嶋田） 私の話にも三宅島の話にもありましたが、お互いの特徴は、地域にかなり特化
していることです。一方で、酒井先生のユネスコの話は、私は全く初めてで、そのような
グローバルな話は全く分からない部分があります。ですから、地域は地域に特化した仕事
をしている一方で、研究者の方々にグローバルな視点からものを見ていただく。地域から
ボトムアップで上げていったものと、先生方から挙がってきたトップダウンのものが組み
合わされば、非常に面白いのではないかと感じました。
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（穴原） 先ほどお話ししたように、研究者が島に入って研究されています。しかし、た
まに話を聞く機会があっても、難しいのです。私たち島民は、特にそのような知識に対す
るバックグラウンドも、学術的な基礎知識もありません。そのような中で、私たちは常に
自然なり、
生物なりの中にいるので、
日々の変化などは何となく感じ取ることができます。
そのような感覚的なものと、数値的、論理的、学術的なものとの違いは大きいのではない
かと思っています。

（小出） ありがとうございます。その辺の違いは、多分お互いの目的としているものの
違いなので、特徴として集約されている部分だと思います。そこをうまくつなげるような
ところを構築できていたと思います。研究者側のパネリストにお願いできますか。

（小池） 地域にかかわることの研究者側のメリットですが、私の経験では、視野が広が
って、研究の価値を自分が評価できるようになる面があるので、尐しかかわってみるとい
いのではないかという感じがします。それから、研究者の方は常に初めてのことを求めて
いて、地域の方は地元の環境を良くしたいということですが、地域の環境をどう良くすれ
ばいいかは、かなり新しい研究が必要なので、新しい発想で研究していかなければいけな
い面も確かにあります。実際にそれで威力のある研究を提案できれば、研究者側としても
今、インパクトファクターのある雑誌に載るような状況になっていると思います。

（佐藤） 松田先生がお話しになったことの中で、私も一緒にやってきていることですが、
今、ここで語られている地域の人と研究者は、あたかもきれいに分けられるかのように見
えます。しかし、研究者は自分の職業として行う研究に関してはプロですが、ほかは素人
だし、その地域に住んでいる人でもあります。特に私たちが今、注目している、先ほど酒
井さんが「地域滞在型」と訳されたレジデント型の研究者としては、例えば綾町のおじさ
んなどは、もろにプロフェッショナルなバックグラウンドを持ちながら地域の人であり、
プロフェッショナルなバックグラウンドを地域のために生かすということに多分命をかけ
ています。そのような人たちは今、どんどん増えています。
逆の例もあって、漁協のおじさんが研究に関してものすごいプロフェッショナルだった
りする事例も山ほどあります。この両者の境界はそれほどクリアではないことを最初に指
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摘しておきたいと思います。
「私は研究者だ」と思っていても、地域の中に入っていったと
きには、突然一人のステークホルダーとしての立場も受け取らざるを得なくなります。利
害関係なしの中立の研究者など、地域社会の中では通用しないという状況にも陥ります。
そこから学ぶことの研究者としての面白みというものもありますし、地域から見れば、地
域の中にそういう人がいることの楽しさがあるだろうと私は思っています。
そういう意味で、違いを見ると同時に共通性を見ていく作業が大事ではないかと思って
聞いていました。

（酒井） 私は、MAB 活動に研究者としてかかわっているという意識がほとんどありませ
ん。これは研究というよりは社会活動なのだと割り切ってやっている部分がかなりありま
す。何が言いたいかというと、佐藤先生がおっしゃったように、研究者と地元の方との線
引きはないということです。ただ、地域から離れたところにいて、ほかの地域の状況など
も頭に入っている、俯瞰できる立場にあるのではないかという気はします。逆に地域のケ
ースについては分からないところが多いです。
佐藤先生や松田先生など、とてもスーパーな専門の研究を極めつつ、地域にも入ってい
って、ディープな議論をこなすことができる研究者は本当にごく一握りです。私のように
すぐオーバーブローしてしまう人でもかかわれる体制が全体的にできないと、かかわって
こようという研究者が本当に限られてしまって、お互いにとって損な状況だと思います。
ですから、そういうことまで含めた組織化、戦略的な対応をみんなで考えるには、こうい
うものはいい機会かもしれないと思いました。

