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たしかな科学的検証としなやかなつながりとの両輪で

　博士論文を執筆していたころに滞在し
ていたイエメンでは、たびたび砂嵐に見舞
われて砂山が川の流れをせき止めるが、
雨が砂を流してふたたび川が森と海をつ
なぐという。世界各地でその土地の特徴
にそった自然界のしくみの解明に取り組
んできたラヴァルニュさん。「里」が息づ
く日本では、陸の環境が水域の環境保
全にどのような影響を与えるのかを、水
域の絶滅危惧種の生息数で科学的に示
そうとしている。「森林面積や農業用地

絶滅危惧種が守られていることを、科学
的なデータとして示すことに成功した。
 「人がたくさん住んで森林面積が小さい
地域とくらべて、人口が少なく森林の面
積が大きい地域では、絶滅危惧種を含
め生息する種の数が多いことがわかりま
した。人間の都合で森をけずり川に過度
に手を加えると、自然の力では環境をも
とに戻せない。その結果、水域も絶滅危
惧種が生息できない環境になり、多くの
種がすみかを追われてしまうのです」。森
林が水域の生物多様性を豊かにしている
ことを、絶滅危惧種の生息数という客観
的な数値で示せたことは、森里海連環の
たいせつさを科学的に裏づけ、社会に発
信するための大きな一歩だ。

研究成果を活かす鍵は
チームワーク

　一方で、森里海連環学のコンセプトを
広める活動にも精力的に取り組む。京都
大学での大学院生を対象とした授業や、
高校生を対象にしたワークショップやシ
ンポジウムなどの教育活動にくわえて、行
政への提言も重要な活動の一つ。自治
体には、水質汚染を防ぐための排水規制
や、生物多様性を維持するための釣りの
規制など、環境に関する条例が多くある。
　行政へのはたらきかけには、法律や

が占める割合、コンクリート舗装面積の
割合などはすべて人間活動の影響を示
す指標となりうる。これらが水域の絶滅
危惧種の生態にどう影響しているのかを
分析します」。

森と川のつながりを
科学的データで証明

　森里海連環学教育研究ユニットでは、
2018年に日本各地の32河川の河口で水
を採取し、「環境DNA手法」を用いて各

経済学、社会科学の専門家との連携が
欠かせない。「自然のメカニズムを完全
に守るには、純粋に生物学的な視点の
みで制度をつくることが最適かもしれま
せん。しかし、それでは人間の暮らしや
経済活動が制限されて、地域の人たちの 
ウェル・ビーイング（well being）を脅か
してしまいます。現地の住民の反対があ
れば保全活動はできません」。
　自然をフィールドにする生物学者だか
らこそ、森里海連環の再生のためにでき
る役割があるはずだ。分野の専門家が
それぞれの知恵を結集し、取り組む重要
性を語る。「生物学者として私が自信を
もってできるのは、森里海の連環を科学
的に証明すること。その結果を受けて、
環境保全活動そのものを主導したり、自
然環境に影響を与えるような大規模な事
業を判断したり、環境に関する法律やガ
イドラインを制定するのは、その分野の
専門家の役割です。研究結果を社会に
届けるには、専門家や地域の人たちとコ
ミュニケーションをとって、チームワーク
を発揮することが鍵です」。

さいごは人の知恵しだい

　若者の教育や行政へのはたらきかけ
にも力を注ぐ背景には、日本をはじめて
訪れたときのおどろきがある。「もともと

河川に生息する魚類の種類を調査した。
採取した水や土から生きものの皮膚のか
けらなどの有機物を抽出してDNAを分
析し、生息する生きものを検出する「環
境DNA手法」。水さえ採取すれば生息
動物の種を確認できるため、絶滅危惧
種の個体を傷つけることはない。
　2019年夏に、採取したすべてのDNA
の解析を終え、ラヴァルニュさんは生息
する絶滅危惧種の数を河川ごとに整理。
森林面積の割合が高い地域ほど水域の

