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「森
も り

里
さ と

海
う み

」創刊によせて
　私たちは、「日本は海に囲まれた森の国」という表現をしばしばもちいています。
だれが最初に使ったのかはわかりませんが、日本の特徴を的確に表していると思い
ます。ところが、人間の暮らしの利便性や都市化のための開発で国土の7割を占め
る森が減っているだけでなく、森林や里山の荒廃も進んでおり、陸域における生態
系のバランスが大きく崩れつつあります。その影響は水圏、すなわち川と海に明瞭
に現れており、内水面漁業漁獲量と沿岸漁業漁獲量はともに1980年代の2割から4
割に減少してしまいました。また、沿岸域ではクラゲやヒトデの大発生が報道され、
最近は身の入っていない腹ぺこウニが沿岸の海藻類を食べ尽くして磯焼けを起こし、
大きな問題になっています。このような水圏の異変の原因として、いくつかのシナ
リオが提起されています。
　京都大学フィールド科学教育研究センター（フィールド研）は、森林を含む流域
の環境と生態系が荒廃し、森から海までの多様なつながりが分断され、それが川や
海に大きな影響を与えているのではないかと考えています。フィールド研は京都大
学の研究林、水産実験所、臨海実験所などを統合して2003年に設立され、設立時
から健全な生態系連環の再生に焦点を当てた「森里海連環学」を提唱してきました。
森里海連環学は、自然の仕組みと人間活動とのつながりの重要性を調べ、人類の幸
福のためになにをすべきかを研究し社会で実践する、自然科学と社会科学の多様な
分野を統合した学問領域です。
　森里海連環学の趣旨に賛同くださった公益財団法人日本財団から助成を受け、日
本財団との共同事業として2012年に京都大学学際融合教育研究推進センターに森
里海連環学教育ユニットを発足させました。このユニットでは、自然と共生する持
続的な人間社会について大学院生とともに考える教育研究プログラムを進めてきま
した。2018年度からそれを発展させた森里海連環学教育研究ユニットを立ち上げ、
森里海の連環機構の解明とそれを基盤とした地域振興への展開を研究する新たな事
業を開始しました。
　本号は、当ユニット初年度の報告書として刊行するものです。たんなる事業報告
書にとどまらず、自然の中で生きる人間の生と死をテーマに美しい作品をつくられ
てきた映画監督の河瀨直美氏の寄稿や、「森は海の恋人」で知られる漁師で文筆家
の畠山重篤氏との対談など、広い視点から自然を考えることができる報告書にする
ことを心がけました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森里海連環学教育研究ユニット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユニット長　山下　洋
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雪原には足跡ひとつない。

発した声は反射できずに行方不明。

だれもいない、人類が生まれる前の地球を想像する。

　　　　　　　　　　　！

一直線にならび、生えそろう木々が

人間のいとなみの痕跡をまざまざと見せつける。

鼻にぬける空気の冷たさに気づく。

からだが熱を発して、わたしの存在を宣言する。

私のいない世界にはもうもどれない。

自然はもう、私のいない世界にもどれない。

この地は、かつては森だったという。雪の下には、広大な畑と人工的
な一直線の道路が広がり、人間による開拓の歴史を伝える。
「十勝の春」（2017年3月11日、北海道十勝、撮影・時任美乃理）

古代と比較すると、
現代の脊椎動物の絶滅速度は
100～1000倍といわれている
出典・Millennium Ecosystem Assessment 編 "Ecosystems 
and Human Well-Being : Synthesis", 2005

1970～2014年のあいだに
生物多様性の豊かさが60%消失
出典・WWFインターナショナル「生きている地球指数」



54

「上谷の倒木」（2016年7月8日、芦生研究林、撮影・伊勢武史）

倒れた木を苔がおおう。

棺桶に投げいれられる花束みたいに、

生と死の輪郭をかたどっている。

緑色が増えるほどに、彼の存在は消えてゆく。

かつて彼だったからだのうえで、赤んぼうが芽を出した。

それがだれかを知らぬまま、

赤んぼうはつぎの時代をかけぬける。

前の時代もそんなふう、つぎの時代もそんなふう。

森、里、海にはそれぞれの内部に種々の環とそれらの連なりが存在する。

京都大学フィールド科学教育研究センター
『森里海連環学──森から海までの統合的管理を目指して』

森里海　Vol.1 森里海　Vol.1
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耳をつんざく轟音を背に 鈍色が飛ぶ

ぎらりと光る

しぶきが飛び散り、鈍色のいのちを祝う

かすめたコンクリートブロックがうろこをはがす

白く濁った鋭い破片が、表皮を傷つける

すすむ視界を茶色が染める

恐れることなく、一心不乱に飛び、跳ね、泳ぐ

そこの二つの目の玉よ

すぐに忘れる感動なら きれいな水をくれ

わたしが飛ぶのはわたしのためだ

わたしがつなぐいのちのためだ

森林からの流出水は最終的に海に到達するまで、さまざまな生物に生息
する場を与え、すべての生命を支えている。

京都大学フィールド科学教育研究センター
『森里海連環学──森から海までの統合的管理を目指して』

環境問題といわれるが、環境に問題があるのではない。問題は、自身の
行動が環境に対して与える影響を認識できず、その自主規制ができず、
その社会合意ができない人間の側にある。

京都大学フィールド科学教育研究センター
『森里海連環学──森から海までの統合的管理を目指して』
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「寿司を半値で食える未来」をめざして

やました・よう　1954年、鹿児島県に生まれる。1983年に東京大学大学院農学系研究科博
士課程修了。東京大学海洋研究所助手、水産庁東北区水産研究所主任研究官、京都大
学大学院農学研究科助教授。2003年から同大学フィールド科学教育研究センター教授。

はたけやま・しげあつ　1943年、中国上海に生まれる。宮城県気仙沼湾で牡蠣や帆立の
養殖業を営む。1989年に「牡蠣の森を慕う会（現・森は海の恋人）」を立ちあげ、植林活動
を続ける。京都大学フィールド科学教育研究センターの社会連携教授を務める。

養殖用の筏が浮かぶ舞根湾全景

舞根湾・水山養殖場の風景

山下　「つながり」というと抽象的に聞
こえるかもしれませんが、食べものから
考えてみるとより身近に感じられると思
うんです。畠山さんの牡蠣がまさにそう
ですが、自然のシステムが食べものをつ
くってくれていますから。

になる」って言っているんですよ。（笑）
気仙沼で大トロが1,000円だとしたらシャ
リ代は20円で、980円は寿司ネタ代。寿
司ネタがばんばん獲れたら寿司屋だって
安くしても儲かります。理屈でいわなく
ても、とにかく寿司を半値で食えるよう
な環境に戻すにはどうしたらいいかを考
えればいいんです。
山下　それはわかりやすいですね。（笑）
畠山　ここには京都大学の学生が研究し
にくるわけだけど、夜にはね、穴子釣り
に連れていくんですよ。生まれてはじめ
て穴子を釣って、次の日には自分でさば
かせて、炭火で焼いて食わせるわけです。
みなさんはじめての経験に驚いてくれま
すが、これはすごい教育です。なんで穴
子がここにいるのか、食物連鎖はどうなっ
ているのか、自分で獲って料理して、味
わってからだったら話もすぐにわかるも
のですよ。
山下　どんな学生でもフィールドに出る

畠山　牡蠣って寡黙で目立たなくてね。
以前、『牡蠣礼賛』という本を書いたと
き、たくさんの人に興味をもってもらう
ために、奥の細道「オイスターロード
説」って考えたんですよ。夏の暑いころ
に、芭蕉は秋田県の象

きさ

潟
かた

から新潟、富山
へと日本海側を旅して行ったわけですが、
おにぎりと梅干しだけではさすがにもた
ないのではと。それで通ったところをみ
てみると、どこも岩牡蠣の産地なんです。
だから奥の細道をぶじに終えることがで
きたのは牡蠣のおかげではないかと思っ
ているんですよ。ただね、牡蠣の句がひ
とつもないんです。（笑）牡蠣の季語は
冬なので詠めなかったのかな。
山下　そのころは岩牡蠣と真牡蠣の違い
もわかっていなかったのかもしれません

ね。「オイスターロード説」は、まさに
牡蠣を育てている畠山さんならではの仮
説だと思います。

畠山　「海を守るためには、山に木を植
えないといけない」というのは、牡蠣を

ことが森里海連環学の大きな特徴です。
いちど現場の親水空間を経験するともの
すごく影響を受けますね。
畠山　やっぱり実験室で見るものと自分
の目で見たものとでは違いますものね。

やらないとわからなかったと思います。わ
れわれ実際海で働いている人間と他の人
とでは海を見る目が違いますからね。「森
は海の恋人」運動を始めたのは平成元年
ですが、きっかけは日本各地の牡蠣の産
地を訪ねるようになってから。川の流域の
環境が悪くなると海があっという間に枯
れていくことに気づいたんですね。最近
は日本で初めて本流のダムをなくした球

く

磨
ま

川
がわ

の荒瀬ダムに通って海の変化を見て
いますよ。
山下　森と海のつながりでいうと、やは
りダムの存在は大きいですよね。ダムは
小石や砂をためて泥のような細かい粒子
だけを流してしまうんです。さらに流域
が手入れの悪い荒廃林だったりすると、
たくさん土砂が川に流れてきます。泥は
水圏生態系の〈破壊者〉です。その中で
元気に生きていられる生きものは基本的
にはほとんどいませんから、漁獲も減っ
ていきます。荒廃林とダムの組み合わせ
は最悪のメカニズムのひとつなんです。
畠山　やっぱりね。森里海の連環がちゃ
んとするとね、私は「寿司の値段が半分

山下　実習で学生に魚を獲らせています
が、他大学の先生から「小学生向けの実
習ですね」と言われたこともあります。
しかし、日本の未来を担うリーダーに
なっていく人たちが、魚を獲ったことも

舞根湾のフィールドで学ぶ京大生

森はやっぱり海の恋人

京都大学フィールド科学教育研究センターの山下洋氏と、
漁師でありながら森と海をつなげる社会運動を展開している畠山重篤氏。
今回は畠山氏の拠点である気仙沼舞

もう

根
ね

地区にある舞根森里海研究所で、
森里海連環学のキーパーソンであるお二人に「つながり」という価値観を取り戻すためのヒントをうかがいました。

聞き手・コーディネーター　兼松佳宏（京都精華大学人文学部 特任講師）

山下 洋
森里海連環学教育研究ユニット ユニット長

畠山重篤
NPO法人 森は海の恋人 理事長

S
h

i g e a t s u  H a t a k e y a
m

a

Y o h  Y a m a s h i t a

巻頭対談
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復興が進む舞根湾。住民の多くが高台に移転
することで「防潮堤は不要」と宣言し、森、川、海
と人のつながりを守った。手前の池が汽水湖

切り取って深く研究するような「部分最
適化」はある意味でやりやすいのですが、
それでは個別のシステムが複雑に重なっ
たシステム全体のことは考えられませ
ん。森里海連環学がめざしているのは人
類が持続的に繁栄できる「全体最適化」
であり、そのためには自然科学はもちろ
ん社会科学も重要になります。
畠山　山に木を植えてみてすぐ気づいた
ことだけれども、日本は暖かくて雨が多
いから苗を植えれば森はどんどん育つわ
けです。でもいくら森がよくなっても、
その流域に住んでいる人間が意識を変え
なければ、結局どうにもならないってこ
とじゃないですか。
山下　まさにそうです。自然のシステム
を学ぶことで人間が変わっていく。そう
やってはじめて環境も変わっていくんで
すよね。とにかく世界的にみてもはじめ
ての試みだったので試行錯誤してきまし
たが、最近やっとさまざまなデータが集
まってきました。
畠山　たとえばどんなものがありますか？
山下　森里海のつながりをあきらかにす
るための要素として、私たちは「栄養」、

ないという方がよっぽど危ない。身をもっ
て自然のシステムを体感することがたい
せつなんです。そういう私自身はたんに釣
りが大好きで魚の研究をはじめたわけで
すが。（笑）

畠山　それにしても、京都大学が「森里
海連環学」というトータル的な学問を興
すって話を聞いたときは嬉しかったです
ね。山の人が山に木を植えるのは、まあ
当たり前ですが、「漁師が山に木を植え
る」という発想は、行政も学者の方にも
なかなか受け入れてもらえなかったです
から。実際に京都大学の森の研究者と海
の研究者がそろって訪ねて来られたとき
はビックリしましたね、そんな取り合わ
せは縦割りだったら絶対なかったわけで。
山下　ありがとうございます。ただ、〈森〉、
〈里〉、〈海〉というのは結局、日本そのも
のですから。日本の中央には山脈があっ
て、降った雨は森から川を流れて里を潤
して海に出る。その間にいろんな人たち
がその恩恵を受けている。そのすべてを
研究しようとなると……。
畠山　何十年もかかる。
山下　まさに100年単位で取り組まない
といけないサイエンスです。だからだれ
もやりたがらないんだけど、だれかがや
らなければいけない。全体のごく一部を

「水」、「粒子」に注目しています。さき
ほどお話したダムの泥は「粒子」の話で
すね。「栄養」の一例でいうと、九州に
大量の栄養を川に出している森があるん
です。その川にはウナギもたくさんいま
す。ただ、それは正確には森で生まれた
栄養ではなく、大都市から排出された窒
素化合物が起源だと考えられています。
窒素化合物が空気中を運ばれて山に当た
り森に落ちてくる。森は基本的に窒素が
不足しているので普通であれば外に出さ
ないのですが、余剰分は流れていきます。
とはいっても汚染物質のままではなく、

森がいちど蓄えて長い時間をかけて水生
生物が利用できるかたちで出しているよ
うです。想定外でしたが、そんな森の役
割が見えてきました。あとは「水」です
ね。水量のコントロールもとても重要で
す。森が水をキープしていつも滔

とう

々
とう

と川
に流していくことで、豊かな河川水が海
へ出て沿岸水がかき混ぜられて沖の海底
の栄養が入ってくる。つまり海の生産力
を高めているのは陸の力なんです。
畠山　いやあ、本当にうまくできている
ね。やっぱり森は海の恋人なんだね。（笑）
山下　そうですね。畠山さんが広めてこ

られたことを、少しずつ科学的にも説明
できるようになってきています。
畠山　こちらは素人だからね、科学的な
裏付けはとても助かるわけです。今日も
いろんなことを学ばせていただきました
が、ますます自信をもって広めていきた
いですね。

畠山　このあたりは2011年の地震で
80cmも地盤沈下したんです。すると潮
が小さい川を遡って、耕作放棄地の田ん
ぼがあったところに入ってきて汽水湖

森はやっぱり海の恋人だった

森里海の象徴としての舞根

平成元年から続く「森は海の恋人」植樹祭

（左）水山養殖場での漁
（右）豊かな環境が育んだ
絶品の牡蠣

森はやっぱり海の恋人
巻頭対談
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（左）畠山氏「日本の未来を考えるとき、森里海の関係さえちゃんとしていけば心配はないんです」
（右）山下氏「舞根は海も山も全部そろっていてまさに森里海連環学の象徴のような場所です」

（上）日本財団の助成で完成した「舞根森里海研究所」
（下）ハゼの一種であるチチブ。舞根では「ドロボウカツカ」と
よばれる

震災後に出現した汽水湖の調査風景

↙ ↙

↗

ができたんですよ。それで生きものが
わーっと増えてきてね、ウナギなんかも
戻ってきました。ただ災害復旧でいうと、
もう一回埋め立てて農地に戻しませんか
という話も出てきたんですね。でも、こ
の貴重なフィールドはなんとか残したい
ということになって、借金をして土地を
買うことにしたんです。この年齢になっ
て自然の水族館長になるなんて思いもし
ませんでしたよ。

魚類図鑑にチチブについて4ページお書
きになった。そんなご縁もあって宮内庁
から声がかかって陛下と話をする機会が
ありまして。そこで舞根の汽水湖の話を
したらものすごくお喜びになったんですね。
山下　あまり知られていませんが、陛下
は有名な魚類学者なんですよね。論文も
たくさん書かれています。
畠山　それで「全国植樹祭」や「全国豊
かな海づくり大会」には両陛下もいらっ
しゃるわけですが、まだ森と海と別々で

デザインを考えるときに、森里海の関係
さえちゃんとしていけば心配ないという
ことがわかってきた。これからの森里海
連環学の仕事として、そういう大きな方
向性を位置づけていってほしいですね。
山下　まさにこれからの日本列島改造論
ですね。国土改造というとこれまではコ
ンクリートを使ってきましたが、コンク
リートはメンテナンスが必要ですし寿命
もあります。いま東北で整備されている

てきませんでした。そのような局所的な
努力をまじめに一所懸命重ねてきた歪み
が、地球環境問題を生み出してしまった
と思っています。だから同じことをして
いてはだめで、21世紀に必要なのは森
里海連環学のような全体最適化のための
サイエンスです。日本はもちろん世界の
人びとの幸福度を高めるためには、局所
的にはこれまでより低い水準にならざる
をえないこともありえる。そうすると当
然ですが抵抗もありますよね。でも「全

山下　地震も自然現象ですからね。この
汽水湖こそ本来の原形復旧の姿なのかも
しれません。舞根には日本財団の支援
で2014年に完成した森里海研究所もあ
りますが、海も山も全部そろっていてま
さに森里海連環学の象徴のような場所で
す。震災直後は大変なこともありました
が、みんなの努力によって、研究におい
ても教育においても重要な拠点になりつ
つありますね。

すよね。海づくり大会の式典では両陛下
が魚の赤ちゃんを海に放流されるのです
が、枯れている海ではよくないと陛下も
気付かれていて。それで「森と川と海は
ひとつにしなければならない」とはっき
りおっしゃったわけです。
山下　つまり全国植樹祭と全国豊かな海
づくり大会をひとつにしていくことがた
いせつですね。林野庁も水産庁もけっし
て譲らないと思いますので、農水省全体
で新たに「森里海の日」を実現するとよ

巨大防潮堤も50年くらいしかもたない
わけで、はたして50年後に作り直す体
力が日本にあるのでしょうか。結局、問
題を先送りしているだけですよね。これ
からの国土改造は自然のシステムをいか
して、メンテナンスフリーに近づけるこ
とが重要です。生態系のなかで人類が幸
福に暮らしていくためにどうすればいい
のか、自分ごととしてまじめに考えなけ
ればいけません。実は私の父はかつて建

体的に見ると、そして長期的に見るとこ
ういうメリットがあるからそうするべき」
と説得力をもって示すことができたら、
前向きな対話が生まれると思うんです。
畠山　「これからはこっちだ！」と大き
な方向性さえ示すことができれば、みん
な頭がいい人たちだから、枠さえ決まれ
ばどーっといきますよ。いまの技術と才
能を集めればかならず実現できます。最
近は絶望的な話ばかり聞きますが、私は
森里海連環学を通じて希望を伝えていき

畠山　こうして「フィールドとして残そ
う」という発想になったのも、京大との
関わりのおかげです。そういうモチベー
ションがなければ借金なんかしないです
よ。（笑）最近嬉しかったのは「ドロボウ
カツカ」が戻ってきたことですね。一般
的にはチチブというんですが私にとって
は小さいころからの思い出の魚なんで
す。それでちょっと話は飛びますが、天皇
陛下（現・上皇陛下）が小学館から出た

いかもしれません。
畠山　それでやっと森里海連環学が表舞
台に出るわけですよ。これまで縦割り
だった行政も学者も、ますますやりやす
くなっていくのではないでしょうか。

畠山　日本は真ん中に山脈があって日本
海と太平洋に川が流れて、汽水に囲まれ
た国です。それこそが日本の豊かさの源
なんですよね。だから、日本のグランド

設省の河川局に務めていて、ダムを造る
ことが仕事でした。そのおかげでずっと
私の遊び場は川だったわけですが、ダム
とは違う方法を探究することがいまの仕
事になってしまいました。
畠山　そうでしたか、それも宿命ですね。
山下　くり返しになりますが、20世紀
は部分最適化の時代でした。川でいうと
利水と治水をめざしましたが、環境や生
態系といった全体についてはあまり考え

たいですね。
山下　畠山さんのおっしゃったように、
寿司の値段が高いままだったら日本人は
不幸になりますからね。
畠山　やっぱりそこですね。じゃあ、こ
のあと気仙沼の寿司屋に行きましょう！
せっかくですからごちそうしますよ。（笑）

2019年3月15日（金）舞根森里海研究所にて

これからの日本列島改造論

森はやっぱり海の恋人
巻頭対談

＊汽水とは、淡水と海水が混じりあった水をさす
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河瀨直美
映画監督 かわせ・なおみ　生まれ育った奈良

を拠点に映画を創り続ける。一貫
した「リアリティ」の追求はドキュメン
タリーフィクションの域を越えて、カ
ンヌ映画祭をはじめ、世界各国の映
画祭での受賞多数。代表作は『萌
の朱雀』『殯の森』『２つ目の窓』『あ
ん』『光』など。世界に表現活動の
場を広げながら故郷奈良にて「なら
国際映画祭」を立ち上げ後進の
育成に力を入れる。東京2020オリ
ンピック競技大会公式映画監督
に就任。プライベートでは野菜や
お米を作る一児の母。

　2009年7月、今世紀最大と言われた皆既日食に奄美大島で立
ち会うために、10日前から息子とふたり、フェリーで島に向かっ
た。この期間は携帯やパソコンから離れた生活を送ろうと心に
決めていた。唯一の通信手段はホテルの電話。それもファック
スなどでメッセージを送っておいてもらうということのみにし
ておいた。大阪港から出発した船は約24時間かけて南の島へ
上陸する予定だ。夜が来て朝が来て、また夜が来る頃、わたし
たちは奄美にたどり着いた。途中見渡すかぎりの海を眼前に少
し心細くなっている自分を発見していた。到着後はレンタカー
を借りてホテルにたどり着き、息子を寝かしつけた後は空一面
に広がる星を眺めて波の音を聞いた。

　祖先は奄美大島にいたと聞いたのは息子を身ごもったと知っ
た夏の日だった。しばらくぶりに再会した実の祖母が夕飯の途
中に打ち明けた事実だった。グーグルマップで彼女が口にした
集落の名前を入れてみると、海岸線に広がる小さな村であるこ
とがわかった。奈良で生まれ育ち海のない環境で育ったわたし
にとって、海に面した場所で暮らすことは憧れだった。すぐに
も飛んでゆきたい気持ちになったがそれから数年間は多忙を理

由にその土地を訪れることはなかった。子育てに追われていた
というのも理由のひとつだった。息子が小学校に入る前には
と想い続けてようやくその地を踏みしめることができたのは
2008年の春先、彼が5歳になる年だった。先祖の暮らした集落
の浜辺には浜昼顔が楚々と咲いていた。小雨降る朝の海岸を歩
いていると、ふとずっと遠くの記憶が蘇るような気がする。人
間が生きとし生けるものとしてその生をまっとうする姿をこの
海は見つめ続けてきたのだろうか。
　滞在中は息子と同じ年頃の子供が集落で遊んでいるのに一緒
に混じってわたしも彼らとの時間を楽しんだ。お腹が空けばご
飯を食べ、眠くなれば眠り、月は満ち欠けしながら、季節が移ろ
う様を愛でる。こうして暮らす日々のなんて豊かなことだろう。
目の前に起こる出来事がすべてであり世界だ。そのことに心を
馳せることを現代人は忘れてしまっているのだなと切なくなった。