（小出） 非常に面白いご意見をいただきました。研究者はある意味では一つの職業名の
ようなものなのかもしれないという気がしました。
では、会場の方からもぜひご意見をいただきたいと思います。今のパネリストのご意見
についてでも、研究者と地域の特徴や違いでまとめたところに関して、何か足りていない
視点や、ここら辺は違うということがあれば、よろしくお願いします。

（フロア 1） 「森の学校」キョロロの小林です。私は研究者として地域に入っている立
場です。それぞれお互いの特徴で、弱みと強みがあると思います。地域の強みについては、
ネットワークができていて参加者への呼び掛けがスムーズだということもあります。また、
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地域で必要としている情報を的確に把握できていることも、地域の強みだと思います。そ
れから、生活の一部として周りの自然環境と密接にかかわって生活してきているという知
識があるところが強みではないかと思います。
逆に研究者の強みとしては、専門知識の豊富さがあります。また、情報発信能力という
ことで、論文など、いろいろなツールの選択肢が分かっていることもあると思います。そ
れから、ほかの研究者と協力できるところも、研究者の強みではないかと思います。その
ようなお互いの強みを融合することによって、市民と一緒に地域のものを研究していくと
きに、データの信頼性が上がったり、記録として残りやすい、情報発信が容易だといった
ところでいいのではないかと思っています。

（フロア 2） 日本工営の＊今村＊です。私どもの会社では、国内や海外で里山活動の手
助けなども行っています。今回の MAB 計画のようなことを登録していくことで、具体的に
地元に何のメリットがあるのかがいま一つ分かりません。一つは、ブランド化というよう
なことはあるのではないかと思いますが、それ以上に、いろいろな地域がそういうものに
どんどん参加していくことで、個々の地元が直接感じられるメリットのようなものを具体
的に教えてください。

（酒井） ユネスコによくある「メリットは参加者が主体的に生み出すものだ」というタ
イプの説明を昨日したら、そんな漠然としたものは許さないと言われました。文部科学省
の担当官ですら、申請を考えていると陳情にやってきた地元の人に対して、どういうメリ
ットを考えているかと聞いています。具体的なメリットはありません。これに登録したか
らといって、お金がつくわけではありません。
しかし、なぜ登録を目指すところが次から次へ出てくるのかというと、本当に観念論的
な話になるかもしれませんが、例えば「自然首都宣言」というキャッチコピーを考えて、
それを中心に町をつくっていこうとしている町があります。これまでのような工業化では
ないやり方で、町を振興するためのプラットホームだと私たちは考えています。とても自
然環境のいいところには、既に国立公園特別保護地域や、森林生態系のコアエリアなどが
ありますが、何も活用できていません。しかし、それを担当している人がいて、そこで研
究をしている人がいます。そういう人たちや NGO、ボランティア団体を集めて、行政サイ
ドも入って協議の場ができます。あるいは地場産業をしている人たち、自然産業を利用し
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ている人たちを集めて、議論をする場になります。ユネスコエコパークの名の下に、これ
から町をつくっていくための協議の場ができます。しかも、そのプラットホーム自体に非
常にネームバリューがあるということで、町を振興していくための新しい魅力的な枠組み
だというのが一番しっくり来る理解の仕方です。これに登録したから、すぐに MAB ブラン
ドが得られて、どのくらい売上が上がるという話ではありません。そういう効果も確かに
ありますが、それは付随的なものだと思います。
世界の中ではいろいろな利用の仕方をしているところがあって、観光資源として使って
いるところは特に先進国で多いです。発展途上国でも、そこで取れた蜂蜜に Biosphere
Reserve のラベルを張って売る、あるいは木材会社が自分の敶地の中に設定してもらって、
移行地域で生産する木材にブランド価値を付けて、国際市場に乗り出すときの戦略に使う
など、いろいろなやり方はあります。そのように経済に直結するような個々の方法、道具
的なところに目を奪われていると、このプログラムの本質・価値は見えないと思います。
観念的ですが、どうか理解していただけるとうれしいです。