私が日本人に対してもっていたイメージは
『自然との共生、ハーモニーを語るのが
好き』。でも日本に来て衝撃を受けまし
た。日本中どの河川も海辺もコンクリート
だらけ。日本人は共生をたいせつにして
いるはずなのに」。コンクリートでダムや
堤防をつくることで、本来の河川の流れ
や構造が変わり、生きものは海と河川と
を行き来できなくなったりすみかを追いや
られたりする。「日本では津波や洪水が
多いことはよくわかっています。でも、コ
ンクリートを使う必要はあるのか、森、
川、海のつながりを維持しながら防災・
減災する方法はないかをもっと検証でき
るはず。人の暮らしと自然環境の保全と
のあいだでバランスをとることがだいじ。
その知恵を日本人はもっています」。
　調査結果をもとに論文を執筆する一方
で、森里海連環のたいせつさを広めるた
めの新たなアイデアが膨らみつつある。
「科学的な結果を一般の人にわかりやす
く伝えるにはアートを使うのも一つの方法
かもしれない。でも環境DNAをアートでど
う表現したらいいのか。（笑）つぎはアー 
ティストとの連携ですね」。あらゆる分野
としなやかなにつながるラヴァルニュさ
ん。森里海の連環を取り戻したとき、私
たちは自然とどんなハーモニーを奏でる
ことができるのだろうか。

大分県の大野川での採水。紐つきバケツさえあれば採水できる手軽さの一方
で、32もの河川の水サンプルをそろえるには体力と根気がいる

魚を観察するラヴァルニュさん。他分野の研究者とのコミュニケーションでは、同
じ単語を使っていても互いに意味することが異なることも。「ちがいさえわかれば
問題ありません。むしろ視野が拡がります」

Edouard Alexandre Lavergne　1980年、フランスのボルドー近郊に生まれる。スウォンジー大学で環境生物学を学び、ドイツのフランクフ
ルトのゼンケンベルグ自然博物館で技術コーディネーターとして勤務する期間に、西ブルターニュ大学から博士号を取得。2014年～
2020年3月まで京都大学森里海連環学教育研究ユニット特定講師。2020年4月から、同ユニット研究員。

エドワルド・ラヴァルニュ 
京都大学森里海連環学教育研究ユニット
特定講師

海チーム

降った雨が森を潤し、森の栄養を含んだ
水が川をつたって海に流れ込む。四方を
海に囲まれ、中心には山脈が走る日本で、
森から海までの自然のつながりを科学的
に解明する「海チーム」。メンバーの一人、
エドワルド・ラヴァルニュさんは、これまで
フランス、ウェールズ、ドイツ、イエメンなど
世界の各地で研究者として自然界のしく
みに向き合ってきた。「里」という概念その
ものが日本の特徴だと語るラヴァルニュさ
ん。日本の森里海の連環を科学的に解明
するだけにとどまらず、だいじにしているの
は地域に暮らす人たちや未来を担う若者
たちに研究の成果を伝えることだ。
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ちかぢか、母国のフランスにもどり、研究をつづけてゆくというラヴァルニュさん。日本で
得た「森里海連環学」の知見を母国の自然や生きものの保全につなげてゆく
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漁師さんや農家さんの心に届く研究成果を求めて
現地調査とビッグデータ解析で挑む

　日本の沿岸域にいる魚の種類は豊富
なはず。けれど、街中のスーパーマーケッ
トに並ぶ魚はいつも代わり映えがしない
し、外国産の魚も多い。秋、近くの山で
立派な柿が実っていても、収穫されない
こともある。「里山や里海の自然の恵みが
うまく循環していないような気がしていま
す。高度経済成長期より以前の日本につ
いて、〈昔、貧しかったころ……〉とか言
うけれど、そのころの日本人は心や感性
がいまより豊かで、自然との付きあい方

の衛星画像も、いまはフリーダウンロード
できる時代。「巷に溢れるデータから、い
かに価値のある情報を発掘できるのかが
鍵。現地で観測された単なる数値としての
データ（data）、そのデータを整理・統合
したインフォメーション（information）、
そしてそのインフォメーションをさらに解
析して、さまざまな知見や条件設定を加
えたインテリジェンス（intelligence）。い
まは、この三つの段階を慎重かつ正確に
駆け登る速度が求められています」。
　データの溢れる海で溺れることなく、
確実に目的地に辿り着くためには、しっ
かりと「進路」を見極め、到達点をつね
に意識しつつ「針路」を定めることが肝
心。「最終目的地が同じでも、現在の条
件に応じて、進路と針路はじつは違って
いるのが当然です。船に乗っている人なら
よく理解しています。それに気づく学生さ
んはそれほど多くないようですが……」。
とくに、研究駆け出しの学生には、いち
早く目的地を見つけ歩きだすのはすこしむ
ずかしいかも。「たいせつなのは、自分自
身の記憶のなかに、研究の種を蓄えてお
くこと。いつまでも発芽しないものがあって
もいい。疑問や違和感、不思議に思うこ
とや戸惑いをたくさんもっていれば、ある
ときになにかの刺激でその種がきっと発
芽します」。