　ある日の夕方、集落の中にあるゲートボール場のベンチに腰
掛けているおじいさんがいた。ふと話したくなって近づくと知
らない名前を呼ばれた。首をかしげていると見間違ったという。
よく聞くと、見間違ったのはわたしの高祖母とわたしなのだっ

た。黄昏時でシルエットだったというのもあるだろうが、その
おじいさんは自分が幼い頃に戻ってわたしの高祖母を見つめて
いたのだ。奄美に暮らす人々の時間や空間の感じ方のスケール
がとてつもなく大きいのだということ。その時空がこのおじい
さんによって繋がれ、わたしに宿ったこと。そんな不思議な感
覚を全身で感じていた。
　皆既日食の瞬間は、この集落に暮らす人々と過ごした。次第
に暗くなっていく辺りの景色、月と太陽がまぐわうように重な
り合った瞬間、わたしはひとりでも立っていられる強さを得た
ような感覚にあった。この自然の偉大なことよ。人間がコント
ロールできるだなんて考え自体が愚かであること。人間だけが
快適であればいいだなんて考えの上には、人類が自ら破滅して
しまうだろうことがその瞬間ありありと目に浮かんだ。
　フェリーに乗って大阪港に向け帰路に着くころ、行きの船で
感じた不安は一切なくなっていた。わたしはわたしでしかなく、
あなたはあなたでしかなく、自然はただそこにあり、わたした
ちはそこから恵みをいただいている存在であること。そのこと
への感謝がとめどなく溢れ出て、この感覚をひとりでも多くの
人に伝えたいと想い、その役割の中にある自分の生をまっとう
しようと誓った。

祖先の暮らした奄美を訪ねて

わたし、自然、時間が重なりあう

essay

初めて訪れた奄美大島にて、息子と夕日を眺める（2005）

奄美大島を舞台にした『2つ目の窓』の撮影（2013年秋）

P
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森里海のかかえる問題
森里海連環学教育研究ユニットの取り組み❶ 日本は、四方を海に囲まれ、国土の約7割を森林が占めます。

この森と海の国では、森と海が川をとおしてつながり、豊かな生態系を築いてきました。
その恩恵を受ける私たちは、古くから、魚を獲って食べたり、森の木を住まいの材料にしたり、
ときには癒しの場、交流の場として自然を利用してきました。
しかし、都市化や自然の人工改変で、森の姿が形を変え、海に生息する生きものも数を減らしています。
いまいちど、人間の営みをふり返ってみましょう。

農村、山村の過疎高齢化

農産物の生産をささえる農山村地域では、人口の減少と高
齢化がすすんでいます。農業の担い手が減ることで森林や
田畑の手入れができずに荒廃し、農作物の収穫量が減っ
て生態系や人間の暮らしに影響を与えつつあります。

森林の荒廃

スギやヒノキなどの人工林は、密集
して植林されます。これを間伐せず
に放置すると、窮屈なことから木は
大きく育たず、枝葉が空を覆い、暗
い森となって、地表のほかの植物を
育たなくします。通常、木は大地に根
を張り巡らし、みずからの体をささえ
ています。木や草は雨水を吸収しま
すが、荒廃した森では雨水は吸収さ
れずに土砂とともに地表を流れて、
洪水や土砂崩れを引き起こすことも
あります。

都市の発展

各地で都市化がすすんでいます。ビ
ルの建設や道路の舗装などによる自
然環境の変化は、生きものたちを本
来のすみかから追いやっています。
いっぽうで、都市に人が集まり、農山
村の人口が減って自然が野生化す
ることも、森里海連環の分断を誘発
する要因となっています。

食 害

シカやイノシシの増加が各地で問題に
なっています。森の植物や農作物が食
べられて植生や生態系が変化したり、
土壌の劣化を引き起こすなどしています。

生物生産力の低下

生物多様性が低下すると生態系が劣化し、私たちが
日々 享受している食べものや木材などが得られなくなっ
たり、酸素や水の量が不安定になって豊かな環境の
基盤が崩れたりします。地球上では、すべての生きも
のが互いに関係して生きています。たった一つの種
でも、個体数が減ったり、爆発的に増えると、ほかの生
きものに影響を与えます。

漁業資源の減少

日本沿岸の漁獲量は、1985年をピーク
に減少がつづいています。その理由に
は、ここであげたさまざまな要因が複雑
に絡みあっています。

生態系の異変

水温の上昇、酸素の減少、養分のバラ
ンスが崩れるなどの環境の変化が原因
で、クラゲやヒトデの大発生、海藻の激
減（磯焼け）などが頻発しています。エビ、
カニや貝類などが急激に減っており、漁
業にも被害をもたらしたりします。

資源利用

里山としての森の利用は可能でしょ
うか。また、木材供給のために植林
されたスギやヒノキの人工林は手
つかずのままです。これらの森の資
源を有効に利用することは、森と人
のつながりの再生に貢献するでしょ
う。しかし、その利用によって、森、川、
海のつながりに悪い影響を及ぼさ
ないようにしなければなりません。

藻場

水の流れをやわらげ、外敵から魚の子
どもを守り、葉の上の小さな生きものな
どの豊富なエサを提供してくれるゆりか
ごです。栄養分を吸収するので、海の
富栄養化を防止します。生物多様性の低下

河川の人工改変

ダムや堤防の設置など、人の手で河川
の構造や流れが改変され、防災と水の
利用が図られています。いっぽう、ダム
によって魚などの生きものが河川と海と
を行き来できなくなって生息地が分断
されたり、護岸工事ですみかをおいや
られたりしています。

埋め立てや護岸工事

埋め立てや護岸工事で、干潟や浅海域
（藻場）が姿を消しています。干潟や浅
海域は、多様な生物が生息・産卵する
場であるなど、生物多様性と生物生産
にとって重要な場所です。埋め立てに
使われる土砂などから有害物質が溶け
出し、水質に影響を与えることもあります。

植物は、光エネルギーを使って水と二
酸化炭素から炭水化物を合成し、みず
からの体を維持し増殖しています。動
物はこれを食べて成長し繁殖します。
この活動を生物生産といいます。水中
に食物連鎖の基礎をささえる植物プラ
ンクトンが健全に生息することは、海を
豊かにして生態系を安定させる重要な
要素です。
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連環の再生への道すじ
森里海連環学教育研究ユニットの取り組み❷

森里海の健全な連環をとりもどすために、私たちにはなにができるでしょうか。森里海連環学教育研究ユニットでは、
その手がかりを見つけようと、森里海の連環を科学的に解明し、市民と連携した社会活動を展開しています。

藻場の広さ、
酸素濃度を測る
藻場は水中への酸素の供給
源です。海中の酸素濃度が
低下し、「貧酸素化」とよばれ
る状態になると、生きものは健
全に生きることができません。

陸や海に関わる調査データは、多岐におよびます。地域に
よっては調査するデータも変わるので、調査データも対象
地域も大規模とならざるを得ません。近年の解析技術の進
歩で、大量のデータから、相互に関係性の高い可能性があ
るデータを選び出せる統計技術が生まれました。この計算
には、何百種類にもおよぶデータを集める必要があります。

●�暮らしにまつわるデータ……流域の人口密度、水田・耕作地・建物の数と量、
	 	 　　　	農薬の使用量、土木工事の数など
●�水質に関するデータ……有機物や土砂・栄養塩・汚染物質の量、
	 	 　　河川の水量など
●�河川や海岸の環境のデータ……埋立地の面積、護岸の現状、構造など
●山や森のデータ……森林率、植生、傾斜、地質など

陸と海のあらゆるデータを集めて
複雑な関係をひもとく

森里海のつながりを結
びなおすことが、豊かな
海の再生にどれだけ効
果を発揮するかを、これ
までの知見を総動員し
て予測します。地域ごと
の特性も考慮しながら、
豊かな森、川、海をとりも
どす具体的な技術を提
案します。

森里海連環を
修復する方法を考える

得られた知識を総合し
て、森里海の連環度を
評価する指標をつくり
ます。評価の結果を
〈見える化〉して、地域
や行政が参考にできる
かたちで公表します。

森里海の連環度を評価する

環境DNAを使う
生物の多様性が保たれているこ
とは、植物や動物をはじめ人間
活動にいたる環境をふくむ生態
系がきちんと機能している証拠
です。森里海連環学教育研究ユ
ニットでは、とくに魚類の種数に着
目し、環境DNA分析（→20ペー
ジ）を使って多様性の現況をあき
らかにします。

植物プランクトンの量を知る
食物連鎖の基礎をささえる植物プ
ランクトンの量は、海の生態系の状
態を知る重要な指標です。植物プ
ランクトンが増えすぎると、赤潮の
発生につながります。少ないと、食
物連鎖が健全に機能しません。植物プランクトンには、クロロ
フィルaという色素がふくまれています。光エネルギーを吸収
する役割があり、光合成に欠かせない物質です。人工衛星に
搭載されたセンサーが測定したデータを解析して、海中のクロ
ロフィルa	濃度を推定しています。

海に生息する
生きものを調べる

集めた多様なデータを分析・解析し、森や里の多様な要因が
海の生態系にどのような影響を与えているかをあきらかにし
ます。コンピュータ・シミュレーションや統計解析技術、人工知
能も駆使して、取り扱いがむずかしいビッグデータのなかに埋
もれていた情報を取り出していきます。

森里海連環を
より確かな科学へ

2018 2021

LAPスタート

データを
集める

地域との
つながりの
土台づくり

シンポジウム

市民講座

協働により
森里海の再生を進める

流域の地域住民との協働による調査、シンポジウムやワーク
ショップをとおして、森里海の「伝統知」や科学的知見を共有し、
森里海連環の修復、再生の手立てを考えていきます。

森里海と社会との
関係を考える

森里海の分断は、社会にさ
まざまな問題をもたらしま
す。漁業量の低下による経
済損失や、私たちが自然と
関わるレジャーの場の損失
などがその例です。こうし
た影響を推定し、地域社会
への影響を評価できる手
法を考えます。

防災の観点から考える

健全な森林は土砂崩れを抑制します。マングローブ林は津波
や高潮の被害を軽減します。生態系の一部にはそのような防
災・減災の機能が備わっています。逆に、森里海を分断すれば、

災害を引き起こすかも
しれないのです。森里
海連環の整備と防災と
の関係を予測しつつ、具
体的な技術提案にい
かします。

科学を
社会につなぐ

漁獲量の変化を調べる
水産物の沿岸域での漁
獲量データを集め、変化
を調べています。

データを
解析する

生物多様性を測る
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無色透明な水にのこされた生きものたちの痕跡

　私たちが日々、口にする食品を確保す
るうえで、もっとも自然のシステムに頼っ
ているのが水産物。野菜などの作物や牛
などの畜産物は人の管理のもとで育てら
れるものが多いが、水産物の多くは天然
物だ。「市場には、季節を問わず数百種
もの魚類が並んでいます。ところがお肉
の種類はというと、牛、豚、鶏、羊、それ
にわずかなジビエくらい。水産物にも養
殖ものはありますが、天然のものほどの
多様性はカバーできていないでしょう」。

くまれるDNAを、採取した水をろ過し、特
殊な装置で濃度を上げて分析します」。
　環境DNA手法の利点は、特別な知識
やテクニックなしに、だれもが採水でき
ること。「紐をつけたバケツを川や海に
投げこみ、紐をたぐりよせて採水するだ
け」。従来の魚の生息調査では、網で捕
獲するか、水中に電気を流して痺れて浮
いた魚を拾う方法が主流。大きな魚は浮
いてこなかったり取り逃がしたりと、調
査する人、時、場所の違いで精度は違っ
ていた。「採水さえできればOK。ドロー
ンを使っての採水にも挑戦しています」。

日本全域の32河川をいっせい調査

　森里海連環学教育研究ユニット
（LAP）では、日本の109の一級河川から、
北から南までまんべんなく32の河川を
選び、環境DNAでの生物多様性調査を
実施した。選定基準は、流路延長＊1が同
じくらいの長さの川であること。手はじ
めに、都市部を流れる東京の多摩川、豊
かな自然がのこる島根県の高津川など、
性格の異なる5河川で調査した。「多摩川
と比べると、高津川は魚種が圧倒的に豊
富で、希少種も多く検出されました。人
間の活動が生態系に影響を与えている根
拠の一つになるでしょう」。ほかの27河
川も2018年秋には採水を終え、いまは
解析の最中だ。

　とはいえ、都市圏に近い海域では、生
息する魚の種類は減っている。笠井教授
は、北海道から南西諸島に至る日本各地
の567地点にどんな魚が生息しているの
かを、2017年に調査した。「都市から近
い東京湾、伊勢湾、大阪湾の魚種数は、
ほかの海域と比べてあきらかに少なかっ
た。ほかの海域でも、都市化や人の活動
が活発化すれば、同じ状況が引き起こさ
れるかもしれません」。

　環境変化の原因を人間の影響だと根拠
なく断定するようでは、科学の名にもと
る。まずは根拠を積みあげ、客観的に推
定を重ねる冷静な姿勢・視点を欠かさ
ない。「日本近海では、北海道の海より
も南の海のほうが魚種は多様です。し
かし、生息量は圧倒的に北海道が多い。
ヨーロッパは日本よりも高緯度で、河川
の魚の数は少ないのですが、日本のよう
な護岸工事はされず、自然の風景がの
こっている。なにをもって『豊か』と考
えるかは、一概にはいえません。いった
ん立ち止まって、自然を見つめることも
科学者の態度です」。

海のそばの新天地でいだく新たな使命

　大学時代に海流の研究に没頭し、以来
つねに海のことを考えてきた。疑問の原
点は、育った香川県で目に焼きついた赤
潮の風景。日本の養殖業の発祥の地とい
われる香川県の1970年代は、養殖ハマ
チ（ブリ）の生産量が急速に増加した時
期。しかし、高度経済成長の時代で、工
場排水や生活排水の影響で栄養分が増え
すぎた海にプランクトンが大量発生し、
赤潮を引き起こしていた。「大量のハマ
チが死に、大きな経済損失が出ているこ
とが連日報道されていました。その記憶
が、海を考えるときの私に、人間の影響
を無視できなくさせているのです」。

飛び道具は、紐つきのバケツ

　このプロジェクトの技術的な鍵となっ
たのが「環境DNA手法」。この5年ほど
で技術が飛躍的に進歩して詳細な情報を
得られるようになった。水や泥などにふ
くまれる微量のDNAを分析して、そこ
に生息する生物の痕跡を検出するという
ものだ。「水中には生物が排出したフン
や尿、はがれた皮膚、ちぎれた植物の葉
や茎が漂っています。こうした有機物にふ

　2015年に北海道大学水産学部の教授
に就任。20年近くをすごした京都を離
れ、函館湾を眼前にのぞむキャンパスで
教鞭をとっている。LAPでは、東日本
地域を中心に河川調査を主導。活動を日
本全域に拡げる一翼を担う。「北海道の
人たちは達観しています。自然には敵わ
ないと知って、無理に抗おうとはしな
い。そうした姿勢に自然との向きあい方
を学ぶことは多いです。北海道の寒さに
は慣れました。むしろ、京都の底冷えの
寒さがこたえます（笑）」。毎週、バケツ
を片手に函館湾に出向き、採水する。「海
は午後には荒れるので、早朝6時出発。
フィールドが大好きで、ほとんど大学に
いない月も……」。
　スルメイカやタラなどを特産品とする
函館では、漁業者はもちろん、若者の海
への意識も強く高い。環境DNA手法に
関心をもつという地元の水産高校の学生
とも、共同で調査計画がすすんでいる。
「頼もしさを感じますね。環境DNAは
手軽です。危険だからと、海や川に近づ
くことを禁止されている子どもたちが水
辺に親しむきっかけとなればと、構想を
練っている最中です」。新たな使命を背
に、目線はいま、函館の地から未来に向
いている。

北海道大学函館キャンパス近くの海岸での採水調査。海が荒れたときや寒
い時期など生物の捕獲調査がむずかしいときでも、採水だけなら比較的容易

小型の地曳網で魚類を採集。実際に生息している魚類を捕獲して調べ、環境
DNAで検出される魚種と対応しているかを確かめることもたいせつ

A k i h i d e  K a s a i

森里海をつなぐ人

かさい・あきひで　1965年、兵庫県に生まれる。気象大学校を卒業後、東京大学大学院理学系研究科博士課程単位取得退学。京都大学農学部助手、ウェールズ
大学バンガー校海洋学部学振海外特別研究員、京都大学大学院農学研究科助教授、同大学フィールド科学教育研究センター准教授をへて、2015年から現職。

笠井亮秀
北海道大学大学院水産科学研究院 教授

海チーム

1980年代中ごろから減少の一途をたどる
日本の漁獲量。乱獲や、遠洋漁業の減少
のほか、人の暮らしの影響を受けて海の
環境が悪化し、魚たちが住む場所を追い
やられていることも原因と考えられる。海
の恵みをこの先も享受するには、海や川、
湖の環境を守ることは絶対条件だ。
そのポイントが森里海連環の保全。森か
ら海までのつながりが維持され、物質や
生きものが健全に循環する地域では、海
の恵みはいまも豊か。このつながりの解
明に、生きものの存在から挑むのが笠井
亮秀教授。鍵となるのは、誕生からわずか
10年ほどの新技術「環境DNA」だ。
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＊1　水源から河口までの距離
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農村の〈ふるさと感〉を未来の世代につなぎたい

 「小学生で山口県に引っ越すまで、田ん
ぼを見たことのないザ・都会っ子でし
た」。祖父、父親ともに転勤族で、横浜
をはじめ各地を転々とした。「ふるさと」
とよべる土地はなく、出身地をたずねら
れても答えられない。「農村で暮らす人
たちのほとんどに、『ここがふるさと』
との確固たる思いがある。そうした〈ふ
るさと感〉とはどういうものなんだろう。
ふるさとを知らないからこそ、その感覚
を知りたくて追い求めているのかもしれ

家」のようだ。「お芝居の意図が伝わる
舞台装置や照明、配役を考え、観客の心
を揺り動かす仕事にあこがれました。こ
れがのちに、農村計画学の〈計画〉のこ
とばに惹かれ、農村を〈演出〉したいと
いう思いにつながったのでしょうね」。
　はじめて農村に滞在したのは、大学院
の博士課程のころ。新聞やテレビで見つ
けた地区に電話で直接アポを取り、集落
に飛び込み、田植えや薪割りを初経験し
た。買いものに2週間行かずとも、その
土地の収穫物で生活できた。「住みつき
たい！　と願うほどの魅力を味わいまし
た」。しかし、観光資源として考えると、
その土地でふだん食べている料理は、印
象がやや地味。「飾らないそのままの食
材は魅力的ですが、日本のインドカレー
屋さんの味が日本人向けにアレンジされ
ているように、地域の特産物も魅力を伝
えたいなら、観光客向けのひとくふうが
必要だ、と。それでも本物のインドカレー
の味は失われないし、本物の味をもっと
知りたいというファンが増えるかもしれ
ない」。

目と耳と足で地域を知る

　この「ひとくふう」の提案は、農村計
画学の一つのゴールでもある。農村計画
学は、地域の活性化に結びつく技術を提
供する学問。〈技術〉はテクノロジーだ
けでなく、制度やルール、事業計画など
の「社会技術」もふくむ。〈解決したい
課題はなにか〉という、「ニーズありき

ません」。
　清水准教授のおもな調査フィールドは、
50戸ほどの「農業集落」とよばれるコミュ
ニティ。過疎化が進行して農地や森林の
維持・管理に課題を抱える地域も多い。
その一方で高速道路の開通やコンビニエ
ンスストアの開店で、暮らしが変容し、
かつての農村の姿が失われつつある。
　農村が消えると、〈ふるさと感〉も失わ
れてしまうのではないか。都市に暮らす
人でも、食べものをとおして産地とつな

の研究です。研究の第一歩は、地域を歩
いて、話を聞き、みずからの目と耳で埋
もれたニーズを掘り起こすこと」。
　アンケートやワークショップなどで得
た調査データをもとに、地域の課題解決
策を探る。データは、地域住民の理解と
協力を求める説得材料にもなる。たとえ
ば、観光客がその地域に求める魅力と実
際に訪れて感じとる特徴、そして住民が
アピールしたいと考える魅力などを調査
する。「この二つが一致すれば、地域資
源を観光に活用する方向が見えてきま
す」。大きく違えば、そのギャップの埋
め方を考える。住民にも意見を聞き、「こ
まかなすり合わせをしながら、全体計画
をまとめるのです」。

地域研究の土台は信頼関係

　だいじな基礎データの一つが、実際に
話を聞き、地元の人との関係を築くなか
でまとめあげる〈地域の人物相関図〉。「こ
の人に声をかけると、だれに影響を与え
るのかまでも調べたいです。ただし、舞
台演出と違って、思いどおりに動かそう
としてはいけません」。
　研究は長期戦。調査開始から事業計画
の提案まで、最短でも5年はかかる。最初
の2年はあせらずにじっくりと、住民の
方と信頼関係を築く。「3年めにして、よ
うやく本音をこぼしてもらえるんですよ」。
　フィールドを離れたあとも地域住民が
前向きに行動できるように、短期間のア
クション・プランを積み重ねるように提

がっている。「その土地の自然を思い浮
かべるとき、田んぼの空気感、音、匂い、
風の流れといった感覚も思い浮かべてほ
しい。こうした想いや意識のつながりも、
森里海と人間との連環の一つだと思うの
です」。そうした農村が元気になる取り
組みの一つとして着目するのが「観光」。

めざすは農村の演出家

　清水准教授の思いをひもとくと、キー
ワードは幼いころからの夢だった「演出

案する。小さなことから行動していれば、
「〈やってみよう〉と思ってくれる人がま
た一人増えるかもしれない。そんな変化
の種を地域に落とせたら」。

人と人とをつなぐとりもち役

　森里海連環学教育研究ユニット（LAP）
では森里海連環の重要性を地域住民に伝
える役割を担う。科学的な研究成果を
地域住民に伝えられるよう、いまは各
地のフィールドで信頼関係を紡ぐ最中。
「LAPの〈社会チーム〉として複数の研
究者が連携して動けることが心強い」。
万が一、住民に誤解を与えることがあっ
ても、ほかのメンバーがフォローにまわれ
るなど、きめ細やかに地域と関係を築ける。
　LAPには多様な分野の研究者が在籍
する。社会学系の研究者と、自然科学系
の研究者とのあいだでは、考えに落差も
ある。「自然科学系の研究者とこれほど
深く一緒に研究したことのなかった私は、
『研究結果をどう社会で役だたせるつも
りなのですか』と、禁忌の質問をつい言っ
てしまうことがある。LAPでは、それ
を考えるのが私たち社会チームの役割な
んですけどね。（笑）でも私は、異なる意
見を聞くたびに、自分のなかに新しい風
が吹くことが楽しいので、ほかのメンバー
もそう感じてもらえたらなあ、と」。
 「フィールドを増やし、それぞれの地域
にどんな特徴があるのか、農村の多様性
をもっと知りたい」と夢を語る清水准教
授の〈農村を演出する旅〉はつづく。

