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全国緑化行事発祥の地―筑波山鬼ヶ作国有林

　昭和初期、世界的な経済恐慌の渦中にあって農

山村の疲弊と劣弱な森林資源で当時の日本の主

だった山々は禿山だったという。昭和8年（1933）、

大日本山林会が中心となって全国的な緑化行事が

提唱され、翌 9年、筑波山鬼ヶ作国有林（現在の

桜川市真壁町羽鳥地区）にて第 1回の植樹祭が実

施された。敗戦後の混乱時には、『不毛の大地を

緑に』と立ち上がったオランダを見習って「挙国

造林」の決議が採択され、国を挙げて経済林とな

るスギ、ヒノキの植樹が行われ、行事としては今

日の全国植樹祭へと引き継がれている。

　筑波山鬼ヶ作の植林地は、植樹後 40 年間、林

中に埋もれていたが、この地の意義を重視した当

時の国土緑化推進機構理事長の徳川宗敬氏（水戸

徳川家第 12 代篤敬の子、一橋徳川家 13 代当主、

東京帝国大学卒、農学博士）によって、昭和 61

年（1986）、「全国緑化行事発祥の地」の記念碑が

建立された。長いこと埋もれていた発祥の植樹地

を発見したのは、森林管理署員の任を終えたばか

りの小泉章三氏（つくば市在住、90 歳）で、宗

敬氏の意図を感じ、調べていた笠間森林管理署の

書庫での一枚の記録地図が奇跡的に「発祥の地」

に導いたと同氏は言われる。時を経た平成 25 年、

日本森林学会は同会設立 100 周年を記念して 100

個所の林業遺産の選定を決定、3 番目にこの地を

登録している。［※編注：小泉氏執筆の「全国緑

化行事発祥の地の探索」は小誌 47 号（2014 年 6

月号）に掲載］

針広混交林による水源の森づくり
筑波山の植樹活動から森を考える

	 NPO 法人地球の緑を育てる会　理事長　石村	章子

特集：地域の多様な担い手Thinking Theme

植樹地造成作業に参加のボランティアたち（2007 年 4 月）
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の美しさを呈しており、「なにごとの　おわしま

すかは知らねども　かたじけなさに涙こぼるる」

の西行の歌が思わず頭をよぎったことを覚えてい

る。それは様々な条件が関わり合って整った奇跡

的結果に違いない。このような森とはいかないま

でも、国土の約 70％が森林である日本が経済林

は経済林としての、環境保全林は環境保全林とし

て、その機能をしっかり果たす森林体系を考え直

す時期であり、また重要な課題だと思う。豊かな

森が豊かな海を維持し、森、川、里、海の循環が

もたらす日本経済への波及効果は大きいのではな

いか。

針葉樹林から針広混交林への再生植樹

　2006 年 6 月、当時の筑波山神社宮司・田中泰

一氏と当会との合意により、荒廃する針葉樹林を

整備し、常緑広葉樹を植えて生態系に適った森に

再生する活動が、横浜国立大学名誉教授・宮脇昭

氏の提唱された手法により始まった。

　宮脇名誉教授の手法の根本は、その土地本来の

植生に適った容器栽培の幼苗を多種混植密植さ

　こうして日本中の 4割に当たる山々はスギ、ヒ

ノキの針葉樹で埋め尽くされた。当時の緊迫した

情勢の中では、裸苗で簡単に植えられ、戦後の住

宅用木材としての活用が主眼の針葉樹の植樹は優

れた手法であったと思う。しかし、高度経済成長

期を経て、住宅用木材は安価な外材に押され、折

角植えた針葉樹は伐採適期の 70 年前後を迎えな

がら放置され、未管理のまま荒れている個所が多

いのが日本の山々の抱える現状であろう。

　筑波山は頂上部にブナ林を、中腹部にアカガシ

群を、その他スダジイ、ウラジロガシ、シロダモ、

ユズリハ、アオキ等の常緑広葉樹、ヤマザクラ、

コナラ等の落葉広葉樹、スギ、ヒノキ、マツ等の

針葉樹が多彩に混在する阿武隈山系最南端の山

だ。筑波山全体が国定公園であり、中腹に建つ筑

波山神社は 375 ヘクタールという広大な神社林を

有し、戦後植えのスギ、ヒノキ，マツの針葉樹林

帯がある。が、日本全体の山々がそうであるよう

に、神社林内に植えられた針葉樹林も管理不全の

まま荒廃している部分が多い。スギ、ヒノキ、マ

ツなどの 2，3 種類のみの針葉樹の森の場合、用

材としての目的を遂行するのであれば、枝打ち、

間伐、下草刈りなどの人的管理が必要となる。同

神社の人工林内にはアズマネザサが繁茂、足を踏

み入れるのも困難で、良質の森とは言い難い箇所

もある。

　数年前、2005 年に世界遺産に登録された知床

半島の五湖周辺を探索したことがあるが、トドマ

ツ、ダケカンバ、ミズナラ等が織りなす針広混交

林は豊かな海、川、森の作用が相まって自然本来

㊤スギの過密林　㊦アズマネザサの繁茂（いず

れも 2006 年 6 月撮影）

全国緑化行事発祥の地記念碑
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の美しさを呈しており、「なにごとの　おわしま

すかは知らねども　かたじけなさに涙こぼるる」

の西行の歌が思わず頭をよぎったことを覚えてい

る。それは様々な条件が関わり合って整った奇跡

的結果に違いない。このような森とはいかないま

でも、国土の約 70％が森林である日本が経済林

は経済林としての、環境保全林は環境保全林とし

て、その機能をしっかり果たす森林体系を考え直

す時期であり、また重要な課題だと思う。豊かな

森が豊かな海を維持し、森、川、里、海の循環が

もたらす日本経済への波及効果は大きいのではな

いか。

針葉樹林から針広混交林への再生植樹

　2006 年 6 月、当時の筑波山神社宮司・田中泰

一氏と当会との合意により、荒廃する針葉樹林を

整備し、常緑広葉樹を植えて生態系に適った森に

再生する活動が、横浜国立大学名誉教授・宮脇昭

氏の提唱された手法により始まった。

　宮脇名誉教授の手法の根本は、その土地本来の

植生に適った容器栽培の幼苗を多種混植密植さ

　こうして日本中の 4割に当たる山々はスギ、ヒ

ノキの針葉樹で埋め尽くされた。当時の緊迫した

情勢の中では、裸苗で簡単に植えられ、戦後の住

宅用木材としての活用が主眼の針葉樹の植樹は優

れた手法であったと思う。しかし、高度経済成長

期を経て、住宅用木材は安価な外材に押され、折

角植えた針葉樹は伐採適期の 70 年前後を迎えな

がら放置され、未管理のまま荒れている個所が多

いのが日本の山々の抱える現状であろう。

　筑波山は頂上部にブナ林を、中腹部にアカガシ

群を、その他スダジイ、ウラジロガシ、シロダモ、

ユズリハ、アオキ等の常緑広葉樹、ヤマザクラ、

コナラ等の落葉広葉樹、スギ、ヒノキ、マツ等の

針葉樹が多彩に混在する阿武隈山系最南端の山

だ。筑波山全体が国定公園であり、中腹に建つ筑

波山神社は 375 ヘクタールという広大な神社林を

有し、戦後植えのスギ、ヒノキ，マツの針葉樹林

帯がある。が、日本全体の山々がそうであるよう

に、神社林内に植えられた針葉樹林も管理不全の

まま荒廃している部分が多い。スギ、ヒノキ、マ

ツなどの 2，3 種類のみの針葉樹の森の場合、用

材としての目的を遂行するのであれば、枝打ち、

間伐、下草刈りなどの人的管理が必要となる。同

神社の人工林内にはアズマネザサが繁茂、足を踏

み入れるのも困難で、良質の森とは言い難い箇所

もある。

　数年前、2005 年に世界遺産に登録された知床

半島の五湖周辺を探索したことがあるが、トドマ

ツ、ダケカンバ、ミズナラ等が織りなす針広混交

林は豊かな海、川、森の作用が相まって自然本来

㊤スギの過密林　㊦アズマネザサの繁茂（いず

れも 2006 年 6 月撮影）

全国緑化行事発祥の地記念碑

せ、苗が互いに競い合って成長することにより、

自然に任せれば 100 年かかる森づくりを 10 年か

ら 30 年のスパンで成長不能にできるというもの

である。手法としては、事前準備として傾斜をつ

けた造成地づくり、植栽地全体の耕起作業、容器

仕立ての幼苗植樹、植え付け終了後の稲わらなど

を使用してのマルチングが挙げられる。

　田中前宮司から最初に案内された場所は、過

密に植えられた発育

不良のスギ、ヒノ

キ、枯死したマツが

点在、アズマネザサ

が異常に繁茂、筑波

山特有の花崗岩が大

小あちこちに点在、

森林再生に十分価値

ある場所であった。

ケーブルカー宮脇駅

の西方、梅林の上方

である。

　宮脇先生の指導は

スギ、ヒノキ、マツ

等は適切に間伐、除

伐、アズマネザサは

掘り起こして根を根

絶、花崗岩は移動し

て植栽地を確保、植

栽地を全面耕起後、

ボランティアによる

植樹、間伐材の葉を

マルチングして完了

という内容だ。でき

るかどうかわかなら

いが、1000 里の道も

一歩からと当会有志

が 5 時間かけて植栽

地づくりに取り組ん

だ最初の日、植栽地

として完成したのは

一人がわずか 1 平方

メートルであった。

　でも、これを続け

ればできないことはないと毎週日曜日に山に入

り造成した。植樹作業の 9 割がこの準備作業だ。

2006 年 10 月 19 日、第一回水源の森づくりが行

われ、以後、造成準備作業、植樹祭を繰り返し、

これまでに＜表＞の如く植樹を行ってきている。

また、当会の主旨に賛同下さったアステラス製薬

株式会社、和興フィルタテクノロジー株式会社、

常陽銀行、株式会社ユーキャンや土浦ライオンズ

＜表＞　筑波山植樹記録
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作業を行っており、2―3 年で植樹可能な苗へと

生長、現在、23 種約 3万鉢を管理している。また、

苗となる種の収集は神社等に古くからある巨木を

母樹としており、筑波山薬王院のスダジイ、ウラ

ジロガシ、龍ケ崎市愛宕神社のアカガシ、（筑波

山のアカガシは収集が難しい）筑波山からはユズ

リハ、コナラ、サカキ等を採種している。

課題点

①樹木循環の考え方

　造成作業中間伐、除伐した材は、傾斜地の土留

めとして使用するが、それ以上に倒された木材を

里に下ろして活用することができたらと強く思わ

ずにはいられない。今年 2 月 26 日、筑波山神社

内で当会主催の「森育ワークショップ」を、ま

た 3月 20 日には国土緑化推進機構、毎日新聞社、

当会の共催で「今、なぜ木か」のフォーラムを東

京千代田区にあるイトーキの会議室で行った。こ

の連動する行事は、「育てる」、「植える」、「伐る」、

「使う」という樹木循環の重要性を発信する内容

であった。「使う」ことを推奨するのはいいが、「使

う」ためには山から材を下ろすことが先決。索道

またはそれに変わる木材の安価で容易な運搬方法

が実現でき、確立されたら、日本の林業の活性化

につながるのではないだろうか。

②暗い森

　「宮脇方式」の森づくりの場合、密植により一

本一本の樹木が太くならないこと、混みすぎて暗

い森であることが疑問視される一面がある。置か

れた環境やその樹木の持つポテンシャルエネル

クラブが筑波山神社との合意のもと、独自の森づ

くりを実施、当会はこれを全面支援させて頂いて

いる。

　樹種は、筑波山の植生に適ったスダジイ、シラ

カシ、アカガシ、ウラジロガシ、ヤブツバキ、シ

ロダモ、ユズリハ、サカキ、ヤマザクラ、コナラ

等で、実際、植栽地造成の折や、鬼ヶ作国有林内

などに実生のこれらの苗を数多く確認することが

できた。

　植樹に使用する容器苗は、15 年前からつくば

みらい市狸穴にある当会の圃場でどんぐり採集、

播種、鉢上げ、水やり、除草等の一連の管理育成

苗木を育てる専用圃場（つくばみらい市） 植樹後 10 年経過の森。既存の針葉樹と植樹した

広葉樹が競い合って生長している

植樹適期の苗（アカガシ）
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作業を行っており、2―3 年で植樹可能な苗へと