川のそばで過ごした幼少期に
感覚を培う

　亀山さんの種一つは、地元香川県の川
の記憶。「実家は河川と隣接していて、家
の敷地からでも釣りができました。ボーッ

がもっと上手だったんじゃないかな？　と
感じています」。都会に比較的近い田舎
暮らしのなかで感じる素朴な違和感が、
亀山哲さんの研究活動の根底にある。

データの海を
冷静かつ大胆に航海する

　亀山さんが研究の道具にするのは、
膨大なデータから新しい関係性を導きだ
し、データ間の相関関係や因果関係を
読み解く空間情報解析。LAPでは、日

と釣りをするだけの経験でも、ぼくは幼
少期からずっと川を見て、その周りの季
節変化や開発の状況を身に染みて感じて
いました。子どもながら、大水のときに
川から田んぼに流れこむ濁水や、土嚢な
どで浸水に対応する大人たちを見て、森
から川、海に至るすべてに人間の〈里の
営み〉が強く関わっていることを知りまし
た。おのずと〈森里海連環〉の種が自分
のなかに入ったのでしょう」。
　夕飯の食卓には、母親が市場で購入
する瀬戸内海の魚がよくのぼった。魚に
かぎらず、市場での買いものはためにな
る。めずらしい魚の食べ方を尋ねたり、
折 の々水産物の相場や最近の海のようす
が自然と耳に入る。実社会での理想的な
学びの場。「市場には、お金で買える〈も
の〉以外の情報や知恵に加え、人と人と
がつながるという値札の付いていない価
値があります。ひと昔前の食卓の料理に
は、素材やレシピに関する『細やかな物
語』があったのではないでしょうか。もち
ろん、多様な食材が安価で手に入る現
代の暮らしもたしかに便利。けれど、そ
れ以外の偶然の出会いがある世界がぼく
は好きですし、そんな場所はもっと豊か
で住みやすいと思うのです」。

地域の人が驚き喜ぶ研究がしたい

　亀山さんが〈森里海〉をつなぐ存在と
して注目するのがニホンウナギだ。「ニ
ホンウナギは熱帯の海で生まれ、日本
などの川に上って成長し、産卵の時期に
また海へと移動するなど、とても広い回
遊空間を移動します。海と陸の二つの生

態系に大きく依存して
いるので、人間の開発
などで森里海のバラン
スが崩れると、ウナギ
は生きつづけられませ
ん」。研究の種となった
のは、幼少期に実家の
隣の川で見かけた川漁
師の姿。「ナマズやウ
ナギを捕まえて生計を
たてる人たちです。『こ
んな暮らしがあるのだ
な』と思ったし、淡い

本全域を対象とした水質データや水生生
物などの多様なデータを、地図情報とし
て表示する「GISデータベース」を小流域
単位で整備した。流域ごとの環境を解
析し、社会の変容と生態系サービスとの
関係を議論しつつ、より具体的な将来計
画を社会に提言することをめざしている。
　データ収集・解析技術は、研究をはじ
めた約30年前から飛躍的に進歩した。か
つては、国内に数か所しか受信施設がな
く、1枚で50万円弱もしたランドサット等

憧れでした。人の生業が自然の恵みに生
かされている姿に直面するはじめての経
験でもありました」。
　ウナギの名産地として知られる福岡県
柳川市は、調査フィールドの一つ。有明
海に面し、比較的近くに里山が広がる柳
川市には、海から運ばれる海産物と、果
物・山菜などの山の幸が集まる。「おた
がいに買ったり買われたり、ときに交換
したり、自然の恵みと人の暖かな心が循
環しています」。「いいな」と眺めながら、
ふと気がついた。「柳川だけじゃなく、一
昔前はどこの町でも見られたふつうのあ
るべき光景なんじゃないか。魚の種類の
少ない最近のスーパーマーケットの光景
は、やはり悲しくて少しさみしいのです」。
 「ほんの少しでも未来の里山・里海の姿
を変えたい」との夢をもち、研究をつづ
ける。研究の支えは、なんども身にしみ
て感じてきた〈自然の恵みと人〉の関わり
あいのたいせつさ。「論文を書いて、一
流の雑誌に載っても、それを聞いて漁師
の方はよろこんでくれるか？　とときどき
考えます。漁師や農家さんに、『ほぅーそ
うなんかぁ』とか、『やるな、小僧！』と
か、いつか言われたいんです。（笑）地
に足の付いたほんとうの学問なら、それ
ができる気がする。論文を書くだけでは
なくて、その内容を還元する対象が確実
にあるのは、森里海連環学のなによりの
醍醐味です」。

