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療養所環境を交ぜる
1．プロジェクト研究題目
療養所環境を交ぜる

フィールドワークの記録と、フィールドワークをめぐる論
点の提示。
05 同「展示の刹―ハンセン病をめぐる国立療養所園内

2．プロジェクトメンバー氏名と所属
阿部安成（滋賀大学経済学部）、西浦直子（国立ハンセ
ン病資料館）、宮本結佳（滋賀大学教育学部）

施設の現在」『彦根論叢』第 416 号、2018 年 5 月――ハン
セン病をめぐる国立療養所にミュージアム、ライブラリ、
アーカイヴの機能を持つ園内施設がつくられつつある現
在、各園の同施設の理念、目的、役割などの概観とそれへ

3．研究の目的と計画

の批評。

国立療養所大島青松園（香川県高松市庵治町）をフィー

06 同「国立療養所大島青松園史跡めぐりと史料（1）」
『彦

ルドとして、療養所を知る手立て（歴史資料など）を外部

根論叢』第 416 号、2018 年 5 月刊行予定――国立療養所

に発信し、それとともに、外部者を療養所のなかに引き込

大島青松園につくられる園内史跡の案内や解説と、史跡に

み（ワークショップやガイド）、療養所内外の相互交信を

ついての史料を提示。

はかることを目的とする。
そのために今年度は、国立療養所大島青松園での、（a）
フィールドワーク、（b）アーカイヴの整備を計画した。

活動概況： 配分された研究経費が申請の半分となった
ため、本プロジェクト研究経費は、国立ハンセン病資料館
（東京都東村山市）への調査出張旅費のみに支出した（阿
部 1 名）
。ほかの研究助成を活用して国立療養所大島青松

4．今年度の情況報告

園、同邑久光明園（岡山県瀬戸内市）への調査などを実施

研究成果：

した。

01 阿部安成「資料紹介 シリーズ『青松』を読む⑫ 手

活動内容：

づくりを一年―国立療養所大島青松園関係史料の保存と公

（a）写真：国立療養所大島青松園では、おもに、園内

開と活用にむけて」『滋賀大学環境総合研究センター研究

に残る写真を整理した。これまでもその所在が知られてい

年報』第 14 巻第 1 号、2017 年 7 月――香川県にあるハン

た同園入所者自治会事務所で保管されていた写真と同園キ

セン病をめぐる療養所で 1940 年代につくられた手書き手

リスト教霊交会教会堂に残っていた写真にくわえ、これま

づくりの「回覧雑誌」についての歴史資料紹介。

でまったくといってよいほど知られていなかった同園本館

02 同「研究ノート 具体的なイメージにふれるこの機会

応接室保管の写真をデジタルスキャンしたりデジタル撮影

を、実際に各館を訪れてみるきっかけに」という企図 ―

したりして保存整備するとともに、これら写真の概要を把

国立ハンセン病資料館 2017 年度春季企画展「ハンセン病

握した。

博物館へようこそ」と同展付帯事業「ハンセン病博物館へ

この写真整理にさいして、ほかの国立療養所における写

ようこそ」各館活動報告会に寄せたノート」『滋賀大学経

真の保存や公開のようすをつかむために、国立ハンセン病

済学部研究年報』第 24 巻、2017 年 11 月――国立ハンセ

資料館図書室で当該文献の調査をした。

ン病資料館 2017 年度春季企画展とその付帯事業への批評。

（b）史跡：国立療養所大島青松園ではミュージアム、

03 同「資料紹介 きりとる―国立療養所大島青松園キリ

ライブラリ、アーカイヴの機能を持つ「社会交流会館」の

スト教霊交会の写真」
『滋賀大学経済学部研究年報』第 24

開設にあわせて、屋外の史跡についての案内や解説の銘板

巻、2017 年 11 月――香川県にあるハンセン病をめぐる療

をつくることとした。

養所で結ばれたキリスト教信徒団体の霊交会で保管されて
いた写真についての歴史資料紹介。
04 同『島の野帖から―ハンセン病をめぐる療養所があ

園内の 16 か所に設置する金属製銘板に記載する文章を
執筆するとともに、その根拠とした歴史資料を参照できる
よう提示した。

る島でのフィールドワークから歴史を縁どる試み』滋賀大

この史跡展示にかかわる参照例として、国立療養所邑久

学経済学部、2018 年 4 月――ハンセン病をめぐる国立療

光明園と同多磨全生園（東京都東村山市）の現状を調査し

養所がある香川県の大島におけるおよそ 10 年におよぶ

た。
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（c）レヴュ：ハンセン病をめぐる国立療養所に設置され
(c) ࣦࣞࣗ㸸(c) ࣦࣞࣗ㸸
つつあるミュージアム、ライブラリ、アーカイヴ機能を持つ
(c) ࣦࣞࣗ㸸
(c) ࣦࣞࣗ㸸

園内施設の現状についての批評をまとめ、論点を整理した。
また、展示にとどまらないハンセン病（史）研究をめぐ
(c) ࣦࣞࣗ㸸

る現状を、経済学部ワークショップにおいて議論した。
（阿部安成執筆）

pic4 国立療養所大島青松園内、大島神社

pic1 2017 年 6 月 25 日経済学部ワークショップ

pic5 国立療養所邑久光明園内、光明神社

pic2 国立療養所大島青松園入所者自治会保管写真

pic3 国立療養所大島青松園内、貞明皇后歌碑

プロジェクト研究
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滋賀県における持続可能な地域づくりと防災・減災
1．プロジェクトメンバー
藤岡達也

教育学研究科・教授

堀

滋賀県総合教育センター・研究員

道雄

どを含め、持続可能な地域社会の構築や防災・減災など、
今日的な課題へのアプローチともなる。
以上を踏まえ、本年は、琵琶湖・沖島で観光に加え、防

桑原康一

栗東市立葉山小学校・教諭

災、環境をテーマとしたプログラムを作成し、県内外の中

上松由美子

彦根市立城南小学校・教諭

学生を対象として、実践を行ったので、ここに報告する。

角

滋賀県立聾話学校・教諭

哲郎

（1）沖島の自然景観と観察・実習の観点

2．研究の目的と計画

沖島は滋賀県、琵琶湖の中に位置する日本で唯一、淡水

東日本大震災以降、防災、減災は喫緊の課題となってお

湖に人が生活する島である。地質は、ほぼ稜線を境に南側

り、新学習指導要領でも自然災害の取り扱いは重視されて

が中生代〜新生代古第三紀の湖東流紋岩、北側が、それを

いる。「生きる力」の具現化としても、防災教育は重要な

貫く花こう閃緑斑岩とされている。この花こう閃緑斑岩は、

意味を持つ。滋賀県でも、平成 25 年に日本で初めて「特

かつては良質な石材として、島の大きな産業となっていた

別警報」が発表され、リスク管理への意識は高まっている。

が、現在では稼行対象とはならず、付近は石切り場跡が残っ

一方、環境教育の観点から忘れてはならないのは、自然は

ているだけである。基本的に、沖島の対岸の近江八幡市周

日常では多くの恵みを人間に与えていることである。

辺の地質は、湖東流紋岩に属し、島南部では沖島溶結凝灰

今年度は、滋賀県の自然環境、社会環境を重視した防災

岩と呼ばれ、斜長石と苦鉄質鉱物に富む流紋デイサイトで

を推進するためのプロジェクト研究の中でも滋賀県の景観

ある。陸から海へは、急傾斜となっているため、砂浜はな

など、恵みも重視したプログラムの展開を実施した。つま

く、人工的なビーチが 1 カ所築かれているだけである。南

り、滋賀県の自然環境の特色を踏まえ、災害だけでなく、

側の岩体は比較的時代が古く、固い火山岩類と言えるが急

恩恵も重視し、災害への備えと地域の誇り良さの両面を捉

傾斜のため、崖くずれの可能性も高く、法面の補修等が常

えた教材、プログラムを開発し、発信することを試みた。

に見られる。
滋賀県の教育の特色として、義務教育段階から全児童が

3．今年度の状況報告

船に乗って環境学習が行われることが挙げられる。滋賀県

近年、地域活性化に貢献する地質・地形の活用が見られ

の学習船「うみのこ」だけでなく、琵琶湖汽船の環境学習

る。ジオパークはその例であり、面積の割には、多様な地

船「megumi」
、また滋賀大学も実習船を有する。本学習

質・地形が存在する日本の各地域にとっても様々な展開が

プログラムでも、琵琶湖のプランクトン採集による顕微鏡

見られる。「教育・啓発」、「保全」、「振興」をキーワード

観察、湖底の水質調査を行った。また、琵琶湖の深部の水

とするジオパークには、あらゆる観点から地域の期待が高

を採取し、その水温や水の汚れ具合等も測定した。

まる。特に最近では、観光も重要な産業の一つとなる日本

しかし、今回は、それらに加えて乗船により湖上におい

にとって、ジオパークという地域の価値付けは、学校教育

て、琵琶湖の中の島を近くまで観察した。例えば、琵琶湖

にとどまらない地域、社会、さらには家庭教育における環

には沖島のほか、柱状節理の発達した花こう岩体からなる

境教育の新たな進展からも意義が認められる。

竹島（101。3m、多景島）、湖東流紋岩からなる沖ノ白石

ただ、地域の活性化の課題として、従来から歴史遺産等

からなり、それぞれ、小島・岩礁とされている。水深 50-

を中心とする観光の集客力を持った京滋地域では、必ずし

80m、さらに厚い湖底堆積物を考慮すると、基盤岩の尖塔

も、自然景観が着目されてきたとは言えない。さらに地質・

状の山とみなされることもある。さらに、周辺の山々の特

地形についても、自然のダイナミクスが明確な火山を中心

色を見渡すことができ、この観点も地質学・地形学的には

とした国立公園等が注目を集めやすい感がある。身近な地

魅力的である。例えば、湖西には、花こう岩帯としての比

域の自然環境の価値付けは、従来の観光資源の存在にかか

叡山及び比良山系が連なり、琵琶湖西岸断層帯及び花折断

わらず、新たな展開が期待できる。つまり、学校・社会等

層による地殻変動とも関係している。また、東側には古生

における環境教育とともに、地域の良さの気付きや発信な

層の石灰岩からなる伊吹山も見られ、冬季には北西のモン
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スーンの影響を受け、豪雪地帯となる。なお、国宝彦根城