2013年からフィールドとしている滋賀県近江八幡市の高校で実施したワーク
ショップ。地域内で関わる人を増やして、信頼関係を構築する

社会チームはしばしば集まり、報告や課題などを話しあう。「バックグラウンドも信念もそれぞれ
ちがう研究者で構成されているので、日々、喧々諤々意見を闘わせています（笑）」

奈良県・大和高原産の「大和茶」の消費者意識調査。生産者や関係機関の
職員と連携して、イベントやワークショップを開催する

N a t s u k i  S h i m i z u

森里海をつなぐ人

しみず・なつき　1971年、栃木県に生まれる。2002年に東京大学大学院農学生命科学研究科博士後期課程を修了。独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機構特別研究員、京都大学学際融合教育研究推進センター森里海連環学教育ユニットをへて、201８年から現職。

清水夏樹
京都大学森里海連環学教育研究ユニット
特定准教授

社会チーム

森里海の連環をいくら科学的に解明して
も、光り輝く豊かな命を取り戻すことはで
きない。森里海の分断を誘発してきた私
たち人間の暮らしや価値観を変えなけれ
ば、自然界のつながりを結びなおせない。
森里海連環の再生には、その地に暮らす
人たちが少しでも自然を意識した行動に
うつせるかが焦点となる。しかし、それぞ
れの地には、自然科学の道理だけでは割
りきれない人の生活がある。自然と人とが
ともに暮らせる道すじはないのか。清水夏
樹准教授の思い描く役割は、研究成果と
地域の人びとの思いをつなぐ架け橋だ。

森
里
海
を
つ
な
ぐ
人

メ
ン
バ
ー
紹
介



24 25森里海　Vol.1 森里海　Vol.1

積みあげたデータのさきに、森里海と人との連環の姿がある

　人と自然との関係に大庭ゆりか助教が
関心を寄せるきっかけとなったのは、宮
城県仙台市の実家で経験した2011年3月
11日の東日本大震災だった。生物学科で
植物の進化を学ぶ大学3回生のときだっ
た。祖母の暮らす福島県の地域は、東京
電力福島第一原子力発電所事故の被災地
となった。「自分たちの暮らす社会の仕
組みに無関心だったこれまでの自分の無
知を、目の前に叩きつけられました」。
　原発事故の大きな被害を目の当たりに

ノブイリ原子力発電所事故の調査から、
この循環には、気象条件や土壌の性質な
どの環境要因が影響していることがわかっ
ている。
　この問題を日本の環境にあてはめて追
究した。すると、森林から流れ出た放射
性物質がやがて街や海に影響を与える可
能性があるなど、人の暮らしに関わる問
題が大きく横たわっていることに気がつ
いた。放射線災害は、生態系だけでなく
医療分野、農漁業の産業、社会の仕組み
などにも複合的に影響を及ぼす。一つの
側面だけでは課題は解決しない。「森里
海連環学のコンセプトをはじめて聞いた
とき、私が体感した考え方に通じる部分
がありました」。

「森里海のつながり」を
証明する大仕事

　大庭助教が森里海連環学教育研究ユ
ニット（LAP）で与えられた役割は、「海
チーム」と「陸チーム」が集めたデータ
をもとに、「人間の暮らし、生活様式が
海の生態系にどう影響するのかを解析し、
あきらかにすること」。流域人口や店舗
数、産業など、人の陸地での活動の一つ
ひとつを、環境に影響を与える要因とし
て、その影響を分析する。
　解析ははじまったばかり。2018年度は、
自然環境や社会経済に関する448項目の
データから、海に影響を及ぼす可能性の

して、これまでと同じ気持ちで―ワクワ
クしながら生命のふしぎを追究すること
ができなくなった。「なにか自分にできる
ことはないのか」。まずは放射線災害とは
なにかを知ることからはじめようと、放射
線災害からの復興に携わる人材を育成す
る広島大学大学院のプログラムに進学を
決めた。「なんとか復興の助けになりたい」
との思いを胸に、宮城県から1,200km離
れた広島の地に単身のりこんだ。

高い要素を抽出した。2019年度は、こう
して抽出した要素を計測データと照合し、
具体的な因果関係をあきらかにする。そ
のうえで、〈森里海はつながっている〉
ことを科学的に説明する、これがチーム
に課せられた使命の一つだ。
　地域住民に、研究の目的や社会的意義
などを納得したうえで調査を受け入れて
もらうには、科学的根拠の積みあげは必
須。解析チームは、LAPが集めた知見を
集約し、社会チームにバトンをつなぐ要
となる存在だ。「プロジェクトの成否は、
私たちの腕にかかっている。いまは結果
をだすことにとことん集中する時期」と
いう。そうして成果がそろったあかつき
には、これを社会にフィードバックした
いとも語る。「私たちが住む世界の仕組
みや、人の自然への影響に関心をもって
いただくお手伝いをしたいのです」。

データのさきに人の姿を透かして

　研究では、データそのものが示す事実
を客観的に読みとることが重要。「だか
らといって、データだけを見ていればよ
いとは思いません」。研究者が調査に足
を踏み入れるフィールドには、人の暮ら
しがあり、生きている生物がいる。研究
は心理的にも物理的にも、なにかしらの
影響をその地域に与える。
　その思いの原点に、忘れられない記憶
がある。震災から1か月がたち、交通規

〈連環〉を意識させた
モミの木の調査

　大学院では、福島県の森林に生育する
モミの放射性物質汚染の実態を調査し
た。福島第一原子力発電所から放出され
た放射性物質の一部は、森林・農地の土
壌や草木の枝葉に沈着。放射性物質は、
時間をかけて森林の生態系を循環し、さ
まざまな生物に取り込まれ、ひいては人
の健康に影響を与える。1986年のチェル

制が解除された祖母の住むまちに電車で
むかった。駅に到着すると、同じ電車を
降りた男性がおもむろに放射線の線量計
を取り出して測りはじめた。ただ確かめ
てみただけかもしれない。でも、「何度
も訪れた祖母の住むまちが、こうした対
象になっている事実と疑問を私に突きつ
けた。この地に暮らす人は、どう感じる
のだろうと。フィールドに寄りそう気持
ちは忘れないようにと思っています」。
　地球上の森羅万象は、あきらかになっ
ていないことのほうが多い。人間活動が
自然に与える影響も、まだまだブラック
ボックスの中。複雑な要素からなる環境
や社会を考察するには、「一つの箱」を
開けるだけでは解明できない。箱を開け
たときに周りに与える影響、そもそも隣
はどういう箱なのかを考えなければなら
ない。「私の関心や研究範囲は、こうし
てどんどん拡がるんです」。
　樹木は、人間の寿命よりもはるかに長
い時間を生きる。「にもかかわらず、人は
どうしてもいまの時点の問題を考えるこ
とで精一杯になってしまう。研究者とし
て、せめて100年、1,000年の単位で環境
や自然を考える自分になりたいですね」。
　人間も自然も、孤立しては生存できな
い。ていねいに紡がれる大庭助教の「暮
らす人」についてのことばには、森里海
の連環の真髄が滲んでいるように聞こえた。

お守りは、地元・仙台の民芸品「松川だるま」。「まだ目は片方だけ。自分がなり
たいと思う研究者像を見つけて、そうなれたときには目を入れようと、広島時代
から連れ歩いています」。隣は趣味で育てる多肉植物の「星美人」。

福島県に生育するモミ（Abies firma Sieb. & Zucc.）。モミの枝は、その分枝
様式から新しいものと古いものを見分けることができる。この特徴をもちいて、
樹体内での放射性物質の挙動を研究していた

Yu r i k a  O b a

森里海をつなぐ人

おおば・ゆりか　宮城県仙台市に生まれる。広島大学大学院リーディングプログラム放射線災害復興を推進するフェニックス
リーダー育成プログラム環境保全コースを修了。2018年から現職。

大庭ゆりか
京都大学森里海連環学教育研究ユニット
特定助教

解析チーム

最先端の統計やコンピュータ・シミュレー
ション技術で、〈森里海のつながりと相互
作用〉と〈人の暮らしの環境への影響〉を
解明する「解析チーム」。森林や水質など
の自然環境のみならず、人口や地域の産
業形態など、私たちの暮らしにまつわるあ
らゆる要素を森里海連環に関わるピース
と捉え、関係性をひもといてゆく。森里海
連環学教育研究ユニット（LAP）が集めた
知見と情報をまとめて、連環の姿と、再生
のヒントを探り、「社会チーム」にバトンを
つなぐ要となる存在だ。

森
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　京都に暑い夏のはじまりを告げる夏の
風物詩「祇園祭」。壮麗な山鉾、コンチキ
チンの祇園囃子。目と耳で私たちを楽し
ませてくれます。今回の主役は、それぞ
れの山鉾で子どもたちが売っている「ち
まき」。といっても、舌を楽しませるもの
ではありません。厄除けちまきは厄病・
災難除けのお守り。ササの葉の中には稲
わらが入っています。1

三山の奥地から、
洛中にやってくるチマキザサ

　厄除けちまきに使われるのは、左京区
北部の鞍馬山や花

はな

脊
せ

・別所地域の山間部
に自生するチマキザサ（種名・チュウゴク
ザサ）です。大型で葉の両面ともに毛状
突起がなく、香りがよいので、古くから
料理にも重用されてきました。17世紀
の山城国の地誌『雍

よう

州
しゅう

府
ふ

志
し

』のちまきの
項目にも、「篠葉出自洛北鞍馬山。他産不
堪用（＝他産のものはつかえない）」と書
かれたほどです。2  
　祇園祭で売り出されるちまきの数は、
約20〜30万本。1本につき10枚のササの
葉を使うので、合計200〜300万枚の葉
が必要です。京都ではお菓子や、料理の
盛りつけにも使われますから、1年に約
1,000万枚が消費されている計算です。

　花脊地域で収穫されたササは、乾燥さ
せたのち、ふもとの深

みぞ

泥
ろが

池
いけ

近辺に運ばれ
ます。そこでちまきがつくられ、洛中に届
けられます。現在、花脊地域でササの加工
に携わるのは、80歳前後のたった数名の
女性たち。ササ薮からきれいな葉を即座
に判別する熟練の技が必要です。この技
術の継承も、大きな課題の一つです。3

ちまき 存続の危機

　京都の北山に入ればどこにでも生育し
ていたチマキザサですが、2000年代に
発生した一斉開花をきっかけに、いまは
危機的状況にあります。一斉開花は数十
年に一度、広範囲の個体が同時に花を咲
かせたあと枯死する自然現象で、ササや
タケ類などの生態として知られています。
しかし、開花すると種子ができますから、
チマキザサも通常は10年もすれば再生
します。ところが、いまの花脊にはかつ
てのササ薮を見ることはできません。
　大きな要因は、せっかく芽が再生して
もシカが食べてしまうからです。ほかに、
ササが生育地として好む落葉広葉樹林が
スギ・ヒノキの造林地となる、過疎高齢
化で山を管理する人が減る、気候変動で
生育地の環境が変わるなども原因です。
　これまで当たり前のこととして享受し

ていたササの減少は、洛中の人たちに衝
撃を与えています。先人たちが築きあげ
た文化が揺らいでしまうと、山鉾町の自
治会や京都市、京都大学などが協力して、

「チマキザサ再生委員会」を発足させまし
た。ササの苗の移植や、シカからの防護
柵の設置、周知活動などをとおして保全
活動がはじまっています。4

祇園囃子が鳴りひびく条件

　ちまきから見れば、シカは悪者かもし
れませんが、祇園祭にはシカの存在も欠
かせません。祇園囃子を奏でる楽器の一
つ、鉦

かね

を叩く鉦すり（バチ）には、シカの
ツノの根元がつかわれています。
 「伝統を守る」というと大仰な取り組み
に聞こえますが、「つづいている」ことに
価値があります。「つづく」背景には、都
市や社会、植物、動物が一体になって保
たれてきたバランスがありました。
　都市（洛中）の暮らしには、京都の市街
地を囲む東山、北山、西山の三山のたく
さんの資源が使われています。伝統のな
かに自然を守るヒントがあり、自然を守
ることは都市の生活文化の維持につなが
ります。コンチキチンの祇園囃子は、都
市の暮らしと周縁部の自然資源とのバラ
ンスが守られてはじめて鳴り響くのです。

地域の人びとに受けつがれ、
暮らしを彩ってきた衣食住や地域行事に目を凝らしてみましょう。
先人たちの自然へのまなざしが見えてきませんか

さとやま・さとうみ
通信

祇園囃子は洛中と三山のハーモニー

SATOYAMA, 
SATOUMI News

防護柵設置直後

1

2

3

4

防護柵設置から4年

提供・藤井靖子さん

ササを乾燥させる

案内人●貫名（東口） 涼（京都大学大学院地球環境学堂 助教）

森里海　Vol.1 森里海　Vol.1

　寒い冬があけて春になると、暖かな日
差しがキラキラと風景を照らしはじめ
ます。そんな明るい光を反射して輝く川
の水面は透きとおって、川底の石や泳ぐ
魚たちを映し出します。しかし、海のこ
とを考えると、川が透きとおって清涼感
があって美しい、とよろこんでばかりも
いられないようです。

植物プランクトン増殖のひみつ

　海の食物連鎖の基礎として生態系を
ささえる植物プランクトン。海洋の表層
を浮遊する植物プランクトンは太陽光
を受けて光合成し、有機物をつくりだし
て増殖します。有機物の中で、炭水化物
は二酸化炭素と水から光のエネルギー
を使ってつくられますが、タンパク質や
DNAをつくる窒素やリンなどの元素は、
硝酸塩やリン酸塩の形で細胞膜の孔を
とおして吸収されます。これらの塩類は
主要栄養塩類とよばれますが、海水中で
は不足しやすい物質です。
　しかし、主要栄養塩類が充分あるにも
かかわらず、植物プランクトンがあまり

増殖しない海域が
あります。じつは
主要な栄養塩類以
外にも増殖に必要

不可欠なものがあるのです。それ
がビタミンや微量金属などの微
量物質です。なかでも鉄分は、海
洋生物に不足しやすい元素です。

森からやってくる特別な鉄

　京都府北部を流れる由良川流域で、河
川に溶けている鉄の濃度を調査した研究
によると、下流ほど濃度は高くなります。
この結果は、鉄の供給源は森林以上に人

間が暮らす「里」であることを示してい
ます。たとえば、水田から排出される水
には鉄がふくまれています。
「里で供給できるなら、森は必要ない」
と思うかもしれませんが、里から供給さ
れる鉄には問題があります。川に流れて
水中の酸素にふれた鉄は酸化鉄となりま
す。この酸化鉄は水に溶けにくく、凝集
して沈澱してしまうので、植物プランク
トンは吸収で
きません。いっ
ぽう森では、地
上に落ちた葉
や枝を微生物
が分解する過程で、フル
ボ酸という有機物が生

成されます。フルボ酸は鉄と結合して「フ
ルボ酸鉄」という小さな塊の鉄になりま
す。フルボ酸鉄中の鉄は酸化しにくく、
植物プランクトンに吸収されやすい状態
で、水中を漂っていられるのです。
　いま、森ではシカの食害や人工林の荒
廃が深刻化しています。土壌が露出し、
表土が流出すれば、森は草木を育むこと
ができず、フルボ酸の量も減ってしまい
ます。フルボ酸を伴わない鉄は植物プラ
ンクトンの養分になりません。森の荒廃
を放っておくと、めぐりめぐって海の貧
栄養化を引き起こすことになるでしょう。
　生態系は、やじろべえのようなバラン
スを保っているのです。

私たちの暮らす地球は、
さまざまな要素が複雑に関係しあいながらなりたっています。
目に見えない小さな生きものや物質も、生態系をささえるたいせつな要素です。
地球の生態系を学ぶ連環の旅に、「ぐるりん」といっしょに出かけます

植物プランクトンを育む森の元素たち

ぐるりんの
旅

Gururin's Journey

案内人●ぐるりん

食べられる

食べられる

食べられる

漁獲など

光合成

栄養塩類

増殖

植物プランクトン

水田

動物プランクトン

甲殻類や小魚

大きな魚

日光

鉄分など

排水

落ち葉や枝

微生物

養分

栄養塩類
フルボ酸鉄

土中の
生きもの

魚を食べられるのは
植物プランクトンの
おかげだね

鉄にもいろいろな
種類があるんだね

生態系のつながりには
すべての生きものが
織り込まれているね

人間の活動は
どこに影響
するんだろう？

（監修●森里海連環学教育研究ユニット）
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メジナの稚魚を観察する臨海実習の参加学生

実践で導き出した舞鶴湾の魚のおいしい食べ方

　野菜や魚のそれぞれにおいしい季節、
最盛期を「旬」とよびます。魚に「冬が旬」
とされるものが多いのは、春の産卵に備
えて脂肪を溜めこむ魚が多く、脂がのる
からです。春に産卵すれば、海中に小魚
のエサになる動物プランクトンが豊富。
水温が上昇し、日照時間の長くなる春は
植物プランクトンが増殖し、それをエサ
とする動物プランクトンも増えるのです。

旬をすぎた魚はどう食べる？

　では、多くの魚が旬をすぎた春におい
しくなる魚はなんでしょう。魚偏に春と
書くサワラ（鰆）です。産卵期が6月のサ
ワラは、春にたくさんの栄養をとり、脂
を溜めこみます。春のサワラは脂がのっ
て格別です。でも、産卵後の夏や秋のサ
ワラも、くふうしだいでおいしくなります。
　成長が早いサワラは、生後半年で30cm

ほどに成長します。この段階のサワラを、
関西地方ではサゴシとよびます。脂の量
が少ないサゴシは、焼くともっと脂が落ち
ます。刺身は、サゴシ特有のにおいから苦
手な方も多いと聞きます。そんなサゴシ
をおいしく食べるには、油を足すのです。
オススメの調理法は、「みそマヨネーズホ
イル焼き」（1）とカルパッチョ（2）。
　私の勤める舞鶴水産実験所の近くでも
サゴシはよく釣れます。舞鶴湾に毎月2
回潜り、生息する魚を記録していますが、
サゴシはよく釣れるにもかかわらず目視
できません。サゴシにとっての天敵は、
人間くらいの大きさの魚やイルカなど。
ですから、「サゴシがいるぞ」と急いで海
に飛びこんでも、サゴシが食べ散らかし
た小魚の残骸が浮いているだけ。そこで、
人影を見せないように釣りあげるのです。
　舞鶴水産実験所は、大学などの共同利

用拠点です。日本各地から学生たちが
泊まりこみの実習にやってきます。懇親
会では、そうして釣った魚を学生たちと
調理して食卓に並べます。魚を捌くのが
じょうずな学生やフグの調理師免許をも
つ学生など、「好き人」は、魚を釣っては
食べているようです。実践のなかで、お
いしい調理法を導きだすのでしょう。

太平洋と日本海で味の異なるメジナ

　舞鶴でイチオシの水産物はメジナです。
日本各地で獲れるメジナですが、日本海
側と太平洋側とで味がまったく異なるの
です。夏のメジナは磯くさいという定評
ですが、日本海産のメジナは夏でもにお
いがありません。これは長年の疑問でし
たが、ある研究発表を学会で聴いて謎が
解けました。太平洋側の海岸では、打ち
あげられた海藻にハエなどの陸上の昆虫
が卵を産みつけ、そのまま海藻のなかで
育ち、巣だつことがあるというのです。
　魚の目線で考えてみましょう。打ちあ
げられた海藻は、雨が降ると海に流され
ます。海藻に付着したハエの卵や幼虫は、
海の中で小魚のエサになります。だから、
それを食べた魚に雑多なにおいがつくの
ではないか。対する日本海は干満の差が
少なく、海藻はあまり打ちあがりません。
すると、先ほどの生態系はなりたたず、メ
ジナの味やにおいに影響しないのではな
いかと、私はにらんでいます。
　オススメの食べ方はあぶり刺身。皮の
周りがおいしいので、皮を引かずにあぶ
るのです。ぜひ試してください。

私たちの食卓にならぶ森里海の恵み。
日々 、各地のフィールドを歩きまわるユニットメンバーが、
フィールドで学んだ「食」の知恵、
地域の方に聞いたオススメの食べ方を紹介します
案内人●益田玲爾（京都大学フィールド科学教育研究センター 准教授）

食案内
森里海の

Food guide

❶  切り身のサゴシに塩コショウをふる。
❷  塩がなじむのを待つあいだに野菜を切る。タマネギ、
　 長ネギ、シイタケなど、お好みでどうぞ。
❸  野菜をアルミホイルにのせ、塩味のついたサゴシを
　 のせる。
❹ 「みそマヨ」の準備。みそとマヨネーズを1対2で混

ぜて、サゴシに塗る。
❺  オーブンで約15分。みそが焦げるくらいでできあがり。

冷めてもおいしいので、お弁当のおかずに
もオススメ

❶  サゴシを皮付きのまま、バーナーなどで炙る。
❷  薄く切り、塩コショウをふる。
❸  タマネギやセロリなど香味野菜を敷いたお皿に、
　 刺身を並べる。
❹  別の器に、ハサミでだし昆布を細かく刻み、酢をかけ
　 る。これにしょうゆとオリーブオイル、お好みでわさび
　 を加えて、乳化するまでよく混ぜる。

脂がのっていないサゴシにはオリーブオイ
ルを多く、そこそこ脂がのっていれば減ら
せばよい。

❺ ドレッシングを刺身にかけてできあがり。

サゴシのみそマヨネーズ
ホイル焼き

サゴシのカルパッチョ
自家製和風ドレッシングをそえて

案内人直伝 森里海クッキング

森
里
海
連
環
学
教
育
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
　

年 

報

写真上から／芦生研究林のブナ天然林、沖縄・残波岬の断崖から（撮影・とも
に伊勢武史）、釧路の森のフクロウの親子（撮影・時任美乃理）、北海道徳志
別川のサケマスの遡上。カラフトマスのほか、サクラマス、シロザケが遡上してい
る（撮影・亀山 哲）



30 31森里海　Vol.1 森里海　Vol.1

　四方を海に囲まれている日本は古来、豊かな水産物を利用し、
生命を育み、世代を重ねてきた。しかし、戦後の高度経済成長
のなかで、都市の発達、森林の荒廃、河川の人工改変、海岸域
の埋め立てと護岸、河川・沿岸域の水質汚染などが進むととも
に、河川や沿岸域に生息する生物が減少している。たとえば、
内水面漁業および沿岸漁業漁獲量は、それぞれ1985年の11万
トンと227万トンから2016年には2.8万トンと99万トンまで
低下した（図1）。とくに、瀬戸内海などの生産力が高く、しか
も人間活動の影響を強く受ける海域において減少傾向が著しい。
　また、水産庁による2015年度の漁業資源量水準評価では、
漁業資源46種82系群のうち、高水準と評価されたものは17系
群、中水準は25系群、低水準は40系群であった。中水準のう
ち8系群は減少傾向を示し、増加傾向は3系群のみであった。
すなわち、漁業資源量そのものが長期的に低下していることが
あきらかである。
　それに加えて、沿岸域の貧酸素化やクラゲなどの異常な大発
生が頻発しており、日本の沿岸域では生物生産力、生物多様性
ともに危機的な状態にある。このような現象に歯止めをかけ、
豊かな海を次世代に引き継ぐには、川と海とで進行しつつある
環境と生態系の変化を詳細に把握し、その原因を解明しなけれ
ばならない。