（穴原） 似たようなことで、世界ジオパークと日本ジオパークというものがあって、私
も体系的なものがどうなっているのか分かりませんが、それもユネスコ絡みですか。
伊豆大島は最近、日本ジオパークに認定されました。大島のガイドさんたちに実際に話
を聞いたら、先に認定を取ってしまったというところがあって、取ったから地元に何のメ
リットがあるのか島民も分かっていなかったりします。ジオパークに認定されたから観光
客がどっと来るかというと、地質マニアなどは来るようになったけれども、絶対数から見
ればそれほど大したことはない。大島がジオパークを取ったことを受けて、三宅島も取ろ
うという声もありましたが、ジオパークを取ることが目的になってしまっては意味があり
ません。それを地域の人たちにどうやって理解してもらって、それを活用できる場がある
かというのは、メリットは参加者が主体的に生み出すという酒井先生のお話に、なるほど
と思いました。それを取ったことによって、地域住民の意識が高まる、それを勉強してガ
イドに生かすといったきっかけに過ぎないのではないかとすごく感じました。

（酒井） まず、ジオパークとは似て非なるものです。ジオパークというのは、ユネスコ
の公式プログラムではなく、ユネスコが認定しているプログラムです。ですから、登録が
簡単です。それに比べれば、MAB は世界遺産ほどではありませんが、ハードルが高いです。
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それから、土地のゾーニングをして、コアエリアなどの方法がきちんと担保されているこ
とが必要ですし、地権者の合意を取ることが必要です。そうすると、申請する過程におい
て、地元できちんと合意を取らなければいけません。ですから、知らない間に認定されて
しまったという形にはならないので、必然的に登録する意義は何だということをみんなで
喧々囂々とやらなければなりません。
私は、登録している利用者がメリットを生み出すもので、何もやらないというような話
もあると言いましたが、必然的にそれを考えざるを得ない状況に追い込まれるというのは、
保全を進めたいサイドからすれば、とてもいい制度かもしれません。

議題②連携の具体案に関して
議題③成果やシステムに関して

（小出） MAB 計画の認定自体は、取ることが目的ではなくて、取ったことで何がしたい
かが目的ではないかという話でした。学位を取りに来ている大学生に対しても耳の痛い話
に聞こえる気がします。
これまで話の内容としては、かなり広がってきていますが、議題②③として、先ほど挙
げていたような具体的な連携の案や、具体的な連携を考える際に非常に大きな問題点にな
る部分や、連携から得られる成果を成果として認定させるようなシステムに関して、何か
ご意見をお願いします。まず、地域団体側のお二人のどちらかご意見をいただけますか。

（嶋田） 一つは、例えばたまたま地域で助成金を取ったときには、それを基本にして、
これを調べてくださいということは言えるかと思います。もう一つは、そういうことがな
い場合、卒論テーマなどの場としてフィールドを使って研究していただいて、お互いに連
携していくというものです。

（穴原） 地域住民として、研究者から研究成果を分かりやすくかみ砕いた形で発表して
いただける場があるといいのではないかと思っています。ただ、研究者が島に入って、い
ろいろな研究をされていること自体も分からないのです。ですから、今、大学のこのよう
な研究をしている人が来ているということを、分かる形で見られるといいと思います。研
究者がフィールドに入って調査するとき、何度も来ている方は地域との連携があるとは思
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いますが、最初に来たときに地域に対してどのような手順で入っていくのか、許可などは
要らないのでしょうが、お知らせしてもらえるといいのではないかと思います。地域の中
にもそういう情報を収集して、地域住民に届ける拠点があるといいと思います。

（小池） それに関しては、例えば小笠原などはすごくきっちりやっています。小笠原の
研究者グループが調査に行くときには、メーリングリストに流す、あるいは行った先での
勉強会のようなところで話をするようになっているといった形があるようです。
それから、屋久島も京大の人たちがずっと入っているので、新しい大学院生が来て何か
研究したら、それを地域で発表する発表会のようなものがあります。もしやるとしたら、
研究者のメーリングリストなりを立ち上げて、研究者を組織化しておけば、あなたがコン
タクトを取りながら、来た人に勉強会を開いてもらうということをするといいのではない
かと思います。