合い、持続可能な社会づくりへの意識を高めること、また、

は中古生層や湖東流紋岩、安土城は湖東流紋岩に立地して

それぞれの地域の課題に目を向け、課題解決のために地域

いる。

に貢献しようとする次代の担い手を育成することにあっ

湖上から、以上のことを説明した自然景観とその地域の
ポイントを下図に示す。

た。次に共同生活を通して、互いの親交を深め、災害応援
協定を結んでいる都市間の友好の架け橋となり、今後のま
ちづくりに寄与する人材を育成することであった。そのプ
ログラムは初日には、市長、教育長挨拶、沖島小学校の児
童による沖島太鼓の開会式に続き、沖島の紹介、6 班ごと
のグループ編成、アイスブレーキング、沖島での活動内容・
方法等を指示した。最初の説明時に自然の二面性（自然景
観等の恩恵、災害の可能性）の理解を目的とした。その後、
南西端の頭山（142m）付近に位置する沖島津神社から、
全体の地形、地質の概略を説明後、石切り場跡、浄水場等
の見学を行った。2 日目は環境学習船「megumi」に乗船し、
先述の琵琶湖の環境学習と琵琶湖内外の地形・地質・気象
等の学習を行った。最終交流会では、作成したプログラム
について、各班が発表し、相互評価・自己評価を行ない、

㇟
（2）対象生徒と実践のねらい
平成 29 年度から滋賀県近江八幡市は、これまでの災害

班ごとの振り返りは連日実施した。
宿泊場所は、沖島小学校であり、夕食と風呂は通船によっ
て対岸の市内の施設を利用した。

応援に関する協定都市との友好を深め、将来の人材育成を
視点に入れ、人的交流を行うことにした。初年度の平成

4．成果と今後の課題

29 年度は、静岡県富士宮市、和歌山県御坊市、福井県小

最終交流会で班ごとに示された発表を見る限り、沖島を

浜市、滋賀県においては、東近江市、愛荘町、竜王町、そ

中心とした琵琶湖周辺の自然の二面性の理解と、人材交流

して、地元の近江八幡市から合計 31 名が参加し、中学生

の 2 つの大きな目的は達成されたと考えられる。参加者は、

の交流を沖島で行った。ここでは、災害応援協定間の交流

各市で選抜され、各学校の生徒会役員等、リーダーシップ

をねらいとするため、「防災」をキーワードとした。同時

を持っていたり、積極的にグループワークなどを行う資質

に市は、沖島の観光開発を進めたい意向もあった。そこで、

を備えていたりするなど、本プログラムを実施しやすい状

従来から県や市が重視する「環境教育」を間に入れ、
「防災」、

況であったのは事実である。

「環境」、「観光」をテーマとした教育活動プログラムを作
成し、実施することとした。

環境教育の内容や方法を取り入れた防災教育の実践に
は、これまでも取り組んできた。今後も引き続き、自然景

「環境」と「防災」については、ライフラインについて

観の保全、教育・啓発への活用、地域振興などジオパーク

参加者が考えることができるように示唆を与えた。つまり、

のねらいを踏まえたプログラムを作成し、展開する意義は

電気・ガス・水道等は、島においては、どこから入手して

大きい。今年度はプログラム作成とその実施についての報

いるのか、沖島での日常生活、島内の施設等から考えた。

告にとどまるが、今回の内容を分析し、今後につなげてい

大規模災害発生時には、ライフラインが寸断されることが

く必要がある。さらに、今年度は教職大学院の「地域協働

多く、近年では、これを想定した「防災キャンプ」等が実

実習Ⅰ」の一環として経営力開発コースの現職教員が指導

施されており、この観点も取り入れた。

の補助にあたったことも付記しておく。

8 月 2 日から 2 泊 3 日の日程で実施された第 1 回目の協
定都市間での中学生；担い手交流会の目的は、まず、災害
応援に関する協定を結んでいる市町の中学生と近江八幡市
の中学生が「防災・環境・観光」をテーマに意見を交換し

プロジェクト研究

活動報告
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琵琶湖・愛知川流域の地域間交流による持続可能な農村づくり
1．プロジェクトメンバー

地域間交流というと、自治会長や自治連合会などを背景

柏尾珠紀（環境総合研究センター客員教授）

に男性主導で進められることが多い。他方で、女性の交流

小林弘子（東近江市栗見出在家町魚のゆりかご水田協議会

は地域をまったく意識しないことが多いのが現状である。

事務局）

そういう意味でも、女性主導の地域交流活動はまれであり、

植田たみこ（NPO 法人愛のまちエコ倶楽部農家民宿さん

また、この活動が愛知川流域を意識した視野で展開されて

しゅの宿）

いることはたいへん興味深い。このような女性たちがおこ
なう地域間の交流活動が、農村の地域づくりにどのような

2．研究の目的と計画
本研究の目的は、愛知川流域の上流部と下流部で現在進

波及効果をもたらすか、その活動の意義を検討することは
重要であると考えた。

められている琵琶湖・愛知川の流域ネットワークの構築を

本プロジェクトでは、3 年間にわたりこの交流活動を支

目指した地域づくり活動を分析することで、それぞれの地

援し参与観察することで、交流ネットワークの拡大やその

域の実情をふまえて地域の歴史に沿った持続可能な農村づ

効果について調査、検討をおこなった。以下に具体的な活

くりを検討することである。

動内容とその成果について述べる。

調査地である栗見出在家町と愛東外町は、愛知川の最下

（1）愛東外町と栗見出在家町の女性たちによって進めら

流と上流部にそれぞれ位置しており、愛東外町は 2005 年

れている伝統食を相互に学び合うワークショップの開催支

の合併以降、また、栗見出在家町は 2006 年の市域編入以後、

援と参与観察については、交流ワークショップの企画立案

ともに東近江市となっている。そして、両集落は、いずれ

から実施にいたる支援をおこない、交流会の実施に際して

も環境に配慮をした独自のまちづくり活動を展開してい

は参与観察をおこなった。また、参加者へは個別にヒアリ

る。

ング調査を実施した。伝統的な食文化を伝え継承するため

愛知川下流域の左岸河口に位置する栗見出在家町は、環

の交流として、浜側の鮒ずし漬けを学ぶ交流と、山側の食

境に配慮した農業を軸にしたまちづくりを推進している。

文化として味噌作りを学ぶ交流ワークショップを実施し

当集落では県の推奨する環境こだわり農業をおこなってい

た。それ以外にも米粉を活用した新しい食の開発などもお

るだけでなく、経営耕地面積の 66％において生物多様性

こなった。

に配慮した米作りである「魚のゆりかご水田」に取り組ん

①鮒ずし漬けのワークショップ

でいる。琵琶湖岸であるという条件を鑑み、魚や水生生物

湖岸部で継承されている食文化とその技術を内陸部に伝

にやさしい農業を展開しているのである。

えることを目的として 4 年前に女性 5 人で始められたもの

他方で、愛知川上流部で中山間地に位置する愛東町外集

である。当初は栗見出在家集落魚のゆりかご水田協議会の

落では、循環型の暮らしと農業を軸にしたまちづくりが進

事務局の女性と愛東町の有志数名が交流しただけだった

め ら れ て い る。 こ れ ら の 環 境 活 動 の 母 体 と な る の は、

が、昨年から自治会行事のひとつとして位置付けられた。

NPO 法人愛のまちエコ倶楽部であり、なかでも菜の花プ

最終年の今年は、漬けるだけでなく、昨年の参加者が希望

ロジェクトは県外でも有名な事業である。同集落もこの活

したとおり、交流会で漬けた鮒ずしを持ち寄り、食べ比べ

動に全面的に関わっているが、それだけでなく、都市農村

をする品評会を開催した。品表会に参加したメンバーは全

交流として「農家民泊」を、地域内交流として「ようきて

員が今年も交流会に参加すると述べており、交流会が定着

茶屋」をおこっている。

していることがうかがえた。

このように、それぞれが地元の自然環境に見合った環境

この交流会は、既述のように初回はプロジェクト主導で

親和的なまちづくり活動を展開しているのであるが、近年、

あったが、翌年からは自治会行事として組み込まれるとい

この両町の女性たちが愛知川流域を意識した交流事業に取

う展開をした。このような展開になった背景には、鮒ずし

り組み始めた。本プロジェクトがとりわけ注目するのは、

が男性の興味を引いたこと、ワークショップの開催会場が

両町の女性たちが自発的に愛知川流域を意識した交流に取

浜側の自治会であったことがあったと考えられた。このよ

り組み始めた点である。

うに特定の交流行事が自治会内で恒例行事へと発展したこ
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とは、たいへん興味深い展開である。しかし、男性主導に

がった。ここでは、古生地を利用したモノづくりのワーク

なったことで、今後は自治会行事と交流会行事とのバラン

ショップが開催された。活動拠点が、栗見出在家町と愛東、

スが課題となるかもしれない。

永源寺の 3 拠点となる発展的な変化がおこった。メンバー
が増えたことで、米粉を活用した商品開発も意欲的となり、

持ち寄りによる鮒ずし食べ比べ品評会の様子

起業にむけた活動も進展した。
食にまつわる新しい技術や情報、知識がこのような交流
を通じて女性に共有され、交流を基盤にした仲間作りが拡
大し新しいものが生み出されること、そしてそれが、起業
にもつながる可能性を持っている点は興味深いことである。
（2）交流から派生した効果について
①湖岸地域の魚のゆりかご水田における菜種栽培
愛のまちエコ倶楽部の指導のもとで、湖岸部の栗見出在
家町で菜種の栽培が始められた。交流から派生したものと
して、栗見出在家集落で菜の花プロジェクトに参加する農