生長、現在、23 種約 3万鉢を管理している。また、

苗となる種の収集は神社等に古くからある巨木を

母樹としており、筑波山薬王院のスダジイ、ウラ

ジロガシ、龍ケ崎市愛宕神社のアカガシ、（筑波

山のアカガシは収集が難しい）筑波山からはユズ

リハ、コナラ、サカキ等を採種している。

課題点

①樹木循環の考え方

　造成作業中間伐、除伐した材は、傾斜地の土留

めとして使用するが、それ以上に倒された木材を

里に下ろして活用することができたらと強く思わ

ずにはいられない。今年 2 月 26 日、筑波山神社

内で当会主催の「森育ワークショップ」を、ま

た 3月 20 日には国土緑化推進機構、毎日新聞社、

当会の共催で「今、なぜ木か」のフォーラムを東

京千代田区にあるイトーキの会議室で行った。こ

の連動する行事は、「育てる」、「植える」、「伐る」、

「使う」という樹木循環の重要性を発信する内容

であった。「使う」ことを推奨するのはいいが、「使

う」ためには山から材を下ろすことが先決。索道

またはそれに変わる木材の安価で容易な運搬方法

が実現でき、確立されたら、日本の林業の活性化

につながるのではないだろうか。

②暗い森

　「宮脇方式」の森づくりの場合、密植により一

本一本の樹木が太くならないこと、混みすぎて暗

い森であることが疑問視される一面がある。置か

れた環境やその樹木の持つポテンシャルエネル

クラブが筑波山神社との合意のもと、独自の森づ

くりを実施、当会はこれを全面支援させて頂いて

いる。

　樹種は、筑波山の植生に適ったスダジイ、シラ

カシ、アカガシ、ウラジロガシ、ヤブツバキ、シ

ロダモ、ユズリハ、サカキ、ヤマザクラ、コナラ

等で、実際、植栽地造成の折や、鬼ヶ作国有林内

などに実生のこれらの苗を数多く確認することが

できた。

　植樹に使用する容器苗は、15 年前からつくば

みらい市狸穴にある当会の圃場でどんぐり採集、

播種、鉢上げ、水やり、除草等の一連の管理育成

苗木を育てる専用圃場（つくばみらい市） 植樹後 10 年経過の森。既存の針葉樹と植樹した

広葉樹が競い合って生長している

植樹適期の苗（アカガシ）

［石村 章子（いしむら・あきこ）］

1943 年中国大連生まれ、小中学校時代を古河市で過ごす。1966 年東京

女子大学文理学部英米文学科卒業、日本興業銀行外国部入社、1969 年

結婚退社。2男 1女の母。

英語家庭教師及び神奈川学園女子高等学校、中学校の英語講師などを経

て 1995 年日本沙漠緑化実践協会事務局長に就任、中国の沙漠緑化に尽

力し 2000 年退任。2001 年 NPO 法人地球の緑を育てる会を設立、理事長

に就任。つくばみらい市の圃場で　「明るい社会づくり筑浦協議会」と

育苗を協働、植樹等　緑環境再生事業を県内外で進めている。

ギーにより自然淘汰されて、自然な密度の森にな

るとの見解が一般的だが、野菜の間引きのように、

適切な時期に適切な間隔での間伐も必要かも知れ

ず、最近の植栽地では、暗い森にならないよう、

植栽地の中に適切な間隔で散策用小道を作り太陽

光線を入れる工夫をしている。

③間伐か全伐か

　健全な針葉樹を残し新たに広葉樹を植えている

が、間伐でなく全伐の方がいいのではないかとい

う意見もある。残された針葉樹は後から伐採する

ことはできないというのが林業の立場からみた見

解だが、針広混交林としての自然の遷移を期待し

ている。

④動物の被害

　せっかく植えた苗もイノシシの出没により荒ら

されることが多い。スダジイを好み、根から掘り

返す。ノウサギはシラカシを好み、ナイフで切っ

たように苗の先端を傷める。被害を防止すること

はできず、補植を行ったところもあるが、根さえ

しっかりしていれば、それなりに成長していく。

今後へ向けて

　水源の森づくりを始めて 10 年が経過した。初

期のスギ、ヒノキ、マツの針葉樹林帯に植えたも

のは、高さ 6メートル前後に成長し、人の手で植

えられたものだとは一見判定できない森へと成長

している。ヤマザクラ、ツゲ、コナラ等の落葉樹

が多い場所に植えられた苗は、夏に天井一杯に広

がる落葉広葉樹の林冠内で直射を浴びることなく

ゆっくりと成長している。

　2014 年からは白雲橋登山口から 200 メートル

ほど上がった右側の針葉樹の人工林内が植栽地と

なった。イノシシやノウサギの害もなく、穏やか

に成長しているが、土地の栄養価が低いためか成

長は初期の頃のものと比べるとゆっくりである。

作業の合間にはヤマカガシやマムシ、イタチ、ト

カゲ、サワガニ、巨大ミミズなどに出会ったが、

土壌の微生物や昆虫類などを調べることで、植え

られた苗が本来の森へと生長し、その機能を十分

に果たしているか否かが判明するであろう。微生

物から大型動物の棲む生物多様性の森へとすすん

で始めて豊かな水源の森となるのであろうし、「緑

化行事発祥の地」としての筑波山がその意義を持

続する山であって欲しいと願う。今後も森林再生

の一つのモデルとなるべく、先達のご意見も伺い

ながら森づくりを継続しているのが、目下の現状

である。

▽ NPO 法人地球の緑を育てる会ホームページ

http://www.greenglobe.jp

E-mail： office@greenglobe.jp
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　私がヤギ（山羊）を飼いだして十数年になっ

た。きっかけとなったのは、おそらく今から 20

年以上前の体験が潜在意識として残っていたため

だろう。当時、私は JICA( 日本国際協力事業団、

現在の国際協力機構 )で研修監理員として働いて

いた。1995 年 1 月の阪神淡路大震災の直後から、

防災や地震対策の研修事業が多く組まれ、スペイ

ン語担当だった私はメキシコや中南米諸国の行政

関係者や研究者を連れて震災関連の研修に数多く

参加した。多くの被災者から体験談を聞いた。人

が死んだ話や、劇的な救助等の話などが、当時は

最も印象的だった。

　しかし、時間が経つにつれて、思い出す内容も

変化し、今となっては最も記憶に残っている地震

エピソードの一つが、乳幼児を抱えたお母さん方

の体験談だ。子どもを抱えて、着の身着のまま家

から飛び出したものの、外は寒い、食べ物がない、

ミルクがない。ミルクがあっても水がない。水は

あってもお湯にできない。何人ものお母さんが、

乳幼児を抱えて半狂乱になった体験を話してくれ

た。　

　数年後 JICA を辞め、10 年住んだつくばの都心

のマンションから数キロしか離れていないが、農

村地域である現在の住所に引っ越した。

　たまたま、家の前に耕作放棄地があったのと、

就職氷河期で就活で苦労していた若者と出会った

ことを契機に、若い人の農業起業支援を始めた。

若者はイチゴ農家となり、彼の協力も得られたこ

とから、ヤギを飼い始めた。最初は全くの趣味だっ

たが、10 年以上も飼育を続けていると、ヤギに

関する知識も増え、ヤギの可能性について色々と

考え始めた。企業化調査的な観点からみると、残

念ながら、ヤギ飼育は経済的に成立は難しいとい

う結論が出てしまう。しかし、別な観点からみる

と、異なる結論が引き出せる。

1）ヤギは地震直後のような緊急時の現物
保険となる

　

　①ヤギは草のみで飼育可能。茨城県では年間を

通じて草はふんだんにあり、物流が完全に止まっ

ても、ヤギのエサは心配ない。ヤギは、乾燥地帯

に適応した動物なので、通常の家畜では必要とな

る水を補給しなくても、新鮮な草さえ与えること

でヤギ乳を得られる。東北地方太平洋沖地震（東

日本大震災）の際、輸入飼料に頼る牛、豚、ニワ

トリは屠殺処分されたり飢死にしたりした。しか

しヤギは草場に連れていくことができれば搾乳も

続けられる。飼料に関して、特別な地震対策を必

要としないのだ。

　②ヤギ乳は乳脂肪分が小さく、牛乳とは異なり、

乳幼児に直接与えても下痢を引き起こさない。食

糧事情の悪かった戦後直後はヤギ乳で育てられた

子供が多くいた。近所の農家にも多くいる。ちな

みに、1 日 2―3 リットルのミルクを飲むことが

できれば、大人でもヤギ乳だけで生存可能である。

　搾乳直後は無菌状態なので殺菌する必要はな

い。また牛乳アレルギーであっても、75％の確率

でアレルギー反応を引き起こさない。( 牛乳にあ

るアレルギー反応を引き起こすタンパク質の幾つ

かが欠けている )大人はもちろん、乳幼児にも加

工をせずに提供できる。

　③ヤギ糞の含水率は 40％強で、動物の糞の中

永住の地、つくばでヤギを飼う
目先の地震には役に立つ

	 山羊印本舗株式会社	相談役　藤岡玄一郎

特集：地域の多様な担い手Thinking Theme
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　私がヤギ（山羊）を飼いだして十数年になっ

た。きっかけとなったのは、おそらく今から 20

年以上前の体験が潜在意識として残っていたため

だろう。当時、私は JICA( 日本国際協力事業団、

現在の国際協力機構 )で研修監理員として働いて

いた。1995 年 1 月の阪神淡路大震災の直後から、

防災や地震対策の研修事業が多く組まれ、スペイ

ン語担当だった私はメキシコや中南米諸国の行政

関係者や研究者を連れて震災関連の研修に数多く

参加した。多くの被災者から体験談を聞いた。人

が死んだ話や、劇的な救助等の話などが、当時は

最も印象的だった。

　しかし、時間が経つにつれて、思い出す内容も

変化し、今となっては最も記憶に残っている地震

エピソードの一つが、乳幼児を抱えたお母さん方

の体験談だ。子どもを抱えて、着の身着のまま家

から飛び出したものの、外は寒い、食べ物がない、

ミルクがない。ミルクがあっても水がない。水は

あってもお湯にできない。何人ものお母さんが、

乳幼児を抱えて半狂乱になった体験を話してくれ

た。　

　数年後 JICA を辞め、10 年住んだつくばの都心

のマンションから数キロしか離れていないが、農

村地域である現在の住所に引っ越した。

　たまたま、家の前に耕作放棄地があったのと、

就職氷河期で就活で苦労していた若者と出会った

ことを契機に、若い人の農業起業支援を始めた。

若者はイチゴ農家となり、彼の協力も得られたこ

とから、ヤギを飼い始めた。最初は全くの趣味だっ

たが、10 年以上も飼育を続けていると、ヤギに

関する知識も増え、ヤギの可能性について色々と

考え始めた。企業化調査的な観点からみると、残

念ながら、ヤギ飼育は経済的に成立は難しいとい

う結論が出てしまう。しかし、別な観点からみる

と、異なる結論が引き出せる。

1）ヤギは地震直後のような緊急時の現物
保険となる

　

　①ヤギは草のみで飼育可能。茨城県では年間を

通じて草はふんだんにあり、物流が完全に止まっ

ても、ヤギのエサは心配ない。ヤギは、乾燥地帯

に適応した動物なので、通常の家畜では必要とな

る水を補給しなくても、新鮮な草さえ与えること

でヤギ乳を得られる。東北地方太平洋沖地震（東

日本大震災）の際、輸入飼料に頼る牛、豚、ニワ

トリは屠殺処分されたり飢死にしたりした。しか

しヤギは草場に連れていくことができれば搾乳も

続けられる。飼料に関して、特別な地震対策を必

要としないのだ。

　②ヤギ乳は乳脂肪分が小さく、牛乳とは異なり、

乳幼児に直接与えても下痢を引き起こさない。食

糧事情の悪かった戦後直後はヤギ乳で育てられた

子供が多くいた。近所の農家にも多くいる。ちな

みに、1 日 2―3 リットルのミルクを飲むことが

できれば、大人でもヤギ乳だけで生存可能である。

　搾乳直後は無菌状態なので殺菌する必要はな

い。また牛乳アレルギーであっても、75％の確率

でアレルギー反応を引き起こさない。( 牛乳にあ

るアレルギー反応を引き起こすタンパク質の幾つ

かが欠けている )大人はもちろん、乳幼児にも加

工をせずに提供できる。

　③ヤギ糞の含水率は 40％強で、動物の糞の中

永住の地、つくばでヤギを飼う
目先の地震には役に立つ

	 山羊印本舗株式会社	相談役　藤岡玄一郎

特集：地域の多様な担い手Thinking Theme
発生する。この

エンドトキシン

を 1 歳未満の乳

児が吸引すれば、

免疫システムが

正常に発達して、

花粉症など発症

し難くなる。最

近このメカニズ

ムが解明された。

2008 年に放映さ

れた NHK スペシャル『病の起源』第 6集「アレル

ギー～ 2億年目の免疫異変」の放映により一般的

にも知られるようになった。

　一般的に酪農家の子弟はアレルギー疾患に苦し

むことが少ないが、例外的に、クレタ島やニュー

ジーランドの酪農家の子供たちは、動物によるア

レルギー予防効果が少ない事実が最近判明した。

理由は未だ完全には解明されていない。しかし、

クレタ島やニュージーランドの農家子弟でも殺菌

されていないミルクやヨーグルトを摂取している

場合、アレルギーリスクを 3分の 1に減少させる、

との報告が 2001 年に発表されている。エンドト

キシン暴露によるアレルギーリスク低減とは別の

メカニズムが働いて、病気の発症を防いでいる。

3）日本では未殺菌の乳は販売できない

　日本では食品衛生法により、未殺菌の乳、ヨー

グルト、チーズの販売は原則禁止とされている。

自家消費や無償譲渡はできるが販売許可は得られ

ないのでヤギ乳の生産量は極少量に限られてい

る。

　他方、ミネラルウォーターの市場規模は現在

2600 億円を超え、依然として拡大中だ。このマー

ケットは、外国からの圧力で、1986 年に食品衛

生法の規制が改正されて初めて誕生したものであ

る。非加熱処理のミネラルウォーターの販売が可

能になるまでは、日本には事実上ミネラルウオー

ター市場は存在しなかった。フランスのミネラル

では最も少ない。ペレット状 の糞は乾燥も早く、

臭いもきつくない。焚
た

き付け材に最適で燃料とし

ても利用できる。薪ストーブなどを事前準備すれ

ば、炊き出しが可能となる。

　④ヤギの体温は40度C。もし冬季に災害に遭い、

暖房がない場合でも、ヤギが望めば貴方の心も身

体も暖めてくれる。

2）ヤギはヒトのアレルギー疾患や自己免
疫性疾患を防ぐ

　①ヤギは犬に続いて家畜化された動物で、人類

とは 1 万年以上の共生生活をしている動物であ

る。このヒトとヤギとの長い共生時間は、人畜共

通の病気に対する免疫対応力の育成期間であり、

実際ヤギから移る病気は少ない。

　人類が初めて口にした、母乳以外の乳はヤギ乳

で 、また人類初のヨーグルト、チーズもヤギ乳

を原料にしている。現在、牛乳はヒトが生産する

最大の食料である。ヤギ乳は経済性こそ牛乳に劣

るものの、栄養的には優れている。例えはタウリ

ンの含有量は牛乳の 20 倍もある。

　②酪農家で育った子供たちにアレルギー疾患、

自己免疫性疾患の患者が少ないことは統計的な事

実として知られていた。最近は科学的にも証明さ

れている。人類で最もアレルギー疾患、自己免疫

性疾患の患者が少ないのは、モンゴルの遊牧民だ。

　キーワードはエンドトキシン。この物質は動物

の糞に含まれている大腸菌などが分解するときに

つくばで夏草の除草

にヤギが一役買う
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ウォーター会社から非関税障壁だとして抗議され