をあきらかにするため、全国規模で普遍的なxとyとの関係（f）
を調べ、xからyを予測できる森里海の連環度評価手法を開発
する。森里海の連環度評価手法を日本全域の河川に適用し、日
本全体の現状を「見える化」する。また、社会科学班がフィール
ドとする地域において、社会科学班と協力して森里海連環にか
かる地域の問題を特定し、修復・再生の方法を検討して提案する。
　社会科学班は、すでに関係を構築している地域を中心に、森
里海連環につながる問題点を探索し、分断要因の特定とそれに
よる社会的費用推定法の開発を進め、解決にむけた取り組みを
開始する。特定された分断要因を自然科学班に伝え、自然科学
的な解釈を求める。自然科学班からの森里海連環の修復に関す
る助言を検討し、政策提言に反映するとともに、市民と協働し
て地域の再生をめざすイノベーティブな社会運動を展開する。

前期（2018・2019年度）
　沿岸域の環境・生物多様性・生物生産力と森里海連環との
　関係の解明と、社会実装のための地域との連携基盤の構築

　九州から北海道まで、国内32の河川流域をフィールドに選
定し、その流域・沿岸域において、以下の8点を検討する。
❶河口をふくむ沿岸域の環境（藻場・溶存酸素）、生物多様性

　私たちは、河川を通した森里海の生態学的なつながりの悪化
と分断が、沿岸域の生態系機能の劣化の重要な原因であること
を、いくつかのフィールドで科学的にあきらかにしつつある。
さらに、赤潮や有害生物の大発生、貧酸素デッドゾーンの増加、
漁獲量の減少、藻場の減少などに見られる水圏生態系の異変は
世界各地で発生しており、森里海連環の分断は世界的に解決す
べき地球環境問題である。
　この事業では、以下の4つの目標を掲げている。
❶調査対象とした河川の水系ごとに流域の多様な要因と河口・
沿岸生態系（水圏環境、生物多様性、生物生産力）との関係を
解明することにより、森里海の連環度評価手法を開発する。
❷この手法を日本全域に適用して森里海連環度の評価結果を
「見える化」する。
❸地域と連携してそれぞれの地域の問題点を探り出し、森里海
連環を基盤に地域の再生に貢献するとともに、豊かな川と海
を再生するための具体的な流域管理方策を提言する。
❹森里海連環の修復にむけて市民と協働し、イノベーティブな
社会運動として展開するための基盤づくりをめざす。

全体計画（図2、3）

　自然科学班は、河口・沿岸域の環境と生態系（目的変数y）に
対する流域の土地利用や人間活動（説明変数x）の影響〔y=f（x）〕

（環境DNA分析）、生物生産力（衛星画
像解析）を測定する（海チームｙ：生物多様
性グループ、漁業生産・環境グループ、基礎生

産グループ）。
❷沿岸域に影響を与える可能性がある
陸域のあらゆる環境、利用構造、生態系
データを収集する（陸チームｘ：時空間情報・
GIS解析グループ、時空間情報・データ統合解

析グループ）。
❸河口・沿岸域の環境、多様性、生産力
を説明できる陸域の要因を探索し、森里
海の連環度を評価する手法を開発する（解
析チームｆ：確率推論グループ、物質循環グ

ループ）。
❹森里海の連環と沿岸環境、多様性、生
産力との関係のメカニズムを解明する（生
物多様性・生態学的メカニズムグループ）。
❺森里海の連環度（分断の程度）が地域（人
間）社会に与える影響を評価する手法を
開発する（社会チーム：影響評価グループ）。
❻森里海連環の分断による地域の問題点
を抽出し、解決にむけた取り組みを開始
する（社会チーム：政策形成グループ）。森
里海連環に関する地域住民参加型の調査
や市民と連携した地域活動の基盤を構築
する（社会チーム：社会連携グループ）。
❼森里海連環の整備と防災との関係につ
いて予察的研究を行う（社会チーム：防災
研究グループ）。

❽社会科学班を中心に、森里海連環を基盤とした持続的な社会
の構築に貢献できる人材を育成する。自然科学班も人材育成
活動をサポートする。

後期（2020・2021年度）
　森里海連環度評価の日本全域への展開と修復方策の提言
❶開発した森里海の連環度評価手法を日本全域の水系に適用
し、日本全域の森里海連環度マップを作成する。
❷前期に国内に設定したフィールドにおいて、陸域の要因に関
するデータを追加して、新たな目的変数を用いた解析に取り
組み、モデルの精度を向上させ、連環度評価手法の改善を図る。
❸森里海連環の生態系モデルを構築する。川と海を再生するた
めの連環の修復効果を予測することにより、修復すべき項目
とその手法を提案する。
❹森里海連環の劣化が地域社会に及ぼす影響（社会的費用）を
評価し、❸の成果である連環の修復・再生手法を行政に提案
する。同時に、地域住民とともに連環の修復・再生の重要性
を訴える社会運動を展開し、森里海の連環を基盤とした新し
い地域のあり方を考えるソーシャル・イノベーションにつなぐ。

森里海連環再生プログラム
──Link Again つなごう森里海
森里川と海がつながる豊かな自然を取りもどそう

森里海の現状と、ユニットがめざすこと

4年間の研究計画

OUTLINE

ユニットの概要
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地域連携と人材育成

森里海分断の社会的
費用推定手法

防災 森里海の連環度診断の全国展開
（GIS解析）

連環モデルの構築と修復効果予測

行政への政策提言 社会調査結果の
見える化と社会発信

後期（2020-2021）

水系における森里海連環度評価を日本全域に展開し、豊かな海を再生するための流域の修復政策を提言、社会に発信

前期（2018-2019）

フィールドとした32水系で、流域の森里海連環要因と沿岸生態系（環境、多様性、生産力）との関係を解明、
社会実装のための地域との連携基盤を構築

流域の環境・生態系データ
（人口、森林率、護岸率、
土砂、栄養など）

森里海の連環度
評価手法

連環機構

連環関数
（統計・モデル）

森里海の社会実装の仕組み

地域社会への影響評価

分断の経済的影響評価

生物多様性（環境DNA）

地域課題解決と連環再生運動

生物生産（基礎生産・漁業）

沿岸環境（藻場・溶存酸素）

社会科学班

森里海連環学

陸チーム

海チーム

解析チーム

社会チーム

豊かな海とは？

森里と海のつながりは
どうなっている？

自然科学班

確率推論グループ（京都大学生態学研究センター）

物質循環グループ（京都大学フィールド研）
つながりと分断のしくみは
どうなっている？

時空間情報・GIS 解析グループ（京都大学地球環境学堂）

時空間情報・データ統合解析グループ（国立環境研究所）

生物多様性グループ（北海道大学水産科学研究院）

多様性・生態学的メカニズムグループ（京都大学フィールド研）

漁業生産・環境グループ（京都大学フィールド研）

人びと・社会は
森里海連環の実現のために
どうしたらよいか？

基礎生産グループ（京都大学総合生存学館）

防災研究グループ（京都大学地球環境学堂）

政策形成グループ（京都大学農学研究科）

社会連環グループ（京都大学フィールド研）

影響評価グループ（京都大学人間・環境学研究科）

図1　日本の漁獲量の推移（出典・農林水産統計年報）

図2　事業の全体計画

図3　研究グループの構成

森里海連環学教育研究ユニットは、「森里海連環再生プログラム（LAP：Link Again Program）」を実
施 するために、（ 公財 ）日本財団 の 研究助成金をもとに、京都大学学際融合教育研究推進センターに
2018年4月に設置された。このユニットは京大フィールド科学教育研究センターを事務局とし、農学研究
科、人間・環境学研究科、地球環境学堂、総合生存学館、生態学研究センターから構成され、LAP事業に
は北海道大学大学院水産科学研究院と国立環境研究所も参画する。LAP事業に加えて、助成金によら
ない事業として、京都大学の全大学院生を対象とした森里海連環学教育プログラムを運営している。
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解像度が多い。これらをそのまま利用し
ての解析では、とくに河口域の分布の
変遷の確認はできないが、LANDSAT8
の空間解像度は30mであるため、実際
の河口部に迫った値の解析が可能であ
る。ただし、LANDSAT8の周期は16
日であるため、1か月に2回の画像しか
なく、それらの日が雲で覆われていた
場合、その時期の（その月の）データは
得られない、という問題点がある。解析
にあたってはUSGSのサイト（https://
earthexplorer.usgs.gov/）からOLI画
像を入手した。画像補正と地点補正は
ENVI5.2とArcMAP10.3.1を利用し
た。大気境界（TOA）からの大気補正
は、ENVI 5.2のFLAASHモジュール
を用いて中緯度夏大気と、海洋性エアロ
ゾルを仮定して解析した。Field Spec4
にて取得した反射スペクトルも大気補正
の補完に利用した。

32河川のクロロフィルa濃度の推定結果
　2014年3月から7月の32河川の河口
5×5km範囲のクロロフィルa濃度を
推定し、結果を図3に示した。雲などに
より用いられる画像が不足している場
合、1枚の画像で推定している河川も
ある。2018年の観測との整合により、
R2>78%となる係数を用いた。観測値
は0µg/Lから20µg/Lとなり、3月から
4月に低い濃度、5月から7月は高い濃度
となっている。
　クロロフィルa濃度の高かった河口は、
河川からの栄養塩流出量が多いと推定さ
れるため、陸域からの流出推定結果との
照合が必要である。今回の解析では植物
プランクトンの種別の解析などはしてい
ないため、より詳細な解析も望まれる。
とくに、水温場・河口部の沿岸流の状況
などから判断した、より詳細な植物プラ
ンクトン増殖のシミュレーションを行う

には、それぞれの河口域の流動生態系モ
デル解析が必要となる。現在のところ、
同様の水域における河川からの淡水流出
とJCOPE-Tを用いた沿岸流シミュレー
ションを行っているが、今後は沿岸生態
系メカニズムについての詳細な解析も必
要となる。

漁業生産
　データの収集方法　選定された32河
川の河口・沿岸域で漁獲される水産物の
漁獲量データ（1975年以降）を調べる
ため、農林水産省が提供する海面漁業生
産統計調査から市町村別データ、魚種別
漁獲量を収集した。
　データ収集期間は1975年～2016年
とした。日本の沿岸漁業漁獲量は1985
年ころに最大となり、その後は減少傾向
が続いている。データ収集期間は、漁獲
量が増加傾向から減少傾向に転じる転換
期をふくむように設定した。1975年～
2000年には5年ごとに、2004年以降は
各年のデータを収集した。
　河口が位置する自治体に所属する漁業
者、あるいは漁業協同組合のおもな漁場
は河口域周辺とその沿岸部と考えられ
る。その漁獲量は河川の影響を受けると
予想されることから、本研究では、調査
河川の河口が位置する自治体の市町村
ベースの漁獲量を調査対象とした。対象
魚種は、沿岸域を生活史のなかで利用す
るものを選んだ。
　2004年以降の漁獲量データは、農林
水産省ホームページに公開されている電
子化されたデータをダウンロードして
データセットを作成した。2000年以前
のデータは電子化された状態で公開され
ていなかったため、農林水産省図書館が
所蔵する各都道府県の農林水産統計年報
からデータを入手し電子化した。
　2000年以前の漁獲量データは、都道
府県ごとに公表内容が異なり、本研究に
必要なデータを公表していない都道府県

　この事業の自然科学分野では、河口・
沿岸域の環境と生態系を目的変数y、対
する流域の土地利用や人間活動を説明変
数xとし、流域の構造や人間活動が海の
環境と生態系にどのような影響〔y=f（x）〕
を与えているのかあきらかにすることを
目的としている。一定の基準により日本全
域から選んだ32の一級河川（図1）をフィー
ルドとし、流域と海との普遍的な関係を
研究している。海チームの2018年度の
主要な役割は、yである32河川の河口・
沿岸域の環境、生物生産力、生物多様性
のデータを収集・解析することである。

　河川由来の水質汚濁物質に関する指標
として、栄養塩（N、P）濃度、有機炭
素濃度（COD等で代用）、またそれらに
影響される溶存酸素（DO）濃度などが
ある。水中の栄養塩濃度が増加し、水域
が富栄養化すると、植物プランクトンが
増殖し、場合によっては異常増殖の結果、
藍藻類によるアオコや渦鞭毛藻類による
赤潮の発生につながる。植物プランクト
ンにふくまれる色素には多くの種類があ
るが、代表的なものにクロロフィルaや、
藍藻類に多く見られるフィコシアニン
があり、それぞれ実験室では678nmと

620nmの吸光度を測定して
定量化する。植物プランク
トンの総量は、種類による
違いや個体の大きさの違い
などさまざまな要素がある
ため、事実上このクロロフィ
ルa濃度が植物プランクト
ン濃度の代表指標と理解さ
れて広く利用されている。
この指標は採水後に実験室
においてアセトンなどで色
素を抽出し、分光光度計を
用いて測定するものである。
しかし、実際には可搬式セ
ンサーを利用した手法が広く使われてい
る。現地で青色（470nm）の励起光を植物
プランクトンに照射したクロロフィルa蛍
光を測定することで、実験室での分析を
へずに空間分布を測定することができる
ためである。私たちのプロジェクトでも、
この手法を使って、由良川河口域での実
測を実施している。
　近年、クロロフィルa濃度の推定に人
工衛星によるリモートセンシングを用い
る方法が一般的になっている。リモート
センシングによる測定では、励起光を照
射することができないため、可視光セン
サーの反射スペクトルでとくに緑色の波
長が強い場合に、植物プランクトンが多く、
クロロフィルaが多いと解釈している。
これまでに述べた測定方法とは異なって
いるが、実用上はこの方法でほぼ問題な
い。ただし、水中の植物プランクトンと、

沈水植物の識別ができなかったため、わ
れわれはそれらを分離するアルゴリズム
も開発し、随時適用を試みている。

植物プランクトン濃度を測る手法
　2018年8月3日に、若狭湾丹後海の由良
川河口の21地点において、Advantec
のRINKOに搭載されているクロロフィ
ルaセンサーを用いて、クロロフィルa濃
度、そのほかのパラメータの鉛直分布を
測定した。同時にASD FieldSpecTM
（400-1,100nm）を用いた水面の反射スペ
クトルを測定し、この観測に相当する
LANDSAT8のOLI画像を用いてキャ
リブレーションした結果から推定した、
河口域（5×5km）の2014年の解析結果
の例を図2に示す。
　日本全域やグローバルで提供されてい
るクロロフィルa濃度は500m、250m
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衛星画像解析による32河川河口域
の植物プランクトン現存量の推定
寶 馨、山敷庸亮、Shweta YADAV

（京都大学大学院総合生存学館）

図2　クロロフィルa濃度推計結果

図3　2014年3月-7月の32河川河口の最小・平均・最大クロロフィルa濃度の推定値
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図1　調査した32河川
オレンジで囲んだ河川は、先行調査

（35ページ、海チーム3）で分析した
5河川

海チーム２ 漁業生産・環境グループ

32河川河口域・沿岸域における
漁獲量の長期変化と溶存酸素量
小林志保、寺島佑樹、山下 洋

（京都大学フィールド科学教育研究センター）
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れる状態になると、生物や生態系に大き
な影響を及ぼすためである。
　データの収集方法　2010年以降に各
河川の河口からできるだけ近い場所で測
定された、下層DO濃度の年間最低値を
収集した。環境省の公共用水域水質測定
結果にもとづいて約半数の地点のデータ
が得られた。さらに、各都道府県の水
産・環境関係の研究機関への問い合わせ
と現地観測によって、ほとんどの地点の
データを得ることができた。
　データに関する考察　下層DO濃度は、
都市部を流れる河川の河口域では低い傾
向があった。海域のDO濃度は陸域負荷量
だけでなく海水交換率にも強く影響される
ため、河川が流入する海域の閉鎖度指数
と下層DO濃度との関係を調べた（図4） 。
閉鎖度指数が1.0以下の開放性海域の河
口付近では、下層DO濃度が6.0mg/Lを
下回らないことがわかった。
　今後の課題　北海道および日本海側の
計4地点については、図4の関係から下
層DO濃度は6.0mg/Lを下回らないと
推定されたが、実測結果が得られていな
い。2019年度に現地観測を実施する予
定である。

　LAPの目的は、森から海までの生態系
のつながりを解明することである。豊か
で健全な生態系を維持し、今後もその生
態系サービスを享受してゆくにはどうす
ればよいのか、なにが必要か、挑戦しが
いのある問題である。その問いに答える
のは容易ではないが、「多様性」が鍵を握っ
ていると考えている。多様な生物が生息
し、物質やエネルギーが生物をふくむ各
要素間をスムーズに流れる状態にあれば、
豊かで健全な生態系が築かれているとい
えるだろう。私たちは環境DNAという新
しい手法を用いて、河口域や沿岸域の多
様性をあきらかにすることをめざしている。

も存在した。また、年により公表内容を
変更する都道府県もあり、データが欠
損する年もあった。そのため2000年以
前のデータについては32河川すべての
データを完備することはできなかった。
2004年以降はすべての調査河川のデー
タが公開されており、入手可能であった。
　漁獲量の時系列変化　漁獲量の時系
列変化（28河川：1975～2016）をみると、
調査河川全体の河川あたりの平均漁獲量
（トン／河川）は減少傾向であったが、河
川ごとでは、6河川において増加傾向が認
められた。しかし、これらの河川では分析
期間の途中で市町村合併が行われている
可能性が考えられたため、再度データの
点検中である。陸域環境と沿岸生態系の
つながりを理解するためには、河川ごと
で漁獲量の変化率と陸域環境の変化との
関係を把握することが重要と考えられる。
　今後の課題　今回収集したデータには
属人と属地という質の異なるデータが混
在している。調査河川のうち3河川（手取
川、九頭竜川、富士川）のデータが属地
データである。また、統一公開されてい
る2004年以降のデータは属人データで
あり、上記の3県では2000年以前と2004
年以降とではデータの質が変わってしま
う。このように、今回収集した漁獲デー
タは河川ごとや期間内においてデータが
同質ではないという問題がある。

環境
　選定された32河川の河口・沿岸域の生
物生息環境の指標として重要な、下層の
溶存酸素（DO）濃度を調べる。水中の
DO濃度が低下して「貧酸素化」とよば

のかを、環境DNAの手法を用いて調べ
た。2018年度の秋までにすべての河川
で採水することができた。すでに赤川、
多摩川、宮川、高津川、川内川での分析
が終わり、とても興味深い結果が得られた。
　まず、スズキやクロダイ、そしてボラ
などは5河川すべてで検出された。これ
らは環境変化に柔軟に対応できる魚種で
あり、これまでの捕獲調査でも普遍的に
採集されている。いっぽう、チョウチョ
ウウオやロウニンアジなどの熱帯・亜熱
帯に生息する魚は、鹿児島県の川内川で
のみ検出された。このような結果から、
環境DNAは、各魚種の生態をきちんと
反映した分布様式を明示することができ
ているといえる。それに加えて、ニッポン
バラタナゴやカワヒガイなど絶滅が危惧
されている淡水魚は、水質のよい河川の
みで検出された。最初に高津川で発見さ
れたことから、Cobitis takatsuensisと
いう学名がつけられているイシドジョ
ウは、やはり高津川のサンプルからDNA
が検出された。中国地方から九州北部に
のみ生息しているという情報とも一致し
ている。このように環境DNAは、希少種
や絶滅危惧種の分布域の推定にも役だつ。
　河川ごとの出現種数をみると、自然環
境が良好に保たれている川内川や高津
川では多く、東京都内を流れる都市型河
川の多摩川では少ないという結果になっ
た。これは、人間活動が生態系に少なから
ず影響を及ぼしていることを示している。
今後は、残りの27河川についての分析を
進めるとともに、環境DNAの分析結果と
栄養塩やクロロフィル濃度などの環境情
報との対応を解析し、多様性が高く豊か
な生態系を維持したり復活させたりする
ためにはなにが必要かを考察してゆく。

　私たちのグループでは、生物多様性グ
ループと共同で環境DNAの全国調査、
丹後海での詳細調査を行うとともに、環

生物の生息分布や量を測る環境DNA
　生物の多様性を評価するうえでもっと
も基本的かつ重要な情報は、各種生物の
生息分布や生物量である。これまで、そ
のような情報を得るために、現場の生物
を目視で数えたり、網や釣りによって採
集したりしてきた。しかしながら、とく
に水中の生物を対象にする場合、岩陰や
砂中に隠れている生物は観察できなかっ
たり、網から逃れた生物は採集できな
かったりするなど、正確に生物量を把握
することはむずかしい。また、絶滅危惧
種に代表されるような希少生物は、たと
え学術的な目的であったとしても、採集
しないほうがよいだろう。さらに、採集
した生物の同定や計測にも、たしかな技
術が要求される。
　環境DNAは、このような問題をクリ
アできる新たな手法として、近年注目
を浴びている。水中や土壌中、空気中
などあらゆる環境中には、そこに生息
している生物由来のDNAが存在する。
そのDNAを総称して、 環境DNAとよ
ぶ。環境DNAはとても微量だが、近年
の科学技術の発達で、環境中のわずかな
DNAを採取し、検知することが可能に
なった。水生生物にこの方法を適用する
場合、採取するものは水だけなので、調
査にかかるコストを大幅に削減できるう
えに、生物を採取しないので非侵略的で
もある。さらに、これまでは採集が困難
であった夜行性生物や隠遁生物を検出で
きることも利点である。
　LAPでは、メタバーコーディング手
法を用いて、河口域や沿岸域に生息して
いる魚種を調べている。ユニバーサルプ
ライマーを用いてサンプル水中にふくま
れているDNAを増幅したあと、次世代
シーケンサーで網羅的に塩基配列を決定
し、データベースと照合して環境中に生
息する生物の種類を推定する。

河口・沿岸域における魚類多様性調査
　日本には大小さまざまな河川が存在す
るが、それぞれ気候も違えば流域の利用
具合も違い、その環境は河川ごとに大き
く異なっている。今回はそのなかから32
の一級河川を選び （図1）、その河口域と
沿岸域にどのような魚類が生息している

境DNAデータ解析をサポートした。ま
た、スズキ、ニホンウナギ、アカガイなど
陸域における人間活動と関係の深い沿岸
資源生物、および主要フィールドである
京都府由良川、大分県国東半島、和歌山
県白浜周辺の河川・河口域において調
査・研究することにより、森里海の連環機
構を生態学的に解明することをめざした。

環境DNA調査
　生物多様性グループが報告していると
おり、2018年の夏期に32の一級河川の
河口域および沿岸域で採水し、ステリベ
クスを用いたろ過により環境DNAを採
取した。私たちのグループは、この32河川
のうち、西日本の16河川を担当した。ま
た、由良川・丹後海では、詳細な四季調
査（7月、11月、2月）を実施し、由良川河
口から沖合2,000mまでの環境DNAの拡
散について調査した。この他、旭川、太田
川、肱川河口域で2018年7月上旬の大雨
の前後に環境DNAを採取し、大洪水の
河口域魚類群集への影響について調べて
いる。現在、環境DNA分析から得られた
塩基配列データの解析に取り組んでいる。

生態系メカニズム調査
　沿岸漁業漁獲量の減少要因のひとつ
に、沿岸域の貧酸素化がある。大阪湾、
伊勢湾、東京湾など、日本では奥行きの
深い半閉鎖性湾に多くみられる。これら
の海域では、長年にわたり陸域から有機
物が供給され、海水流動が不十分なため
に有機物が湾奥に蓄積し、バクテリアの
呼吸・分解による夏季の貧酸素化が深刻
である。そこで、近年とくに水温上昇傾