②持ち寄り材料で味噌を漬けるワークショップ

家が出現した。菜種栽培は、愛のまちエコ倶楽部の技術指

このワークショップは、
年間を通して愛東で開催された。

導を仰ぎながらおこなわれ、菜の花は景観を鑑賞したのち

参加者が持ち寄った自前の材料で味噌を漬けるワーク

菜種油として搾油された。交流によって湖岸部の地域に菜

ショップであるが、浜側からは魚のゆりかご水田米と集落

種栽培の技術がもたらされたことも重要であるが、収穫さ

で採れた大豆が持参された。材料の違いをそれぞれが確認

れた菜種を搾油することで、内陸部で推進されているエコ

しながら愛東方式で味噌をつき、
交流を深めた。こちらは、

活動に湖岸部が関与し始めたことも意味深いと考えられ

愛のまちエコ倶楽部に講師および麹の加工を依頼しておこ

た。また、魚のゆりかご水田に広がった一面の菜の花は、

なった。参加者からは、味噌が自宅で作られていた子ども

町内で多いに注目され、愛知川流域交流を推進しているこ

時代の記憶やそれにまつわるさまざまな思い出話が語ら

とを知らない人々が交流を知ることにつながったという。

れ、たいへん興味深かった。

しかし、ブロックローテンションの関係もあり、残念なが

③農村の文化や食の継承と交流

ら今年度は実現しなかった。

新しい企画や起業にむけた商品開発の企画立案の会議や

愛知川流域の上流部と下流部の女性たちは、以上のよう

議論の場を設定し、それらの試作をおこなった。その際に

なワークショップを通して、交流活動を展開していた。こ

は、農家民泊で提供する料理をそれぞれ学ぶ機会を設けて、

の一連の交流活動が地域の再編やまちづくりに影響を与え

外からと内からの目で学ぶ機会を設けて、日常にある豊か

ていることも明らかであった。鮒ずし漬けのワークショッ

さの掘り起こしもおこなった。

プや菜種栽培の取り組みに見られるように、女性から始ま

両町はともに県外の中学生を民泊で受け入れる事業に取

り、盛り上がった地域間の交流活動に男性も積極的に参加

り組んでいる。そのため、アレルギーの心配がない米粉を

し始めたという展開である。女性の活動が、営農空間の再

活用した料理開発を推進している。このワークショップで

編に影響した点、自治会という男性組織の行事を再編させ

は、米粉を活用したクッキー、ロールケーキ、胡麻団子、

た点はきわめて重要である。

鬼饅頭やパン作りを実施した。いずれも、参加者が互いに

3 年間各ワークショップで参加者にヒアリングをおこ

意見や知識を出し合いながら調理は進められ、米粉の扱い

なった。上流、下流というそれぞれの良さや特徴を確認す

方の知識を共有する交流の場となった。このワークショッ

ると同時に、お互いの暮らしに思いを馳せるようになった

プの参加者は女性ばかりであった。

ことや、それぞれの場所を担う役割を考えるようになった

交流で食を学び継承するこのワークショップは、口コミ

ことが語られた。ワークショップを通じて交流が活発化し

で徐々にメンバーが拡大し、今年から愛知川源流の永源寺

たことはいうまでもないが、「それぞれの流域にある暮ら

の女性も参加するようになった。これを契機に、「山間部

し方」へと意識が拡大したことも交流の成果であると考え

の古民家を利用した学び合いワークショップ」が立ち上

られる。

プロジェクト研究
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都市のサステイナビリティサステイナビリティ教育および農村圏との相互作用
1．プロジェクトメンバー
森 宏一郎（滋賀大学）※代表者

4．実験内容と分析結果の紹介
「心理学的な暗示を利用し、錯覚的に高い環境価値を表

林 憲吾（東京大学）

明させることによって、環境配慮行動を促進することがで

内山 愉太（東北大学）

きる」という仮説を検証するために、経済実験を実施した。
もし、この仮説が正しければ、「人々が抱く環境の価値を

2．研究の目的

錯覚的に引き上げる」だけで、人々が環境に配慮した行動

本研究の目的は、都市のサステイナビリティを実現する

をとるようになるといえる。すなわち、実験によりこの仮

ために、都市のサステイナビリティ指標を構築し、それら

説が正しいと証明されれば、わざわざ経済的な厚生を下げ

の指標群を使って多様なステークホルダーを巻き込むため

るような環境規制を実施しなくとも、環境が破壊されれば

の環境教育やワークショップを実施することである。今年

どのような経済損失を招くのかということを少し過大に告

度は農村保全価値に関するゲーム理論を含んだ経済実験を

知するだけで、人々がその環境に配慮した行動をとるよう

実施した。

になるかもしれないのである。

3．今年度の実施内容

実験では、参加者全体を 1 〜 3 班の 3 つのグループに分

昨年度に続き、開発した都市サステイナビリティのケー

け、それぞれのグループで滋賀県の農村への環境配慮度合

スを用いて、大垣北高校で都市サステイナビリティ教育

を測るゲームを 2 セット行ってもらった。ただし、グルー

ワークショップを実施した。今年度は、この活動に加えて、

プ間で手順に 2 つの相違点がある。
（1）2、3 班では、2 セッ

経済実験を行った。以下、この新しい研究活動についてエッ

ト目のゲームの前に滋賀県の農村に対する環境価値を表明

センスを報告しておきたい。

してもらったのに対して、1 班ではこの手順を行っていな
い。（2）滋賀県の農村に対する環境価値を表明してもらっ

人々に錯覚的に高い環境価値を抱かせることで、環境に

た 2、3 班について、2 班では相対的に低い環境価値を表

配慮した行動をとらせることができるのか否かを検証する

明させるように暗示し、3 班では相対的に高い環境価値を

ため、ゲーム理論分析、ならびに、経済実験を実施した。

表明させるように暗示した（表 1 を参照）
。もし、仮説が

実験は、滋賀大学の学部生から参加者を募り、参加を希望

正しければ、2 セット目のゲームにおいて、3 班が最も環

した 86 名で行った（図 1）。

境に配慮した行動をとると考えられる。

Ȇǣ

表1

חƱƷႻʝ˺ဇ

図1
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しかし、実験の結果は、
当初の仮説を反証するものとなっ
た。2 班と 3 班が申告した環境価値の平均を比べると、暗
示通り、3 班のほうが 2 班よりも有意に高い価値を申告し
た（図 2、3 を参照）にもかかわらず、ゲームでの環境配
慮度合に有意な差は見られなかった。さらに、各班の環境
配慮度合の平均を見てみると、1 班と 2 班では 1 セット目
のゲームから 2 セット目のゲームにかけて環境配慮度合が
高くなったのに対して、3 班では 1 セット目から 2 セット
目にかけて環境配慮度合が低くなっていることがわかった
（図 4 を参照）。錯覚的に高い環境評価を申告した 3 班の参
加者だけが、1 セット目のゲーム以上に 2 セット目のゲー
ムで環境に配慮しない行動をとるようになった。
図4

以上の結果が意味することは、環境価値の高さを主張し
ても、それだけで人々の環境に対する行動が変わるのは難
しいということである。加えて、過大な環境価値を多数の
人々に知らせることによって、かえって人々が環境配慮行
動をとらなくなる可能性もある。環境政策の策定・実施に
おいて、この点にも留意しなければならないだろう。環境
価値を喧伝する単純な環境教育には限界があると同時に、
かえって悪影響を持つかもしれない。

図2

図3

プロジェクト研究
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自然環境型保育環境に関する研究
＜プロジェクトメンバー＞
奥田援史（滋賀大学）・炭谷将史（聖泉大学）

・活動時間：原則、週 5 日、年間 39 週活動すること。1
週間の自然フィールドの活動時間は、概ね 10 時間以上
とすること。

＜研究の目的と計画＞
各自治体は、自然環境型保育環境の推進に向け、多様な

・対象年齢：3 歳児（年度中に満 3 歳となる児童を含む）
から就学前児童。

自然環境を活用する保育園等を認定する制度を設けはじめ

・人員配置：保育者は児童 6 人に 1 人以上配置し、最低で

ている。そこで、本研究では、自然環境型保育環境の事例

も 2 人は配置すること。保育者のうち 1 名以上は、保育

や事象（廃材を利用した遊具など）のフィールドワーク、

士又は幼稚園教諭であること。

その教育関係者の意識調査等を実施し、自然環境型保育環

・設備：活動を行うための自然フィールドが複数あること。

境に関する資料を整理することで、自然環境型保育の展開

大雨・大雪や冷温から避難でき、または拠点となる施設

に寄与することを目的とする。前報告では、「信州型自然

を備えること。

保育認定制度」のもとで運営されている園について調査し
た。ここでは、「とっとり森・里山等自然保育認証制度」

2．事例的検討

を利用している園について調査したので報告する。

事例 1：とっとり風りんりん
風りんりんは、3 年前から活動を開始した森のようちえ

＜今年度の状況報告＞

んである。現在、園児は 18 名おり、常駐スタッフは 3 名

1. とっとり森・里山等自然保育認証制度について

である。日常的に活動するフィールドは 14 〜 15 箇所程度

とっとり森・里山等自然保育認証制度実施要綱によると、
下記の目的や基準等が示されている。
（目的）

あり、季節に合わせて子どもたちと共にフィールドを選ぶ
そうだ。夏は海や川、冬場はスキー場などにも行くらしい。
園舎がない組織であるため、月曜から金曜までの活動は常

この要綱は、鳥取県の豊かな自然を活かし、森、里山等

に外である。私たちが訪問した日は 15 名とともに、” とっ

の自然環境を中心として野外での保育等を行う園を、自然

とり出合いの森 ” という森林公園内にある自然林で活動を

保育を行う園として認証する基準等を定めることにより、

していた。このフィールドは、鳥取駅からは車で 15 分程度、

認証を受けた自然保育を行う園において子どもたちが健や

風りんりんの集合場所からでもさほど遠くなく非常にアク

かに育つことを目的とする。

セスしやすい場所にある（写真 1）。

（定義）

子どもたちは森を分け入った、何もないところで遊んで

1）自然保育 自然フィールドを中心に行われる自然体験を

いた。その場所は、特に広がった場所があるわけでもなく、

中心とした子育て並びに保育又は幼児教育をいう。

特徴的な樹があるわけでもない、いわば変哲のない場所で

2）自然フィールド 森、川、里山、畑、海等の自然環境で

ある。なぜこの場所なのか？先生たちも、
「子どもたちが、

あって、自然保育を行う場所をいう。
3）拠点フィールド 自然フィールドのうち自然保育の拠点
とする場所をいう。

ここがいいというから」とその場所を選んだ理由を説明し
てくれた。園長の徳本さんは、
もともと関東地方のご出身で、
このような場所で子育てをしたいという思いを持ち、3 人