仲間と近所の田圃で自然農の稲作と野菜作りに勤しむ。水田の大きさは２反弱。化学
薬品や機械を使わず無耕起がポリシー。「然なり」と検索すると、YouTubeで活動を見る
ことができる。「手押し草取り機〈アルミ製の最新型（笑）〉を使う左側が私です」

研究仲間はときどき集まり、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違う研究者で構成
されているので、夢のような話や鋭い仮説、ときには珍問答？を語りあってます。正直楽しいです（笑）」

釣りは趣味の一つ。「そこに魚がいればとりあえず釣ります。
これは、カナダのビクトリアで釣った全長160センチメートル、
重さ22キログラムのおそらくタイヘイヨウオヒョウ（a Pacific 
halibut、学名・Hippoglossus stenolepis）です。つぎは
北海道の釧路で釣りたいです（オーパ、オーパ！！）」

かめやま・さとし　1968年、香川県に生まれる。1999年、北海道大学大学院農学研究科博士課程を修了（農学博士）。国立環境研究所アジア自然共生研究グループなどをへて、2011年か
ら現職。LAPには、2018年度から特任教授として関わる。趣味は釣り全般・自転車・農作業。野球・サッカー・卓球・バドなど。若い学生を焚き付けて論文を書かせるのが大好き。

亀山 哲
国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター
主任研究員
京都大学森里海連環学教育研究ユニット
特任教授

解析チーム

衛星画像等を解析して地表面を観測する
リモートセンシングや、GIS(地理情報と観
測データ等を統合して解析し、デジタル地
図として可視化する技術)を使い、流域生
態系の保全やその復元をめざす亀山哲さ
ん。データベースの構築や解析技術の進
歩の波を乗りこなす。「ときどき溺れそうに
なりますが（笑）」と笑いつつも、最前線に
立ち、心はいつも〈里山・里海〉の暮らしに
むけられている。
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いまよりもちょっとだけ幸せになれるお手伝いを
自然と人間との関わりから探る

 「いまよりも〈超幸せ〉にすることはできな
いけれど、〈ちょっとだけ〉幸せになれる
お手伝いはできるかもしれない。自然と
人間との関わりから、その方法を探して
います」。自然の恵みをうけとることで人
間はどのような〈幸せ〉を得ているのか、
その中身はまだまだ曖昧だが、「これが
わかれば、地域の人たちにもっと関心を
もってもらえる企画や、地域住民の気持

まかせればよい』という他者依存の強い
人という3グループに分けられました。愛
着・連帯感が高い人の環境保全活動へ
の参加意欲の高さは予想どおりですが、
目から鱗だったのは、無関心な人よりも
他者依存の強い人の参加意欲が高いこ
とです」。
　他者依存の人たちは、どの世代でももっ
とも数の多いグループだという。地域の
問題を気にしていても、「自分にできるこ
とはない」という無力感をもつ人が多い
のだろう、と法理さんは推測する。「こ
れまでの社会連携の一つの軸は、『いか
に無関心層を取り込むか』。でも、それ
よりも『あなたにもできることがある』とよ
びかけることが環境意識の向上に効果が
あるのかもしれません」。
　そのほか、若者の無関心率の高さや、
働きざかりの30～50代は他者依存の割
合が多いという世代間の傾向も見えてき
た。「森里海連環の再生は、すべての世
代、すべてのステークホルダーに考えてほ
しいテーマです。世代や所属ごとに異なる
自然環境に対する地域住民の気持ちの
傾向にあわせて、情報提供やアプローチ
の方法を考える。それが私たち社会チー
ムの役割です」。

