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　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
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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

河口沿岸域の環境、生物生産力、生物多様性
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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

研究紹介
海チーム

尻別川尻別川
久根別川久根別川
茂辺地川茂辺地川

馬淵川馬淵川

鵡川鵡川

鳴瀬川鳴瀬川

那珂川那珂川

多摩川多摩川

相模川相模川
富士川富士川
矢作川矢作川

紀の川紀の川
那賀川那賀川

大和川大和川

仁淀川仁淀川

太田川太田川

筑後川筑後川

球麿川球麿川

川内川川内川

日野川日野川
加古川加古川

由良川由良川

九頭竜川九頭竜川
手取川手取川

荒川荒川

神通川神通川

米代川米代川

大淀川大淀川
大野川大野川
肱川肱川

宮川宮川

赤川赤川

高津川高津川

旭川旭川

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
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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。
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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
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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

研究紹介
陸チーム
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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

係
数

ラムダ

11 11 10 711 2

-7 -6 -4 -3-5 -2
-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0
0

5

5

4

3

2

1

10 15 20 25 30 35 40

ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
ク
タ
ー

説明変数の数

クロマグロ

カジキ類

ニシン サケ類

コンブ

0.2

0.4

0.6

0.8

0.2 0.4 0.6 0.8

−1 0 1 2 3 4 5

0.2

0.4

0.6

0.8

0.2 0.4 0.6 0.8

−1 0 1 2 3 4 50 54321-1

0.2

0.2

0.4

0.4

0.6

0.6

0.8

0.8

 

 

100 200 3000
0

0.
00

01
0

0.
00

02
0

100 200 30000e
+

00
2e

-0
5

4e
-0

5

総
流
出
量

年間通算日数

蒸
散
量

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
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京都大学生態学研究センター
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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
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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)
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環境との関係が
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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
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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
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