4）年齢 利用を開始した日の属する年度の初日の前日の年

のお子さんを『まるたんぼう』
（自然環境型保育園）に通わ

齢をいう。この場合において、当該年齢を当該年度中

せたとのことであった。そこから、ご自身でも森のようち

の年齢とみなす。

えんをやりたいとの思いを強くし、この風りんりんを立ち

5）利用定員 知事が認証した利用定員
（変更した場合にあっ
ては、届け出た変更後の利用定員）をいう。
6）保育者 自然フィールドその他保育を行う場おいて直接
保育又は幼児教育に従事する者をいう。
（主な認証基準）

上げたとのことであった。風りんりんの子どもたちは園に
対する満足度が高いことを伺わせた。自分たちの遊びに没
頭しており、各人が一緒になって本当に楽しそうな笑顔を
湛えて遊んでいる。そして、時折私たちにも遊びの一端を
説明してくれるのだが、
すぐに遊びに戻っていった
（写真 2）
。
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写真 3 絵本の読み聞かせの時の様子

日々の活動では、牧場のさらに上にある山に入ることもあ
るし、牧場内で馬に乗ることもあるそうだ。お昼ご飯は基
本的にお弁当を持参するが、水曜日だけは自分たちで準備
をする。午後はゆっくりとした静かな時間を過ごし、14 時
に降園するというのは平常の活動である（写真 4）
。
ぱっかの特徴は、その名の通り牧場を舞台にした森のよ
うちえんということである。ぱっかの入園資料には、「馬・
ポニーとのふれあいを通じて、他者とコミュニケーション
を取ることや自分以外の人・生き物・ものに対する思いや
りを持てるようになろうとする」ということが書かれてい
写真 2 遊んでいる時の写真

る。馬は、言葉は喋らないが背中で人間の意図を読み取り、
意思の疎通をするという。それは、子どもであったとして

森の中での遊びが終わった後に、絵本を読む時間があっ

も可能であり、子どももまた馬の意思を感じ取ることが可

たのだが、その時の子どもたちは周りに目もくれずに絵本に

能である。馬は子どもたちが思った通りに動いてくれる時

没頭し、その世界を楽しんでいる風であった。私が絵本を

ばかりではない。そこで子どもたちは『人間中心の世界と

読んでいる先生の後ろに回りカメラのシャッターをきってい

はちょっと違う、単純な理屈など通用しない迫力十分の楽

る時にこちらを気にする子どもが皆無だったことは、本当に

しみ、つまり、コンピュータゲームとは正反対の楽しみと

驚きであった。もちろん、子どもたちが我々を無視していた

出会う』ことになる（入園資料より）。

とか、遠慮していたわけではない。そのことは、その後の最
後のお別れ時間の際に、人懐っこい笑顔で私たちのところ
に来て、
挨拶をしてくれたことから明らかであった（写真 3）
。

事例 2：ぼくじょうようちえん「ぱっか」
空山ぼくじょうようちえん「ぱっか」は、鳥取市内から
車で 15 分くらいの山の上にある、牧場内にある森のよう
ちえんである。このようちえんは、園児 12 名、ようちえん
スタッフ 4 名と牧場スタッフ 4 名、
9 頭の馬（ポニーを含む）
で構成されている。この園の日常は、馬の世話から始まる。
登園後、健康チェックなどを終えると、園児たちは厩舎の
掃除をしたり、馬のご飯を用意したりという仕事をこなす。

写真 4 乗馬の様子
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地域資源を生かした防災教育プログラムの開発
1．プロジェクトメンバー
岳野公人

滋賀大学教育学部

高田優介

京都市立勧修中学校

した。そのために、災害時に起こりうる状況に対応するた
めに、火おこしとロープワークを用いた課題設定とした。
課題 1：火おこしの手順を説明し、親子で協力して火お
こし体験をする。火おこし器、新聞紙、麻ひもを使って、

2．研究の目的と方法
2−1

力試しの火おこしを試みる。火がつかなかった場合、マッ
チやライターを使って火をつける。その後、火が消えない

研究目的
1）

滋賀県地域防災計画（震災対策編） では、地域防災を

ように、新聞紙、おがくず、薪を使って火の維持を体験し

担う「人」を育てるために、県民一人ひとりが災害に対す

てもらう。おこした火を利用してお湯を沸かし、コーヒー

る心構えを持ち、行動力と助け合いの精神を発揮すること

もしくは粉末スープをつくって、体を温める。

が重要であると記されている。また地震や台風などの自然

課題 2：長さ 1m のロープを使って、災害時に役立つロー

災害発生時に対応できる十分な知識と技能の習得ととも

プワークを体験する。本結び、もやい結び、止め結びを体

に、それらを行動に移すことのできる防災教育が期待され

験してもらい、その活用方法について知る。

2）

ている 。そこで、本研究では地域資源を生かした教材開
発および防災教育プログラムを開発することを目的とした。
台風、地震などが発生したときに電気、水道、ガスなど

このプログラムは、平成 29 年 11 月と平成 30 年 2 月に
それぞれ 3 時間の時間を用いて実施された。参加した親子
は、のべ 8 家族であった。

のライフラインが遮断され、復旧までの期間をいかに乗り
切るかが重要な課題となる。そこで本研究では、災害時に

3-2

体験をともなう防災教育プログラムの実践

行動を起こすことができるように体験を取り入れた防災教

火おこし教材とロープワークを親子で体験してもらう防

育プログラムを開発した。特に、親子を対象とした防災教

災教育プログラムでは、学生が指導者となり親子に説明と

育プログラムを開発し、地域住民を対象にした教育実践を

体験の指導と支援をした。

行った。親子が身近に起こりうる災害について、体験を通

火おこし体験では、火種を摩擦でおこす仕組み、マッチを利

して学ぶことは、同じ体験をしたことの記憶と共に災害時

用した化学反応による発火の仕組み、火の消し方、安全な火

に向けた心構えを強固に形づくる

3）

ものであると期待し

ている。さらに、各親子が体験を共有することで適正な地
域コミュニティーが形成されることも期待している。

の利用方法などを説明した（写真 1）
。その後、舞錐式の火お
こし器を利用して、
親子で火おこしを体験してもらった
（写真 2）
。
多くの親子は火おこし器を回転させて煙が出たところで歓声
を上げ、
火種をつくることができた。その火種を簡易式のストー

2−2

研究方法

平成 28 年度は防災教育プログラム開発のために、暖や食

ブに移し火を維持させ、お湯を沸かした。さらに、そのお湯で
コーヒーや粉末スープを親子でつくり、体を温めてもらった。

を得るための火をおこし、情報収集や情報発信のために電

ロープワーク体験では、災害時の運搬や人を引き上げる

気エネルギーを獲得することを目標とした教材開発を実施し

ための結び方を学んだ。本結び、もやい結び、止め結びな

た。火おこしについては、琵琶湖の流木などを利用した火お

どの結び方とその活用方法について学生から説明があり、

こし器の製作と着火プロセスの教授を予定した。電気エネル

親子で協力して、結び方を確認した（写真 3、4）。

ギーの獲得には、手回し発電機などを検討した。平成 29 年
度は前年度の教材を活用した親子向けの防災教育プログラ
ムを開発し、教育実践を行った。また、より手軽に親子がいっ
しょに体験できる教材としてロープワークを取り入れた。

3．今年度の状況報告
3-1

防災教育プログラムの実施状況

防災教育プログラムでは、災害時に起こりうる状況を想
定することで避難生活時に生き抜く力の育成を行うことと

写真 1

火おこしの説明
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題として準備した火おこし、ロープワークを楽しんでいた。
子供の中には火をおこす大変さをガスコンロと比較し、普
段体験できない内容として意義づけを行っている感想も認
められる。また「火をおこしたらスープも飲めるし焼き芋
も焼けるしポップコーンもできるしなんでもできるね。
」
という感想にあるように、電気、水道、ガスなどのライフ
写真 2

ラインが遮断された自然災害発生時にこの経験を思い出し

火おこし体験の様子

てほしい。
また、次回やってみたいことで、「夜に火を見たり寒い
時に火に当たったりするとまた違った感想を持つんでしょ
うね。」との感想にもあるように、家族でキャンプやたき
火などを始めるきっかけになる可能性も示唆された。

4．今後の取り組み
写真 3

今後は開発した防災教育プログラムを利用した学校にお

ロープワークの種類

ける授業実践や地域貢献におけるワークショップを継続し
て開催し、防災に対する意識の醸成を目的とした活動を実
施する予定である。また、防災教育に関わるより良い教材
開発についても継続して実施する。

引用文献
1） 滋賀県総合政策部防災危機管理局、2017、
『地域防災
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ロープワークの様子

計画（震災対策編）
』、http://www.pref.shiga.lg.jp/c/
shobo/tibou/files/02jisin.pdf（2018 年 3 月 16 日閲覧）
2） 藤岡達也、2015、ESD（Education for Sustainable De-
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防災教育プログラム体験後の感想
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漁業体験活動を軸とした新たな琵琶湖学習の展開
1．プロジェクトメンバー
石川俊之（滋賀大学教育学部）
市川智史（滋賀大学環境総合研究センター）

4．結果と考察
1）滋賀の環境学習メールマガジン「そよかぜ」の解析
対象とした 7 年分の案内メールでは、のべ 2391 件のイ
ベントが紹介されていた。このうち、魚に関するイベント

2．研究の背景と目的
体験活動を取り入れた環境教育では、様々な体験が扱わ
れる。琵琶湖における漁業体験活動はそのような活動のひ

はのべ 178 件あり、漁業体験はのべ 32 件含まれていた。
このほか、外来魚駆除が 70 件、湖魚料理に関するものが
27 件、魚の放流が 10 件、その他が 30 件であった。