て、未殺菌委の水の販売が許可されて誕生した経

緯がある。それまでは、善意の地主が提供する持

ち帰り自由な名水が各地に存在したが、経済的な

価値はなかった。

　生乳の販売や加工品の販売が自由化され市場が

拡大すれば、免疫不全から生じる病気の予防効果

が期待できる。が、現行法のもとでは、会員制

での販売が精々であり、1986 年以前のミネラル

ウォーター市場と同じである。ヤギあるいは牛の

飼育者が直接消費者に販売する形態に限り、未殺

菌のミルクを売れるようにするだけでも、かなり

の乳幼児が救われると思う。

　平時におけるヤギの価値、有事の際のヤギの価

値について、色々記したが「面白い、私もヤギを

飼ってみよう」と思い実行に移す人は少なく、変

わり者扱いである。

4）食料は自己調達しよう

　カロリーベースでの食糧自給率が 40％を切り、

この数字が低すぎる、不安を感じる人の割合が

70 － 80％にもなる日本。2016 年度の食糧自給率

は 38％。コメの緊急輸入やタイ米の抱き合わせ

販売で社会的な混乱を来した 1993 年の 37％以来

23 年ぶりの低水準となった。

　不安な人は、食糧生産を目指す。私が永住の地

として選び、30 年以上を過ごしたつくば市上境

は筑波研究学園都市の東端に隣接する農村地帯だ

が、近接して都市再生機構による土地区画整理事

業が行われている。中根・金田台地区事業といい、

総開発面積 189 ヘクタール、想定居住人口 8000

人を見込む。その一画に総分譲数 109 の緑・住・

農一体型宅地の春風台がある。この農地付きの住

宅地開発は日本初だそうだ。平均区画面積 200 坪

（約 660 平方メートル）の分譲地で、2 年前に 60

区画、一年前に 88 区画が販売済み、現在販売中

の区画がないので完売しているようだ。1 画地約

200坪の内訳は緑地60坪、宅地100坪、農地40坪。

これだけの面積があれは、野菜、果物の自給は可

能である。

　ネットで検索して見ても同じような開発コンセ

プトの分譲地は見つからない。田舎の中古物件な

どで、農地付きというのはあるが、農地付きで開

発された住宅地は見当たらない。農地法など、ク

リアするハードルが高そうである。家の建築費ま

で計算に入れると 5000 万円を超える物件である。

都内では専有面積 70 平方メートルほどの標準的

なマンションの価格ともいえるが、若い人には経

済的ハードルは高い。それでも完売なのだ。

　ヤギなら番
つがい

で導入しても 10 万円でお釣りがく

る。でも希望者は少ない。山羊飼いとしては残念

である。つくば市はつくば駅から 3－ 4分も車を

走らせば、全くの農村地帯に達する。つくばでは

どこに住んでいようが数分でヤギを飼える地域に

行くことができる。しかも、ヤギを飼いながら、

東京で仕事をすることさえ可能である。　

　私がこの地の魅力を述べるとしたら、電車で都

心まで 45 分だとか、研究施設や研究者が多数い

るといった既に喧伝されている視点からではな

く、農業者、防災、投資家の視点でつくばを評価

してみたい。

　つくば市は日本では数少ない人口増加都市であ

る。昨年度、日本の人口は 31 万人減少した。水

戸市（27 万人）クラスの都市が消滅したとも言

える。私が生まれた 1949 年は出生者数が史上最

大の 259 万 7000 人で、昨年の出生者数はとうと

う 100 万人を下回った。また、近い将来この数が

増える可能性はない。ということは、人口減はこ

れからも続き、最大の人口減が起きる時には、年

間 160 万人が減少する。つまり福岡市、神戸市、

川崎市、京都市クラスの大都市が毎年消滅するこ

とを意味している。

　人口減少傾向の中、つくば市は過去 2 年間で

2.46％人口増加している。人口 10 万人以上の

260 都市で 2％以上増加したのは 6市のみである。

調布市（23 万人）、つくば市（23 万人）、流山市

（18 万人）、習志野市（17 万人）、浦安市（17 万人）、

戸田市（14 万人）。一極集中と言われる東京 23

区でも 2％以上の増加は 8 区にとどまる。つくば

市より人口増加率の高かったのは中央区、港区、

新宿区の 3区のみだった。

　また、つくば市は人口増加という、基本的な成

長要素を持っているだけでなく、安全保障の要、

食糧生産のできる唯一の都市でもある。つくば市
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ウォーター会社から非関税障壁だとして抗議され

て、未殺菌委の水の販売が許可されて誕生した経

緯がある。それまでは、善意の地主が提供する持

ち帰り自由な名水が各地に存在したが、経済的な

価値はなかった。

　生乳の販売や加工品の販売が自由化され市場が

拡大すれば、免疫不全から生じる病気の予防効果

が期待できる。が、現行法のもとでは、会員制

での販売が精々であり、1986 年以前のミネラル

ウォーター市場と同じである。ヤギあるいは牛の

飼育者が直接消費者に販売する形態に限り、未殺

菌のミルクを売れるようにするだけでも、かなり

の乳幼児が救われると思う。

　平時におけるヤギの価値、有事の際のヤギの価

値について、色々記したが「面白い、私もヤギを

飼ってみよう」と思い実行に移す人は少なく、変

わり者扱いである。

4）食料は自己調達しよう

　カロリーベースでの食糧自給率が 40％を切り、

この数字が低すぎる、不安を感じる人の割合が

70 － 80％にもなる日本。2016 年度の食糧自給率

は 38％。コメの緊急輸入やタイ米の抱き合わせ

販売で社会的な混乱を来した 1993 年の 37％以来

23 年ぶりの低水準となった。

　不安な人は、食糧生産を目指す。私が永住の地

として選び、30 年以上を過ごしたつくば市上境

は筑波研究学園都市の東端に隣接する農村地帯だ

が、近接して都市再生機構による土地区画整理事

業が行われている。中根・金田台地区事業といい、

総開発面積 189 ヘクタール、想定居住人口 8000

人を見込む。その一画に総分譲数 109 の緑・住・

農一体型宅地の春風台がある。この農地付きの住

宅地開発は日本初だそうだ。平均区画面積 200 坪

（約 660 平方メートル）の分譲地で、2 年前に 60

区画、一年前に 88 区画が販売済み、現在販売中

の区画がないので完売しているようだ。1 画地約

200坪の内訳は緑地60坪、宅地100坪、農地40坪。

これだけの面積があれは、野菜、果物の自給は可

能である。

　ネットで検索して見ても同じような開発コンセ

プトの分譲地は見つからない。田舎の中古物件な

どで、農地付きというのはあるが、農地付きで開

発された住宅地は見当たらない。農地法など、ク

リアするハードルが高そうである。家の建築費ま

で計算に入れると 5000 万円を超える物件である。

都内では専有面積 70 平方メートルほどの標準的

なマンションの価格ともいえるが、若い人には経

済的ハードルは高い。それでも完売なのだ。

　ヤギなら番
つがい

で導入しても 10 万円でお釣りがく

る。でも希望者は少ない。山羊飼いとしては残念

である。つくば市はつくば駅から 3－ 4分も車を

走らせば、全くの農村地帯に達する。つくばでは

どこに住んでいようが数分でヤギを飼える地域に

行くことができる。しかも、ヤギを飼いながら、

東京で仕事をすることさえ可能である。　

　私がこの地の魅力を述べるとしたら、電車で都

心まで 45 分だとか、研究施設や研究者が多数い

るといった既に喧伝されている視点からではな

く、農業者、防災、投資家の視点でつくばを評価

してみたい。

　つくば市は日本では数少ない人口増加都市であ

る。昨年度、日本の人口は 31 万人減少した。水

戸市（27 万人）クラスの都市が消滅したとも言

える。私が生まれた 1949 年は出生者数が史上最

大の 259 万 7000 人で、昨年の出生者数はとうと

う 100 万人を下回った。また、近い将来この数が

増える可能性はない。ということは、人口減はこ

れからも続き、最大の人口減が起きる時には、年

間 160 万人が減少する。つまり福岡市、神戸市、

川崎市、京都市クラスの大都市が毎年消滅するこ

とを意味している。

　人口減少傾向の中、つくば市は過去 2 年間で

2.46％人口増加している。人口 10 万人以上の

260 都市で 2％以上増加したのは 6市のみである。

調布市（23 万人）、つくば市（23 万人）、流山市

（18 万人）、習志野市（17 万人）、浦安市（17 万人）、

戸田市（14 万人）。一極集中と言われる東京 23

区でも 2％以上の増加は 8 区にとどまる。つくば

市より人口増加率の高かったのは中央区、港区、

新宿区の 3区のみだった。

　また、つくば市は人口増加という、基本的な成

長要素を持っているだけでなく、安全保障の要、

食糧生産のできる唯一の都市でもある。つくば市

　法律ができて 40 年、阪神・淡路大地震から四

半世紀、北朝鮮はミサイルをグアム島や東京に向

けて発射しないかもしれないが、大地震は必ず来

る。もうそろそろ、「柵はない。一人ひとりで地

震対策を行って欲しい。行政のできることは限ら

れている」と市民の自覚に訴える時ではないだろ

うか。

　たしかに 6500 万年前に中米ユカタン半島沖に

落下し恐竜の絶命につながった直径 10 キロの隕

石やら、9万年前の阿蘇山大噴火レベルの災害時

には何の役にも立たない。2013 年 2 月15日朝、

ロシア中部の町チェリャビンスクに落下した直径

17メートルの隕石ですら、東京に落下すれば都

市は壊滅する。1908 年にシベリアのツングースカ

に落下した隕石クラスなら関東地方が壊滅する。

　でも、目先の地震にヤギは役に立つ。農地付きの

住宅地は難しくても市民農園を耕そうではないか。

▽山羊印本舗株式会社（つくば市上境、代表取締

役・堀越輝子）は 2014 年設立。

http://yagi.webchasqui.com/index.html

【筆者注】1978 年に制定の大規模地震対策特別処

置法では、首相が警戒宣言を出し、住民の事前退

避などが行われることになっていた。40 年ぶり

の見直しを進めていた政府の作業部会は東海地震

の「確度の高い予測は困難」とする最終報告書を

提言し、現行の防災対策は実現不可能と指摘した

（2017 年 9 月 27 日付各紙）。

　やっとグラグラの柵だと認めた。だが、具体的

な対策の提案、実施はこれからである。政府は死

者・行方不明者は最大 32 万人と試算しているが、

不意打ちの地震での死者数はいったい何名に上る

のだろうか。

は 2 万 8379 ヘクタールの面積があり、そのうち

38％の 1万 800 ヘクタールが耕地である。日本全

体では 12％、一人当たり耕地面積は 363 平方メー

トルだが、つくば市民一人当たりでは 470 平方

メートル、販売農家一軒当たりの耕地面積も全国

より 50％ほど多い 3 ヘクタールである。つくば

市以外の５市の農業は東京都特別区と同じく産業

的意味のないレベルである。

　農業関係の国立研究所の大多数がつくば市に集

中しているのもメリットの一つと言える。

5）グランドキャニオンのグラグラの柵

　グランドキャニオンのグラグラの柵とは、行政

が行う愚行である。断崖絶壁に柵がなければ、勇

気のある人以外は近づかない。もし転落しても、

自己責任である。しかしそこに柵があると、多く

の人が安心して柵に寄りかかる。壊れたとたん、

柵がなければ近付かないような人々も転落死して

しまう。

　この言葉は、阪神・淡路大地震後の研修で、あ

る若い地震学者から聞いた。彼の顔も名前も覚え

ていないが、話は良く覚えている。彼に言わせれ

ば、1978 年に制定された大規模地震対策特別処

置法は正にグランドキャニオンのグラグラの柵で

ある。奥尻島、神戸・淡路、新潟、東北、熊本の

大地震、一度として予知には成功していない。首

都直下型地震、南海トラフ地震が今後 30 年以内

に 70％の確率で発生すると予測されている。そ

の時の死者・行方不明者は最大 32 万人と政府は

試算しているが、それは予知のできた場合で、不

意打ちの時は何倍になるのだろう。死者は、避難

民の数は？

［藤岡玄一郎（ふじおか・げんいちろう）］

1949 年岡山県倉敷生まれ　1968 年県立倉敷青陵高校卒業　1974 年イタ

リア国立外国人大学卒業　1975 年帰国　倉敷新聞社入社　1981 年同社

を辞め、新日鉄イタリア語技術通訳としてイタリアに家族同行し勤務。

1985 年までイタリア語、スペイン語の技術通訳として現地居住で勤務。

85 年につくば市に転居し、1992 年ごろまで短期契約で働く。その後、

筑波出版会、JICA に勤務後、司法通訳、自営でコンピュータープログ

ラムの作成、農業支援をはじめ、現在に至る。
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１．盆栽とは