調査結果は地域の方に
「叩かれて」こそ

 「研究成果は、地域の方にかならず伝
える」ことが研究のモットー。「聞き取り

ちに配慮した自然にも人にも優しい環境
設計を提案できるかもしれません」。

環境意識を高める鍵は
地域への愛着

　おもな調査方法は、フィールドに足を
運び、地域の人たちから直接に話を聞く
聞き取り調査と、インターネットを使った
アンケート。得られたデータを、環境保

調査やデータ解析も楽しいのですが、い
ちばんワクワクするのは、地域の人たち
に結果をフィードバックして叩かれたとき
（笑）。照れや気恥ずかしさ、ときには悔
しい思いもしますが、地域の人たちの本
音を知る絶好の機会です。結果を見せ
て、『わからない』、『そうじゃない』と言
われればなんどでもやり直します。なに
かしら伝わったならアクションがあるはず
というのが信条で、『まだできることがあ
るな』と思えるんです」。
　調査方法は、地域はもちろん、聞く人
ごとに違う。パターンを当てはめることは
できず、キャッチボールのくり返しで手
法を洗練させてゆく。「調査で訪ねた先
でいきなり『帰れ』と言われるなんてふつ
う。なんども足を運び、やりとりをくり返
して信頼関係を築きます」。地域の人たち
の印象にのこるよう、毎回同じ服を着て
調査するなど、調査期間中は外見の雰囲
気を変えないことが地域になじむ秘訣。
「私の髪型が変わったら、調査が終わっ
たと思ってください（笑）」。

自然環境＝自然の恵みを
受けとることで得られる
〈幸せ〉ってなんだろう

　好奇心の原点は、「みんな、なにを考
えているんだろう」、「どうしてみんな、
考えていることが違うんだろう」という疑
問。認知心理学を基礎に、見やすくわか
りやすい標識（ピクトグラム）のデザイン

全活動への参加経験、地域への意識、
世代、居住年数などに分類し、それぞれ
を関連づけながら、違いを検討してゆく。
　日本各地から無作為に選ばれた3,000
人が対象のウェブ・アンケートでは、地域
に対する意識の違いが環境保全活動へ
の参加意欲に関係することがわかった。
「〈地域に対する意識〉は、愛着・連帯感
の高い人、無関心な人、『行政や他者に

にまつわる研究をすすめていた大学院生
のころ、東日本大震災が起こった。震災
を機に崩れてしまった研究への思いを蘇
らせたのは、セブ島の青い海。「自然の
恵みを受けとると、人間ってどんな幸せ
を感じるのか……。これが私の新しい研
究テーマになりました」。
　研究をつづけ、たくさんの人に話を聞
きながら、すこしずつ見えてきたものが
ある。「沿岸域、里山、都市部に暮らす
人、それぞれの抱く幸福感の違いです。
みんな同じ種類の受け皿をもっているけ
れど、受けとる自然の恵みでどの受け皿
が満たされるのかが変わる。『このような
自然環境に暮らす人たちは、こうしたこ
とに幸せを感じる傾向にある』と見いだし
て、地域の取り組みや政策を決める議論
へ材料を提供したいと思っています」。
　自然科学の数値データとは異なり、社
会科学のデータは条件が変われば分析
結果や解釈も変わる可能性が高い。同じ
人に尋ねても、1年後には意見が変わる
のは当然のこと。「方法にも結果にも〈正
解〉はないのが、この学問のおもしろさ。
一つの答えを押しつけるのではなく、選
択肢を提案するのが自分の役目。人の
意識を一足飛びに変えることはできません
が、〈すこしでも届いていれば、いつか思
いだしてもらえることもあるかも〉と願い
ながら、地域と関わりつづけています」。

タイの東北部サコンナコーン県（Sakon nakhon）の漁村にある集会場では月に数回、
地域の漁業管理の方策について膝詰めで話しあいが開かれている。そんな場を暮らし
の一部として見て・聞いて育つ子どもたちの地域資源に対する知識は大人顔負け

LAPの社会連携活動をまとめた冊子『森里海連環学ビジュアルブック：Co-
designのためのシチズンサイエンス』の企画・編集を担当。森里海連環学の理
念をわかりやすく、視覚的に伝える工夫が細部までつまっている

ほうり・じゅり　2018年、広島大学大学院生物圏科学研究科博士課程を修了。2018年～2020年3月まで京都
大学森里海連環学教育研究ユニット特定研究員。2020年から琵琶湖環境科学研究センター研究員。

法理樹里
京都大学森里海連環学教育研究ユニット
特定研究員

社会チーム

地域社会と研究者とをつなぐ社会チーム
にとって、「だれに、どんなアプローチをす
るのか」の見極めは重要なこと。法理樹里
さんは、森里海と人とのつながりを心理学
の視点で見つめ、地域と研究者とをつな
ぐ手助けをすることをめざし、調査に挑む。
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なんども読みこんだ『認知心理学』の教科書と、法理さんも参加したLAP主催「京大 
森里海ラボ in 芦生」の成果をまとめた冊子。冊子の編集も法理さんが担当した