とつであるが、その現状、課題や展望は十分整理されてい

32 件の漁業体験について、実施場所や実施している団体

ない。そこで、活動の実態やニーズを踏まえ、環境教育と

について内容を精査したところ、河川での渓流釣りが 15

しての意義や実施内容を検討していく必要がある。

件含まれており、
琵琶湖での漁業体験はのべ 17 件であった。

本研究では、琵琶湖における漁業体験活動の実態を調査

琵琶湖での漁業体験は、エリ漁業の体験、刺し網体験、

し、体験内容の検討や参加者の観察を通じて、琵琶湖にお

地引網体験であった。漁業体験を実施する地域は、守山、

ける漁業体験活動の環境教育としての可能性を検討した。

長浜、高島の 3 か所に該当するものが大半であった。

本年度は、環境団体や行政による漁業体験イベントの実

紹介されているイベントの中で特徴があったものをいく

施回数や実施母体についての調査を行った。また、琵琶湖

つか紹介する。

での 2 件の漁業体験活動の実態と体験活動の意義や小中学

・
「環境レイカーズ」による「びわ湖フィッシャーマンズキャ

校での実現可能性ついて昨年度に引き続き検討を行った。

ンプ」
：長浜市尾上での刺し網体験

対象は小 1 〜中 3 で

保護者は同伴しない 宿泊を伴う体験であり、漁獲物を食

3．研究の方法

べることや琵琶湖で泳ぐことなども体験に含まれている。

環境団体や行政による漁業体験イベントの調査は、琵琶

・
「琵琶湖を戻す会」による「エリ漁＆地引網体験」
：守山漁

湖博物館 環境学習センターが発行する、滋賀の環境学習

協のエリ漁業や守山のなぎさ公園の浜での地引網漁業を

メールマガジン「そよかぜ」により周知されたイベントの

体験する。日帰りで実施される。外来魚が多いことを実感

集計を行った。

することが目的の一つである。小学生以下は保護者同伴。

対象としたのは、イベントの紹介のカテゴリ分けが現在

・「びわ湖高島観光協会」による「体験ツアー」：刺し網や

とほぼ同じ方針である 2011 年 4 月 1 日以降のものとした。

もんどり漁など、観光ツアーの一つとして漁業体験を位

2011 年 4 月 1 日（129 号 ） か ら 2017 年 3 月 16 日 号（199

置付けている。

号後の号外）までの 7 年分である。なお、
「そよかぜ」は定

なお、2017 年に大学生対象の「琵琶湖体感・体験クルー

期号と号外があるが、イベントの告知数に大きな差はみら

ズ」が滋賀県によって企画され、活動の中で沖島での地引

れないことから、両方を対象とすることとした。また、イ

網体験が実施されたように、新たな展開がみられる。

ベントの告知は発行されたメール間で重複があるが、集計
は重複を考慮せずに行ったため、のべ数である。また、周
知されるイベントのカテゴリには、琵琶湖博物館主催のも
のは別に計上されていることから、集計には含めなかった。
漁業体験活動の実態についての調査は、昨年度に引き続
き、瀬田町漁業協同組合（大津市）でのシジミ漁業体験と

2）シジミ採り体験
本年度は 4 月 20 日に瀬田町漁業協同組合（大津市）に
依頼し、学部生 10 名（2 回生）とともにシジミ採り体験
を行った。昨年度は体験を 7 月に実施したが、シジミの旬
が冬から春であることを考慮し、4 月に実施した。

朝日漁業協同組合（長浜市）での刺し網漁業体験を対象と

体験の内容は昨年度と同様である。概略はつぎのとおり

した。調査は、各漁業協同組合での聞き取りと、教育学部

である。体験のはじめに、漁業協同組合において安全に関

環境教育専攻の学部生が漁業体験活動に参加することによ

する注意の説明を受ける。ライフジャケットを装着し漁船

る参与観察を行った。さらに、参加者に対して体験後の聞

に乗り込む。漁船には漁業者 1 名と体験者 3 〜 4 名で乗船

き取りを行った。

し、漁場では、漁業者によるシジミ採りのデモンストレー
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手入れ（片付け）を行う。
参加者の様子は昨年度とほぼ同じであったが、活動後に

ではなく、湖底にかご型の金属製網がついた 5 ｍほどの竹

参加者に聞き取りを行ったところ、漁具の手入れについて、

竿をおろし人力で挙げる手掻きと呼ばれる伝統的な漁法を

不要だという意見とぜひ必要だという意見に分かれた。こ

行う。各漁船に 4 名ずつ乗った体験者は、この手掻き漁を

れは、食材の収穫体験をしているのか、漁業という職業体

交替で行った。また、漁獲した貝の中から漁業調整委員会

験をしているかという参加者の意識の違いが産んでいるの

による漁獲制限サイズを守るための篩分けや、生貝の判別

ではないかと考えられる。

について漁業者の説明のもとに体験した。

実際、協力していただいた漁業者からは打ち合わせの時、

体験はおよそ 1 時間にかけて行われ、漁場から漁港への

当日の実施の際には、漁具の手入れは漁業に不可欠であり

帰路には瀬田の唐橋の周辺での遊覧も行われた。最後に漁

ぜひお体験してほしいという発言が繰り返し認められてお

港から漁業協同組合の建物内に戻り、シジミ漁の現状につ

り、職業体験であるとの意識が根底にあると推察される。

いての説明や、出荷予定のシジミや他の貝類について観察

一方、参加者の様子からは、どの魚が美味しいのか、価値

させてもらった。

が高いのかという意味の発語は共通して見られたが、漁業

昨年度との大きな違いによる体験の時期の影響は、体験

者の昼夜逆転に近い生活リズムや、漁具の準備の重要性と

に参加した学生のシジミを調理することの意欲に影響して

いった職業としての漁業についての発語をした体験者は一

いると推察された。昨年度は、体験後にシジミをバケツに

部であった。

集め、希望者は持って帰るという方式をとったが、当日に

8 月 4 日の早朝には、希望者 3 名についてビワマスを対

持って帰られたシジミは半分以下であった。一方、今年度

象とした刺し網体験も行った。3 日に実施した刺し網は水

は、体験の間から参加者が調理したいという発言が多数見

深が 5 メートル前後であったのに対し、ビワマスの漁獲は

られ、各船の漁獲物を均等に分けたいという意見があった。

水深数十メートルの場所で実施される。また、ビワマスの

実際、後日聞き取りをした結果、シジミや混獲されるタ

刺し網は早朝 4 時から 7 時に実施される。採取したビワマ

テボシの調理方法について体験中に漁業者から積極的に聞

スの一部は民宿において調理してもらいその夜に食した。

いたり、インターネット等で調理法調べ、実際に調理した

ビワマス漁の体験は、体験者が希望した 3 名であり意欲

学生が多く存在した。
対象とした学生が同一でないことや、

的に取り組んでいた。また、ビワマスという魚の生態や湖

食材の調理について経験の多い下宿生の割合などが昨年度

沼生態系の鉛直構造について漁を通して理解を深める場面

と異なるため、直接比較することは困難であるが、旬であ

や、湖の環境を保全についての発言もみられ、大学生であ

ることを念頭に体験することで参加者が漁獲物を食材とし

れば効果的な環境教育となりうる可能性が示唆された。た

てとらえる意識が増加する可能性があると考えられた。

だし、水深が深くやや重労働となることや、網やロープの

実際、前項で説明した「そよかぜ」に紹介された漁業体

扱いについて多少の経験が必要であることから、漁業者と

験の活動内容を確認すると、それらの多くが漁業体験と漁

体験者の間に一定の信頼関係を構築したうえで実施する必

獲物の調理活動が組み合わされていた。これは体験活動の

用のある体験活動であることも指摘しておきたい。

参加者の楽しみであり意欲を向上させる効果が考えられ
る。その一方、調理活動の準備に労力を要するため、体験
活動を企画する際に綿密な準備の必要性が推察された。

5．まとめ
一般向けに募集されている漁業体験の実施場所や時期に
ついて情報の蓄積を行うことができた。

3）刺し網体験

参与観察した漁業体験では、漁業を食と結びつけること

8 月 3 日に朝日漁業協同組合（長浜市）に依頼し、学部

による参加者の意欲の向上が示唆された。一方、漁業体験

生 12 名とともに刺し網体験を行った。体験の内容は昨年

を職業体験、収穫体験のどちらに位置付けるのか、活動の

度と同様である。概略はつぎのとおりである。体験者は、

意味付けを共有しておく必要性が考えられた。

漁港において活動の内容、安全の注意、ライフジャケット

このように、漁業体験の実施には、体力的な制約、漁業

の着用について指導を受ける。1 日前に設置した刺し網の

者との連携、食としての位置づけ、参加者の意識づけが重

場所まで漁船で移動し、刺し網を回収しながら魚を外す。

要である。学校での環境教育として扱う場合、小学校高学

漁港に帰ってからは、魚の大まかな種類の説明と、漁具の

年以降、大学生までを対象とすることが妥当であろう。
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太陽光発電データの時系列解析とその応用
1．プロジェクトメンバー

な お、 デ ー タ 取 得 日（2017 年 12 月 7 日・2018 年 2 月

姫野

哲人

データサイエンス学部

17 日）の関係から、太陽光発電データは取得日の直近 2

竹村

彰通

データサイエンス学部

年分程度のみ、大気データは 2016 年度分までの取得となっ

田中

勝也

た。
環境総合研究センターኴ㝧ගⓎ㟁ࢹ࣮ࢱࡢ⣔ิゎᯒࡑࡢᛂ⏝

保科 架風 データサイエンス教育研究センター

㸯㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮

2．研究の目的と計画
本研究の目的は、学内の太陽光発電データと外部の環境
関連のオープンデータを用い、太陽光発電量に基づく環境
予測のモデリングを行うことである。本年は、気温による
太陽光発電量への影響の有無について分析を実施した。

㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗィ⏬

学内の太陽光発電データは、学内ネットワーク限定でイ
ンターネット上より収集可能であり、1 時間ごとの発電量

2）データ分析
2 − 1）データ加工
太陽光発電データのタイムスタンプが「○○時」表記で


あるのに対し、気象データ、大気データは「○○○○ / ○
㸰㸧ࢹ࣮ࢱศᯒ
○ / ○○ ○○ : ○○ : ○○」
「○○○○ / ○○ / ○○ ○○ :
、
㸰㸫㸯㸧ࢹ࣮ࢱຍᕤ
○○」であった。このため、データの統合のためにタイム
スタンプを「○○○○ - ○○ - ○○ ○○ : ○○ : ○○」形
式に統一した。