　日本語をルーツとしながら、いまや全世界で

そのまま通用する単語がある。SUSHI、TENPURA、

SUMO、KARATE が代表的なものであり、最近では

ORIGAMI や FUTON などだろうか。そして BONSAI

もそんな世界共通語の一つであり、外国人も日本

人とほとんど同じイメージを持っている。

　では盆栽と聞いて、思いつくイメージは何だろ

うか。鉢に植えられた小さい樹木、あるいは高齢

者の趣味といったものだろうか。あるいはすぐに

松を思い浮かべる方もいるだろうし、また芸術の

一つと捉える人もいるかもしれない。そのいずれ

もが正解であるが、あなたが外国人から「盆栽と

は何か」と尋ねられたら、的確な答えができるだ

ろうか。鉢植えと盆栽の違いは何か、あるいはど

んな種類の盆栽があるのか、どこで育てられるの

か、寿命は何年なのか。外国人からすれば、疑問

に思う問いは尽きないかもしれない。

　この盆栽とは何かを簡潔に説明するのであれ

ば、「自然界の景色を鉢の上で凝縮し、表現する

造形作品」ということになる。さらに、次の点を

説明できれば、簡単な会話の中でも盆栽を具体的

イメージしてもらうことができるだろう。すなわ

ち「長い時間と手間をかけて、大樹や老木の姿を

小さな鉢の上に作り育て上げてゆくもの」、盆栽

とはそんな文化である。

　盆栽を代表するだろう松の他にも、たとえば葉

の移り変わりを楽しめる落葉樹の紅葉や楓
カエデ

、銀
イチヨウ

杏

がある。また花を楽しめる梅や桜、果実を実らせ

るカリンや紫
ムラサキシノブ

式部など、樹種も豊富である。

　盆栽に仕立てる樹種は、葉のサイズが関わって

くる。鉢に植えられた小さい樹をその何十倍の樹

高に見立てるためには、葉の短い、小さいほど適

している。盆栽の世界観では、大きな葉の樹種は

不向きとなる。

　そして植物の主張する部分を鑑賞する鉢植えに

対し、盆栽は景色を創り出すところに大きな違い

があるのである。

　盆栽について、少しご理解いただけただろうか。

それでは盆栽に興味を持っていただけることを願

い、筆者の体験を交えて綴りたいと思う。

日々是盆栽
育て、 作り、 鑑賞する愉しみ

	 盆栽もり	代表　森　隆宏

特集・地域の多様な担い手Thinking Theme

【画像２】室内に飾られたカエデの盆栽

【画像１】盆栽もりアトリエ
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１．盆栽とは

　日本語をルーツとしながら、いまや全世界で

そのまま通用する単語がある。SUSHI、TENPURA、

SUMO、KARATE が代表的なものであり、最近では

ORIGAMI や FUTON などだろうか。そして BONSAI

もそんな世界共通語の一つであり、外国人も日本

人とほとんど同じイメージを持っている。

　では盆栽と聞いて、思いつくイメージは何だろ

うか。鉢に植えられた小さい樹木、あるいは高齢

者の趣味といったものだろうか。あるいはすぐに

松を思い浮かべる方もいるだろうし、また芸術の

一つと捉える人もいるかもしれない。そのいずれ

もが正解であるが、あなたが外国人から「盆栽と

は何か」と尋ねられたら、的確な答えができるだ

ろうか。鉢植えと盆栽の違いは何か、あるいはど

んな種類の盆栽があるのか、どこで育てられるの

か、寿命は何年なのか。外国人からすれば、疑問

に思う問いは尽きないかもしれない。

　この盆栽とは何かを簡潔に説明するのであれ

ば、「自然界の景色を鉢の上で凝縮し、表現する

造形作品」ということになる。さらに、次の点を

説明できれば、簡単な会話の中でも盆栽を具体的

イメージしてもらうことができるだろう。すなわ

ち「長い時間と手間をかけて、大樹や老木の姿を

小さな鉢の上に作り育て上げてゆくもの」、盆栽

とはそんな文化である。

　盆栽を代表するだろう松の他にも、たとえば葉

の移り変わりを楽しめる落葉樹の紅葉や楓
カエデ

、銀
イチヨウ

杏

がある。また花を楽しめる梅や桜、果実を実らせ

るカリンや紫
ムラサキシノブ

式部など、樹種も豊富である。

　盆栽に仕立てる樹種は、葉のサイズが関わって

くる。鉢に植えられた小さい樹をその何十倍の樹

高に見立てるためには、葉の短い、小さいほど適

している。盆栽の世界観では、大きな葉の樹種は

不向きとなる。

　そして植物の主張する部分を鑑賞する鉢植えに

対し、盆栽は景色を創り出すところに大きな違い

があるのである。

　盆栽について、少しご理解いただけただろうか。

それでは盆栽に興味を持っていただけることを願

い、筆者の体験を交えて綴りたいと思う。

日々是盆栽
育て、 作り、 鑑賞する愉しみ

	 盆栽もり	代表　森　隆宏

特集・地域の多様な担い手Thinking Theme

【画像２】室内に飾られたカエデの盆栽

【画像１】盆栽もりアトリエ

　現在でもつくば市内には 4つの団体が存在して

いるが、総数で 50 名ほど。しかも皆、高齢となっ

てしまっている。盆栽ブーム以降、新たな愛好家

は育たなかったのである。

　住環境や家族構成の変化、趣味の多様化、盆栽

価格の高騰、効果的な普及活動の有無など、理由

はいくつか考えられるが、愛好家の減少傾向は全

国的に同様の問題として問われている。また、そ

の流れに歯止めを効かせ、好転させる解決策は、

未だどの団体も見い出せてはいない。

　一方、良いニュースも聞こえる。「さいたま市

大宮盆栽美術館」は 2010 年 4 月の開館以降、日

本初の公立盆栽美術館として多くの来館者を集

め、幅広いメディアによって注目され続けている。

盆栽界を代表する銘品を数多く所蔵しており、筆

者も開館立ち上げから同館には 3年半勤務させて

いただいた。さいたまスーパーアリーナをメイン

会場に開催された「世界盆栽大会 in さいたま」

では、2017 年 4 月下旬から 3 日間の開催期間で、

想定を大きく上回る 4 万 5000 人の来場者を迎え

入れている。国内外から、幅広い年齢層が盆栽に

関心を持って、足を運んでくれたというのは、大

変うれしい出来事であった。

４．海外における盆栽文化　

　昨今、海外で盆栽が人気だという話題が取り上

げられる。しかしこれはごく最近の動向ではなく、

長い期間をかけてきた成果である。多くの国で愛

好家団体が設立されており、盆栽を生業としてい

る者も少なくない。

　1873 年（明治６年）に開催されたウィーン万

国博覧会は、日本政府が初めて公式に参加した万

国博覧会であり、その出展作品の中にも盆栽が含

まれていた。同博覧会は盆栽が海を渡って紹介さ

れた最初期の事例であり、その後も美術商が盆栽

の輸出を手掛けていたことが確認される。アメリ

カの場合は、100 年以上前より、移民した日本人

が盆栽を広めている。

　現在のヨーロッパの盆栽界を見ると、その技術

の高さや取り組みは本場日本を凌ぐ勢いがある。

アジアにおいても、インド、東南アジア諸国をは

じめ盆栽が広まっており、特に最近では中国の盆

２．盆栽の歴史

　盆栽の起源は、現在の中国と考えられている。

約 1300 年前の唐の時代には、唐の皇太子である

李賢の墳墓の壁画に、植物があしらわれた石を器

に載せ、それを献上する歩く官人の姿が描かれて

いる。

　日本へは平安時代末期に、同じように伝来した

と考えられる。例えば「春日権現霊験記絵巻」（1309

年）や「慕
ぼ き え

帰絵詞
ことば

」（1351 年）などを見ると、公

家屋敷の軒先に、盆栽のルーツである「盆山」や

「鉢木」が飾られる場面が描かれる。こうした絵

画資料は、「盆山」や「鉢木」が当時の邸宅をイメー

ジする小道具の一つであったことを示している。

　織田信長は石付き盆栽を収集しており、徳川三

代将軍・家光も所蔵していた。家光が愛蔵したと

される五葉松は、皇居内の盆栽仕立て場「大道庭

園」にて現在も健康に管理されている。

　明治からの政財界や文学界を見ても、時代を引

率した人物たちが盆栽を愛蔵した記録がある。早

稲田大学の創設者で元内閣総理大臣の大隈重信、

三菱創業者、岩崎弥太郎の弟で２代目社長を務め

た岩崎弥之助も盆栽愛好家である。この他、政治

家では吉田茂や岸信介、文学の世界では正岡子規、

夏目漱石、川端康成などの名前が挙がる。

　盆栽は自然への入り口であり、遠く離れた故郷

の景色や一度訪れ、心震わせた景色を思い起こさ

せる。心を癒す身近な存在としてこれらの人物た

ちにも愛されてきたのではないだろうか。

３．現代の盆栽

　政財界や文人たちによって好まれた盆栽だが、

広く庶民にまで愛好されたのは言うまでもない。

年齢によって違いはあるが、庭や軒先で盆栽を見

かけたことのある方は多いと思う。昭和 40 年代

ともなると、盆栽ブームもあり、どこの家庭でも

盆栽の 1点や 2点は持っていたものだ、と愛好家

から聞かされる。

　筆者の住むつくば市でも愛好家団体が存在し、

約 40 年前は 1 団体で 100 名を超える会員が在籍

したという。クラブに在籍していない愛好家数を

数えると、2倍、3倍はいたと容易に推測できる。
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栽ブームは目を見張るものがある。