向が著しく、貧酸素水塊の発生が確認さ
れている七尾湾で、アカガイの生息する
海底の環境に着目し、連続観測を実施し
た。七尾湾の海底表面で実施した溶存酸
素（DO）濃度の連続観測により、日没
から夜明けにかけて海底で貧酸素化し、
日中に増加するDO濃度の日周変化が観
測された。アカガイは夜間に貧酸素化が
おこる夏から秋にへい死し、この時期の
アカガイの生理状態は嫌気代謝の初期に
あると判断された。近年、アカガイに限
らず、沿岸性二枚貝の漁獲量が激減して
いる。この原因のひとつとして、地球温暖
化にともなう高水温化が浅海域の貧酸素
状態を悪化させ、それによって沿岸資源
生物が減少するという機構が示された。
　大分県国東半島では、流域の構造が水
圏生物に与える影響について調査した。
河口域に生息するウミニナは、底生微細
藻類を主食とするが、ウミニナの窒素安
定同位体比は河川勾配および流域の森林
率、耕作地率、水田率などに強く影響さ
れることがわかった。また、国東半島で
は、降下窒素が森林生態系内で長期間に
わたり循環したあとに河川に排出され、
この森林由来の高濃度の窒素が河川の生
物生産に貢献することが示唆された。た
とえば、国東半島の桂川には溶存態窒素
が高濃度にふくまれるが、それほど高く
ない近隣の伊呂波川と比較するとニホン
ウナギやスズキ稚魚の成長速度は、桂川
において明瞭に速かった（図5）。すなわ
ち、森林には、汚染物質である大気降下
窒素化合物を水生生物が利用できるかた
ちで河川に供給して、水域の生産力を高
める役割のあることが推察された。

UMI-TEAM
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図4　 各河川の流入先海域の閉鎖度指数と
　　　河口域の下層溶存酸素（DO）濃度との関係

図5　耳石の日輪から推定した大分県桂川、伊呂波川河口域に生息する
　　　スズキ稚魚の成長。稚魚は50－60日齢で外海から河川に進入する

海チーム３ 生物多様性グループ

環境DNAを用いた
魚類多様性の評価
笠井亮秀、安 孝珍

（北海道大学大学院水産科学研究院
海洋生物資源科学部門）

海チーム４ 生物多様性・
生態系メカニズムグループ

森里海連環のメカニズムの解明

山下 洋、吉岡崇仁、益田玲爾、
Edouard LAVERGNE、甲斐嘉晃、
鈴木啓太、久米 学、邉見由美

（京都大学フィールド科学教育研究センター）
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大きいことを定量的に示すことができ
た。また、同じ水田地域であっても河川
の水質に与えている影響が空間的に異な
ることもわかった。地形条件や土地利用状
況などによって現れる地域差を総合的に
評価することで、膨大なデータに潜む重
要な情報の視覚化を可能にした（図2）。
つまり、流域を「面」として捉えたこの
成果を応用すれば、地域によって異なる
「必要な水質保全上の留意点」も将来的
には示すことができる。
　日本国内には気候や国勢調査など、点
として集積されるデータが数多くある。
私たちはそれらを地理情報と合わせて空
間的に捉え、森里海の連環をあきらかに
しようと試みている。LAPが対象とす
る32流域それぞれの空間的特性から見
出す、日本国内におけるさまざまな流域
社会の実態とは。今後の研究成果にぜひ
期待してほしい。

　私たちの仕事の目的は、森里川海の絆
に支えられた豊かな自然の恵みを持続的
に利用し、地域住民が真の豊かさを実感
できる「自然共生社会」や「地域循環型
の流域圏」を実現することである（森里
川海のつながりの範囲を私たちは「流域

　日本の地方農村では、人口減少と高齢
化が急速に進行し、限界集落の数は増加
の一途をたどっている。同時に、適切に
管理されなくなった放置林など、自然の
恵みが低下するばかりの山々が日本各地
でみられる。徐々に、けれども確実に進
行している現代の山村の問題は、決して
山村住民だけの問題ではなく、沿岸部の
漁業者や都市住民をも巻き込む広範囲な
ものである。このことを、どれだけ多くの
人びとが実感できているだろうか。まし
て「自分事」としてとらえることができ
ている人びとがどれほどいるであろうか。
　森里は海とつながっている――この具
体的な連環を解き明かすこと、そしてさ
まざまな地域に暮らす人びとが「自分事」
としてとらえることができるように具体的
な形で「見える化」すること。これらを
根幹となる目標として設定し、私たちは
海へとそそぐ陸上のありとあらゆる情報
と向き合いながら研究に取り組んでいる。
　近年、急速に発展するビッグデータ時
代において、たんに研究分野に留まらず、
政策支援や意思決定支援の局面でも、
データマイニング技術から得られる知見
の集積はとても重要である。日本国内で
は詳細な統計情報や地理情報が数多く整
備され、その多くにだれもがアクセス可
能な時代をむかえた。しかし実際の社会
問題の多くは、さまざまなアクターが関連
しあって生まれる複雑なものであり、個々
の情報にふれるだけでは到底理解するこ
とはできないはずである。オンライン上
に豊富なデータがあふれるいっぽうで、
それらをどのような角度で切り取るか、
データを吟味し有用な情報を抽出するた
しかな知見が求められている。陸上に生

けてさまざまな生きものが生息し、人び
とが生活を営んでいて、まったく異なる
環境と文化が存在する。また、おのおの
は独立した事象ではなく相互に関係しあ
うため、その特徴を端的に明示すること
はたいへんむずかしい。そこで私たちは、
流域をサンプル数としての点で捉えるだ
けではなく、「面」としても捉え、地理情
報科学の分野で開発されてきた種々の空
間モデルを適用し、複雑な流域の構造を
解明したいと考えている。
　流域内の土地はさまざまな用途で利用
されるが、空間的に一律で考えてはなら
ない。図1は京都府由良川流域の水質調
査地点を示している。各地点の値に影響
する要素はそれぞれ異なる。たとえば水
田は、脱窒や洪水調節などの環境保全的
な機能を有するいっぽうで、表面排水や
地下浸透にともなって環境に負荷を与え
る側面ももつ。したがって、農村地域で
は水田の排水が河川の水質にある程度の
影響を与えている。この影響の度合い
は、水田がどんな場所に広がっているか、
どのように管理されている水田であるか
など、個々の特徴により空間的に変化し
ている。流域内の水田面積だけをデータ
として把握するのでは、河川の水質にど
れだけ影響が及んでいるのかはわからな
いのである。
　これまでの研究では、各地点の水質と、
各水質調査地点を流出点とする小流域内
の土地利用情報とを用いて、流域の「入
れ子関係」を考慮した空間的な特徴を分
析した。その結果、灌漑期は非灌漑期に
比べて水田が河川の水質に与える影響が

きる人間をふくむすべての生物に関わる
多種多様なデータを、網羅的かつ多面的
に把握し、さらには既存の知識と調査結
果を統合しつつ、より精緻な意味のある
データベースを整備することが、私たちの
チームのLAP内での使命の一つである。
　陸域環境や人間活動の「データ」と一
言でいうと無味乾燥なものと取られるか
もしれない。しかし、一律に整理されただ
けにみえる統計データのなかにも、きわ
めて興味深い「地域差」が潜んでいる。日
本では、長い歴史のなかで培った貴重な
文化が現場に息づいており、それぞれの
地域ではそこに住む人びとの経験則にも
とづくきわめて合理的な暮らしが営まれ
ている。そうした現場の実態を理解する
こと抜きにして真の社会現象を解明する
ことは不可能である。ゆえに陸チームで
は、データ整備と並行して積極的にフィー
ルドにも訪れ、「地域を理解する」ことも
重視している。客観的視点にもとづいた
科学的知見が、現場レベルでは、とても

人間味のある地域文脈によって解釈が変
わることがしばしばある。そこにこそ地
域の研究、いうなれば森里海連環学のお
もしろさがあり、さらに社会問題を解決
する鍵が潜んでいるといえるだろう。
　陸チームは、京都大学大学院地球環境
学堂 地域資源計画論研究室と国立環境
研究所 生物・生態系環境研究センター
生態系機能評価研究室とが拠点となって
いる。それぞれが取り組んでいる研究に
ついて以下に紹介したい。

　森里海の連環やそれに起因する諸問題
は、広範にわたる課題であり、どうして
も私たちには身近に感じにくい現象であ
る。一つの流域には、上流から下流にか

圏」と捉えている）。そして、自然共生
社会をよりしなやかに実現するために、
流域圏をいわば診断するうえで、地域の
実態や変容を理解する必要があり、高品
質かつ多面的な「情報」が必須となる。
　情報にはdata、information、intelligence
という3つの概念があることをご存じだろう
か。たとえばdataはある目的のために整理
されて informationとなり、information
が統合と取捨選択をへて戦略的な行動
を決定するための intelligenceが生まれ
る。私たちのチームは、膨大な情報を橋
渡ししつつ、それらを分析・解析している。
　そもそも、ある流域圏の「絆の強さ」
や「全体的な豊かさ」といった曖昧な概
念をいかに診断（＝評価）するのかはと
てもむずかしい。たとえば、人の幸福に
は身体の健康が不可欠である。そのため、
多くの人は通常「人間ドック」とよばれ
る総合的な健康診断を定期的に受診して
いる。診断の目的は、多様な医学情報を
網羅的に収集・統合し、問題点と効果的
な治療方針とを見つけることである。一
定期間の健康情報を統合すれば身体の変
化がわかり、未病段階の疾病を予防でき
るとともに、治療方針も確固たるものにな
る。この発想を流域圏に置き換え、私た
ちの活動では、多くの網羅的情報をもと
に、その流域圏の健全化をめざしている。
　2018年度は、おもに日本全域を対象
に公共用水域の水質データや国勢調査
データ、さらに流域基盤情報や水生生物
の生息情報等をGISデータベースとして
整備・拡充した。今後は流域圏内のより
細かな小流域単位のスケールで各データ
の時空間解析を行い、生息地評価や社会
構造の分析、また流域の変容と水質変化
といった因果関係を解析する予定である。
　現在はビッグデータの時代といわれ、
膨大なデータの探索を通じてこれまで想
像できなかった課題や解決方法を浮き彫
りにすることが可能となった。医学の進
歩に終着点がないのと同様、地域社会の
課題解決の方法も進化を続けている。情
報の分析と解析とをつねに高度化しつ
つ、多くの関係者らと協働体制を組み、
いち早く地域の問題とその解決策を発見
する。それが私たちの行動指針である。

あふれる地域情報と向き合う

RIKU-TEAM
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海につながる森と里の実態を紐解く
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亀山 哲、Ye Feng
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図1　由良川流域における水質調査地点　吉岡、渡辺、福島らによる調査（2011）

図2　全国公共用水域水質におけるBODの変化（1982-2016年）

時空間情報・GIS解析グループ

時空間情報・データ統合解析グループ
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　解析チームは、陸と海とのかかわりを
科学的に検出する研究に取り組む。森里
海の連環を解明するこのプログラムの
キーとなる研究である。森が川をとおし
て海に影響を及ぼしていることは、少し
考えればなんとなく理解ができる。しか
し、それが実際に起こっていると証明し
たり、森から里、海にいたるまでの物質
の流れを解明したりするのは困難だと考
えられていた。その理由はさまざまだが、
たとえば対象とするエリアが大規模なた
めデータ収集が困難なこと、データが多
岐におよぶため科学的な解明がむずかし
いことがあげられる。
　そこで私たちは、近年の技術革新のお
かげで得られるようになった陸や海のビッ
グデータに着目することにした。データ
科学の進歩にともない開発の進む最新の
統計技術を使うことで、従来の手法では
取り扱いがむずかしかったデータから、

る。近年のコンピュータの発達により可
能になったこの技術で、従来は困難だっ
た要素の選抜が客観的に行えるように
なった。
　スパースモデリングでは、関係性の簡
略化の度合い（ラムダ）をユーザーが設
定することができる。ラムダが小さい場
合は多数の説明変数が存在するが、ラム
ダを高めていくと係数がゼロに収束する
変数が次第に増えてゆき、残ったものが
重要性の高い変数ということになる（図１）。
　2018年度は、陸チームから提供され
た国勢調査データと、海チームから提
供された漁獲量データおよび環境DNA
データの関係性をスパースモデリングで
解明する準備を進めた。その過程で、ま
ずは入手しやすい都道府県ごとのデータ
を使って説明する先行実験を実施した。
その結果を図2に掲載する（Ise and 
Oba 2018; 研究業績45ページ参照）。
　ここでは、農林水産省の海面漁業生産
統計調査による68種の海産物タイプご
との漁獲量と、総務省統計局の「統計で
みる都道府県のすがた」から取得した
448項目の自然環境や社会経済データを
使った。スパースモデリングを実行する
ことで、448の候補のなかから、重要と

これまで漠然としていた陸と海の複雑な
関係性を解明できると期待している。
　デジタル時代のビッグデータをフル活
用することで、森に降った雨がどのよう
に地面にしみ込み、やがて川になって海
にそそぐのかという水の流れをシミュ
レーションすることもできる。その水
は、田畑をうるおしたり人びとの飲み水
になったりしながら、途中で物質を運び
つつ、海に流れる。これらの過程をコン
ピュータ上で再現することで、森から海
へのつながりの現在と将来とを考えるこ
とが可能になる。
　私たちが自然に対してどのようにはた
らきかけるかによって、森里海の連環や、
人と自然との関係は変化するだろう。私
たちの研究成果が、市民一人ひとりの判
断の材料になることをめざして研究をは
じめた。

思われるいくつかの変数を選び出すこと
ができた。海産物タイプごとに解析を実
施したところ、海産物タイプによって、
選ばれる陸の説明変数の数に違いが生
じることがわかった（図2）。たとえば、
マグロなどの外洋性の海産物は陸の影響
をほとんど受けないが、海藻類や貝類な
どの沿岸であまり動かない海産物は、陸
の影響を大きく受けることがわかった。
　この先行実験の結果は、これから実施
する本格的な実験への期待を高めるもの
であった。河川の流域ごとに整備された
データを用いれば、さらに鮮明な関係性
が発見できることを期待しつつ、研究を
進めている。

　統計解析は、陸と海のデータの相関性
を見つける手段である。ところが統計解
析だけではわからないこともある。遠く
離れた陸から海へ、具体的にいつ・なに
が・どのくらい流れ出しているのかがブ
ラックボックスになるからである。そこ
で私たちは、統計解析に加えてシミュ
レーション実験も実施している。
　シミュレーションのメリットは、フィール

　陸と海のかかわりを科学的に解明する
といっても、それはとてもむずかしい。
たとえば陸上には、自然の植物の状態、
田畑の状態、都市や集落の状態、そして
人びとが営む仕事や生活といった多数の
要素がある。いっぽうで海には、光合成
をする植物プランクトン、そしてそれを
餌とする多種多様な生きものたちがおり
なす生態系がある。さらに、これら陸や
海の多数の要素は、天候などの環境条件
に合わせて時々刻々と変化している。
　このような複雑な関係性を解明するた
め、私たちはスパースモデリングという
統計技術を使うことにした。これは、と
きに何百、何千にもおよぶ多数の陸上の
要素から、海の自然に影響を及ぼしてい
る可能性の高いものを選び出す技術であ

ド研究ではカバーしきれないほどの広範
囲の地表面の状態や物質の流れを再現で
きることにある。たとえば、H08というシミュ
レーションモデルを使って、京都府北部を
流れる由良川の流量を推定した（図3）。
由良川流域に降った雨が植物に吸収され
たり、蒸発したり、地面にしみ込んでや
がて川になったりという水循環の季節変
化を再現することもできた（図4）。こ
のようなシミュレーションで、森から里
を経て海に流れ出す水や、そこに溶け込
む物質の流れの将来予測をめざす。
　シミュレーションにはほかにも、将来
を予測する研究に使えるというメリット
もある。シミュレーションは「未来をの
ぞく望遠鏡」といわれる。たとえば、温
暖化したのちの森里海の連環はどうなる
のだろう。人びとが森の木々を伐採しす
ぎたらどうなるのだろう。こうした疑問
に答えるため、将来のシナリオにもとづ
いたシミュレーション実験を行えば、数
十年先の状態を知ることができる。いま
私たちがある行動を起こせば、将来の自
然はどのように変化するだろうか。これ
を市民のみなさんにお見せできる結果を
出し、みなさんの意思決定の助けになり
たいと願っている。

陸と海のかかわりを科学的に解明する

陸と海の複雑な関係性を
統計解析で解き明かす

シミュレーションで過去と現在を再現し、
あるべき未来を考える

京都大学フィールド科学教育研究センター

伊勢武史+門脇浩明+大庭ゆりか
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図2　スパースモデリングで選ばれた変数の数は海産物タイプによって違っていた

図3　シミュレーションで推定された由良川の流量（目盛りは対数スケール） 図4　H08のシミュレーション結果（抜粋）

図1　 スパースモデリングでは、ラムダを高めていくことで
　　  重要な変数を絞り込むことが可能

KAISEKI-TEAM

京都大学生態学研究センター

谷内茂雄

研究紹介
解析チーム

RESEARCH REPORT年  報
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　社会連携グループ
　（德地直子、赤石大輔）

　社会連携グループでは、森里海連環学
の理念を社会に広げ、森里海のつながり
を再生する取り組みを、地域、NPO、
企業、行政など、多様な人びととともに
進める。その協働をデザインするため
に、各流域で暮らす人びとと出会い、流
域の現状を知り、みながめざしたい将来
像を共有し、役割分担を決め、活動を推
進するプラットフォームを構築してゆ
く。2018年度は、由良川流域の源流で
ある南丹市美山町、和歌山県の有田川流
域、そして一大消費地である京都市にお
いて、関係者どうしが学びあう場を創出
し、都市と源流とがつながり支えあうプ
ラットフォーム構築に着手した。
京と森の学び舎
　森里海連環学の理論や哲学を市民と共
有し、社会に新しい活動を生み出すため
の場づくりのため、市民を対象とした連
続講座「京と森の学び舎」（以下、学び舎）
を2018年12月からスタートした。学び
舎は自然保護助成基金の助成を受けて実
施している。
　学び舎のカリキュラムは、LAPの教
員や外部から多様な講師を招き開催する
対話型の連続講座と、森里海の現状を京
都大学芦生研究林の現場で学ぶフィール
ドワークからなる。この事業のねらいは、
京都市内の若者世代が南丹市美山町な
ど、上流の農山村地域の現状を知り、持
続可能な社会にむけて活動できる大学と
市民とのネットワークを構築することで
ある。参加者を20名程度に絞り、大学
の研究者と市民とのコミュニケーション
を密にすることで、研究者からの情報提

森里海のつながりを
「自分事」にできる社会をつくる

各グループの研究紹介

京都大学フィールド科学教育研究センター

德地直子

京都大学大学院地球環境学堂

柴田昌三+星野 敏

森里海シンポジウ
ム（2月16日開催）
での参画型ワーク
ショップ

図1　グループワークにより描き出されたLAP社会連携の概念図LAP参画研究者によるグループワーク

SHAKAI-TEAM

京都大学大学院人間・環境学研究科

浅野耕太

京都大学学際融合教育研究推進センター 森里海連環学教育研究ユニット

清水美香+清水夏樹+赤石大輔+法理樹里+東口 涼

ひとりひとりの小舟を漕ぎ出す　Co-Buneプロジェクト
（Co-Building of Union Network with Environment)

シチズン
サイエンス

思想
価値観

SDGｓ政策

教育

環境との関係が
他人事の状態

環境との関係が
自分事にむかう

森里海連環の
保たれた

持続可能な社会へ

学術

地域知

第2回京と森の学び舎
（2019年2月1日、マテリアル京都にて）
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研究紹介
社会チーム

　社会チームの役割は、自然科学と社会
科学の両方向からの知見を有機的に紡
ぎ、多様な背景をもつ多様な人びととと
もに、実社会のなかで森里海連環学を描
くことである。そのため、森里海連環学
の理念や研究成果を、より多くの人びと
に「自分事」としてもらうためのさまざ
まな取り組みを企画し、実施している。
また、LAPのスタッフ間でも知見の共
有と協働のあり方を模索している。
　社会チームの各グループでは、森里海
連環の再生モデルとなる流域を対象に、
地域に関わる人びととの信頼関係を築

ととともに考え、持続可能な社会のあり
方を共有する対話の場を創出し、未来世
代へつなぐ行動化にむけたネットワーク
の構築を目的にシンポジウムを企画し
た。企画では、講演形式のシンポジウム
ではなく対話型で行うこと、さまざまな
地域や立場のゲストと参加者を得るこ
と、多世代の参加者を募り、世代間の価
値観の共有を図ることを意図した。
　2019年2月16日に京都大学百周年時
計台記念館国際交流ホールにて開催した
森里海シンポジウム「足元から見直す、
持続可能な暮らし～森里海のつながりを
レジリエンスで紐解く～」では、200名
を超える多様な世代が参加し、協働型対
話という趣旨のもと参加者どうしが交わ
した意見を参加者全員にむけて発表する
など、活発なシンポジウムとなった。午
前のプレセッションでは、実践者、研究
者（自然科学、社会科学）のインスピ
レーション対話で森里海連環の分断がも
たらす現実的な課題を紐解いた。そのあ
との参加者全員の参画型ワークショップ
では、隣の席の参加者同士2人で、さら
に前後の4人でグループになって意見交
換し、最後には会場全体で意見を共有し
た。午後のセッションでは、「現場を知
る」、「向き合う」、「繋げる」を3本柱に、
実践者と研究者との対話で話題提供を
行った。
　このシンポジウムのもう一つの特徴は、
40名を超える高校生の参加であった。7
校が、日ごろの研究・地域連携活動につ
いてポスター発表を行った。このシンポ
ジウムは、LAPの社会連携のあり方の
試行──研究成果を社会実装するために、
だれにどのようにシンポジウムに参画して
もらえばよいのかなど──であり、大きな
成果と今後のヒントを得ることができた。

き、地域の課題の解決や森里海連環の再
生のための選択肢を見つけ出すことをめ
ざし、以下の取り組みを実施している。

　LAPの社会連携にむけた戦略構築
　のためのグループワークを実施

　LAPでは、生物学から心理学までさ
まざまな分野の知見を総合し、森里海の
分断がもたらす自然科学的・経済的・社
会的影響や、森里海連環の再生に関する
文理融合型の学際研究の展開をめざして
いる。森里海連環をどのように社会に
実装するかを議論するため、LAP参画
研究者による4回のブレイン・ストーミ
ング・グループワーク（合計6時間）を
2018年5月に社会チームからの企画提

案で実施した。各研究者が有するリソー
ス（情報、経験、知識、方法論、ツール、
ネットワークなど）を活かしたLAPの
社会連携戦略の構築を目的としたワーク
ショップ形式での議論である。システム
ズ・アプローチ（「木を見て森も見る」
アプローチ：清水美香、2015）にもと
づき、全体と詳細とを検証しながら要素
間をつなぐ手法を用いた。異なる研究分
野の考え方の共通点と違いとを引き出し
ながら、一定のコンセンサスを導き、社
会連携戦略の策定への土台を築くことが
できた。

