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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
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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
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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。
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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。
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