　重要なのは、海外では盆栽愛好家の年齢は幅広

く、高齢者の趣味というイメージはないという点

である。30 代、40 代の若手はアートとしての盆

栽に接し、高齢者も手頃な趣味として楽しんでい

る。SNS の活用やコンベンションを開催により、

国を越えての交流も盛んであり、その代表例が先

に挙げた「世界盆栽大会」となっている。世界的

に見ると、盆栽は一つのコミュニケーションツー

ルとして機能しているのである。

５．盆栽を育てる

　これまで筆者は、アメリカ合衆国、オーストラ

リア、スウェーデン、スロバキア、中国、トルコ

と盆栽を通して訪れてきた。国によって使用する

樹種の違いはあるものの、楽しみ方や所有する盆

栽の品格を向上させたいとする情熱は共通したも

のを感じる。

　それぞれの歴史や文化といったバックグラウン

ドの違いを抱えながらも、なぜ彼らは盆栽に魅了

されるのだろうか。それは「植物と触れ合う行為

によって心が癒される」という簡単な話だけでは

なく、盆栽ならではの万国共通の学びの楽しさが

あるのだと思う。

　筆者が盆栽の水やりをしていると、散歩をして

いる方にこんな言葉をかけられる。

「盆栽は難しいし、大変だよね」

　盆栽を一度も育てたことのない人が口にするセ

リフである。

　水やりが大変

と感じたことが

ないわけではな

い。盆栽がなけ

れば、誰に気を

使うこともなく、

長期旅行ができ

るだろう。暑い

日、寒い日には

部屋でゆっくり

過ごすこともできるだろう。特に夏の水やりは、

気温の暑さが身体に堪える。限られた土の量で育

てなければならない盆栽にとって、夏場の土の乾

燥は致命傷となるため、気を抜くことができな

い。プロらしからぬことを告白であるが、世界中

の愛好家で盆栽を枯らしたことがない人は皆無だ

ろう。

　盆栽は枯れる。それは明日かもしれないし、

500 年後かもしれない。しかし命がある限り、い

つか終わりを迎える日が必ず来る。その自覚の上

で、日々の水やりを通じて樹へ愛情を注ぎ、夢を

持って完成のない作品を作り上げていくのであ

る。

　余談だが、明治時代に入り、近代化が勧められ

た日本において、「芸術」や「美術」という言葉

は存在しなかった。「絵画」、「彫刻」、「工芸」な

どは西洋化によって生み出されたカテゴリーであ

る。明治以前から日本で確立されていた、生花、

庭園、盆栽など、芸術性の優れた分野でさえ、形

が変化するものは「芸術」と異なるとして一線を

画されてしまったのだ。

　話を戻そう。盆栽の楽しみは、育て、作り、鑑

賞することにある。鑑賞という大きな目的はある

が、愛好家は育て、作っていくという過程にこそ、

多くの楽しみと喜びを感じるのである。

６．盆栽を育てる２

　愛好家の盆栽棚をご覧になったことがあるだろ

【画像３】海外での

実演風景
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栽ブームは目を見張るものがある。

　重要なのは、海外では盆栽愛好家の年齢は幅広

く、高齢者の趣味というイメージはないという点

である。30 代、40 代の若手はアートとしての盆

栽に接し、高齢者も手頃な趣味として楽しんでい

る。SNS の活用やコンベンションを開催により、

国を越えての交流も盛んであり、その代表例が先

に挙げた「世界盆栽大会」となっている。世界的

に見ると、盆栽は一つのコミュニケーションツー

ルとして機能しているのである。

５．盆栽を育てる

　これまで筆者は、アメリカ合衆国、オーストラ

リア、スウェーデン、スロバキア、中国、トルコ

と盆栽を通して訪れてきた。国によって使用する

樹種の違いはあるものの、楽しみ方や所有する盆

栽の品格を向上させたいとする情熱は共通したも

のを感じる。

　それぞれの歴史や文化といったバックグラウン

ドの違いを抱えながらも、なぜ彼らは盆栽に魅了

されるのだろうか。それは「植物と触れ合う行為

によって心が癒される」という簡単な話だけでは

なく、盆栽ならではの万国共通の学びの楽しさが

あるのだと思う。

　筆者が盆栽の水やりをしていると、散歩をして

いる方にこんな言葉をかけられる。

「盆栽は難しいし、大変だよね」

　盆栽を一度も育てたことのない人が口にするセ

リフである。

　水やりが大変

と感じたことが

ないわけではな

い。盆栽がなけ

れば、誰に気を

使うこともなく、

長期旅行ができ

るだろう。暑い

日、寒い日には

部屋でゆっくり

過ごすこともできるだろう。特に夏の水やりは、

気温の暑さが身体に堪える。限られた土の量で育

てなければならない盆栽にとって、夏場の土の乾

燥は致命傷となるため、気を抜くことができな

い。プロらしからぬことを告白であるが、世界中

の愛好家で盆栽を枯らしたことがない人は皆無だ

ろう。

　盆栽は枯れる。それは明日かもしれないし、

500 年後かもしれない。しかし命がある限り、い

つか終わりを迎える日が必ず来る。その自覚の上

で、日々の水やりを通じて樹へ愛情を注ぎ、夢を

持って完成のない作品を作り上げていくのであ

る。

　余談だが、明治時代に入り、近代化が勧められ

た日本において、「芸術」や「美術」という言葉

は存在しなかった。「絵画」、「彫刻」、「工芸」な

どは西洋化によって生み出されたカテゴリーであ

る。明治以前から日本で確立されていた、生花、

庭園、盆栽など、芸術性の優れた分野でさえ、形

が変化するものは「芸術」と異なるとして一線を

画されてしまったのだ。

　話を戻そう。盆栽の楽しみは、育て、作り、鑑

賞することにある。鑑賞という大きな目的はある

が、愛好家は育て、作っていくという過程にこそ、

多くの楽しみと喜びを感じるのである。

６．盆栽を育てる２

　愛好家の盆栽棚をご覧になったことがあるだろ

【画像３】海外での

実演風景

けだし、長所を伸ばし、また欠点を隠していく。

植え付け角度や正面を変え、技術を駆使して樹を

作り変えていくのである。

　しかし真に盆栽と向き合っているのは、実際に

は愛好家たちである。育てていく時間を費やし、

過去から未来へと希望をつなげていく、盆栽愛好

家の持つその実感こそが、盆栽界の骨格となって

いる。

　近年、時代の移り変わり、技術の進歩によって

時間の速度が早く感じるのは筆者だけであろう

か。それに比べ、盆栽の時間はゆったりとしたも

のであり、実に穏やかである。新芽が吹き、瑞々

しい葉が茂り、花が咲き、実がなり、紅葉、落葉

を季節の移り変わりとともに毎年繰り返してい

く。優劣にとらわれることなく命を学び、そして

命に希望を抱くのである。その心の積み重ねが、

愛情となり、盆栽との一体感が人々を引きつけ、

大きなコミュニティーへと発展させるのである。

　盆栽の本場でもある日本が、その盆栽を隅に追

いやろうとしているような状況である。その盆栽

の魅力を見失うことのないよう、目に見えぬ本質

に耳を傾け、自然とともに育んだ盆栽文化を未来

へ継承してもらいたいと願ってやまない。そして

同時に、風格と品格を兼ね備えた盆栽にだけ価値

があるのでなく、日々盆栽を愛で、共に過ごす時

間にこそ盆栽の真の価値があるのだと強く呼びか

けていくことを目指している。

うか。多くの場合、所狭しと盆栽が置かれている。

正直、筆者はこうした状況に賛成ではないが、収

集してしまうのは愛好家の性なのだろう。

　風格のある盆栽もあれば、そうでないものもあ

る。しかし、物言わぬ盆栽それぞれに、均一に丁

寧に水をかけ、雑草を取り、肥料を置き、剪
せんてい

定、

植え替えを行う。長年愛好家とともに成長してき

た盆栽に対し、枯らすことのないよう、知識と経

験の中で世話をしていく。全てに愛情を注がねば

ならない。彼らにとって、命というものに対し、

優劣はないのだ。

　そして、まだ見ぬ盆栽の持つ可能性を模索し続

けることも楽しみなのである。樹の個性はどこに

あるのか、隠された魅力を引き出せる作りはでき

ないか。余計な枝はないか、次の植え替えはいつ

にするか。日光は足りているか、肥料は必要か。

水は十分か、虫や病気はないか。葉の状態は健康

か、土の中の根は正常に機能しているか。

　物言わぬ盆栽のわずかな変化に気を配ながら観

察し、健康に育つよう、愛情を注いでいく。思い

通りにいかないこともあるが、手間暇をかけじっ

くりと向き合うから楽しみがあると、そう知って

いるからである。我が子を育てる行為にも似てい

ると言っても、過言ではないだろう。

７．今後の展望

　筆者の仕事は主に愛好家の盆栽を手入れするこ

とにある。愛好家が導き出せない樹の個性を見つ

［森　隆宏（もり・たかひろ）］

1979 年東京都生まれ、つくば育ち。常磐大学国際学部を卒業。2002 年

より勝田光松園にて盆栽を修行。2006 年に独立し、盆栽師として活動

を開始する。2009 ～ 2013 年、さいたま市大宮盆栽美術館の専属盆栽技

師を務める。2013 年つくば市に「盆栽もり」開園。盆栽師の仕事に従

事する傍ら、初心者向けワークショップを開く他、海外でも講習会を行

うなど、国内外で盆栽の普及活動に取り組む。
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1. はじめに

　小児患者保護者のおしゃべり会（以後おしゃべ

り会）は、2012 年 5 月より筑波大学附属病院リ

ハビリテーション部の一室をお借りして始まりま

した。月に一度最終木曜日の昼休時間を利用させ

ていただいています。

　私は二女を妊娠 5か月で破水、妊娠 8か月の時

に、1166 グラムの未熟児で「心
こ こ ね

音」が生まれま

した。NICU（新生児特定集中治療室）に２か月ほ

ど入院しました。小さくとも大切な命の現場に毎

日通い、自分では何もできない歯がゆさと、先の

見えない子供のことを考えると、自分を失いかけ

る日が続きました。命は助かったものの、重度の

脳性麻痺という障害を負い、退院後は経験のない

ことばかり。子育て支援センター、保健センター

や保健所に相談に行っても、心音を育てることに

助言してくれる人はいませんでした。

　NICU 退院時に一緒だった親子と、偶然外来で

一緒になり、久しぶりに会えて嬉しかったのも束

の間、そのお母さんは「私はこの子を育てる自信

がないの。施設に預けようと思っているの。毎日、

この子の顔を見るのが辛くて、辛くて、自分を責

めてしまう」と言います。私はそのお母さんに、

「待って！その気持ちを医師に話して。施設に預

けるのは、医師に話してから考えて」それしか言

えませんでした。

　自分も娘を育てられるか不安な状態で、「大丈

地域で生きるおしゃべり会
～肢体不自由児と重症心身障害児の家族の力～

筑波大学附属病院患者会「小児患者保護者のおしゃべり会」代表　五十嵐純子

特集：地域の多様な担い手Thinking Theme

おしゃべり会の 2017 夏祭り集合写真
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1. はじめに

　小児患者保護者のおしゃべり会（以後おしゃべ

り会）は、2012 年 5 月より筑波大学附属病院リ

ハビリテーション部の一室をお借りして始まりま

した。月に一度最終木曜日の昼休時間を利用させ

ていただいています。

　私は二女を妊娠 5か月で破水、妊娠 8か月の時

に、1166 グラムの未熟児で「心
こ こ ね

音」が生まれま

した。NICU（新生児特定集中治療室）に２か月ほ

ど入院しました。小さくとも大切な命の現場に毎

日通い、自分では何もできない歯がゆさと、先の

見えない子供のことを考えると、自分を失いかけ

る日が続きました。命は助かったものの、重度の

脳性麻痺という障害を負い、退院後は経験のない

ことばかり。子育て支援センター、保健センター

や保健所に相談に行っても、心音を育てることに

助言してくれる人はいませんでした。

　NICU 退院時に一緒だった親子と、偶然外来で

一緒になり、久しぶりに会えて嬉しかったのも束

の間、そのお母さんは「私はこの子を育てる自信

がないの。施設に預けようと思っているの。毎日、

この子の顔を見るのが辛くて、辛くて、自分を責

めてしまう」と言います。私はそのお母さんに、

「待って！その気持ちを医師に話して。施設に預

けるのは、医師に話してから考えて」それしか言

えませんでした。

　自分も娘を育てられるか不安な状態で、「大丈

地域で生きるおしゃべり会
～肢体不自由児と重症心身障害児の家族の力～

筑波大学附属病院患者会「小児患者保護者のおしゃべり会」代表　五十嵐純子

特集：地域の多様な担い手Thinking Theme

おしゃべり会の 2017 夏祭り集合写真

を始めるにあたり、不

安だったのは、私も誰

かに話を聞いてもらい

たいし、相談したい。

私が助ける側でなく、

当事者でもあるという

ことで、そんな会に参

加してくれる人がいる

のだろうかということ

でした。

2. 子育てと地域の
情報

　おしゃべり会は、基

本的に楽しくおしゃべ

りすることです。最近の言葉では、「あるある話」

というようなママトークです。しかしその内容は、

健常のお子さんと違います。

「ご飯が食べられなくて、摂食指導に通ってい

るんだけど、子供が緊張しちゃう」

「胃ろうなんだけど、最近体調が悪いのか、漏

れちゃうんだよね。交換するタイミングなのかな」

「テレビで好きな番組が出来て、つけていると

バイタルが上がるの。ちゃんと聞いているみたい。

もしかしたら、目も見えているのかな ?」

「呼吸器をつけていると、管理が難しいけど、

旅行に行きたいの。どこならいけるかな ?いいホ

テルとか旅館を知っている ?」

「兄弟とコミュニケーションが取れないのだけ

れど、一緒に遊んだり、体験させるのにどうした

らいいのかな ?」

　などなど。同じような環境に置かれていること

が前提だと、普段の何気ない日常の疑問や医師に

相談することでもないのかなと躊躇していたこと

が次々と出てきます。リラックスした状態で、お

母さんたちは笑顔に。どこでも話せるようですが、

子供が小さなうちは行動範囲が狭いので、お母さ

んの世界も小さくなりがち。今までの成長、これ

からのことを先輩ママに聞いて、障害を有した子

どもの育児書がない私たちの子育ての参考になり

ます。

　また、筑波大学附属病院は県内外広範囲から患

夫」と励ますことはできませんでした。それから、

病院で会うお母さんたちは傷ついた自分と同じか

もしれないと、他のお母さんと話すことができま

せんでした。一日、一週間、一か月、少しずつ体

が大きくなる心音と、通院が中心の生活でしたが、

そのうち地域のママサークルに入り、ヨガを習っ

たり、英会話を習ったり、長女のママ友と公園で

散歩やイベントの手伝いに出られるようになりま

した。そしてやっと、2 歳半から療育センターに

通うことになり、心音の居場所を作ることが出来

ました。

　そんな子育てや生活、家族や友達のことを、療

法士さんたちに話していたところ、「お母さんた

ちが、気軽におしゃべりしながら、病気や障害の

ある子の子育てについて話せる場を作りません

か ?」と、理学療法士の清水先生から提案をいた

だきました。難治であるてんかん、重度の脳性麻

痺は、どう努力しても障害は治りませんし、病気

の進行が止まるものでもありません。

　長女の成長と比べると、二女心音の成長は明ら

かに遅く…というより、止まっていました。私な

りに思うと、そのころの心音は生後 3か月の新生

児でした。障害があることを受け入れて、心音な

りの成長を促せる子育てになるよう漠然と見えな

いものと格闘してきました。私は自分の辛かった

ことも清水先生に話し、「いつか NICU にお子さん

のいる家族の支えになりたい」と言いました。会

おしゃべり会の 2017 夏祭りスナップ写真
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者さんが通院・入院していますが、地域の教育や

福祉の話なども、患者さんごとに違います。でも、

知らないだけだった。利用の仕方が分からなかっ

た。子供に当てはまることなのか、役所に相談し

てもわからなかった。など、それぞれの地域で福

祉の差がありました。赤ちゃんクラスや、ママサー

クルなど、最近は市町村によりいろいろなサービ

スがありますが、病弱児、肢体不自由児のお母さ

ん向けに、子育て勉強会などはなく、母親だから

出来ることを模索したい方もいらっしゃるので、

おしゃべり会では、体の不自由な子を育てる必要

な情報を共有できるようにしています。

　そして、療育・幼稚園・保育園・支援学級や支

援学校の話なども、経験者から話を聞く機会を設

けています。地域に、同じ病気の子がいるとは限

らず、どのように我が子を理解してもらえるか、

とても悩みます。地域によっては、相談窓口があ

るようですが、茨城県のすべての市町村にあると

は限りません。誰に、どのように相談すればよい

のか。経験のある先輩ママから聞く話には、母親

として気が付くこと、そして傷つくこと、喜びも

あると聞けることで、力が湧いてきます。

3. 季節行事を地域ボランティアと一緒に

　季節行事は、子供にとって年を重ねる大事な機

会です。おしゃべり会で知り合った家族が、「何

か一つのことを一緒に楽しむ機会を」と、病院職

員さんに相談して、最初のクリスマス会が実現し

ました。最初は、家族 10 組にも満たないささや

かなクリスマス会。でも、お母さんたちが手作り

の飾りを飾り、友人の協力や職員さんがボラン

ティアさんを紹介してくれて、ピアノ演奏とハン

ドベルの演奏を楽しみました。そして、サンタさ

んからのプレゼント。家族も運営に参加すること

により、支援者と家族の達成感が生まれました。

　以降 3年間、夏祭りとクリスマス会、つくば市

の「アイラブつくばまちづくり補助金事業」に資

金面の支援を受け、地域のボランティアさんと

繋がるきっかけになりました。現在は、筑波大

学医学群の学生ボランティア「つくばけやきっ

ず」、筑波学院大学 OCP の学生ボランティアに、

当日準備と運営に参加してもらっています。ま

た、今年度は全国的な活動をしている NPO 法人

SmilingHospitalJapan に、アーティストを紹介

してもらい、子供たちの世界観が広がりました。

　肢体不自由児、重症心身障害児と家族が、安心

して楽しめる場で、「これまで存在は知っていた

けれど、どう接していいかわからない」「何か聞

いたら失礼なんじゃないか」と思われがちですが、

このように地域の力を借り、家族で楽しめる行事

は、自然と若い世代や地域の人に、子供たちを理

解してもらうきっかけになりました。

4. 重症心身障害児と医療的ケア児

「おしゃべり会を続けてきて分かってきたこと」

「6年目に入り、成長した子供と家族が思うこと」

　それは、どうにもならない問題が重症心身障害

児と医療的ケア児の教育と福祉、また将来です。

病院で治療が受けられれば、生きることはできま

すが、在宅の生活するための小児の専門家が少な

く、施設も少ないので、家族の負担が大きいのが

実情です。重症心身障害児は衣食住のバランスを

とるために、家族は奔走します。また腕が曲がら

ないため着るものを選ぶ。咀嚼ができないためミ

キサーやペーストにして食事をとる。成長してく

ると、抱くことすらできなくなります。車いすが

移動できるスペースがないため、家の中での介助

が困難になります。医療的ケア児は、24 時間の

体の管理が親の負担になります。知的に問題のな

い子は教育と同年代の子供達との関わりが重要で

すが、親または看護師の付き添いが絶対となるの

で、新たな制度やサービスが必要になってきます。

欲張りなようですが、そこには家族の願いを叶え

られる相談者がいませんでした。

　今、ようやく世の中の動きが、重症心身障害児

と医療的ケア児に目が向けられてきました。今ま

で子育て支援サービスとは認識されず、福祉サー

ビスは高齢者の介護で手一杯。また在宅に移行し

てきた小児の医療的ケアは、資格はもちろんです

が、知識と経験が必要で誰しもができるものでは

ありません。病気や障害は受け入れられた。あと

は、「普通に生活したい」、それこそが一番難しい

事です。大変な時に利用したい重症児を育てる家

族向けの子育て支援サービスや家事代行サービス
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者さんが通院・入院していますが、地域の教育や