　 協働対話型シンポジウムの企画
　森里海のつながりを多様な立場の人び

供の場にとどまらず、研究者と市民との
協働を生み出す場として機能させること
をめざしている。参加者はおもに20代
から40代の男女で、会社員やNPO職員、
デザイナー、エコツアーガイドなど多様
な職種で構成されている。第1回を2018
年12月21日に、第2回を2019年2月1日に
実施した。今後は4月、6月、8月に順次
講義を開催予定である。またフィールド
ワークは、5月、6月、7月に芦生研究林
でのシカ柵の設置やガイドツアーの体験、
南丹市美山町の地域活性化の取り組みを
見学する予定である。
　学び舎の受講者には修了後、森里海コ
ミュニケーターの称号を授与し、ユニッ
トの活動に主体的に参加してもらう予定
である。参加者には各地で森里海連環に
関係する地域活動にすでに取り組んでい
る方も多く、彼らとLAPとの協働の取
り組みを各地で構築する予定である。

LAPにおける社会科学
（通称：社会チーム）の研究と役割

社会チーム1
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（上）「森里海連環の理論と実践」でのヒアリング調査
（左）「森里海連環の理論と実践」でのフィールドワーク

近江兄弟社高校「Arts Science Leadership」で
のディスカッション

RESEARCH REPORT年  報

森里連環を駆動させる協働
　南丹市美山町は芦生研究林のある地域
であり、自然科学班が環境DNAの調査
をする32河川の一つの由良川の源流地
域でもある。2016年に指定された京都
丹波高原国定公園の区域内でもあり、古
くから「かやぶきの里」などの地域資源
を活用した観光振興がさかんないっぽう、
過疎高齢化で地域コミュニティの維持が
むずかしくなっている。
　この南丹市美山町を核に、「森里連環
学に基づく豊かな森と里の再生」を日本
生命財団の助成を受けて実施している。
研究者と地域住民との協働による森と里
の再生にむけた取り組みであり、超学際
研究をめざした活動である。研究者だけ
ではなく地域のさまざまな関係者が議論
し、研究成果を共有し、また、地域の知
や伝統的な知恵を交換している。芦生研
究林のあるこの地域では、こうした研究
者と地域との協働ができる歴史的蓄積が
ある。こうした新しいスタイルの研究活
動が地域の課題解決に貢献できるかを実
証し、発信することを想定している。
　2018年度の取り組みとして、美山町
で地域活性化や移住・定住の推進に取り
組む団体「つなガール美山」と連携し、
美山町の地域資源を活用したエコツアー
や体験プログラムの構築を進めている。
この取り組みをきっかけに地域振興会や
エコツアーガイドの団体、観光や街づく
りを担う団体との連携ができはじめ、地
域一体となった活動に発展しつつある。
　今後の展望として、京都大学やほかの
教育研究機関と美山の地域住民とがとも

できる形で還元することで、地域の産業
活性化、そして地域内での生活満足度や
地域への愛着を向上させる取り組みにつ
なげられるよう、具体的に提案してゆく。

地域の多様な世代の参画推進
──滋賀県近江八幡市

　近江八幡市では、大学院講義「森里海
連環の理論と実践」のフィールド実習
を5年間にわたり実施してきた。地元企
業である「たねやグループ」や「まちづ
くり会社まっせ」とも連携を進めた。近
江八幡市には、八幡山（森）、水田地帯
や文化・歴史を残した町並みや暮らし
（里）、そして琵琶湖・西の湖とそれらを
つなぐ水郷地帯（海・湖）が徒歩圏内に
位置しており、森里海連環の理解に適し
たフィールドである。2018年度からは、
地域学習を積極的に推進するヴォーリズ
学園近江兄弟社高等学校との連携体制を
構築し、地域の課題の解決やSDGs推進
のための具体的なプロジェクトの立案を
進めている。
　2019年2月には、大学院生らと高校
生とがSDGs実現にむけた具体的方策を
ディスカッションする機会を得た。高校
生だけでなく、たねやグループ、商工会
議所、行政（滋賀県、近江八幡市）、「ま
るやまの自然と文化を守る会」などの地
域NPO、「八幡堀を守る会」、「北之庄沢
を守る会」などの地域ボランティア団体、
周辺の大学とも連携して、多様な世代の
多様な主体が地域づくりや地域経営に能
動的に参画するための環境づくりをめざ
す。そのなかで、地域社会を変革する人
材（森里海連環イノベーター）育成のた
め、参加した高校生を対象に上記活動へ
の関心度、満足度、達成度などを検証す
る継続的な調査を実施予定である。

　影響評価グループ
　（浅野耕太、法理樹里）

　影響評価グループでは、森里海の分断
で発生した社会的費用を推定するとと
もに、地域社会への影響を評価できる
手法を検討する。LAPにおいて、私た
ちのグループは「太田川」を最初の調査
対象流域に設定した。太田川は広島県西
部から広島市を貫流し、広島湾北部に注
ぐ中国地方有数の一級河川である。流域

に学びあうプラットフォーム「美山ソサ
エティ（仮）」の創出を検討中である。
森里海の市民科学、アマゴの健康診断
　有田川の上流には京都大学和歌山研究
林がある。有田川でのこれまでの研究で、
アマゴは河川に面した森林由来の昆虫を
餌としており、生育は森林の植生に大き
く影響を受けることがわかってきた。ま
た有田川の多数ある支流には、有田川固
有の遺伝子をもつ天然アマゴが生息する
ことが示唆された。そこで、神戸大学や、
大阪を拠点とする釣り同好会「みんなの
毛
け

鉤
ばり

倶楽部」と連携し、有田川の天然ア
マゴを調査した。
　2018年度は、市民参加型調査につい
ての説明会を兼ねた講演会「森と川と海
が育む有田川のアマゴ～講演会とアマゴ
の健康診断～」を5月に有田川町で開催
し、約50名の参加があった。その後、
アマゴ釣りのシーズンである6月末まで、
有田川の各支流でフライフィッシングを
用いてアマゴを捕獲し、DNAを採集し
た。2019年3月9日に調査に参加した市
民への報告会を開き、2019年度以降の
調査方針などを参加者で議論した。
　市民が科学調査に参加することは、広
範なデータ収集が可能になるばかりでな
く、調査に参加した市民が研究者ととも
に調査結果を考察することで、環境への
意識が向上したり、環境を改善するため
の政策づくりのきっかけにもなる。この
アマゴの健康診断調査も、地域住民や漁
業者などの関係主体の方に、有田川のア
マゴの持続可能な利用を推進する行動を
起こすきっかけになるような協働の取り

圏の人びとにとって、太田川は飲料水と
してだけではなく、農林水産業を支える
貴重な自然資源である。さらに自然との
ふれあいの場、レジャーやレクリエー
ションの場としての利用も多く、太田
川のNCP（Nature's Contributions to 
People：自然の貢献）としての役割は
とても大きい。
　流域圏における社会的費用の推定に
は、定量的なデータ以外にもさまざまな
情報が必要で、地域、NPO、企業、行
政など、社会の多様なステークホルダー
との協働が不可欠である。2018年度は、
調査対象地域との堅実な信頼関係の構築
を目標に、太田川の利用状況などについ
ての重点的な聞き取り調査を広島県お
よび広島市で実施した。2019年度以降
は、聞き取り対象者や聞き取り対象エリ
アをさらに拡大し、詳細なデータを収集
し、多角的および多面的な視点から森里
海の分断により発生した社会的費用の推
定手法を精査したい。

　防災研究グループ
　（柴田昌三、東口 涼）

　防災研究グループでは、森里海の連環
の断絶を、生態系の連環の欠損による生
態系の問題と捉えるだけでなく、自然現
象に見える災害も連環の断絶の結果と解
釈できる場合がある生態系の問題と考え、
その情報を捉えようとしている。2018
年の京都市周辺は、大阪北部地震、7月
豪雨、台風21号などでさまざまな災害
を受けた。これらの災害を「異常気象に
よる予想できなかった災害」と捉えるの
ではなく、それにいたるさまざまな予兆
があったことに着目している。
　たとえば、森林部では人工林の間伐
遅れや里山の荒廃が見られるだけでな
く、さらに京都の北山に特徴的な現象と
して、ササ類の開花後のシカの実生食害
による林床植生の永続的な欠落が見られ
る。また、都市ではグレーインフラだけで
は対応しきれなくなった都市内の災害対
策のため、グリーンインフラ整備の可能性
が検討されている。これらの情報をとお
して、防災や減災という観点から生態系
を評価するEcoDRR（Ecosystem-based 
Disaster Risk Reduction）の視点もふ

組みへの発展をめざした活動である。

　政策形成グループ
　（星野 敏、清水夏樹）

　政策形成グループでは、おもに2つの
フィールドで、森里海のつながりや分断
にどのような人びとが係わっているのか
をあきらかにする。そして、それぞれの
人びとが、将来にむけて守りたい、継承
したいと思う「地域知」を調査分析し、
いまの施策の改善や今後の計画、事業の
実施にむけた人材育成を図る。

観光による地域づくりのための社会連携
──京都府南丹市美山町

　社会連携グループとともに「森里
連環学に基づく豊かな森と里の再生」
のための超学際研究を進めている。
2018年度は、地域DMO（Destination 
Management Organization）と連携し、
地域がめざす「観光による地域づくり」
のための基礎データの収集と整理を開始
した。南丹市美山町は、これまで多くの
研究者が調査研究の対象地としてきたが、
その知見は「地域知」となるには至って
いないことが聞き取り調査からあきらか
になった。そこで、近年のインバウンド
需要への対応や、観光が地域産業として
人びとの暮らしに根付くための基盤の整
備などを検討する基礎的な情報を「地域
知」として蓄積することをめざしている。
2019年1月には、国内外からの観光客を
対象にアンケート調査を実施し、地域を
訪れる人びとの動向とニーズとを把握し
た。これらの調査を地域と協働しながら
定期的に実施するとともに、地域が活用

くめながら検証することを計画している。
調査の内容から、その対象流域は淀川流
域のうち、桂川、鴨川流域が中心となる。

　社会連携は地域の方との信頼関係を構
築することが前提であり、そのためには
長い時間が必要となる。プログラム実施
期間で可能なかぎり地域との相互理解を
得て、森里海のつながりの再生という同
じ方向に向かうため、2018年度は森里海
連環の再生に重要と考えられ、ほかの地
域での活動のモデルとなりうる以下の条
件を満たす地域を抽出し、活動してきた。
①多世代（マルチステークホルダー）での
　活動が見込めること
②シチズン・サイエンスへの発展が可能
　であること
③森里海連環の再生が地域経済と結びつ
　けられること
　各地域では、ステークホルダーとの信
頼関係を構築しつつある。今後は、各地
域での課題の解決にむけての活動をさら
に展開するとともに、日本各地にグッド
プラクティス（森里海連環の再生モデル）
として示せるよう、社会科学・自然科学
の両方向から森里海連環の理念および知
見にもとづいてまとめてゆく。また、今
後、より多くの高校や地域との連携を模
索している。高校生が地域の森里海連環
に関する研究・活動発表を相互に発表し
あう場を定期的に設け、地域を超えた、
多世代からなる継続性のある活動主体の
ネットワーク構築をめざす。

森里海のつながりを
「自分事」にできる社会をつくる

社会チーム2

社会チーム3

社会チーム4

◆
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学会発表

＊ 2018年4月1日以降に本ユニットに雇用された研究者については、LAPに直接関係のない研究業績を含む。 論文発表（総説を含む) ＊著者名の太字はLAP登録研究者

研究者名 タイトル 年月日／学会名〈開催場所〉
門脇浩明 趣旨説明：進化を考慮した応用生態学の展開

2018.3.14-18　第65回日本生態学会
〈札幌コンベンションセンター〉

門脇浩明 コナラ枯死木の菌類群集と分解過程にナラ枯れが与える影響
伊勢武史 ビッグデータで植物の季節変化を解明する
久米 学 大津波によって形成された新規生息地におけるトゲウオの形態分化
笠井亮秀 東部瀬戸内海における基礎生産構造
西前 出 森林がもつ生態系サービスの需給構造の解明－滋賀県大津市を対象として－ 2018.3.26　日本森林学会〈高知大学〉
笠井亮秀 舞鶴湾におけるマアジとカタクチイワシの環境DNA量の水平・鉛直分布

2018.3.26-30　平成30年度日本水産学会春季大会
〈東京海洋大学〉

笠井亮秀 環境DNA調査によるニホンウナギの淡水域分布特性の解明
小林志保 淀川河口域における有機物の生成・分解と貧酸素化への影響
小林志保 徳島県沿岸ワカメ漁場における栄養塩起源推定
久米 学 日本ウナギのクロコにおける河川内分布と微生息環境
小林志保 Estimation of origin of dissolved organic matter in Osaka Bay and the visualization of its outflow toward the outer Kii Channel

2018.5.20-24　日本地球惑星科学連合大会
〈幕張メッセ〉

小林志保 淀川河口域における植物プランクトン由来有機物の生成と大阪湾奥の貧酸素化への影響
小林志保 海底湧水環境の異なる2海域におけるメイオベントス群集構造の比較
伊勢武史 ディープラーニングでリモートセンシングを「再発明」する
東口 涼 京都市北部地域のササ葉採集に関する在来技術 2018.5.25-27　平成30年度日本造園学会全国大会〈京都大学〉
寶 馨 How to Incorporate PMP into Nonparametric Frequency Analysis 2018.6.5　AOGS 15th Annual Meeting, Honolulu, Hawaii, USA

久米 学 Divergence in morphology, diet and, genetic structure among stickleback populations in novel habitats created by the 2011 
Tōhoku earthquake and tsunami

2018.7.5　9th International Conference on Stickleback Behavior and Evolution〈京都大学〉

小林志保 A mechanism of seawater exchange in strait-basin systems in the Seto Inland Sea, Japan 2018.7.14-15　WET2018〈愛媛大学城北キャンパス〉
山下 洋 沿岸魚類からみた森里海のつながり 2018.8.3　日本水環境学会 第27回市民セミナー〈いであ株式会社 大阪支社〉

山下 洋 Significant contribution of microalgae to the diet of the mysid Neomysis awatschensis (Brandt, 1851) in the Yura River 
estuary, Japan 2018.9.3-6　ECSA57〈Pan Pacific Perth,  Australia〉

笠井亮秀 Nutrients, chlorophyll and suspended solids from three rivers into Hakodate Bay, Hokkaido, Japan

時任美乃理 Sustainable rural development and community resilience in central Vietnam: Focusing on household livelihood and livelihood 
supports

2018.9.7　The 10th year anniversary ceremony of Kyoto University Office in Hue（講演）
〈Hue University of Agriculture and Forestry,  Vietnam〉

清水美香 コモンズとしての森とレジリエンス 2018.9.9　京大ワークショップ「コモンズとしての森とレジリエンス」〈インパクトハブ京都〉
門脇浩明 趣旨説明：パネルディスカッションのファシリテータ 2018.9.15　進化群集生態学シンポジウム2018〈京都大学理学部セミナーハウス〉
久米 学 ニホンウナギにおける河川内分布の規定要因と微生息環境の選好性 2018.9.17　日本水産学会〈広島大学〉
法理樹里 課題解決に向けた異分野間での戦略の立て方とは？ 2018.9.18　日本グループ・ダイナミクス学会（実験社会心理学会）〈神戸大学〉
久米 学 水田地帯を流れる小河川におけるニホンウナギAnguilla japonicaの流程分布と微生息環境 2018.9.21　応用生態工学会〈東京工業大学〉
伊勢武史 Recent advancements in studies concerning terrestrial ecosystems 2018.9.22　iLEAPAS-Japan 研究集会 2018〈名古屋大学〉

清水美香 The Challenge of Formulating Inclusive Policies: Case of Seawalls against Future Tsunami in Japan after the 2011 Tohoku 
Disaster

2018.9.27　World Social Science Forum 2018〈福岡市〉

清水美香 Risk communication under Deep Uncertainty in a Modern Risk Society: Roles of Resilience-based Public Policy and Emerging 
Technologies/AI

2018.10.4　International Society for Integrated Disaster Risk Management〈オーストラリア
New South Wales University〉

邉見由美 ツマグロスジハゼがテッポウエビの巣穴構造に与える影響
2018.10.5-8　2018年度 日本魚類学会年会〈国立オリンピック記念青少年総合センター〉久米 学 水田地帯を流れる小河川におけるニホンウナギの分布規定要因

久米 学 北海道別寒辺牛川河口域周辺におけるウキゴリ属魚類の交雑
山下 洋 大分県国東半島宇佐地域2河川の魚類生産力の比較

2018.10.6-8　第83回日本陸水学会 自由研究集会〈岡山大学〉
山下 洋 森里海連環再生のためのLink Again Program

笠井亮秀 河川の恵みを巧みに利用する沿岸魚スズキ
吉岡崇仁、德地直子 森林流域に関する社会調査
吉岡崇仁 森里海連環学の取り組み-由良川プロジェクト-

2018.10.6-8　第83回日本陸水学会 課題講演〈岡山大学〉
吉岡崇仁、德地直子 由良川流域における河川水中の養分物質濃度の規定要因

時任美乃理 The visible and invisible impact of livelihood development projects in central Vietnam – Evaluation of changes in rural land 
use and small-scale-livelihoods.

2018.10.12-13　International seminar of the Association of Rural Planning 2018 Korea-Japan 
Rural Planning Seminar Depopulation and Rural Services〈Rural Research Institute, Korea〉

邉見由美 テッポウエビ類の巣穴構造－巣穴形成と共生者による巣穴利用－ 2018.10.19 　日本甲殻類学会第56回大会
若手の会第1回自由集会〈東海大学清水キャンパス〉

清水美香 SDGｓとレジリエンス 2018.11.1　第１回 レジリエント社会創造研究会〈京都大学〉
時任美乃理 Satoyama Indexを応用した土地利用の多様度の新たな算出方法の開発 2018.11.9-10　システム農学会2018年度秋季大会〈福山市生涯学習プラザ〉

清水美香 Decision Making under Deep Uncertainty in a Modern Risk Society: Roles of Resilience-based Public Policy and Emerging 
Technologies/AI

2018.11.13　The 2018 Annual Meeting of the Society for Decision Making under Deep 
Uncertainty (DMDU) (organized by the RAND Corporation）

〈米国　Los Angels, California Rand Corporation〉

清水夏樹 Role of the Land Improvement District to Promote Various Actors’ Participation in the Sustainable Tea-farming: A Case Study 
in the Northern Yamato-Highland Land Improvement District

2018.11.20-22　PAWEES-INWEPF International Conference Nara 2018
〈奈良春日野国際フォーラム〉

門脇浩明 Limited dispersal sustains cooperation in evolving microbial metapopulations 2018.11.23-24　6th Taiwan-Japan Ecology Workshop〈国立成功大学〉
清水美香 災害とレジリエンス 2018.11.23　ソーシャルイノベーション学会（招聘）〈同志社大学〉
伊勢武史 ビッグデータと生態学 2018.11.24　「大規模複雑データの理論と方法総合的研究」（シンポジウム）〈成蹊大学〉
西前 出 Rural development by regional resource utilization in Southeast Asian countries

2018.11.30-12.2　IPB&KU International Symposium on Education and Research in Global 
Environmental Studies in Asia〈IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Indonesia〉時任美乃理 Spatial analysis of the relationship between land use and river-water quality focusing on the nested structure of watersheds 

-Case study of Yura-river watershed, Japan

伊勢武史、大庭ゆりか 
Estimating Mesoscale Linkage between Land-Surface Conditions and Marine Products in Japan: a Study Using a Sparse 
High-Dimensional Model. 2018.12.14　American Geophysical Union Fall Meeting

〈the Walter E. Washington Convention Center〉
大庭ゆりか、伊勢武史 A statistical analysis of relationships between terrestrial environment and freshwater conditions in Japan.

時任美乃理 高解像度オルソモザイクを用いたAdvanced-Satoyama Indexによるエコトーンの定量的評価 2018.12.17　第15回環境情報科学ポスターセッション〈日本大学会館〉

門脇浩明 Limited dispersal sustains cooperation in evolving microbial metapopulations
2019.2.21　マクロ生物学百花繚乱──アジアの生物多様性（国際シンポジウム）

〈京都大学百周年時計台記念館〉
門脇浩明 コナラ枯死木の分解過程にナラ枯れが与える影響

2019.3.15-19　第66回日本生態学会
〈神戸国際会議場 神戸国際展示場〉

赤石大輔、法理樹里、
德地直子 若者は自然とどう向き合っているのか？－自然保護活動への意識と参加の実態－

門脇浩明、時任美乃理、
西前 出、伊勢武史 京都府由良川流域における生態系サービス評価と将来予測

伊勢武史 ビッグデータと生態学：イントロダクション
大庭ゆりか、Ye Feng、
亀山 哲、伊勢武史 スパース推定で生態学のビッグデータに挑む

伊勢武史 地域景観を構成する緑と共同体の心理特性の関連性分析
門脇浩明 ナラ枯れ枯死木の分解CO2放出量の広域環境応答
伊勢武史 畳み込みニューラルネットワークによる航空写真中の植生識別とその応用
伊勢武史 ドローンの空撮画像と深層学習を用いた樹木の識別

著者 タイトル 掲載（出版）年月
原田真実、久米 学、望岡典隆、田村勇司、神崎東子、橋口峻也、
笠井亮秀、山下 洋 「大分県国東半島・宇佐地域の伊呂波川と桂川に設置したウナギ石倉かごにより採集されたニホンウナギと水生動物群集」，『日本水産学会誌』，84(1): 45-53 2018.1

Kume, M., Mori, S., Kitano, J., Sumi,T., and Nishida, S. Impact of the huge 2011 Tohoku-oki tsunami on the phenotypes and genotypes of Japanese coastal threespine stickleback populations, Scientific Reports, 8: 1684 2018.1

小林志保、藤原建紀、駒井幸雄、田中周平、鈴木裕識 「沿岸海域の貧酸素化を引き起こす有機物の起源推定 :炭素安定同位体比を用いたアプローチ」，『水環境学会誌』，41(1): 1-10 2018.1

Kobayashi, S., Fujiwara, T. 
Influences of Terrestrial Inputs of Organic Matter on Coastal Water and Bottom Sediments in the Seto Inland Sea, Japan, 
Journal of Water and Environment Technology, 16(3): 138-148

2018.1

Luo, P., Apip, He, B., Duan, W., Takara, K., Nover, D. 
Impact assessment of rainfall scenarios and land-use change on hydrologic response using synthetic Area IDF curves, 
Journal of Flood Risk Management, 11(1): 48-97

2018.1

石原正仁、寶 馨 「2012年8月13, 14日に宇治市周辺に発生した大雨：第１部 大雨をもたらした線状降水帯群のメソ構造」，『天気』，65(3): 5-23 2018.1

Tsurita, I., Hori, J., Kunieda, T., Hori, M., Makino, M. Marine protected areas, Satoumi, and territorial use rights for fisheries: A case study from hinase, Japan, Marine Polocy, 91: 41-48 2018.2

Hori, M., Hamaoka, H., Hirota, M., Lagarde, F., Vaz, S., Hamaguchi, M.,
Hori, J., Makino, M. 