（穴原） そういう研究者のネットワークがあるのですか。

（小池） 三宅島に関する研究者のネットワークですか。

（穴原） それもそうだと思いますし、その分野におけるネットワークなど。

（佐藤） 小笠原なら、小笠原の研究者のネットワーク。

（小池） 小笠原はネットワークもかなりしっかりしています。小笠原は都立大がかなり
仕切っていて、屋久島は京大が仕切っています。三宅島は私も調査に行ったことがありま
すが、樋口先生がしておられるので、樋口先生を中心にして何かできるといいのではない
かと思いますが、その辺りは分かりません。

（佐藤） 今の関連で 2 点あります。1 点目は、今の連携の話で問題になっていることは、
相互の尊敬の問題ではないでしょうか。お互いに尊重し合うということです。地域の人に
は地域の生活があり、そこに研究者が入ってくるときには、邪魔者かもしれないし、役に
立つかもしれない。ですから入っていくときには、きちんと礼を尽くせよというのが、多
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分、穴原さんがおっしゃったことだと思います。逆に研究者の側で礼を尽くそうと思って
いる人もいるわけです。ですから、相互の尊重し合いという、人間関係の基礎のようなも
のが、地域と研究者の間でちゃんとできることがものすごく重要なポイントだと思います。
それから、小池先生がおっしゃったのは、専ら研究者側から配慮しましょうというネッ
トワークの話だったと思いますが、地域の側からはっきりと条件を突き付けている例が、
石垣島白帄の「研究者のための白帄の利用ルール」です。これは既に公開されているので
はないかと思います。白帄で研究したかったら、最低限これだけのことは守ってください
という条件を研究者に突き付けています。これは逆に地域の側から見れば、
「地域として本
当にここの生活を第一に考えたときには、これだけのことはせめてやってほしい」という
お願いです。
2 点目です。今までは松田先生が半分しゃべっていましたが、ここからは僕の話になり
ます。先ほどの専門家といわれる研究者と、地域の素人の皆さんとの中間に値するトラン
スレーターという概念をご紹介します。去年、横国でセミナーをしていただきましたが、
フロリダの Mote Marine Laboratory におられるマイケル・クロスビーさんが言い出した概
念です。要するに、社会と科学者の間に文化の違い、言語体系の違いがあるだろうから、
それを翻訳する人が必要なのだという考え方です。マイケル・クロスビーさんは、専ら研
究者側の言っていることを行政に分からせるトランスレーターが必要だと言っていました
が、僕らはそれをさらに発展させて、社会のことが研究者に分かるようにトランスレート
する人も必要だということで、研究者の社会リテラシーという言い方をします。社会のこ
とが分からないからトラブルが起きることはよくあります。
MAB の話に戻ります。MAB がその特定の地域の現状の中でどう使えるのかは、地域を熟知
し、MAB も熟知したトランスレーターが初めて語れます。ですから、トランスレーター、
専門職としてのトレーニングも積み、なおかつ特定の地域・社会の条件についてよく知っ
ている人間が必要です。その一番いい候補は、先ほどの地域滞在（レジデント）型の研究
者、あるいはレジデント型の専門性を持った地域のおじさんという人たちだと思います。
そういう事例が今、たくさん出ているという実感を、私たちは地域環境学ネットワークの
中で持っています。ですから、例えば横浜国大のような、生態系に関する高い専門性を持
った若い人材が育っていくところからトランスレーターが生まれてくることが、非常に重
要なポイントではないかと思っています。

85

（穴原） 今のお話だと、私が幼いころに影響を受けたモイヤー先生はまさに地域のトラ
ンスレーターで、世界的にも有名で、なおかつ三宅を拠点に活動していました。その影響
を受けて私も意欲に燃えて、この大学に入り、マスターまで行きましたが、ドクターまで
行く意欲はなくて、地域に戻って中途半端な存在になってしまいました。私も本当は、そ
のような専門性などをきちんと身に付けた上で地元に帰れたら、より意味のある人間にな
ったのではないかと思っています。そこも尐し迷いましたが、まずは地域の中で、今やれ
ることをもう尐し見出した上で、実際に三宅島を売り出していくためには、どういう分野
が良くて、そのためにはどういう専門性をつけるのかというところを考えて、次のステッ
プにつながるのではないかと思っていた部分があったので、今の先生の話を伺って、私が
目指すところは地域のトランスレーターではないかとすごく感じました。