福祉の話なども、患者さんごとに違います。でも、

知らないだけだった。利用の仕方が分からなかっ

た。子供に当てはまることなのか、役所に相談し

てもわからなかった。など、それぞれの地域で福

祉の差がありました。赤ちゃんクラスや、ママサー

クルなど、最近は市町村によりいろいろなサービ

スがありますが、病弱児、肢体不自由児のお母さ

ん向けに、子育て勉強会などはなく、母親だから

出来ることを模索したい方もいらっしゃるので、

おしゃべり会では、体の不自由な子を育てる必要

な情報を共有できるようにしています。

　そして、療育・幼稚園・保育園・支援学級や支

援学校の話なども、経験者から話を聞く機会を設

けています。地域に、同じ病気の子がいるとは限

らず、どのように我が子を理解してもらえるか、

とても悩みます。地域によっては、相談窓口があ

るようですが、茨城県のすべての市町村にあると

は限りません。誰に、どのように相談すればよい

のか。経験のある先輩ママから聞く話には、母親

として気が付くこと、そして傷つくこと、喜びも

あると聞けることで、力が湧いてきます。

3. 季節行事を地域ボランティアと一緒に

　季節行事は、子供にとって年を重ねる大事な機

会です。おしゃべり会で知り合った家族が、「何

か一つのことを一緒に楽しむ機会を」と、病院職

員さんに相談して、最初のクリスマス会が実現し

ました。最初は、家族 10 組にも満たないささや

かなクリスマス会。でも、お母さんたちが手作り

の飾りを飾り、友人の協力や職員さんがボラン

ティアさんを紹介してくれて、ピアノ演奏とハン

ドベルの演奏を楽しみました。そして、サンタさ

んからのプレゼント。家族も運営に参加すること

により、支援者と家族の達成感が生まれました。

　以降 3年間、夏祭りとクリスマス会、つくば市

の「アイラブつくばまちづくり補助金事業」に資

金面の支援を受け、地域のボランティアさんと

繋がるきっかけになりました。現在は、筑波大

学医学群の学生ボランティア「つくばけやきっ

ず」、筑波学院大学 OCP の学生ボランティアに、

当日準備と運営に参加してもらっています。ま

た、今年度は全国的な活動をしている NPO 法人

SmilingHospitalJapan に、アーティストを紹介

してもらい、子供たちの世界観が広がりました。

　肢体不自由児、重症心身障害児と家族が、安心

して楽しめる場で、「これまで存在は知っていた

けれど、どう接していいかわからない」「何か聞

いたら失礼なんじゃないか」と思われがちですが、

このように地域の力を借り、家族で楽しめる行事

は、自然と若い世代や地域の人に、子供たちを理

解してもらうきっかけになりました。

4. 重症心身障害児と医療的ケア児

「おしゃべり会を続けてきて分かってきたこと」

「6年目に入り、成長した子供と家族が思うこと」

　それは、どうにもならない問題が重症心身障害

児と医療的ケア児の教育と福祉、また将来です。

病院で治療が受けられれば、生きることはできま

すが、在宅の生活するための小児の専門家が少な

く、施設も少ないので、家族の負担が大きいのが

実情です。重症心身障害児は衣食住のバランスを

とるために、家族は奔走します。また腕が曲がら

ないため着るものを選ぶ。咀嚼ができないためミ

キサーやペーストにして食事をとる。成長してく

ると、抱くことすらできなくなります。車いすが

移動できるスペースがないため、家の中での介助

が困難になります。医療的ケア児は、24 時間の

体の管理が親の負担になります。知的に問題のな

い子は教育と同年代の子供達との関わりが重要で

すが、親または看護師の付き添いが絶対となるの

で、新たな制度やサービスが必要になってきます。

欲張りなようですが、そこには家族の願いを叶え

られる相談者がいませんでした。

　今、ようやく世の中の動きが、重症心身障害児

と医療的ケア児に目が向けられてきました。今ま

で子育て支援サービスとは認識されず、福祉サー

ビスは高齢者の介護で手一杯。また在宅に移行し

てきた小児の医療的ケアは、資格はもちろんです

が、知識と経験が必要で誰しもができるものでは

ありません。病気や障害は受け入れられた。あと

は、「普通に生活したい」、それこそが一番難しい

事です。大変な時に利用したい重症児を育てる家

族向けの子育て支援サービスや家事代行サービス

とんど外出できない子もいます。SNS や口コミで

家族が仲間を募り、輪を広げ始めました。支援者

と家族の地域ならではの、ネットワークが作られ

つつあります。

6. 今後の展望

　おしゃべり会が始まって 6年目。毎月 1度の定

期的な集まりを開催するには、わが子が体調を崩

すこともありました。私自身の体調不良、家族の

病気や入院、その他のトラブルも多々ありました。

それでも続けてこられたのは、仲間と病院職員の

方々の助けがあったからです。

　命が生まれ、そして旅立つ場所でもある病院で、

家族の本音を出せるおしゃべり会。共働き、核家

などあったらいいねと話します。安定した生活が

送れてこそ、次に願うことができると思います。

5. 家族の力と支援の輪

　おしゃべり会の家族は「みんなで考える」こと

ができるようになってきました。

　そして、半年に一度「県南地区支援者連絡会」

を開催して、肢体不自由児、重症心身障害児、医

療的ケア児の環境を地域の支援者、訪問看護ス

テーション、放課後デイサービス事業所、医師、

と共に今できる事を話し合っています。

　またおしゃべり会のメンバーから、医療的ケア

児の家族会「かけはしねっと」が発足されました。

「かけはしねっと」の子供たちには、自宅からほ
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族が多いこの地域で、病気や障害を抱えつつ生き

る子どもと家族に、それぞれが生活する情報が当

たり前に得られるよう、これからの世代のために、

変化をさせながら続けることが課題です。そして

地域の方々には、車いすの子ども、見えないとこ

ろに治療を施されている子どもがいることを私た

ちの活動を通して知っていただき、ともに地域で

暮らすとはどのようかことか、考えていただける

と幸いです。

［五十嵐純子（いがらし・じゅんこ）］

1977 年茨城県阿見町生まれ。つくば市在住。

筑波大学附属病院患者会「小児患者保護者のお

しゃべり会」代表

「Coccone の台所」主宰。自宅で料理教室と講座

を不定期開催

　「ツクバック」というのだそうだ。筑波大学を

卒業後、仕事や住まいをつくばに見つけて戻って

くる人の動きで、近年存在感を増しているらしい。

　筑波山南麓、つくば市神郡に夫婦で移り住ん

だ今村ことよさんも筑波大学で学んだ理学博

士（生物学）だ。ワイナリー事業、Bee's Knees 

Vineyards（ビーズニーズヴィンヤーズ）を立ち

上げ、代表を務める。

　2001 年から東京の製薬会社で研究職として働

き始めたが、「もはや定年まで勤め上げるご時勢

ではない」と勧奨退職制度の対象になった 40 歳

でリタイヤ、長野県東
と う み

御市のワイナリーに研修

生として入り、栽培や醸造法を学んで 2 年後の

2015 年、南麓のつくば市六所に農地を借りてブ

ドウ栽培に着手した。土地の借用や土壌の特性診

断、開墾の人手確保などの場面場面で、卒業生や

研究者、筑波大学ゆかりの人の力を借りた。

　退職金などをつぎ込んだ資金はもとより、蓄え

た知識と技量と熱意を傾注したワインは来春にも

「ツ
ク
バ
ッ
ク
」
か
ら
の
特
区
申
請

筑
波
山
麓
ワ
イ
ナ
リ
ー
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

―
就
農
し
た
理
学
博
士
、
今
村
こ
と
よ
さ
ん
の
場
合
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族が多いこの地域で、病気や障害を抱えつつ生き

る子どもと家族に、それぞれが生活する情報が当

たり前に得られるよう、これからの世代のために、

変化をさせながら続けることが課題です。そして

地域の方々には、車いすの子ども、見えないとこ

ろに治療を施されている子どもがいることを私た

ちの活動を通して知っていただき、ともに地域で

暮らすとはどのようかことか、考えていただける

と幸いです。

［五十嵐純子（いがらし・じゅんこ）］

1977 年茨城県阿見町生まれ。つくば市在住。

筑波大学附属病院患者会「小児患者保護者のお

しゃべり会」代表

「Coccone の台所」主宰。自宅で料理教室と講座

を不定期開催

　「ツクバック」というのだそうだ。筑波大学を

卒業後、仕事や住まいをつくばに見つけて戻って

くる人の動きで、近年存在感を増しているらしい。

　筑波山南麓、つくば市神郡に夫婦で移り住ん

だ今村ことよさんも筑波大学で学んだ理学博

士（生物学）だ。ワイナリー事業、Bee's Knees 

Vineyards（ビーズニーズヴィンヤーズ）を立ち

上げ、代表を務める。

　2001 年から東京の製薬会社で研究職として働

き始めたが、「もはや定年まで勤め上げるご時勢

ではない」と勧奨退職制度の対象になった 40 歳

でリタイヤ、長野県東
と う み

御市のワイナリーに研修

生として入り、栽培や醸造法を学んで 2 年後の

2015 年、南麓のつくば市六所に農地を借りてブ

ドウ栽培に着手した。土地の借用や土壌の特性診

断、開墾の人手確保などの場面場面で、卒業生や

研究者、筑波大学ゆかりの人の力を借りた。

　退職金などをつぎ込んだ資金はもとより、蓄え

た知識と技量と熱意を傾注したワインは来春にも

「ツ
ク
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ッ
ク
」
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の
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請
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の
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初出荷される。赤・白各 300 本、750 ミリリット

ル入り 1 本 4000 円を超す価格帯だが、こちらも

Facebook など SNS にまたがる人の縁でほぼ完売

の見通しという。

　Bee's Knees は直訳だとハチの膝だが、慣用句

で「最高のもの」「うってつけ」の意味となる。

かくも名を高く掲げた Vineyard（ヴィンヤード）

はブドウ農園のこと、ワイン醸造所を意味する

Winery（ワイナリー）には至っていないが、その

用地は六所の農地に隣接して確保済みで、開発行

為の手続きを進めている。

　現状では、醸造は東御市のワイナリーに委託す

る格好になり、ブドウの原産地として表示できて

も、「つくば産」のワインとは銘打てない。花崗

岩質の土壌をはじめ、気候や水質を気に入って、

筑波山麓に立地を求めた今村さんには道半ばの成

果だ。

　醸造所開設には酒税法により酒造免許が必要だ

が、果実酒の場合、年に 6000 リットル以上の製

造を見込めることが取得の条件になる。本年産の

場合で 700 キロ程度の収量を見込むだけのヴィン

ヤードでは達成が困難だ。

　このため当面は、構造改革特区申請によるワイ

今村ことよさん（つくば市臼井の「Bee's Knees 

Vineyards」農園で）

ナリー化を急ぐ。地元産のブドウだけ使うのを条

件に、製造見込数量（法定製造数量）が 2000 リッ

トルをクリアできれば酒造免許を取得できる。ワ

イン特区はすでに長野県、北海道などで先行事例

があり、つくば市経済部も申請を後押ししている。

1.5 ヘクタールにブドウ 4000 株

　今村さんがワインに本格的に出会ったのは就職

してから。ワインスクールに通い、2007 年には

ワインエキスパートの資格を取得した。夫との海

外旅行は、フランスや米国カルフォルニアなどワ

インの本場めぐり一本やり。大学・大学院で学べ

なかった農学や醸造の知識をカバーしたうえで、

東御市のワイナリーで本格的に修業した。

　その結果は、2015 年から植え始めたブドウ苗

木の選択にも反映されている。白ワイン用として

シャルドネ、セミヨン、ヴィオニエ、赤ワイン用

としてカベルネソーヴィニヨン、メルロー、シ

ラー、タナの計 7 種類の苗を植えた。糖度など、

個々の品種の出来に応じた調合までを見込んで選

んだものという。

　今では臼井地区にも圃場を確保し、合わせて

1.5 ヘクタールに 4000 株を植えた。ボランティ

アに呼びかけ人手をまかない、収穫にも立ち会っ

てもらう。

　ここまでは栽培がメーンの一次産業だが、自前

の醸造所が稼働すれば二次産業が立ち上がる。年

間スケジュールをきっちり組み立て「ひとりワイ

ナリー」でのやりくりとなるが、今春植えた株は

2年後には実をつけるようになり、2021 年には年

間 6000 リットル以上の製造がクリアできそうな

見通しだ。

　このロードマップには、販売所やレストランを

併設しての三次産業まで視野に入れている。この

段階になるまで「夫には会社勤めを辞めないでも

らう」。長野でもつくばでも、サラリーマンの夫

は東京通いを続けてきた。二人して筑波山麓に定

住するツクバックは、1 × 2 × 3 ＝ 6 の六次産業

で完結する。（CROSS T&T 編集長／相澤冬樹）
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1. はじめに