のデータが得られる。また、外部のオープンデータについ

また、データの統合の際には 3 種類のデータが全て取得

て、 過 去 の 気 象 デ ー タ は 気 象 庁 ホ ー ム ペ ー ジ（http://

できた 2016 年 2 月 17 日から 2017 年 3 月 31 日にデータを

www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php?prec̲

限定した。

no=60&block̲no=47761&year=&month=&day=&view=）
から収集可能であり、彦根の気温、降水量、降雪、積雪、
日照時間、風速、露点温度、蒸気圧、相対湿度、日射量、

2 − 2）外れ値の除去

㸰㸫㸰㸧እࢀ್ࡢ㝖ཤ

気圧、雲量、天気、視程の 1 時間ごとのデータが得られる。
その他の環境情報として、大気常時監視（自動測定局）調
査 結 果（1 時 間 値 ） が 滋 賀 県（http://www.pref.shiga.
lg.jp/d/biwako-kankyo/lberi/02shiraberu/02-03taikidata/02-03-01taikijojikanshi̲data/taikijojikanshi̲data.
html）より公開されており、光化学オキシダント（OX）、
一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）、窒素化合物（NOX）、
二酸化硫黄（NO2）
、浮遊粒子状物質（SPM）、微小粒子
状物質（PM2.5）のデータが得られる。これらのデータに
基づく分析を行う。

3．今年度の状況報告
1）収集データについて

本分析を実施するにあたり、太陽光発電データ、気象デー
㸱㸬ᖺᗘࡢ≧ἣሗ࿌
㸯㸧㞟ࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚
タ、大気データについて以下の期間のものを獲得した。
•

•

•

太陽光発電データ

図 1：日射量と発電量（総交流電力量）の関係



ᅗ ᪥ᑕ㔞Ⓨ㟁㔞㸦⥲ὶ㟁ຊ㔞㸧ࡢ㛵ಀ
本研究では、太陽光発電データの「総交流電力量」を発
電量として扱う。
太陽光発電は太陽光を電力に変換するものであるため、

：2015 年 12 月 7 日〜 2018 年 2 月 16 日

日射量と発電量の間に非常に強い正の相関関係が成立する

気象データ

ことは自明である。しかし、これら 2 つの観測項目の散布

：2009 年 1 月 1 日〜 2018 年 2 月 16 日

図を描くと対角線（日射量と発電量が比例関係にある状態）

大気データ

から外れた観測値が多数存在することが分かった。

：2011 年 4 月 1 日〜 2017 年 3 月 31 日

これらの外れ値の要因を検討するために発電量を日射量
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によってロバスト回帰（Huber 型 M 推定）し、日射量に

fold クロスバリデーションを用いた。推定された偏回帰係

よる発電量の予測値が実際の発電量から大きく乖離してい

数と標準化偏回帰係数は表 1 の通りである。

る観測値の検証を行った。（※ロバスト回帰とは、本研究
のデータのように外れ値が混在するデータにおいて、外れ

表 1：日射量・気温とそれぞれの 2 乗項の偏回帰係数
変数

⾲ ᪥ᑕ㔞࣭Ẽ

偏回帰係数

標準化偏回帰係数

ࡑࢀࡒࢀࡢ  㡯ࡢ೫ᅇᖐಀᩘ

値の影響を限定した状態で回帰モデリングを実施する手法

切片

のことである。）その結果、外れ値の原因として 1．台風

日射量

20.659

5.897

等の自然災害によるデータのエラー、2．停電による発電

日射量 2 乗

-2.893

-0.879

停止、3．積雪等冬季気象条件による影響などが存在する
ことが分かった。

気温

⾲ ᪥ᑕ㔞࣭Ẽ

気温 2 乗

-0.033

--

ࡑࢀࡒࢀࡢ
 㡯ࡢ೫ᅇᖐಀᩘ
0.010
0.074
-0.001

-0.314

これらの外れ値を自動的に除外するために分析に使用す
るデータを以下の条件に合致するものに限定した。

この結果より、気温は日射量ほどでは無いが発電量に影

•

発電量が 0 よりも大きい

響を与えていることが分かった。また図 3 はこれらの係数

•

発電量・日射量ともに欠測していない

をもとに日射量・気温と発電量の関係をグラフしたもので

•

故障・系統異常が発生していない

ある。これより、気温の増加とともに発電量が低下するこ

•

時期は 4 月 1 日から 10 月 31 日

とが分かった。また、日射量の増加分に比べ発電量の増加

また、本研究では気温の発電量への影響を評価することを

は徐々に小さくなっていく傾向があることが分かった。

目的にしているため、気象データに基づいて天候が晴（雲
量（雲量（10 分比）が 8 以下）の時点だけに分析対象を
限定し、さらに他の要因の混在を避けるために 10 時から
15 時までのデータに限定した。
その結果、日射量と発電量の関係は図 2 のようになり、
外れ値が無くなった。

図 3：降水確率のロジスティック曲線

ᅗ ᪥ᑕ㔞Ⓨ㟁㔞ࡢ㛵ಀ㸦እࢀ್㝖እ㸧
㸰㸫㸱㸧Ẽ 図
ࡢⓎ㟁㔞ࡢᙳ㡪
2：日射量と発電量の関係（外れ値除外）
ᅗ ᪥ᑕ㔞Ⓨ㟁㔞ࡢ㛵ಀ㸦እࢀ್㝖እ㸧

ᅗ 㝆Ỉ☜⋡ࡢࣟࢪࢫࢸࢵࢡ᭤⥺

3）今後の取り組み
ᅗ 㝆Ỉ☜⋡ࡢࣟࢪࢫࢸࢵࢡ᭤⥺
今年度の研究では、
太陽光発電における発電量と日照量・
㸱㸧ᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

気温との関係を太陽光発電データと気象データを用いて分
析し、発電量を予測するモデルを構築した。来年度には日

㸱㸧ᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

射量や気温の時系列予測を行い、また、日射量から大気の
状況を推定するモデルの導出を行う。また、本研究によっ

2 − 3）気温の発電量への影響
㸰㸫㸱㸧Ẽ
ࡢⓎ㟁㔞ࡢᙳ㡪
気温の発電量への影響を評価するため、日射量と気温、

て集めたデータをデータサイエンス学部の PBL 演習に活
用する。



さらにそれらの 2 乗項からなる発電量を目的変数とした線
形回帰モデルを推定した。ただし、日射量と気温のそれぞ
れの 2 乗項に対する相関係数がそれぞれ 0.98, 0.99 と高かっ
たため、推定には elastic net を採用し、モデル選択は 10-
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リスクコミュニケーションにおけるビッグデータの利活用
1．プロジェクトメンバー

の影響を調整する。

和泉志津恵

滋賀大学データサイエンス学部

単語の頻度を（出現数 / 総単語数）と定義する。単語の

竹村彰通

滋賀大学データサイエンス学部

頻度の予測値は、上記のモデルの尤度を最大化して得られ

田中勝也

滋賀大学環境総合研究センター

る。図 1 には、単語「weapon」の頻度の観測値と予測値
を示す。観測値を、広島では○、長崎では△で表わす。一

2．研究の目的と計画
本研究は、復興に向けたリスクコミュニケーションに関
して、公共のビッグデータを有効的に活用する方法を検討
し、実データの解析から得られた結果を考察することを目
的とする。
平成 28 年度では、1947 年から 2016 年までに公開され

方、予測値を広島では実線、長崎では点線で表わす。時間
の関数にスプライン曲線を用いたことにより、非線形な時
間変化のパターンを表わすことができる。
また、この単語の頻度への市別の効果は、上記のモデル
において時間に依存する変化係数を用いて推定する。その
際、変化係数の推定値は、相対頻度の対数と解釈できる。

た広島・長崎・沖縄の平和宣言のテキストデータを整備し

市別の効果の統計的有意性は、この変化係数の推定値の

た。そして、和泉ら（2015）や冨田ら（2016）の方法を用

95％同時信頼区間がゼロを含むかどうか、または、有意水

いて、テキストデータから、形態素解析により抽出したキー

準 5％の下での仮説検定により判断する。図 2 には、単語

ワードの出現頻度が時間の経過と共にどのように変化して

「weapon」の頻度への市別効果を表わす変化係数の推定値

いるかを調べた。

を実線、95％同時信頼区間を点線で示す。

平成 29 年度では、データの地域性を考慮して、キーワー

単語の頻度の時間変化のパターンは、40 時点の推定値

ドの出現頻度の時間変化のパターンを調べる。そして、デー

を用いる代わりに、始点（1977 年）
、節点（1987 年、1997

タの解析結果を、リスクコミュニケーションに関して考察

年、2007 年）
、終点（2016 年）の計 5 時点の推定値で要約

する。

する。同様に、単語の頻度への市別効果の時間変化のパター
ンは、上記の 5 時点における市別効果の変化係数の推定値

3．今年度の状況報告
1）キーワードの出現頻度の時間変化のパターンの分類

で要約する。
要約された時間変化のパターンについて上位 53 単語を、

キーワードの出現頻度の時間変化のパターンの分類方法

k-means 法を用いて分類する。このときのクラスター数を

を 1977 年から 2016 年までの広島市と長崎市の平和宣言の

4 と設定する。図 3 に単語の頻度への市別効果の時間変化

英訳に出現した上位 53 個の名詞を用いて説明する。まず、

係数のパターンを分類した結果の一部を示す。太線はクラ

市別（0：広島、1：長崎）、西暦、総単語数、上位 53 個の

スターの平均値、細線はクラスターに含まれる単語の推定

名詞の出現数の計 56 列に対して、1977 年から 2016 年ま

値を表わす。

での年ごとの値を含む計 40 行からなる行列データを作成

単語の頻度に関しては、要約された時間変化のパターン

する。なお、統計解析ソフトウェア R において扱うため（R

とクラスターごとの平均値を多次元尺度法により散布図に

Core Team, 2016）
、データの形式を CSV とした。

表わす。一方、単語の頻度への市別効果に関しては、横軸

次に、この 40 時点のデータに対して、総単語数の時間

に変化係数の推定値、縦軸が頻度の最大値、時間変化のパ

変化を考慮した一般化線形モデルを当てはめる。時間の関

ターンの分類により単語を色分けした散布図を時点ごとに

数は、線形の基底と、節点を 10 年間隔とした（1987 年、

作成し、アニメーション化する。図 4 に、1978 年におけ

1997 年、2007 年）の 3 時点の折れ線を組み合わせたスプ

る市別効果の推定値と単語の頻度の関係を示す。

ライン曲線を考える。このように , 節点と節点との間に同

統計解析ソフトウェア R のパッケージ MASS に含まれ

じサンプル数を与えるように折れ線を設定することによっ

る glmmPQL 関 数、kmeans 関 数、 お よ び パ ッ ケ ー ジ

て , 各区間の推定精度を均一に保つことができる。単語の

animation に含まれる saveHTML 関数を用いる（R Core

出現数はポアソン分布により近似でき、オフセットを総単

Team, URL http://www.R-project.org/ 2016）
。

語数の対数とおくことにより、単語の出現数への総単語数
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図 1．単語「weapon」の頻度の観測値（○：広島、△：
長崎）と予測値（実線：広島、点線：長崎）