Application of the coastal ecosystem complex concept toward integrated management for sustainable coastal fisheries under oligotrophication, 
Fisheries Science, 82: 283-292

2018.2

Kasai, A., Fuji, T., Suzuki, KW., and Yamashita, Y. Partial migration of juvenile temperate seabass Lateolabrax japonicus: a versatile survival strategy, Fisheries Science, 84: 153-162 2018.3

Fuji, T., Kasai, A., and Yamashita, Y. Upstream migration mechanisms of juvenile temperate seabass Lateolabrax japonicus in the stratified Yura River estuary, Fisheries Science, 84: 163-172 2018.3

Itoh, S., Takeshige, A., Kasai, A., and Kimura, S. Modeling the coastal ecosystem complex: present state and challenges, Fisheries Science, 84: 293-307 2018.3

浅野耕太 「見えざる国富と農村協働力」，『農村計画学会誌』，36(4): 487-489 2018.3

東口 涼、柴田昌三 「京都市北部地域のササ葉採集に関する在来技術」，『ランドスケープ研究』，81(5): 485-488 2018.3

黒瀬陽平、寶 馨、LUO Pingping、石原正仁 「2012年8月13, 14日に宇治市周辺に発生した大雨：第2部　宇治市志津川の増水・氾濫の実態把握と予測可能性」，『天気』，65(3): 3-15 2018.3

山本芳華、清水夏樹 「持続可能な茶業をめざした地域資源マネジメント－大和茶普及イベントを通じた商品開発の動向把握について－」，『平安女学院大学研究年報』，18: 34-42 2018.3

Onishi, M., Ise, T. Automatic classification of trees using a UAV onboard camera and deep learning, arXiv, 1804.1039 2018.4

Matasushita, K., Taki, H., Yamane, F., Asano, K. Shadow Value of Ecosystem Resilience in Complex Natural Land as a Wild Pollinator Habitat, American Journal of Agricultural Economics, 100(3): 829-843 2018.4

Hori, J., Makino, M.
The structure of human well-being related to ecosystem services in coastal areas: A comparison among the the six North Pacific countries, 
Marine Polocy, 95: 221-226

2018.4

Watanabe, K., Fukuzaki, K., Fukushima, K., Aimoto, M., 
Yoshioka, T., and Yamashita, Y. 

Iron and fluorescent dissolved organic matter in an estuarine and coastal system in Japan, Limnology, 19 (2): 229-240 2018.4

寶 馨 「災害リスクと超高齢社会の防災」，『土木学会誌』，103(4): 68-68 2018.4

伊勢武史、前田雅彦 「京都大学フィールド科学教育研究センター・芦生研究林」，『日本生態学会誌』，68: 75-80 2018.4

Nakada, S., Kobayashi, S., Hayashi, M., Ishizaka, J., Akiyama, S.,
Fuchi, M., Nakajima, M. 

High-resolution surface salinity maps in coastal oceans based on geostationary ocean color images: quantitative analysis of river plume dynamics, Journal of 
Oceanography, 74(3): 287-304

2018.6

Mukherjee, M., Takara, K. Urban green space as a countermeasure to increasing urban risk and the UGS-3CC resilience framework, International Journal of Disaster Risk Reduction, 28: 854-861 2018.6

Kandpal, R., and Saizen, I. A study on institutional imbalances of the urban-rural governance framework in Mumbai Metropolitan Region, India, Asia-Pacific Journal of Regional Science, 1-18 2018.6

Saito, O., Kamiyama, C., Hashimoto, S., Matsui, T., Shoyama, K. 
Kabaya, K., Uetake, T., Taki, H., Ishikawa, Y., Matsushita, K., 
Yamane, F., Hori, J., Ariga, T., and Takeuchi, K. 

Co-design of National-Scale Future Scenerios in Japan to Predict and Assess Natural Capital and Ecosystem Services, 
Susutainability Science, https://doi.org/10.1007/s11625-018-0587-9

2018.6

Hayakawa, T., Sawada, A., Tanabe, AS., Fukuda, S., Kishida, T., Kurihara, 
Y., Matsushima, K., Liu, J., Akomo-Okoue, EF., Gravena, W., Kashima, M., 
Suzuki, M., Kadowaki, K., Suzumura, T., Inoue, E., Sugiura, H., Hanya, G., Agata, K.

Improving the standards for gut microbiome analysis of fecal samples: Insights from the field biology of Japanese macaques on Yakushima Island, 
Primates, 59: 423-436

2018.6

清水美香 「ニューヨークのハリケーン“Sandy”の復興事例からみる復興、レジリエンス、公共政策の関係性」，『日本災害復興学会論文集』，12(1): 21-29 2018.7

Hori, J.
The structure of human well-being related to ecosystem services:A Japanese case study to confirm the repeatability of previous findings, 
The Japanese Journal of Experimental Social Psychology, 58(1): 73-78

2018.8

Luo, P., Mu, D., Xue, H., Ngo-Duc, T., Dang-Dinh, K., Takara, K., 
Nover, D., and Schladow, G.

Flood inundation assessment for the Hanoi Central Area, Vietnam under historical and extreme rainfall conditions, Scientific Reports, Nature, 8(12623): 1-11 2018.8

長野智絵、津守博通、稲村友彦、佐野 肇、小林健一郎、佐山敬洋、寶 馨 「損害保険のための日本全域洪水リスク評価モデルの開発（１）：確率降雨イベントモデルの開発」，『自然災害科学』，37(2): 177-189 2018.8

長野智絵、津守博通、稲村友彦、佐野 肇、小林健一郎、佐山敬洋、寶 馨 「損害保険のための日本全域洪水リスク評価モデルの開発（２）：リスク評価モデルの構築と適用例」，『自然災害科学』，37(2): 191-203 2018.8

Nga, H. P., Takara, K., Van, C. N.
Integrated approach to analyze the total flood risk for agriculture: The significance of in tangible damages --A case study in Central Vietnam, 
International Journal of Disaster Risk Reduction, 31: 862-872

2018.8

Ise, T., Ikeda, S., Watanabe, S., and Ichii, K.
Regional-Scale Data Assimilation of a Terrestrial Ecosystem Model : Leaf Phenology Parameteres Are Dependent on Local Climatic Conditions, 
Frontiers in Environmental Science, Front. Environ. Sci. 6:95 doi: 10.3389/fenvs. 2018.00095

2018.9

Sahu, S., and Saizen, I.
Development of planning index for evaluating climate change protocols: Analysis of Mumbai Metropolitan Region’s Regional Plan 1996-2011, 
City, Territory and Architecture, 5-5

2018.9

Ise, T., and Oba, Y.
Estimating mesoscale linkage between land-surface conditions and marine productions in Japan: a study using a sparse high-dimensional model, 
arXiv, 1809.07946

2018.9

Kandpal, R., and Saizen, I.
An evaluation of the relative urbanisation in peri-urban villages affected by industrialisation: the case study of Bhiwandi in the Mumbai Metropolitan Region, India, 
Spatial Information Research, 10.1007/s41324-018-0221-z

2018.10

伊勢武史 「京都大学芦生研究林」，『森林科学』，84: 30-31 2018.10

Kadowaki, K., Yamamoto, S., Sato, H., Tanabe, AS., Hidaka, A., Toju, H.
Mycorrhizal fungi mediate the direction and strength of plant-soil feedbacks differently between arbuscular mycorrhizal and ectomycorrhizal communities, 
Communications Biology, DOI: 10.1038/s42003-018-0201-9

2018.11

邉見由美、乾 隆帝、後藤龍太郎、伊谷 行 「北海道厚岸郡におけるエドハゼGymnogobius macrognathos の記録およびアナジャコの巣穴利用」，『魚類学雑誌』，65(2): 199-203 2018.11

Sahu, S., and Saizen, I.
Allocating a Cumulative Carbon Budget to India –Results from Different Budgeting Periods and Sharing Principles, 
Asian Journal of Environment & Ecology, 10.9734/AJEE/2018/46461

2018.12

寶 馨 「リアルタイム浸水ハザードマッピ ングのための現地浸水情報同化技術」，『土木学会論文集（水工学）』，74(4): I_1297-I_1307 2018

Kohmei Kadowaki Stochastic Processes. In Oxford Bibliographies in Ecology. Ed. David Gibson. New York: Oxford University Press, in press 2019

Yokoyama, H., Fu, J., Tamura, Y., Yamashita, Y. Spatial dietary shift of the intertidal snail Batillaria multiformis: stable isotope and gut content analyses, Plankton and Benthos Research, in press 2019

Senbokuya, K., Kobayashi, S., Ookei, N., Yamashita, Y.  Impact of hypoxia at night on the mortality of the ark shell Scapharca broughtonii at the seabed in a semi-enclosed embayment, Fisheries Science, in press 2019

Yadav, S., Yamashiki, Y., Susaki, J., Yamashita, Y., and Ishikawa, K.
Chlorophyll Estimation of Lake Water and Coastal Water Using LANDSAT-8 and SENTINEL-2A Sattelite
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-3/W7

2019

その他一般誌・報告書等への掲載
研究者名 タイトル 書誌名 /掲載巻号、ページ 掲載（出版）年月
笠井亮秀、尹 錫鎭 「流動モデルを用いた環境DNA濃度分布の再現」 『海洋と生物』，234: 23-57 2018.2

小林志保、中田聡史 「高解像度人工衛星リモートセンシングによる大阪湾の赤潮動態解析」 『環境技術』，47(6): 302-306 2018.9

小林志保、中田聡史、山本圭吾、秋山 諭、渕 真輝、林 美鶴、石坂丞二 「衛星リモートセンシングを用いた大阪湾における赤潮動態解析」 『瀬戸内海』，76: 54-56 2018.9

山下 洋 「森里海連環学入門」 『フィールド科学教育研究センターニュース』，47: 1 2019.3

門脇浩明 「RESEARCH HIGHLIGHTS:菌根菌が生み出す植物土壌フィードバックと森林動態に与える影響」 『生態学研究センターニュース』，143: 6 2019.3

門脇浩明 「生態学におけるビッグデータ解析の手法：生物群集解析の基本理論」 『環境技術』 48(3):126-130 2019.3

受賞等
研究者名 著者等 受賞名 受賞年月 タイトル
東口 涼 チマキザサ再生研究会（事務局長：東口 涼） 第15回京都環境賞特別賞（環境未来賞） 2018.1

法理樹里 法理樹里、但馬英知、牧野光琢 日本沿岸域学会論文奨励賞 2018.7
「サンゴ礁の生態系サービスに対する利害関係者の関心分析－沖縄県石西焦湖自然再生協議会を事例として－」
（沿岸域学会誌 第30巻第2号 , p61-73）

寶 馨 鈴木康弘、山岡耕春、寶 馨 日本環境共生学会著述賞 2018.9 『おだやかで恵み豊かな地球のために：地球人間圏科学入門』（冊子 共著）

時任美乃理 時任美乃理、西前 出、淺野悟史、福島慶太郎、
渡辺謙太、吉岡崇仁 IPB＆KU Best poster award 2018.12

Spatial analysis of the relationship between land use and river-water quality focusing on the nested structure of 
watersheds -Case study of Yura-river watershed, Japan（学会発表〈ポスター〉）

伊勢武史 伊勢武史 特許出願 2018.12
発明の名称「物体分類システム、学習システム、学習データ生成装置、学習済モデル、学習方法、およびコンピュー
タプログラム」
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著書

社会連携

メディア連携

著者 タイトル 書誌名、発行所 発行年月
伊勢武史（分担執筆） 第1章「丹波の森林資源の多面的な役割」 京都を学ぶ【丹波編】、ナカニシヤ出版 2018.3

Honda, H., R. Sugimoto, S. Kobayashi（分担執筆） Submarine Groundwater Discharge and its Influence on Primary Production in Japanese Coasts: Case Study in 
Obama Bay

The Water-Energy-Food Nexus, 
Springer

2018.4

鈴木康弘、山岡耕春、寶 馨（分担執筆） おだやかで恵み豊かな地球のために：地球人間圏科学入門 古今書院 2018.6

著者●伊谷 行、町田吉彦、斉藤知巳、山下慎吾、平賀洋之、美濃厚志、邉見由美
（分担執筆）　編者・監修●高知県レッドデータブック2018改定委員会 淡水・汽水産十脚甲殻類 高知県レッドデータブック2018 動物編

高知県林業振興・環境部 環境共生課 2018.10

著者●法理樹里（分担執筆）　編者・監修●宮本和彦、梶原隆之、山村 豊 社会福祉士シリーズ 社会調査・社会福祉調査5「社会調査の基礎（第4版）」 弘文堂 2019.1

著者●⑴門脇浩明、立木佑弥、⑵門脇浩明、⑶福森香代子、門脇浩明（分
担執筆）　編者・監修●門脇浩明、立木佑弥

⑴序章 生態学の領域融合へむけて、⑵植物と土壌微生物のフィードバック、⑴終章 生態学の領域融合へむけて、
⑶テクニカルノート2生物群集・生態系解析法（序章、植物と土壌生物のフィードバック、終章、テクニカルノート2）

遺伝子・多様性・循環の科学：生態学の
領域融合へ、京都大学学術出版会 2019.2

Mika shimizu,  Allen Clark（単著） Nexus of Resilience and Public Policy in a Modern Risk Society Springer 2019

著者●Mark Vellend（分担執筆）
訳者●門脇浩明（共訳） The Theory of Ecological Communities（翻訳） 生物群集の理論 ― 4つのルールで読

み解く生物多様性、共立出版

伊勢武史（分担執筆） 遺伝子・多様性・循環の科学：生態学の領域融合へ（第9章：「地球システムにおける陸上生態系」） 遺伝子・多様性・循環の科学：生態学
の領域融合へ、京都大学学術出版会 2019.3

著者●淡路剛久、武内和彦、鷲谷いづみ、中静透、羽生淳子、三俣 学、中村太士、
浅野耕太、益田晴恵、田辺信介、小田切徳美、寺西俊一（分担執筆）
編集●公益財団法人日本生命財団

第 II部　いまを評価する　第6章　魚を育てる森の経済モデル──森と海を川でむすぶ 人と自然の環境学、東京大学出版会

研究者名 連携先 開催日および場所、主催者／タイトル
清水美香 レジリエント・シティ京都市民フォーラム「課題挑戦都市・京都 私たちが今できること」（招聘） 2018.1.20 京都市立京都堀川音楽高等学校／講演会「協働知創造のレジリエンス」
笠井亮秀 平成 29 年度東北ブロック底魚研究連絡会議 2018.2.27 八戸商工会議所／講演会「環境 DNA を用いた海洋生物モニタリングの現状と今後の展望（招待講演）」
東口 涼 （公社）日本造園学会関西支部 2018.4-／支部運営委員（事務局）
伊勢武史 国立研究開発法人水産研究・教育機構 2018.4.13／共同研究の検討　ディープラーニングによる魚群の自動認識
清水夏樹 森と川と海が育む有田川のアマゴ 2018.5.13 清水文化センター／講演会「有田川からはじまる地域の元気－地域活性化のヒント－」
東口 涼 花脊文化講（花脊地区住民有志団体） 2018.5.19 山村都市交流の森（京都市左京区）、地区住民有志他／講演会「『山と共に生きるシンポジウム』–山の現状を知り、地域の生活を考える」
清水夏樹 福岡県立京都高校の講義 2018.5.22 京都大学（京都大学農学部協力事業）／SGH遠隔講義「日本の農業と農村」
法理樹里 日本心理学会 2018.5.28-2019.3.31／研究会事務局、（公社）生活行動心理学研究会
吉岡崇仁 山口県立徳山高校 2018.6.10 徳山高校／SSH講義・実習「環境を評価する」、「生物圏における物質の循環－川から森を診る－」、水質分析実習
伊勢武史 国立環境研究所琵琶湖分室 2018.6.4／共同研究　ディープラーニングによる藻場の自動認識
吉岡崇仁 周南市立和田中学校 2018.6.15 京都大学フィールド科学教育研究センター徳山試験地／環境学習（周南市・徳山試験地 連携事業）、森林学習、コースター作成等
吉岡崇仁 山口県周南市 2018.6.16 京都大学フィールド科学教育研究センター徳山試験地／第17回周南市・徳山試験地連携講座「水の中のはなし」
東口 涼 京都市立高倉小学校 2018.6.19 京都市立高倉小学校／講演会「たかくら学習『つなげる つながる 祇園祭』(総合学習 )」
東口 涼 京都市立花脊小学校 2018.6.22 京都市立花背小中学校／講演会「花背学習 チマキザサ講習会 (総合学習 )」

清水美香 OFFICE OF CLIMATE CHANGE, SUSTAINABILITY AND RESILIENCY
（気候変動・持続可能性・レジリエンシー担当室） 2018.7.28 ホノルル市庁内ホノルル市／講演会「Dialogue on Resilience through the Nexus of Resilience and Public Policy in a Modern Risk Society」

赤石大輔 京都大学施設部環境安全保健課サステイナブルキャンパス推進室 2018.8.3／委員選任　ステークホルダー委員会での学生の環境イベントに対するコメント
伊勢武史 京都ネイチャーフェスティバル 2018.8.5／出展　五感で感じる生物多様性 in京都
吉岡崇仁 山口県徳山高校、山口高校、岩国高校 2018.8.7 山口高校／SSH合同セミナー「森・里・海のつながり」

清水夏樹 大和茶生産農家ワークショップ 2018.8.7 山添村役場／ワークショップコーディネート、報告「H29大和茶PRイベントのアンケート調査結果」、「今年のイベントで消費者に伝えたいメッセ
ージの決定〜伝えたい大和茶の魅力〜」

赤石大輔 大阪市立自然史博物館 2018.9.8 大阪市立自然史博物館／講演会「虫たちにとってのきのこ：たべもの・すみか・社会」
清水美香 （公財）生存科学研究所 2018.9.9 インパクトハブ京都／フォーラム「コモンズとしての森とレジリエンス」
邉見由美 2018年日本プランクトン学会・日本ベントス学会 2018.9.9 創価大学 ／自由集会「ハゼだってベントス！〜地を這う魚の魅力〜」を企画・主催、「汽水性ハゼ類による甲殻類の巣穴利用生態」について発表
赤石大輔 京都大学アカデミックデイ2018（京都大学学術研究支援室） 2018.9.22／研究者と立ち話（ポスター発表）「森里海と私たちのつながりを捉え直そう」
伊勢武史 Sea to Summit連絡協議会（株式会社モンベル広報部内） 2018.9.29 あやべグンゼスクエアSea to Summit連絡協議会／基調講演「森・川・海、そして僕たちの未来」
清水美香 京都大学特別公開講座「京都コモンズの創造：森とレジリエンス〜持続可能性に繋ぐ〜」 2018.10.11 京都大学／講演会「森とレジリエンス：システム思考から」

清水美香 社会一般 第1回 2018.10.11 京都大学、第2回 2018.10.28 京都大学芦生研究林、主催：森里海連環学教育研究ユニット、総合生存学館レジリエント社会創造研究会／
特別公開講座「地域（京都）を志向した教育・研究・社会貢献のためのプログラム『京都コモンズ〜森とレジリエンス〜』」（2018年度 総長裁量経費採択事業）

東口 涼 京都市立高倉小学校、花脊小中学校、京都市（動物園・左京区役所等） 2018.10.19 京都市動物園左京区役所／共同イベント京都市動物園 京都の森へのチマキザサ移植
吉岡崇仁 山口県周南市 2018.10.20／周南市・徳山試験地連携公開講座（京大ウィークス）講義「川魚から考える森里海〜京都府由良川を例にして〜」（中川光助教）と森林観察
伊勢武史 藝大アーツイン丸の内 2018.10.23／講演会「第4回aiカルチャー協働研究会『アートとデータサイエンス〜AI時代の文化を創る〜』」
赤石大輔 NPO法人能登半島おらっちゃの里海里山 2018.10.28 金沢大学能登学舎／講演会「能登で学んだことと、森里海連環学のこれから」
伊勢武史 日本気象学会統合的陸域圏研究連絡会 2018.10.29／連絡会主催　気候変動に伴う陸面水環境の変化、及びそれが人間活動へ与える影響
門脇浩明 個体群生態学会 2018.11-2019.9／2019年大会実行委員
門脇浩明 日本生態学会 2018.11-2020.10／シンポジウム委員
邉見由美 京都府立東舞鶴高等学校 2018.11.1 京都府立東舞鶴高等学校／高大連携授業「住み込み共生の生態学」

清水美香 大学と市民との連携事業 2018.11.18 芦生研究林／学校の開講　森とレジリエンス

東口 涼 京都市環境政策局環境企画部環境管理課 2018.11.23 キャンパスプラザ京都／講演会「平成29年度京都環境賞受賞者の活動発表 チマキザサ再生研究会（特別賞〈環境未来賞〉）」
伊勢武史 京都大学11月祭研究室企画 2018.11.24-25／出展　芦生研究林の自然と研究の魅力
清水夏樹 国立台湾大学生物資源暨農學院 生物產業傳播暨發展學系  現地実習講義 2018.11.30 ラコリーナ近江八幡／現地実習コーディネート及び講義「近江八幡で考える森里海連環の理論と実践」
西前 出 東南アジアネットワークフォーラム 2018.12.15 Hotel Cambodiana／フォーラム「Education and research network construction among Asian universities」
伊勢武史 兵庫県立人と自然の博物館 2018.12.24／講演「Where culture meets nature〜日本文化を育んだ自然〜展示特別企画　『天空から地球環境を読みとく』」
伊勢武史 Cotech Technologies 2019.1.11／共同研究の検討　ブラジルにおける外来種の自動検出
邉見由美 大阪市立自然史博物館 2019.1.20／シンポジウム「はぜ！ハゼ！鯊！〜ハゼの多様性と生態の魅力に迫る〜」他の生物と共に生きるハゼ ―無脊椎動物の巣穴利用― 

伊勢武史 JST新技術説明会 2019.2.1／講演「深層学習による植物などのテクスチャにもとづく自動分類」
伊勢武史 ミツイワ株式会社 2019.2.15／技術提携の検討　深層学習の農林業への応用
伊勢武史 日立京大ラボ・京都大学シンポジウム 2019.2.20／講演「生物の群れと進化に学ぶ新たな社会システムの可能性　『生物の進化とはなにか』」
伊勢武史 株式会社オブティム 2019.2.21／技術提携の検討　深層学習の農林業への応用
伊勢武史 やんばる国立公園景観保全ワークショップ 2019.2.28／講演「生態系サービスと持続可能性」
伊勢武史 京都丹波高原国定公園ネイチャーフェスタ 2019.3.2-3／出展　特別企画展示
伊勢武史 株式会社東京久栄 2019.3.11／技術提携の検討　深層学習によるサンゴの自動認識
伊勢武史 日本生態学会自由集会 2019.3.16／主催 ビッグデータ時代の統計とシミュレーション

門脇浩明 京都大学総合博物館 2019.4.13 京都大学総合博物館1階ミューズラボ、京都大学博物館（京都府教育委員会、京都市教育委員会後援）／講演会「2019年度 京都大学
博物館レクチャーシリーズ no.152『森の未来は菌だけが知っている―森はどのように成り立ち、変化していくのか―』」

研究者名 媒体名 年月日 タイトル（番組名）
門脇浩明 academist Journal 2017.12.15 生態系崩壊を告げる「預言者」を探せ？！ – レジームシフト研究の最前線
伊勢武史 MIT Technology Review（英語版） 2018.5.10 An AI learns to spot tree species, with help from a drone