（酒井） 先ほどの綾町では、まさにそういう人がいて、それがキーになってうまくいき
そうだという話をしましたが、ほかにもうまく動きそうなところは、同じようなケースを
体験しています。奇しくも、両方とも本業をリタイアされた後に地元行政が嘱託職員とし
て雇用しています。ですから、行政側にもモチベーションがなければ、そういうことはで
きません。それから、そういうところが、セカンドライフではなく、新たな一つの雇用の
場になったら素晴らしいのではないかという気もします。
それから、一般的な科学者の立場に立ってみると、そういう方々がしっかりやってくだ
さると楽ができるというか、それでも必要ないというわけでは絶対にありません。地元の
人たちにとって研究者は必要だとおっしゃるのですが、よくよく聞いてみると、外の立場
の人に言ってもらうというプロセスが非常に効くのです。中の人が素晴らしいと言ってい
くら説明しても、どうしても利害関係者の中の話で疑心暗鬼になったり、話が進まなかっ
たりします。そこで、外の先生がこう言ったと、講演会をしてくれると物事が進むという
ことで、その効果はかなり大きいことが分かってきました。それだけのためと言ったら、
自分が惨めになりますが、それも含めてジェネラルの立場でかかわる研究者は必要だと思
います。そうすると、研究者もニッチ文化のすみ分けのようなものがあって、ジェネラル
の立場でかかわる人と、それから地域に張り付いてレジデンスとしてやってくれる人の二
段構えがいいのではないでしょうか。

（佐藤） 今、酒井さんがおっしゃったことはそのままですが、若い人がそういう立場に
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立つときに、どんなキャリアパスがあるのかは、実はかなり大きな問題です。松田先生の
スライドに出てきた白帄の上村真仁さんという方は NGO の WWF ジャパンの職員です。同じ
く石垣島で活躍なさっていた鹿熊信一郎さんは非常に優れた研究者でもあり、水産関係の
行政官です。そのように、NPO の方、行政官の方、さらにはいろいろなパターンがあって、
地域企業が地域の中で、さまざまなことの中核になっているような例もあります。また、
漁協などの団体職員の方など、本来の職業として期待されていることに加えて、トランス
レーションの役割を果たしてほしいと、地域からも雇い主からも思われるような人が現れ
るというのが今の状況です。そのようなものがこれから増えていくと思います。
それから、ついに始まったのは、例えば兵庫県豊岡市の事例ですが、昨年くらいに、生
物多様性の専門官が市役所に雇われました。そのような事例も始まっているので、未来は
明るいと思います。

（小池） 高校や中学の先生はそういうケースはないのですね。

（佐藤） あります。ただ、一般的に高校・中学の先生方は大変お忙しいので、それほど
時間的余裕がある方は多くありません。しかし、具体的には何人か顔が浮かぶくらいいら
っしゃいます。

（小出） トランスレーターの話に関しては、私が連携のパネルディスカッションを行う
上で、暗に構想していたのは、ドクターを取って研究者になりきれない人が、残念ながら
日本にはたくさんいます。それは生態学会でもシンポジウムが開かれるなど、問題になっ
ています。行き先がないことが結構弊害でもありましたが、日本の大学教育では研究者を
養成することを目的としてやってきたけれども、研究者としての受け入れ窓口が狭い現状
があります。そういう状況に対して、もう一つの意識を改革させて、自分の持っている専
門知識を使ってほかのところに新しい職を見つけて、仕事を作っていこうという動きがあ
ります。その中の一つとして、インタープリター、トランスレーターの方に研究者側から
も展開していくような流れがあるといいと思っています。
会場からも何かご意見がありましたらいただきたいと思います。