図 4．1978 年における市別効果の推定値と単語の頻度

㸰㸧ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ⤖ᯝࡢ⪃ᐹ
2）データの解析結果の考察
㸰㸧ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ⤖ᯝࡢ⪃ᐹ
㸰㸧ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ⤖ᯝࡢ⪃ᐹ
本研究のデータ解析の結果は、松浦らにより報告された
㸰㸧ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ⤖ᯝࡢ⪃ᐹ
広島と長崎の平和観（2013、2014）を支持する。本研究で
開発した方法を用いることにより、平和観の違いを定量的

 に評価できるようになった。

㸲㸬᮶ᖺᗘ௨㝆ࡢάືྥࡅ࡚
㸲㸬᮶ᖺᗘ௨㝆ࡢάືྥࡅ࡚
4．来年度以降の活動に向けて
㸲㸬᮶ᖺᗘ௨㝆ࡢάືྥࡅ࡚
本研究の成果を、International
Conference for Leading
㸲㸬᮶ᖺᗘ௨㝆ࡢάືྥࡅ࡚
and Young Computer Scientists 2018
（2018 年 2 月 9-12 日、
沖縄）や研究集会（2018 年 3 月 15 日、大分）での基調講
演にて報告した。成果発表会での議論をもとに、平成 29


図 2．単語「weapon」の頻度への市別効果を表わす変化
係数の推定値（実線）と 95％同時信頼区間（点線）

年度で行なったデータ解析方法をさらに拡張する。そして、
巨大災害などの非常事態から復興する過程において、行政
が発信するメッセージのありかたについて考察する。
ㅰ㎡
ㅰ㎡
ㅰ㎡
謝辞
ㅰ㎡
実データの解析について大学院生の松尾省吾さんに協力

ཧ⪃ᩥ⊩
いただいた。ここに謝意を表す。
ཧ⪃ᩥ⊩
ཧ⪃ᩥ⊩
ཧ⪃ᩥ⊩
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図 3．市別効果の時間変化係数の推定値
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滋賀県在来甘トウガラシ品種 ʻ 杉谷とうがらし ʼ の維持・普及に向けた多面的アプローチ
1．プロジェクトメンバー
森

太郎

に対して香りや甘味、旨味が強く影響していることが明ら

滋賀大学 教育学部 准教授

かになった（山田ら、2017）。そこで、今年度は、ʻ 杉谷と

久保

加織

滋賀大学 教育学部 教授

うがらし ʼ の科学的な評価として、未熟果および成熟果の

與倉

弘子

滋賀大学 教育学部 教授

香りに関連する香気成分および、甘味や酸味に関連する糖
や有機酸の分析を行った。

2．研究の目的と計画

また、ʻ 杉谷とうがらし ʼ は辛味が全く発現しないこと

伝統野菜は、特定の地域で固定選抜が繰り返され、受け

が魅力の一つであるが、同じ甘トウガラシ品種の ʻ ししと

継がれてきたものであり、色や形、味などが特徴的で魅力

う ʼ などは水分ストレスなどの環境要因で稀に辛味が発現

的な野菜である。しかし、生産量の少なさや生産・流通管

する。本品種においても環境要因による辛味の発現がない

理の難しさ、F1 品種の台頭などにより、存続が危ぶまれ

とは言い切れない。そこで今年度は、ʻ 杉谷とうがらし ʼ

ているものも多い。伝統野菜は、一つの地域に根差し、そ

における辛味関連遺伝子について調査を行った。

の土地の農業技術や歴史、食文化などと関わっており、文
化的価値のあるものである。また、自家採種の過程で、そ
の土地の環境に適した抵抗性や形質が選抜されており、品

1）香気成分
ʻ 杉谷とうがらし ʼ、ʻ 万願寺とうがらし ʼ、ʻ 甘とう美人 ʼ、

種の多様性が失われていくなかで重要な遺伝資源としての

ʻ 伏見甘長 ʼ、ʻ ししとう ʼ および ʻ 京波 ʼ の 6 品種の未熟果

価値も持っている。地域農業を活性化させ、その地域の生

および成熟果を供試した。滋賀大学教育学部の農場で 3 月

活の発展、若い担い手の定着を図るためにも、文化的・遺

下旬に播種、5 月中旬に定植して栽培を行った。9 月上旬

伝資源的価値のある伝統野菜の維持・普及に取り組む必要

〜 10 月上旬に香気成分の分析および官能評価を行った。

がある。

ʻ 杉谷とうがらし ʼ の未熟果は 5 〜 8cm の出荷サイズの果

伝統野菜の維持・普及に向けた取り組みの一つとして、

実を ʻ 杉谷とうがらし ʼ（小）、肥大後期の果実を ʻ 杉谷と

伝統野菜を地域のブランドとして承認し、経済的支援や消

うがらし ʼ（大）として収穫、その他の品種は果実肥大後

費者への情報提供が行われている。滋賀県でも「近江の伝

期で収穫した。また、成熟果は果実全体が赤に着色した時

統野菜」として 14 品種が認定されており、その中の一つ

期に収穫した。香気成分の分析は、均質化した試料から香

である甘トウガラシ品種 ʻ 杉谷とうがらし ʼ は、異形で甘

気成分を SPME 法で捕集し、GC/MS を用いて定性分析し、

味が強く、辛みが全くないとされている。しかし、本品種

さらに主要な成分について定量分析を行った。官能評価は

は生産者の減少や栽培体系が難しいことから生産量や知名

18 〜 29 歳の滋賀大学の学生・職員 43 名を対象とし、果

度が低い。伝統野菜の持つ特徴を科学的に評価し、その魅

実の香りに関わる 3 項目および総合評価を 5 点評価法によ

力を生産者・流通業者・消費者に伝えることは、維持・普

り行った。

及に大きく寄与すると考える。そこで本プロジェクトでは、

供試品種の香気成分を GC/MS によって定性分析した結

伝統野菜の維持・普及に向けた一つのモデルとして ʻ 杉谷

果、21 種類の揮発性物質が検出され、そのうち未熟果で

とうがらし ʼ の魅力について科学的に評価し、農業・教育

は 19 種類、成熟果では 17 種類検出された。分析した 3 試

面での利用について検討する。

料のうち 2 試料以上で検出された成分において、一品種の
みから特異的に検出された成分はなく、ʻ 杉谷とうがらし ʼ

3．今年度の状況報告

を含む甘トウガラシ品種では揮発性物質は類似しているこ

著者らのこれまでの研究から、ʻ 杉谷とうがらし ʼ の未

と が 示 唆 さ れ た。 定 量 分 析 に お い て は、Ocimene や

熟果を成熟させることにより、糖度や機能性が向上し、本

3-Hexen-1-ol などの青臭い香りに寄与する揮発性物質が成

伝 統 野 菜 の 成 熟 果 で の 利 用 が 考 え ら れ て い る（ 森 ら、

熟に伴いほとんどの品種で減少した。特に、ピーマン臭の

2016）。また、類似品種との比較によって、未熟果では糖

主要な物質である 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine は未熟果

度が、成熟果では糖度や機能性が高いことが明らかになっ

では全品種で検出されたが、成熟果では全く検出されな

ている。さらに、官能評価を行った結果、総合評価の項目

かった。また ʻ 杉谷とうがらし ʼ（小）において、この揮
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発性物質は他の多くの品種および ʻ 杉谷とうがらし ʼ（大）