伊勢武史 MIT Technology Review（日本語版） 2018.5.11 京大研究チーム、ドローン空撮から樹木の種類をAIで判別
伊勢武史 NHK京都放送局 2018.5.16 ふるさとの森　絵画で守りたい（京これ！）
伊勢武史 毎日放送テレビ 2018.7.2 「Today's VOICE ニュースな人」（ちちんぷいぷい）
伊勢武史 NHK Eテレ 2018.11.20 生物基礎 第29回「生態系」（NHK高校講座）
門脇浩明 財経新聞 2018.11.30 森林の安定と変化には地下の菌類ネットワークが重要
門脇浩明 京都新聞（夕刊） 2018.12.3 「菌根菌」働きで森林変化　シイ、コナラ増える一端解明　京大など　共生種、土壌つくりかえ
門脇浩明 読売新聞 2018.12.23 樹木多様性 菌が守る　京大チーム「ミニ森林」実験で解明
門脇浩明 academist Journal 2019.1.15 森の未来は菌だけが知っている―森はどのように成り立ち遷移していくのか

活動団体・NPO等の設立
研究者名 団体名 設立年月日
笠井亮秀 環境DNA学会 2018.4.18

清水美香 レジリエント社会創造研究会 2018.10

＊著者名の太字はLAP登録研究者

UNIT ACTIVITY

近江八幡地域連携研究会（滋賀県）
4/5、5/6、7/30、8/28／近江八幡における地域連携の
計画検討、情報共有、勉強会等／自然科学班・社会科学
班、たねやグループ、まちづくり会社まっせほか

河口域生態系調査（和歌山県白浜町）
4/6、4/22-26、6/26-7/1、10/9-13、11/22-23、12/5-
6、2019/1/11／富田川、高野川、安久川で生態調査／
山下 洋、Edouard Lavergne、久米 学、寺島佑樹、笠井亮
秀ほか

第1回事業推進委員会（京都大学）
4/10／事業推進委員会メンバー

第1回日本財団との共同事業協議会（京都大学）
4/12／日本財団担当者共同事業協議会メンバー

研究活動（京都大学）
4/13／シミュレーションモデルと統計モデルについての検討
／自然科学班（社会科学班の陪席）

環境DNA用採水調査（北海道北斗市）
4/19、5/15、6/20、7/9、9/25、10/19、11/20／函館
湾で環境DNA用の採水／安 孝珍、笠井亮秀ほか

第1回事業推進室会議（京都大学）
5/7／事業推進室会議メンバー

研究活動（京都大学）
5/8／護岸の画像識別のための深層学習モデルDIGITS
の分析／伊勢武史、門脇浩明、大庭ゆりか

有田川町シンポジウム「森と川と海が育む
有田川のアマゴ」（有田川町清水文化センター）
5/12／講演会／德地直子、清水夏樹､赤石大輔、清水美
香ほか講演会参加者約50名

河口域生態系調査（福島県）
5/13-17／松川浦の生態系調査／山下 洋、Edouard 
Lavergne、久米 学、寺島佑樹、笠井亮秀ほか

社会連携戦略づくりワークショップ（京都大学）
5/14、16、17、21／社会連携戦略づくりのためのワーク
ショップ（第1回〜第5回）／自然科学班・社会科学班､事
業推進室事務スタッフ

球磨川現状調査（京都大学）
5/18／ダム撤去の経緯について金沢大学大野智彦准教
授にヒアリング／德地直子、清水夏樹、法理樹里、赤石大輔

福岡県立京都高等学校 SGH 事業連携講座
（京都大学〈遠隔講義〉）
5/22、2019/2/2／高校生への森里海連環学・里の産業
についての講義、SGH事業の成果研究発表会への参加
／清水夏樹、参加者80名

由良川（美山町）での協働取組及び調査
（京都府南丹市美山町〈芦生研究林〉）
5/23、6/29、8/22、9/14-15、10/29、11/6、19、
12/19、2019/1/21、24、2/19／森里海連環学教育研
究ユニットの取組紹介、今後の連携に関する説明、様々な
地域取組についてのヒアリング調査、企業との連携による
森林保全のニーズ調査、ワークショップ・イベント企画打ち合
わせ／社会科学班、美山町地域住民、河鹿荘、田歌舎、江
和ランド、芦生山の家、美山DMO、京都モデルフォレスト協
会、つなガール美山、芦生もりびと協会ほか

フィールド調査（島根県）
5/24-26／斐伊川、朝酌川及び日野川流域でのGCPの
取得、土地利用調査等／西前 出、時任美乃理

第2回事業推進室会議（京都大学）
6/4／事業推進室会議メンバー

環境DNA用採水調査（大阪府、三重県、愛知県）
6/4-9／海遊館にて環境DNAの実験／大和川、宮川、矢
作川で環境DNA用の採水／笠井亮秀、安 孝珍、久米 学、
寺島佑樹、Edouard Lavergne

環境DNA用採水調査（愛知県、三重県、静岡県、
神奈川県、岡山県、広島県、高知県）
6/5-14／宮川、矢作川、富士川、相模川、旭川、太田川、
肱川、仁淀川で環境DNA用の採水／笠井亮秀、安 孝珍、
久米 学、寺島佑樹、大庭ゆりかほか

研究活動（京都大学）
6/8／InVEST（生態系サービス評価モデル）のインストール
と解析練習／伊勢武史、門脇浩明、大庭ゆりか

市民との学び合いの場づくり（石川県）
6/9／里山里海マイスタ—養成講座の取組、輪島市の「ま
るやま組」の視察、推進者へのヒアリング／赤石大輔、德地
直子

研究活動（京都大学）
6/12／LAPグランドデザイン検討会／社会科学班・自然
科学班

フィールド調査（愛媛県）
6/12-13、21-23／加茂川流域における土地利用・景観
調査、行政関係者及び地域住民への聞き取り／西前 出、
德地直子、谷内茂雄、赤石大輔、時任美乃理

ヨシネットワークヒアリング調査（滋賀県）
6/14／琵琶湖沿岸のヨシ群落保全活動についての調査
／清水夏樹、赤石大輔、Edouard Lavergneほか

フィールド調査（群馬県）
6/17-20／尾瀬ケ原における魚類捕獲調査及び、360度
デジタルカメラ、水中カメラ等を用いた現地画像取得／亀
山 哲、Ye Feng

研究活動（京都大学）
6/19／ArcGISのインストールとInVEST用データの図化・
画像編集の方法を習得／伊勢武史、門脇浩明、大庭ゆりか

ドローンの操縦研修（広島県）
6/19-21／ドローンの操縦研修を受講／笠井亮秀、久米 
学、寺島佑樹、Edouard Lavergne

市民との学び合いの場づくり（愛媛県）
6/21／西条自然学校の取組について視察、事業推進者
へのヒアリング／德地直子、時任美乃理、谷内茂雄、西前 
出、赤石大輔

環境DNA用採水調査
（宮城県、茨城県、石川県、富山県、福井県）
6/23-7/3／鳴瀬川、那珂川、手取川、神通川、九頭竜川
で環境DNA用の採水／安 孝珍、笠井亮秀、亀山 哲、Ye 
Fengほか

第3回事業推進室会議（京都大学）
6/25／事業推進室会議メンバー

環境DNA用採水調査（東京都）
6/29／多摩川で環境DNAの採水／亀山 哲、Ye Feng

有田川での市民科学（和歌山県）
6/30／アマゴのDNAの採集について、市民の意欲や課題
についてヒアリング／德地直子、釣り同好会メンバー5名ほか

中国・江漢大学　日本研修講座（京都大学）
7/9、13／来日大学生への森里海連環学・里の産業につ
いての講義／清水夏樹、参加者：江漢大学土木環境専攻
学生（1〜3年）16名

研究活動（京都大学）
7/10／InVEST（生態系サービス評価モデル）の研究計画
案とりまとめ／伊勢武史、門脇浩明、大庭ゆりか

環境DNA用採水調査
（北海道、新潟県、山形県、秋田県、青森県、鳥取県、
島根県、大分県、佐賀県、熊本県、鹿児島県）
7/10-28／尻別川、荒川、赤川、米代川、馬淵川、高津川、
日野川、大野川、筑後川、球磨川、川内川で環境DNA用の
採水／山下 洋、久米 学、寺島佑樹、Edouard Lavergne、
門脇浩明、安 孝珍、笠井亮秀ほか

森里海研究実践に関する勉強会（京都大学）
7/10／森里海研究実践に関わる情報共有、調査結果の
共有及び今後の方針についての打ち合わせ／西前 出、德
地直子、谷内茂雄、赤石大輔、法理樹里、時任美乃理

臨時（20180711）事業推進室会議（書面審議）
7/11／事業推進室会議メンバー

第2回事業推進委員会（京都大学）
7/12／事業推進委員会メンバー

研究活動（京都大学）
7/16／InVESTの練習問題の実施／伊勢武史、門脇浩
明、大庭ゆりか

コクヨ工業ヒアリング調査（滋賀県）
7/26／琵琶湖沿岸のヨシ群落保全活動についての調査
／清水夏樹ほか

藻場、クロロフィル調査（京都府舞鶴市）
8/3／丹後海において海洋環境、クロロフィル濃度、藻場
の観測調査／山敷庸亮、Shweta Yadav 

環境DNA用採水調査（京都府舞鶴市）
8/3-4、10/23-24、2019年1/22-25／ 由良川で環境
DNA用の採水／久米 学、寺島佑樹

環境 DNA用採水調査（和歌山県、徳島県、兵庫県、
岡山県、広島県、愛媛県）
8/6-11、16-19／紀の川、那賀川、加古川、旭川、太田川、
肱川で環境DNA用の採水／久米 学・寺島佑樹、伊勢武史

大和茶ワークショップ（奈良県）
8/7／お茶生産者の経営継続のためのワークショップ／
清水夏樹、平安女学院大学教員・学生、行政担当者、茶生
産者ほか

環境DNA用採水調査（北海道）
8/10-12／鵡川で環境DNA用の採水／安 孝珍

第4回事業推進室会議（京都大学）
8/27／事業推進室会議メンバー

環境DNA用採水・DO調査（宮崎県）
8/27-28／大淀川にて環境DNA用の採水とDO測定／
久米 学、寺島佑樹

丹後海環境調査（京都府舞鶴市）
8/29／丹後海において海洋環境とDO観測調査
小林志保、鈴木啓太

熊本・八代湾〜球磨川調査（熊本県）
8/29-31／荒瀬ダムの上下流域の住民等ヒアリング調査
／德地直子、清水夏樹、赤石大輔、法理樹里

臨時（20180831）事業推進委員会（書面審議）
8/31／事業推進委員会メンバー

環境DNA用採水調査（千葉県、東京都）
9/1-9／夷隅川、作田川、荒川にて環境DNA用の採水／
笠井亮秀、山下 洋

研究活動（京都大学）
9/7／由良川の土地利用データでInVESTの炭素蓄積モ
デルを稼働／伊勢武史、門脇浩明、大庭ゆりか

講演会（大阪市立自然史博物館）
9/8／「虫たちにとってのきのこ：たべもの・すみか・社会」と題
した講演／赤石大輔、参加者50名

研究活動（京都大学）
9/11／解析班（統計）で解析手法について勉強会
伊勢武史、門脇浩明、大庭ゆりか

平成30年度 第1回太田川産アユ・シジミの
資源再生懇談会（広島県）
9/18／太田川再生方針に基づく資源管理および自然保
全への取り組み状況をヒアリング／法理樹里

研究活動（京都大学）
9/26／InVESTの炭素蓄積モデル結果のまとめと水源涵
養モデルの練習／伊勢武史、門脇浩明、大庭ゆりか

ユニットの動向（2018年4月〜 2019年3月）

2018年
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日程／内容／参加者

April

5

6

10

12

13

19

13

7

8

12

14

18

22

23

24

4

5

8

9

12

14

17

19

21

23

25

29

30

9

10

11

12

16

26

3

6

7

27

29

31

1

7

11

8

26

18

10

September

August

May

June

July



48 森里海　Vol.1

UNIT ACTIVITY年  報

第5回事業推進室会議（京都大学）
10/1／事業推進室会議メンバー

日本財団との打ち合わせ（日本財団）
10/2／山下 洋

広島市（経済観光局農林水産部水産課）ヒアリング調査（広島県）
10/2、2019/1/18／太田川保全活動についての調査、
広島湾カキの養殖に関するヒアリング／法理樹里、広島市
役所職員、広島大学

台湾・中央研究院社会学研究所現地調査（滋賀県）
10/7／ラコリーナ近江八幡、近江八幡市内農業直売所、
円山地区におけるヒアリング調査／清水夏樹、台湾中央研
究院社会学研究所研究者6名ほか

京都大学特別公開講座（第1回）（京都大学東一条館）
10/11／「京都コモンズの創造：森とレジリエンス──持続可能
性に繋ぐ」の実施／清水美香、赤石大輔ほか参加者70名

奈良県奈良市月ヶ瀬地区フィールド調査
（奈良市月ヶ瀬、月ヶ瀬健康茶園）
10/11／茶生産者ヒアリング調査／清水夏樹

研究活動（京都大学）
10/14／LAPゼミ（10月1回目）：0次解析用データの概観
と利用するモデルについての打ち合わせ／自然科学班（社
会科学班の陪席）

研究活動（京都大学）
10/16／InVESTの堆積物モデルの練習／伊勢武史、門
脇浩明、大庭ゆりか

研究活動（京都大学）
10/18／GISデータの統計ソフトRでの取り扱い法を習得
／伊勢武史、門脇浩明、大庭ゆりか

フィールド調査（芦生研究林）
10/18／きのこ類の発生状況調査に向けた予備調査／赤石大輔

研究活動（京都大学）
10/22／GeoWEPPのインストールと練習／伊勢武史、
門脇浩明、大庭ゆりか

研究活動（京都大学）
10/26／LAPゼミ（10月2回目）：0次解析用データの概観
と利用するモデルについての打ち合わせ／自然科学班（社
会科学班の陪席）

大和茶イベントにおけるアンケート調査（奈良県）
10/27／大和茶PRイベント参加者へのアンケート調査／
清水夏樹、京都大学大学院生、土地改良区・行政職員ほか

第8回事業推進室会議（京都大学）
1/7／事業推進室会議メンバー

美山観光まちづくりに関する
アンケート調査検討会（京都大学）
1/10／地域と大学の連携による調査、研究推進について
の検討／清水夏樹、赤石大輔、美山DMOほか

徳島県那賀川河口域フィールド調査（徳島県）
1/21／那賀川と地域のかかわりに関する阿南市住民から
のヒアリング／法理樹里

愛媛県肱川流域フィールド調査（愛媛県）
1/22／肱川流域研究に関するヒアリング／法理樹里、愛
媛大学教員

第4回広報・編集委員会（京都大学）
1/25／広報・編集委員会委員

環境保護保全活動に関する意識調査（Web調査）
1/25-31／インターネットを用いた環境保護活動に関する
意識調査／法理樹里、德地直子、赤石大輔

美山観光まちづくりに関するアンケート調査
（美山かやぶきの里）
1/26-27／雪灯廊イベントへの来場者（観光客）に対する
アンケート調査／清水夏樹、大学院生6名ほか

京都大学特別公開講座（第2回）（芦生研究林）
10/28／「京都コモンズの創造：森とレジリエンス──持続可
能性に繋ぐ」の実施／清水美香ほか参加者35名

NPO法人能登半島おらっちゃの里山里海
10周年記念シンポジウム（金沢大学能登学舎）
10/28／「能登で学んだこと〜森里海連環学のこれから〜」
と題した講演で森里海連環学の哲学及びユニットの取組に
ついて紹介／赤石大輔、参加者50名

市民との学び合いの場づくり（京都大学）
10/30／20代、30代の会社員、公務員にヒアリング／
德地直子、赤石大輔、京都府職員、堀場製作所

臨時（20181031）事業推進委員会（書面審議）
10/31／事業推進委員会メンバー

第6回事業推進室会議（京都大学）
11/2／事業推進室会議メンバー

第1回広報・編集委員会（京都大学）
11/2／広報・編集委員会委員

河口域生態系調査（大分県）
11/4-7／桂川、伊呂波川で生態系調査／山下 洋、久米 学、寺島佑樹

高大連携キャラバン（近江兄弟社高校）研究会
（近江兄弟社高校）
11/5、12/11、18、2019/1/16、2/20、26／LAPと近江兄弟
社高校・近江八幡市との連携について検討／プレゼンテーショ
ンコンテストにおける審査／SDGsに関するディスカッション／
清水夏樹、德地直子、近江兄弟社高校教諭・生徒、まちづくり
会社 まっせほか

市民との学び合いの場づくり
（総合地球環境学研究所、日本自然保護協会、大阪自然史
センター、芦生研究林、京都市役所、雲ケ畑）
11/8-9、14、27、12/11、19／各取組やユニットとの連携可能性等
についてヒアリング／赤石大輔、環境省、日本自然保護協会、地球研、
大阪自然史センター、京都市役所、雲ケ畑山主会、つなガール美山

河口域生態系調査（福島県）
11/12-13／松川浦の生物生息環境調査／久米 学、寺島佑樹

フィールド調査（滋賀県）
11/12-13／野洲川流域でのGCPの取得、土地利用調査、ド
ローンによる圃場空撮等のデータ収集／西前 出、時任美乃理

国立研究開発法人水産・研究教育機構 
中央水産研究所ヒアリング（神奈川県）
11/14／水産物に関するアウトリーチ活動SH“U”Nプロジェ
クトについてのヒアリング／法理樹里、機構研究員

市民との学び合いの場づくり（マテリアル京都）
2/1／第2回京と森の学び舎の開催／赤石大輔、德地直
子、参加者20名

第9回事業推進室会議（京都大学）
2/4／事業推進室会議メンバー

環境DNA結果解析（千葉県）
2/4-6／環境DNAデータの解析方法収集／安 孝珍

岡山県西粟倉村調査（西粟倉村）
2/5／地域と大学の連携による調査、研究推進についての
検討／德地直子、清水美香、法理樹里、清水夏樹

日本財団との打ち合わせ（京都大学）
2/15／山下洋、德地直子、伊勢武史

森里海シンポジウム（京都大学）
2/16／「足元から見直す、持続可能な暮らし──森里海連
環学をレジリエンスで紐解く」の実施／約200名

社会連携および研究アウトリーチ活動に
関するヒアリング調査（京都大学）
2/17／最新の社会連携手法及び大学と地域の円滑な連
携スタイルに関するヒアリング／社会科学班、徳島大学

研究活動（京都大学）
2/26／由良川データで陸面モデルの稼働、河川モデルの
バグ／伊勢武史、門脇浩明、大庭ゆりか

漁獲量データ収集（東京都千代田区）
11/19-22／農林水産省図書館で漁獲量データの収集／寺島佑樹

第3回事業推進委員会（京都大学）
11/27／事業推進委員会メンバー

研究活動（京都大学）
11/28／H08のインストールと練習／伊勢武史、門脇浩明、大庭ゆりか

国立台湾大学生物資源 農學院現地研修（滋賀県）
11/30／国立台湾大学生物資源 農學院の「森川里海與
農村再生」コース現地実習の企画、講義と現地調査同行／
清水夏樹、国立台湾大学社会人大学院生・教員21名ほか

環境DNA分析法研修（国立環境研究所）
12/3-21／環境DNA分析手法の習得と見学／安 孝珍、Ye Feng

第2回日本財団との共同事業協議会（京都大学）
12/3／日本財団担当者共同事業協議会メンバー

環境DNA分析（国立環境研究所）
12/2-21／次世代シーケンサーによる環境DNA分析／安 孝珍ほか

第7回事業推進室会議（京都大学）
12/3／事業推進室会議メンバー

第2回広報・編集委員会（京都大学）
12/3／広報・編集委員会委員

京都環境フェスティバル2018（パルスプラザ京都）
12/8-9／南丹市美山〜芦生における研究成果の公開、
地域連携のPRおよび来場者への環境意識に関するアン
ケート調査／赤石大輔、法理樹里、德地直子ほか

研究活動（京都大学）
12/13／H08の全モデルを練習問題で稼働を確認／
伊勢武史、門脇浩明、大庭ゆりか

芦生フィールド調査、住民とのワークショップ
（京都府美山町）
12/13-14／地域連携事業についての説明会、住民からの意見
聴取、研究打ち合わせ／德地直子、赤石大輔、清水夏樹ほか

研究活動（京都大学）
12/17／シェルスクリプト・Fortran・H08コマンドについての
自習開始／伊勢武史、門脇浩明、大庭ゆりか

第3回広報・編集委員会（京都大学）
12/19／広報・編集委員会委員

市民との学び合いの場づくり（キャンパスプラザ京都）
12/21／第1回京と森の学び舎の開催／赤石大輔、德地
直子、法理樹里、参加者24名

第10回事業推進室会議（京都大学）
3/4／事業推進室会議メンバー

大和茶振興懇話会（山添村ふるさとセンター）
3/5／調査結果報告講演とワークショップ／清水夏樹

国東半島集落調査（豊後高田市、国東市）
3/7-9／沿岸域集落における土地利用、生活環境、災害
経験に関する現地踏査及びヒアリング調査／清水夏樹

地域連携イベント（枕川楼〈南丹市美山町〉）
3/14／美山女子時間「おいしい水のひみつ」（つなガール
美山×京都大学芦生研究林コラボ企画）／京都市民・つな
ガール会員等20名参加、吉岡崇仁、德地直子、赤石大輔、
清水夏樹、法理樹里ほか

学会集会開催（神戸市）
3/16／日本生態学会大会で「ビッグデータ時代の統計とシ
ミュレーション」を開催／伊勢武史、門脇浩明、大庭ゆりか

フィールド調査（愛媛県）
3/21-24／行政関係者への聞き取り調査及び資料収集、
西条市千町地区における土地利用調査及び住民への聞き
取り調査、西条農業高等学校での聞き取り調査、ドローンに
よる空撮・測量／西前 出、時任美乃理

平成30年度修了式（京都大学）
3/25／学際センター長、ユニット長、関係研究科長ほか

日本財団との打ち合わせ（京都大学）
3/25／山下 洋、伊勢武史
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編集後記

　森里海連環学。この壮大なテーマにかかわりはじめ
て早一年です。陸と海がつながっていることはわかる。
僕らのくらしが自然に影響を与えていることはわかる。
わかるんだけど、それを本気で研究することには高い
壁を感じていました。だってそれは、現象を科学的に
説明する方法が思い当たらない、ポエムのようなもの
だから。しかし、環境問題は待ったなしです。僕らは
100点満点の答えを出せないにしても、このまま放置
していいわけではありません。科学者としてできるか
ぎりの研究をして、そのありのままの成果を社会に発
信することが大事なんじゃないかと考えました。群れ
のなかから、リスクいっぱいの海に最初に飛び込むペ
ンギンのように、恐れずに新しいことにチャレンジし
ていきたい。これが、科学者や市民のみなさんが進む
べき、新しい流れをつくり出すと信じています。
　僕らのプロジェクトは学際的。いろんな分野の研究
者がアイデアとデータを持ち寄り、ゴールを共有して
研究を進めています。これはたいへんなことです。研
究のお作法や用語もちがう人たちが集合したわけです
から。調整が必要なことは山積みで前途は多難ですが、
つづく仲間たちを信じて暗い海を泳いでいく覚悟です。

研究プログラム長・編集長　伊勢武史
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