　国の閣議了解により、つくば市（旧 6 カ町村）

に研究学園都市の建設が決まってから半世紀が過

ぎた。多くの研究所、大学があり、日本全国のみ

ならず世界中から研究者が移り住み、筑波研究学

園都市として名を馳せている。私自身も名古屋出

身であり、主人の研究所勤務に伴い、このつくば

（当時・桜村）に住むようになって今年で 34 年に

なる。以前は都心に行くためには隣の土浦市まで

バスに乗り、それから常磐線に乗り換えて向かわ

なければならなかった。田園風景の中からいきな

り研究所群が現れる車窓は不思議な感覚だった。

現在はつくばエクスプレスによってつくば―秋葉

原間が 45 分の近さである。沿線開発によって大

型店も立ち並び、ようやく名実ともに「都市」化

したように思われる。しかし同時に多くの人が住

んでいても自治会加入率は低く、隣が誰かもわか

らないし関心もないという「都市化現象」も起こっ

ている。私自身、以前は地域活動に全く興味のな

い住民の一人だった。

2. まちづくりのきっかけ

　つくば市東部、筑波大学に隣接する桜柴崎地区

に土地区画整理事業「テクノパーク桜」が 1994（平

成 6）年に誕生した。私たち家族は、公務員宿舎

からこの場所に一戸建てを建てた。しかし、新し

くできたまちには大きな通りはあっても、その通

りを安全に渡る信号機がなかった。横断歩道で止

まる車両はほとんどなく、スピードを出して通り

過ぎる車両に子供は脅え、登下校はあまりにも危

険だった。まだ住む人も少なく、この大きな通り

を渡って小学校へ通う子どもは私たちの子一人だ

けだった。私は小学校へお願いに行った。必死の

表情の親の姿に、当時の校長先生は警察へ一緒

に行ってくれ、担当部署の方と話をしてくれた。

PTA も、転入してきた子どものために嘆願書を出

すよう動いてくれた。途方に暮れていた私たち親

子を助けてくれた校長先生と PTA。あの時のうれ

しさを私は生涯忘れない。

　この時から私の地域活動は始まったと思う。そ

れまで、PTA にも関心がなく、下に乳児がいたこ

とを理由に係や役を断り、PTA 総会も出席したこ

とがなかった。そんな私が、同じように困ってい

る誰かのためにお手伝いをしたいと思ったのはこ

の件がきっかけだったと思う。

3. ラブホテル仕様ホテルの建設計画

　念願の信号は翌年、大通りの 2か所に設置され

た。おかげで子どもたちは親が渡してやらなくて

も自分で横断することができるようになった。同

時に住む人も増え、班登校ができるようになった。

私は PTA の係や役員を積極的に受けるようになっ

ていた。最初は恩返しのつもりだったが、参加し

ているうちに友達も増え、交流の場となり活動自

体が楽しみとなった。

　そんな折、テクノパーク桜内にラブホテル仕様

のホテルの建設計画が起こった。テクノパーク桜

は、そのほとんどが低層の住宅しか建たない地区

計画になっているが、道路沿いだけはその縛りが

なかった。高層のそのホテルができれば、シンボ

ルタワーのように立ち、夜はネオンを輝かせてテ

まちづくりを通して見えたこと
「老いることのない街」 をホンモノに

	 テクノパーク桜まちづくりを考える会代表　水谷	浩子

特集：地域の多様な担い手Thinking Theme
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1. はじめに

　国の閣議了解により、つくば市（旧 6 カ町村）

に研究学園都市の建設が決まってから半世紀が過

ぎた。多くの研究所、大学があり、日本全国のみ

ならず世界中から研究者が移り住み、筑波研究学

園都市として名を馳せている。私自身も名古屋出

身であり、主人の研究所勤務に伴い、このつくば

（当時・桜村）に住むようになって今年で 34 年に

なる。以前は都心に行くためには隣の土浦市まで

バスに乗り、それから常磐線に乗り換えて向かわ

なければならなかった。田園風景の中からいきな

り研究所群が現れる車窓は不思議な感覚だった。

現在はつくばエクスプレスによってつくば―秋葉

原間が 45 分の近さである。沿線開発によって大

型店も立ち並び、ようやく名実ともに「都市」化

したように思われる。しかし同時に多くの人が住

んでいても自治会加入率は低く、隣が誰かもわか

らないし関心もないという「都市化現象」も起こっ

ている。私自身、以前は地域活動に全く興味のな

い住民の一人だった。

2. まちづくりのきっかけ

　つくば市東部、筑波大学に隣接する桜柴崎地区

に土地区画整理事業「テクノパーク桜」が 1994（平

成 6）年に誕生した。私たち家族は、公務員宿舎

からこの場所に一戸建てを建てた。しかし、新し

くできたまちには大きな通りはあっても、その通

りを安全に渡る信号機がなかった。横断歩道で止

まる車両はほとんどなく、スピードを出して通り

過ぎる車両に子供は脅え、登下校はあまりにも危

険だった。まだ住む人も少なく、この大きな通り

を渡って小学校へ通う子どもは私たちの子一人だ

けだった。私は小学校へお願いに行った。必死の

表情の親の姿に、当時の校長先生は警察へ一緒

に行ってくれ、担当部署の方と話をしてくれた。

PTA も、転入してきた子どものために嘆願書を出

すよう動いてくれた。途方に暮れていた私たち親

子を助けてくれた校長先生と PTA。あの時のうれ

しさを私は生涯忘れない。

　この時から私の地域活動は始まったと思う。そ

れまで、PTA にも関心がなく、下に乳児がいたこ

とを理由に係や役を断り、PTA 総会も出席したこ

とがなかった。そんな私が、同じように困ってい

る誰かのためにお手伝いをしたいと思ったのはこ

の件がきっかけだったと思う。

3. ラブホテル仕様ホテルの建設計画

　念願の信号は翌年、大通りの 2か所に設置され

た。おかげで子どもたちは親が渡してやらなくて

も自分で横断することができるようになった。同

時に住む人も増え、班登校ができるようになった。

私は PTA の係や役員を積極的に受けるようになっ

ていた。最初は恩返しのつもりだったが、参加し

ているうちに友達も増え、交流の場となり活動自

体が楽しみとなった。

　そんな折、テクノパーク桜内にラブホテル仕様

のホテルの建設計画が起こった。テクノパーク桜

は、そのほとんどが低層の住宅しか建たない地区

計画になっているが、道路沿いだけはその縛りが

なかった。高層のそのホテルができれば、シンボ

ルタワーのように立ち、夜はネオンを輝かせてテ

まちづくりを通して見えたこと
「老いることのない街」 をホンモノに

	 テクノパーク桜まちづくりを考える会代表　水谷	浩子

特集：地域の多様な担い手Thinking Theme

コンペ」に応募し、優秀賞に選ばれた。プランの

実現を支援するための補助金もいただき、まつり

で使用するテント 30 基の購入に充てた。このテ

ントは今もテクノパーク桜内の活動だけでなく、

市内の住民イベントに無料貸与し有効活用されて

いる。

　テクノパーク桜まつりは 2013 年まで 3 回行っ

たところで場所の確保ができなくなり中止となっ

た。しかし、まつりをきっかけに商店会もでき、

各店の店主さんとも仲良くなりその後も連携する

ことが多くなった。また筑波大生たちとも交流が

途絶えず、現在も学生主体のゴミ拾い活動や、無

料の学習塾さくら塾などに関わっている。

　また、今後のまちづくりについて自治会を通じ

て住民にアンケート調査を行い、これからのテク

ノパーク桜の解決すべき課題として、

1. 公共交通機関・道路の渋滞問題

2. 地域のコミュニケーション

3. 防災、安全

　があげられ、今後この 3つの課題への対策を重

点的に行っていくことになった。

　そして、今年テクノパーク桜まちづくりを考え

る会はつくば市地域まちづくり支援事業の「まち

づくり推進団体」第一号に認定された。今後はこ

の 3つの課題を基に「まちづくり構想」を作成す

る予定である。

5. ウェルネスシティつくば桜とのかかわり

　テクノパーク桜まつりの駐車場として借りた場

所はその後、大きな住宅地となった。約6ヘクター

クノパーク桜のどこよりも目立つ存

在になるはずだった。ラブホテルの

存在意義についてここで述べるつも

りはないが、低層の住宅地にそれは

似つかわしくなかった。住民は建設

に反対した。

　私もこの活動に参加し、何か月に

も亘ってホテル設計者と話し合った。普通のビジ

ネスタイプのホテルにしてもらえないかと希望し

たが、なかなか受け入れてもらえない。ついに私

たちは施工主の会社へまで行った。直接のお話は

できなかったが、後日施工主から「そこまで住民

が反対しているのなら」とホテル計画は白紙にす

る旨の連絡をいただいた。最後に住民の意思を受

け入れてくれた施工主には今も感謝している。私

たちはその後 2万人もの署名を集め、翌年「つく

ば市ラブホテルの建築等規制条例」が制定された。

4. テクノパーク桜まちづくりを考える会
　この一件から、プロの豊富な知識に対応するた

めには、私たち住民も勉強する必要があると痛感

した。県の講師派遣事業を受けるため、有志で「テ

クノパーク桜まちづくりを考える会」を立ち上げ

た。つくば市のまちづくり支援事業の「まちづく

りグループ」にも登録し、「テクノパーク桜内の

良好な環境を守り、まちの活性と交流を目指す」

会として私たちのまちづくり活動は始まった。

　勉強会や自治会との共同で地区の問題について

の要望書を行政に提出するなどの活動のほか、私

たちは店舗、学生、住民の交流を目的とする「テ

クノパーク桜まつり」を開催した。まつりは大型

店の駐車場を借りて 2011 年に始まった。地元の

小学校のソーランや中学校のキャリア事業として

の出店もあり、また大学生サークルによるステー

ジやテクノパーク桜にある店舗の出店等盛り沢

山な内容で、2 日間でのべ約 4000 人を集客した。

まつりは翌 2012 年には茨城県「商店街活性事業

2011 ～ 13 年に開かれたテクノパー

ク桜まつりで地元小学校の栗っ子

ソーラン
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ルもの分譲地「ウェルネスシティつくば桜」であ

る。この街の分譲開始時のイベントとしてシンポ

ジウムが行われた際、私もテクノパーク桜の特徴

についてお話させてもらった。

　テクノパーク桜は低層の住宅専用用地が多い。

ともすれば、戸建てが多いというのは将来的に

住人が高齢化していけば、空き家が増え店舗も

シャッター街になっていくことが多いが、テクノ

パーク桜は筑波大学隣接であるため、学生用ア

パートが多い。学生が住み、卒業し、また新しい

学生が住むというサイクルができている。いつも

学生があふれ、活気のある決して「老いることの

ない街」なのだ。賃貸アパートと戸建てがいいバ

ランスで混ざっているのはこれからの分譲地に必

要なファクターではないかと思う。

　そこに造成されたウェルネスシティつくば桜は

「健康の街」づくりをかかげている。158 戸の戸

建て住宅地の周りはぐるりとゴムチップを埋め込

んだ約 1キロの歩道となっており、ジョギングに

最適な環境である。

　実は、この分譲地に住む方々からこの夏に新し

い夏まつりを行うことを知らされた。新しい交流

の絶好の機会と私たちも共催させていただくこと

になった。

　新しいまちのおまつりはまだまだ出店も少な

く、小さなおまつりであったが参加者が皆喜んで

歌を歌い、談笑し、一体感があった。地域のおま

つりの原点を見る思いだった。

　その一方で、地区の若い家族から子どもたちの

登下校における心配や不安なことを聞くことがで

きた。そう、かつて私も同じように

不安だった。その時一生懸命助けて

くれた学校や PTA の方々。あの感謝

の気持ちを改めて感じながら、今度

は私が力になりたいと思った。

6. むすび…まちづくりとは

　テクノパーク桜に居を構えてから

20 年、まちづくり活動を始めてから 13 年になる。

その間たくさんの方々と知り合い、お話を聞いて

きた。そこから浮かび上がってくるのは、まちへ

の思い、家族や仲間への思いである。

　行政が道路を作る。メーカーが家を建てる。立

ち並んだ家と大きな道路、確かにそれは新しい町

になるだろう。しかし、本当のまちづくりはそこ

からがスタートである。人が住み、どのようにす

れば暮らしやすくなるのか、それはその場所に住

む人たちが作り出すものであると私は思う。人の

思いや夢、希望、血の通った温かさのあるまちは、

住む人が育て作っていく。だから面白い。今後も

多くの方がまちづくりに参加してくれることを期

待する。

 

［水谷 浩子（みずたに・ひろこ）］　

1960 年愛知県生まれ　愛知教育大学幼児教育学

科卒業

テクノパーク桜まちづくりを考える会代表

株式会社中央地学取締役

ウェルネスシティで初開催となった

2017 夏まつり
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ルもの分譲地「ウェルネスシティつくば桜」であ