ものであり、生合成に関わる酵素である acyltransferase

に比べて低い値を示し、出荷基準の ʻ 杉谷とうがらし ʼ は、

（Pun1）や putative aminotransferase（p-AMT）をコード

ピーマン臭を好まない人にも受け入れられやすいと示唆さ

する Pun1 遺伝子や p-AMT 遺伝子により質的に制御されて

れた。官能評価では、全品種で成熟に伴い青臭い香りが低

いる。一般的にピーマン品種の非辛味性は Pun1 遺伝子の

くなり、フルーティーな香り、香りの好ましさが高評価に

変異によるとされている。そこで ʻ 杉谷とうがらし ʼ にお

なった。これは、Ocimene などの青臭い香りに寄与する

ける Pun1 遺伝子について調査した。

物質が成熟に伴って減少し、フルーティーな香りに寄与す

ʻ 杉谷とうがらし ʼ、ʻ 万願寺とうがらし ʼ、ʻ 甘とう美人 ʼ、

る 2-Hexenal や 2-Hexen-1-ol などが増加したことで、好ま

ʻ 伏見甘長 ʼ、ʻ ししとう ʼ、ʻ 京波 ʼ および ʻ 京みどり ʼ の 7

しい香りを強く感じたと示唆される。また、ʻ 杉谷とうが

品種を供試した。ʻ 杉谷とうがらし ʼ においては、採種年

らし ʼ の成熟果で最も香りが好まれ、未熟果ではピーマン

および採種した生産者が異なる 3 種類（平成 25 年生産者Ａ、

臭に寄与する揮発性物質が少ないことから、ʻ 杉谷とうが

平成 28 年生産者Ａ、平成 28 年生産者Ｂ）を用いた。各品

らし ʼ は香気特性においても魅力的な品種であると考えら

種の子葉から DNA を抽出し、Pun1 遺伝子の欠損につい

れた。

て調査した結果、ʻ 杉谷とうがらし ʼ では、生産者や採種
年度に依らず、遺伝子がホモで欠損していた。この結果か

2）糖および有機酸含量
1）と同様に栽培した ʻ 杉谷とうがらし ʼ の成熟および未
熟果を 9 月下旬〜 10 月上旬に収穫し、-80℃で凍結保存し

ら ʻ 杉谷とうがらし ʼ は栽培環境に関わらず辛みが発現し
ないことが明らかとなり、消費者への大きなアピール材料
であると考える。

た。凍結サンプルに重量の 4 倍量の蒸留水を加え、酵素活
性を失活させるため、電子レンジで沸騰直前まで加熱し、

これまでの研究から、ʻ 杉谷とうがらし ʼ は、化学的な

その後ホモジナイザーで破砕し、遠心分離後、ろ紙でろ過

分析により機能性、官能評価により嗜好性について魅力的

して抽出液を得た。これらの抽出液の原液（有機酸）およ

であることを明らかにしていた。本年度の研究では、ʻ 杉

び 2 倍 希 釈 液（ 糖 ） を メ ン ブ レ ン フ ィ ル タ ー に 通 し、

谷とうがらし ʼ の嗜好性（香気、甘味、酸味、辛味）につ

HPLC で分析した。

いて成分分析や遺伝子解析により調査し、その魅力を明ら

ʻ 杉谷とうがらし ʼ の糖として、スクロース、グルコース、

かにすることができた。今後は、1）旨みに関わるアミノ

フルクトースを分離した。果実の成熟に伴い、スクロース

酸などの嗜好性成分の更なる分析、2）ʻ 杉谷とうがらし ʼ

含量はほとんど変化しなかったが、グルコースおよびフル

の教育面での利用、3）生産現場における栽培技術の確立

クトース含量は大きく増加し、それに伴い全糖含量も大き

について研究を進めていく予定である。2）に向けて、本

く増加した。これまでの研究から、ʻ 杉谷とうがらし ʼ は

年度 ʻ 杉谷とうがらし ʼ が栽培されている地域の小学校に

果実成熟に伴い Brix 値（糖度計で測定した可溶性固形分

対して、来年度、学校での伝統野菜の栽培を通した授業づ

の濃度）が増加したことから、糖含量が増加していると示

くりについて共同研究を依頼し、準備を進めている。また、

唆していたが、本研究によりこれを明らかにすることがで

3）について、生産現場では、ナス科の伝統野菜（ʻ 杉谷と

きた。また、有機酸として、クエン酸とリンゴ酸を分離し

うがらし ʼ および ʻ 杉谷なすび ʼ）の連作により、土壌病害

た。果実の成熟に伴い、クエン酸は大きく増加し、リンゴ

の発生が起こり始めており、その対策として、接ぎ木栽培

酸は減少した。また、クエン酸とリンゴ酸を合わせた有機

の導入を生産者に提案している。来年度、生産者の協力を

酸含量は大きく増加した。現在、ʻ 杉谷とうがらし ʼ 以外

得て、台木品種が伝統野菜の収量や品質に及ぼす影響につ

の甘トウガラシ品種の糖および有機酸を分析し、データを

いて調査し、適した台木品種を明らかにすることになって

解析しており、今後 ʻ 杉谷とうがらし ʼ と類似品種の相違

おり、準備を進めている。

点について考察し、ʻ 杉谷とうがらし ʼ 特徴を明らかにす
る予定である。

なお、成果を園芸学会平成 29 年度秋季大会において、
「滋
賀県在来甘トウガラシ品種 ʻ 杉谷とうがらし ʼ の未熟およ
び成熟果における品質の季節変動」として発表した。

3）辛味関連遺伝子の発現
トウガラシ類における辛味はカプサイシノイド類による
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ふなずし製造における「こだわり」の調査と分析
1．プロジェクトメンバー

本研究では、まず、ふなずし製造における人々の「こだ

久保 加織

滋賀大学教育学部

わり」を文献調査、および聞き取り調査により抽出し、整

髙橋 幸宏

滋賀大学大学院教育学研究科（1 年次生）

理する。そして、整理した「こだわり」の中から、嗜好性

橋本 道範

滋賀県立琵琶湖博物館

に関与すると考えられる「こだわり」を持った製造方法で

渡部 圭一

滋賀県立琵琶湖博物館

実験的にふなずしを製造し、できあがったふなずしの嗜好
性成分を分析し、官能評価を実施する。そして、滋賀県民

2．研究の目的と計画

がそれぞれに持っているふなずし製造における「こだわり」

ふなずしは、東南アジアから稲作の伝来とともに伝わっ

の意味や意義について、科学的分析の結果から検討する。

た伝統食品であるなれずしの一種で、魚を日本型食生活の

近年、琵琶湖環境の変化に伴う原料ふなの減少と価格の

中心である米とともに発酵させた加工食品である。我々は、

高騰、核家族化、住環境の変化等により、ふなずしを漬け

これまでに、ふなずしの伝承に関する調査とともに、その

る人は減少している。また、家庭でふなずしを漬ける機会

栄養価や嗜好性について研究を進めてきた。そして、たん

が減ることで、特に若い世代の摂食機会は減少する傾向に

ぱく質、脂質、カルシウム等、様々な栄養素の供給源であ

ある。以前は栄養素の重要な供給源であったふなずしの価

るふなずしの価値を認めてきた。特に、魚に含まれる n3

値は、現在の豊富な食料事情のなかではそれほど大きくな

系多価不飽和脂肪酸であるドコサヘキサエン酸やイコサペ

い。さらに、食品の保存方法としての飯漬けの必然性も以

ンタエン酸が酸化されることなく含まれていることや、魚

前ほど大きくない。このような状況の中で、ふなずしの文

の骨が飯漬け中に乳酸カルシウムとなって可食化すること

化的な価値を整理することには大きな意味を持つものと考

は、ふなずしの栄養面でも特筆すべきである。このように、

えられる。さらに、ふなずしを実際の生活の中で伝承して

魚をなれずしにすることは、食品を腐敗させることなく発

くためには、現代人に好まれるふなずしの嗜好と好まれる

酵によって保存する優れた保存方法であるといえる。さら

嗜好性を持つふなずしの製造法を明らかにすることにも大

に、最近では、発酵に寄与する各種乳酸菌による整腸作用

きな意義があると考える。

1）

2）

や、血圧低下作用 、γ - アミノ酪酸（GABA）生成 、
ふなずし由来乳酸菌のコレステロール低下作用 3,4）や排泄
5）

6）

効果 、抗酸化性 、アンジオテンシンⅠ変換酵素阻害活
6）

6）

性 、抗変異原性 、抗アレルギー活性

6）

3．今年度の状況報告
1）ふなずし製造に関する文献調査および聞き取り調査

などの機能性に

文献調査は、これまでに実施された調査報告書の中から

ついても報告されている。一方、嗜好性については、ふな

ふなずしに関係する項目を抽出し、整理した。調査した報

ずしの種類によって風味に違いがあり、風味によって人々

告書は、滋賀県教育委員会が作成した「滋賀の伝統食文化」

の好みに差ができることや、ふなずしに対する食経験が少

（1998）、「滋賀県伝統食文化調査 資料編」
（1998）、「滋賀

ない人に好まれやすいふなずしの風味があることを明らか

の食文化財」（2001）と、滋賀民俗学会作成「能登川下流

7）

にしてきた 。そして、風味に大きく寄与する成分が揮発

域の民俗」（1974）、滋賀県漁業協同組合連合会「琵琶湖の

性成分であることや、ふなずしの摂食経験が嗜好性を高め

幸読本」
（1998）である。一方、聞き取り調査は、滋賀県

8）

ることも明らかにした 。
このような研究を進める中で、我々は、滋賀県民の中に
は、琵琶湖とともにふなずしに思いを抱く人が少なくなく、

内の道の駅や産地直売所（以下、道の駅等と記す）で販売
されているふなずし製造業者を対象に進めた。
調査の結果、ふなずしの製造方法に地域的な特徴は認め

ふなずし製造において様々な「こだわり」を持つ人が多く

られなかった。飯漬け期間中の管理方法として、1990 年代

いることを知るようになった。これらの「こだわり」の中

に実施された調査では、水を張って嫌気状態を保つ人がほ

には貴重な知恵が詰まっている可能性がある。「こだわり」

とんどで、水を張らない人は数名であった。現在は、ポリ

を検証することは、今後のふなずし文化の伝承のためだけ

エチレン袋の開発と品質の向上により、この袋を利用する

でなく、食品研究における貴重な資料になると考え、本研

ことで水を張らない飯漬け方法が多くなっているが、この

究に着手した。

方法は最近 10 から 20 年の間に広まった方法と考えられる。
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表 1 ふなずし飯漬け試験区
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図1

No. 1

フナ漁獲域

麹添加

手水の種類

1

琵琶湖（北湖）

有

水

2

琵琶湖（北湖）

無

水

3

愛知川河口域

無

水

4

琵琶湖（北湖）

無

ホワイトリカー

桶開け後のふなずしの微生物を検査したところ、一般生
菌数は 103 〜 106 CFU/g で、乳酸菌は 103 〜 105 CFU/g 生
息していたが、大腸菌や黄色ブドウ球菌、クロストリジウ
ム属菌はいずれの試料からも検出されず、官能評価が実施

道の駅等ふなずしマップ

できる試料であると判断した。麹添加の有無による一般細
こだわりとしては、塩漬けフナの洗浄方法や処理方法、飯

菌数や乳酸菌数に差は認められなかったが、材料の塩漬け

漬け時の添加物や手水の種類などに認められた。

フナの種類と手水の種類による生菌数に違いが認められた。

滋賀県内全域の多くの道の駅等でふなずしは販売されてい

今後、各試料の沈殿滴定による塩分の定量、pH メータ

た。ふなずしが販売されていた道の駅等とそこで販売されて

を用いた pH 測定、HPLC によるイオンクロマトグラフィー

いたふなずしの製造場所を図 1 に示す。販売されている道の

での有機酸分析、SPME-GCMS による揮発性成分分析を

駅等と販売されているふなずしの製造場所●を円で囲んだ。

行う予定である。また、Bligh & Dyer 法により脂質を抽

道の駅等で販売されているふなずしは琵琶湖周辺で漬けられ

出し、乾燥法で脂質含量を定量するとともに、ケン化及び

ており、湖北、湖東、湖西、湖南の滋賀県全域の琵琶湖周辺

メチルエステル化後に GC に導入して脂肪酸の分析も行

を中心にふなずしが滋賀県に根付いていることがうかがえる。

う。さらに、官能評価の実施も予定している。

一部の販売されていたふなずしには、アミノ酸等が添加されて
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