（フロア 3） 帝京科学大学の＊アサウミ＊です。思いつきの提案ですが、トランスレー
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ターをインターンシップなどに参加している学生などが行うのはどうでしょうか。今、私
の大学でも、地域の方と学生をつなげる活動を行っているサークルもかなりあります。イ
ンターンシップなどで、沖縄のくいなに調査に行くという学生もかなりいると思います。
研究者の方と比べて、学生は知識が尐ないということは自覚しています。それゆえに、よ
り地域の方に分かりやすい、くだけた解析ができるのではないかと思いますが、こういう
考え方を、研究されている方や実際に働いておられる方はどのように考えられますか。

（嶋田） 非常に貴重なご意見だと思います。今、小出さんからドクターを取った学生の
お話がありましたが、私の個人的な希望としては、大学院などで勉強している学生の方々
は、その勉強を必死にしてほしいと思う部分があります。自分でこれはやり遂げたという
意識があった方がいいのではないかと思います。漠然としていて申し訳ありませんが、あ
るテーマを見つけて、それをやり遂げて学位を取った上でやっていただいた方がいいとい
う気持ちがありますが、いかがでしょうか。

（佐藤） 同じことを別の面からお話しします。逆に地域の方から見たときに、信頼でき
る人でなければ、トランスレーターは難しいです。私が例に挙げた人たちは、地域の住民
として、例えば PTA 会長をやり、青年団の役員をやりというような立場で、じっくり根を
張って初めて信頼されて、その人の発言が重みを持ちます。ですから、学生さんがインタ
ーンシップで行く場合に私がぜひお勧めしたいのは、レジデント型の研究機関のトランス
レーターに弟子入りしてください。地域の中にいるトランスレーターに弟子入りして、そ
こでいかにそれが大変な仕事であるかを見ていただくのがいいだろうという気はします。
ですから、逆もまたしかりだと思います。科学者コミュニティーの中にいて、この地域
でこういう問題が起こっている、これは大変面白いことなのではないかと発言するにもそ
れなりの科学者コミュニティーからの信頼が要ります。かなりのそれなりの経験と実績が
必要だということは頭に入れてください。それに向かって、いろいろな形で研鑽を積んで
いただくのが大変楽しいと思います。

（フロア 4） とても重要なテーマだと思います。私は農工大学で野生動物の管理をどう
するかという重大な問題を扱っています。3 年間のプロジェクトの 3 年目ですが、レジデ
ント型の人はいません。
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地域全体のあちこちが深刻な問題のときに、課題をどうやってサーチングするかという
ことで、2 泊 3 日くらいで栃木県を選んでいきました。栃木県には卒業生がいたからです。
県と言えばそういう地域です。そういう空間スケールを考えて、その下に佐野市という演
習林があるところの信頼関係があったので、選んで行きました。イノシシの問題がありま
したが、研究テーマとしては一番やりたくなかったのです。生態をしている人はほとんど
いないので、とても難しいからです。しかし、それが一番大きい地域の問題なので、これ
は逃げられないということで、プログラムを組んで課題を設定してきました。それも地域
の人との話の中でやっていきます。
社会科学系の先生も入っていますが、そこで非常に警戒していたのは、
年数が 3 年間で、
地域の人たちも、終わったら帰るのではないかと思っていたのです。そこで、宇大も入っ
て、県レベルでは三者の協定を結んで、市レベルでは農工大と協定を結んで、終わっても
ずっと付き合っていくということにしました。しかし、予算がなかったらどうするかとい
うことになりますが、実習やベースが来るので、ずっとつなげていって、特に若い人が絶
えず行って、そのうち多分アクターが出てくるだろうと。実際にすごいスピードで、市の
方で鳥獣対策係ができてしまいました。そこに入っていけば一番いいですが、もちろんそ
れはありません。肉の処理場ができるなど、対策がアクセレートして、地域の中で農工大
のセミナーを行うと出てくるというように進んでいきます。
今日のお話は、地域にいるレジデントの一つがどうやって NPO と組んでいくかというこ
とでしたが、それができない場合にどうしたらいいか模索しています。先生方から何かア
ドバイスがあったらお願いします。

（小出） 難しいご意見だと思います。

（佐藤） 恐らくアプローチは多様だと思います。実際に地域環境学ネットワークの中で
見ていると、ものすごくいろいろなやり方があることは確実です。そのときに、例えば職
業としての研究者がいなくても、科学的な知識・技術を地域にトランスレートする人はち
ゃんといるような状況も起こり得ます。私が一番印象深く思っているのは、漁協がその役
割を果たしている、沖縄のある村の例です。
そのように、いろいろな形で知識の流通を担う主体が現れてくるということを、梶先生
は今、アクターが現れるとおっしゃったのだと思います。そのプロセスは、いろいろなも
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のがあり得ますし、今おっしゃったような農工大さんがしておられるような、大学が若い
人を送り続けることで、いずれその中で何かが生まれてくるというようなアプローチも当
然ありだと思います。そういう意味では、若い学生の皆さんに取りあえず先生の後ろ盾を
もらって行ってみるということもお勧めしたくなります。ただし大変です。こんな答えで
よろしいでしょうか。

（小出） ありがとうございます。パネルディスカッションは以上をもって終了します。
ご登壇いただいた 5 名のパネリストに盛大な拍手をお願いします。

（司会） 最後に、生態リスク COE の有馬眞教授より、閉会のご挨拶をいただきます。

閉会挨拶
有馬 眞 氏（横浜国立大学 環境情報研究院）

私がなぜここに立っているかと申しますと、3 月末まで環境情報研究院の院長をしてい
たことから、還暦をすぎた年寄りとして何か挨拶をということだと思います。さて、今日
のシンポジュウムで尐々ショックを受けたのは、穴原さんが「モイヤーさんは 60 歳のおじ
いちゃん」とお話になったことであります（笑い）
。穴原さんは本学教育人間科学部地球環
境課程を卒業され今日のお話のように大変活躍されています。私は講義の中で彼女に火山
について話をしたこともあり、今日、穴原さんから三宅島の火山とエコツーリズムについ
てとてもよいお話を聞くことができ、大変うれしく思いました。また、嶋田先生は大変遠
方から来ていただき本当にありがとうございました。演壇に急遽上がっていただいた佐藤
先生にも心から感謝いたします。
私は地球科学を専門としていますので、今日の話に関連した、また最近感じている地球
科学的なお話しをしたいと思います。今日のシンポジュウムで話題になったリテラシーと
いう言葉についてのお話です。私は若いときから夢中で自分の専門の研究をしてきました。
社会とのかかわり、地球科学が地域に与える影響をほとんど意識していないまま今日まで
研究を進めてきました。しかし東北地方太平洋沖大地震が発生し、このように社会とのか
かわりを意識せずに地球科学の研究を行ってきたことが恥ずかしいものだったと感じてお
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ります。地震災害も火山噴火災害も、また地球環境問題、例えば温暖化も、基本的にはグ
ローバルな地球システム変動によるものです。このような変動は、それぞれの地域に特有
な形で現れます。そのため、地域研究は非常に重要です。地域にどう変動が現れるかを研
究するには、地域の皆さまと協働で、多くの方々から知恵をお借りしながら行う必要があ
ります。
災害が発生したとき、個人は個人で、家族は家族で、コミュニティーはコミュニティー
で、国家は国家で、自らを守らなければいけません。例えば、福島第一原子力発電所事故
の放射能汚染から地域を守るためには、他に頼らず自ら行動を起こす必要があります。シ
ーベルトの計測状況を見ると、自ら行動を起こすことの重要性は明らかであります。多く
の地域では進んで独自に放射線測定を始めています。このような状況において、地域住民
が豊かな科学リテラシーを持つことが非常に重要です。リテラシーとは「識字」を意味し、
情報を的確に判断し、次の行動に情報を的確に応用できる能力をいいます。地域の人たち
が豊かな科学リテラシー持つことをお手伝いする、これが私たち研究者の本来の目的の一
つではないかと考えています。
今日は多くの方々から大変豊かなお話を伺い、多いに勉強になりました。皆さんありが
とうございました。

（司会） 以上をもちまして、グローバル COE 公開シンポジウム『生態系と人間～地域と
描く里山・里海の未来～』を閉会します。本日はご来場誠にありがとうございました。
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