る。この街の分譲開始時のイベントとしてシンポ

ジウムが行われた際、私もテクノパーク桜の特徴

についてお話させてもらった。

　テクノパーク桜は低層の住宅専用用地が多い。

ともすれば、戸建てが多いというのは将来的に

住人が高齢化していけば、空き家が増え店舗も

シャッター街になっていくことが多いが、テクノ

パーク桜は筑波大学隣接であるため、学生用ア

パートが多い。学生が住み、卒業し、また新しい

学生が住むというサイクルができている。いつも

学生があふれ、活気のある決して「老いることの

ない街」なのだ。賃貸アパートと戸建てがいいバ

ランスで混ざっているのはこれからの分譲地に必

要なファクターではないかと思う。

　そこに造成されたウェルネスシティつくば桜は

「健康の街」づくりをかかげている。158 戸の戸

建て住宅地の周りはぐるりとゴムチップを埋め込

んだ約 1キロの歩道となっており、ジョギングに

最適な環境である。

　実は、この分譲地に住む方々からこの夏に新し

い夏まつりを行うことを知らされた。新しい交流

の絶好の機会と私たちも共催させていただくこと

になった。

　新しいまちのおまつりはまだまだ出店も少な

く、小さなおまつりであったが参加者が皆喜んで

歌を歌い、談笑し、一体感があった。地域のおま

つりの原点を見る思いだった。

　その一方で、地区の若い家族から子どもたちの

登下校における心配や不安なことを聞くことがで

きた。そう、かつて私も同じように

不安だった。その時一生懸命助けて

くれた学校や PTA の方々。あの感謝

の気持ちを改めて感じながら、今度

は私が力になりたいと思った。

6. むすび…まちづくりとは

　テクノパーク桜に居を構えてから

20 年、まちづくり活動を始めてから 13 年になる。

その間たくさんの方々と知り合い、お話を聞いて

きた。そこから浮かび上がってくるのは、まちへ

の思い、家族や仲間への思いである。

　行政が道路を作る。メーカーが家を建てる。立

ち並んだ家と大きな道路、確かにそれは新しい町

になるだろう。しかし、本当のまちづくりはそこ

からがスタートである。人が住み、どのようにす

れば暮らしやすくなるのか、それはその場所に住

む人たちが作り出すものであると私は思う。人の

思いや夢、希望、血の通った温かさのあるまちは、

住む人が育て作っていく。だから面白い。今後も

多くの方がまちづくりに参加してくれることを期

待する。

 

［水谷 浩子（みずたに・ひろこ）］　

1960 年愛知県生まれ　愛知教育大学幼児教育学

科卒業

テクノパーク桜まちづくりを考える会代表

株式会社中央地学取締役

ウェルネスシティで初開催となった

2017 夏まつり

　去る 4月７日、入学式の早朝、西谷隆義理事長

の訃報を聞き、その知らせの意味を一瞬理解する

ことができなかった。西谷先生は、前任の宮本林

理事長の後を継ぎ、霞ヶ浦高校の第 11 代理事長

として、2011 年 6 月 1 日に就任されている。就

任早々から中・高一体化を図り、学校改革を進め

られた。亡くなる直前まで各種事業を推進し、新

規事業に着手した折であった。

　私が霞ヶ浦高校に奉職したのは 1962 年 4 月の

ことで、以来、教頭、副校長を歴任し、2000 年

に校長職に任じられた。宮本先生、西谷先生には

公私ともにご指導を仰ぎ、私学人としての厳しさ

を身につけさせていただいた。そして、このたび、

5 月 11 日開催の学校法人霞ヶ浦高等学校理事会

において理事長に推挙され、法人業務の任を務め

ることとなった。西谷先生ゆかりの本誌で、就任

あいさつの機会を与えられたことに身の引き締ま

る思いがしている。

　本校は、稲敷郡阿見町に立地する男女共学の「学

校法人霞ヶ浦高等学校・附属中学校」として今日

に至っている。阿見町は、大正時代に旧海軍航空

隊が設置され、昭和になり海軍飛行練習生（予科

練）の施設が次々に設けられた。戦前戦中は軍都

として栄えた街であった。

　1945 年 8 月の終戦を機に、旧軍の施設は教育

機関に転用され、46 年 5 月 1 日に霞ヶ浦航空隊

跡に旧制霞ヶ浦農科大学（現・茨城大学農学部）

が、土浦航空隊跡に付属農学校が、それぞれ開校

となった。49 年の学制改革に伴い、農科大学と

農業学校は分離され、霞ヶ浦農業学校は霞ヶ浦高

等学校と改組し、農業科と普通科からなる男子校

として独立した。

　55 年には農業科を廃し、普通科のみとなり、

04 年には男女共学制を採用し現在に至っている。

　この間、スポーツ分野での活躍には目ざましい

ものがあり、90 年には硬式野球部が第 62 回選抜

高校野球大会（春

の甲子園）に出場

した。また、高校

総体や国体でレス

リングやヨット競技で活躍した卒業生がオリン

ピックに出場するなど、本校の名声を高め注目さ

れている。

　進学面においても、国公立大学・難関私立大学

に合格者を出し、文武教育の堅実さが評価されて

いる。

　こうした実績のうえ、さらに私学教育の特色を

打ち出すべく、09年4月に「併設中学校」を開校し、

校名を「霞南至健中学校」とした。努力を重ね、

人格を形成し、豊かな人間性の育成を目標に掲げ

たのである。

　15 年 4 月からは、6年間にわたる「中・高一体

化」の指導方針のもと、「健全な社会人」の育成

に向けた新たな学校改革が進められた。この年の

夏、硬式野球部が第 97 回全国高等学校選手権甲

子園大会出場の快挙を成し遂げた。ヨット部も全

国総体、国体で優勝するなど、また他の部も全国

総体で目覚ましい成績をあげ、本校の部活動の成

果が高く評価された。

　17 年 4 月には中学校名を「霞ヶ浦附属中学校」

と改称した。特に中学校の部活動強化策として、

硬式野球部とサッカー部を創部し、教育環境整備

事業を進めることとなった。第 2グラウンドに中

学校硬式野球場の新設、総合体育館の全面改修、

硬式野球部の屋内練習場の新設、大室地区グラウ

ンドの人工芝 2 面からなるサッカー場新設など、

本校にとって画期的な事業となった。

　大室地区のサッカー場はこのたび完成し、7 月

22 日に阿見町、土浦市、県サッカー協会、企業、

学校関係者の出席のもと、盛大に落成式を行っ

た。式終了後には、小学生対象の第１回霞ヶ浦

杯 U-12 サッカー大会を開催し親睦を深めあった。

理事長就任に当たって

学校法人霞ヶ浦高等学校 ・附属中学校　理事長　浅田　順
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この素晴らしい教育施設のもと、これからの本校

の中・高男女サッカー部の強化と共に、地域のサッ

カーの振興を図り、将来は日本を代表する選手の

輩出を願い、社会に貢献できる人材の育成に努め

ていきたい。

　なおこの事業に心血を注いだ西谷理事長の思い

と教育理念を継承したいと思うものである。また

多くの卒業生、職員が築いてこられた本校 72 年

の伝統と校風を大切にし、来る 3 年後の創立 75

周年記念に向けた新しい時代の「霞ヶ浦高等学校・

附属中学校」を揺るぎないものにし、地域社会か

ら信頼される学校として、いっそうの充実、発展を期

していきたいと考えている。

〔浅田　順（あさだ・じゅん）〕

　1938（昭和 13）年 4 月生まれ。国学院大学文

学部文学科卒業、1962（昭和 37）年 4月から霞ヶ

浦高等学校勤務、教頭・副校長・校長を経て、学

校法人理事。石岡市退職校長会理事、石岡市教育

委員会教育委員長、茨城県市町村教育委員会連合

会会長などを歴任。CROSS T&T 編集委員。

理事長就任に当たって

学校法人筑波研究学園　理事長　柿崎明人

　本年 5 月 29 日に開催された学校法人筑波研究

学園理事会において理事長に就任いたしました。

西谷隆義前理事長が去る 4月 7日に急逝されたた

めです。私は、学校法人が創設から今日まで掲げ

てきた実学重視の教育方針をこらからも堅持し、

皆様のご意見を伺いながら学校法人全体の発展に

微力を尽くしていく所存でございます。よろしく

お願いいたします。

筑波研究学園専門学校 TIST

　「学校法人筑波研究学園」は、筑波研究学園都

市「つくば」で活躍する若い産業人を育成する高

等教育機関を求める声に呼応し、その運営母体し

として誕生しました。「産学連携に基づく実学重

視」の工学系大学創設を目指していた計画は、よ

り早期に実現可能な専修学校専門課程（専門学校）

の設立へと変更され、1987 年 4 月から筑波研究

学園専門学校 TIST での職業教育がスタートしま

した。

　「キーボードに抵抗なく向き合える若い人材」

を育てる電子・情報系の専門学校として始まった

TIST は、その後「時代と共に変わる専門分野と

社会が求める人材需要」に応えて、医療情報分野、

デザイン・設計分野などへと教育活動の範囲を

拡大し、30 年を経た現在、ものつくり学科、自

動車整備工学科、建

築環境学科、経営情

報学科、医療情報学

科、こども未来学科

の全 6学科で構成される総合専門学校となってい

ます。この間、「産学協同の趣旨に基づいて実学

重視の職業教育を行う」という、学校法人が当初

掲げた教育の基本方針は変わっていません。

「筑波CS会議」と「CROSS」

　学校法人では、TIST の学生が実際の職業に直

接触れる機会を増やす目的で、1991 年にさまざ

まな会社や企業団体とともにインターンシップ支

援機関「筑波 CS 会議」を設立しました。筑波 CS

会議は、TIST と連携して産学協同に基づいた職

業教育をサポートするとともに、世界各地の職業

教育についても調査・研究して TIST における教

育活動を先導する役割を果たしました。

　また 1998 年に設立された一般財団法人総合科

学研究機構「CROSS」は、学校法人が先端科学技

術にアクセスするチャンネルとして、学校法人の

教育活動を側面から支えてきました。とくに本誌

「CROSS T&T」は、TIST および N-TAC の教職員の

研究発表の場として、学校法人にとっても重要な

役割を担っています。
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この素晴らしい教育施設のもと、これからの本校

の中・高男女サッカー部の強化と共に、地域のサッ

カーの振興を図り、将来は日本を代表する選手の

輩出を願い、社会に貢献できる人材の育成に努め

ていきたい。

　なおこの事業に心血を注いだ西谷理事長の思い

と教育理念を継承したいと思うものである。また

多くの卒業生、職員が築いてこられた本校 72 年

の伝統と校風を大切にし、来る 3 年後の創立 75

周年記念に向けた新しい時代の「霞ヶ浦高等学校・

附属中学校」を揺るぎないものにし、地域社会か

ら信頼される学校として、いっそうの充実、発展を期

していきたいと考えている。

〔浅田　順（あさだ・じゅん）〕

　1938（昭和 13）年 4 月生まれ。国学院大学文

学部文学科卒業、1962（昭和 37）年 4月から霞ヶ

浦高等学校勤務、教頭・副校長・校長を経て、学

校法人理事。石岡市退職校長会理事、石岡市教育

委員会教育委員長、茨城県市町村教育委員会連合

会会長などを歴任。CROSS T&T 編集委員。

理事長就任に当たって

学校法人筑波研究学園　理事長　柿崎明人

　本年 5 月 29 日に開催された学校法人筑波研究

学園理事会において理事長に就任いたしました。

西谷隆義前理事長が去る 4月 7日に急逝されたた

めです。私は、学校法人が創設から今日まで掲げ

てきた実学重視の教育方針をこらからも堅持し、

皆様のご意見を伺いながら学校法人全体の発展に

微力を尽くしていく所存でございます。よろしく

お願いいたします。

筑波研究学園専門学校 TIST

　「学校法人筑波研究学園」は、筑波研究学園都

市「つくば」で活躍する若い産業人を育成する高

等教育機関を求める声に呼応し、その運営母体し

として誕生しました。「産学連携に基づく実学重

視」の工学系大学創設を目指していた計画は、よ

り早期に実現可能な専修学校専門課程（専門学校）

の設立へと変更され、1987 年 4 月から筑波研究

学園専門学校 TIST での職業教育がスタートしま

した。

　「キーボードに抵抗なく向き合える若い人材」

を育てる電子・情報系の専門学校として始まった

TIST は、その後「時代と共に変わる専門分野と

社会が求める人材需要」に応えて、医療情報分野、

デザイン・設計分野などへと教育活動の範囲を

拡大し、30 年を経た現在、ものつくり学科、自

動車整備工学科、建

築環境学科、経営情

報学科、医療情報学

科、こども未来学科

の全 6学科で構成される総合専門学校となってい

ます。この間、「産学協同の趣旨に基づいて実学

重視の職業教育を行う」という、学校法人が当初

掲げた教育の基本方針は変わっていません。

「筑波CS会議」と「CROSS」

　学校法人では、TIST の学生が実際の職業に直

接触れる機会を増やす目的で、1991 年にさまざ

まな会社や企業団体とともにインターンシップ支

援機関「筑波 CS 会議」を設立しました。筑波 CS

会議は、TIST と連携して産学協同に基づいた職

業教育をサポートするとともに、世界各地の職業

教育についても調査・研究して TIST における教

育活動を先導する役割を果たしました。

　また 1998 年に設立された一般財団法人総合科

学研究機構「CROSS」は、学校法人が先端科学技

術にアクセスするチャンネルとして、学校法人の

教育活動を側面から支えてきました。とくに本誌

「CROSS T&T」は、TIST および N-TAC の教職員の

研究発表の場として、学校法人にとっても重要な

役割を担っています。

　
創立から 30年を経た学校法人

　現在 TIST には約 700 名の学生が在籍し、卒業

生の就職率は毎年ほぼ 100% で、累計で 9000 名を

超える卒業生が県内外の会社、保育施設、病院や

自治体などの職場でその中核となって活躍してい

ます。毎年入学してくる学生の中に TIST 二世が

いることも珍しいことではありません。こうした

実積は、TIST が行ってきた人材育成が地元企業

や地域社会で高く評価され、多くの人々の信頼を

得ている証であるとともに、学校法人にとって大

きな財産となっています。

成田つくば航空専門学校N-TAC
　2013 年に学校法人は取手市にある航空専門学

校の事業を継承し、「成田つくば航空専門学校

N-TAC」を設立して航空産業分野での人材育成を

開始しました。前項で述べた行政機関や地域社会

の学校法人に対する評価の高さ、信頼の大きさが

事業継承を後押ししたといえるかもしれません。

N-TAC では新たに格納庫を建設し、エプロンの整

備や実習機を購入するなどして、教育環境の整備

をすすめてきました。50 名に満たなかった学生

数は、その後徐々に増加して 100 名を超え、これ

からも増える傾向にあります。

　N-TAC での教育方針は TIST と同じです。航空

産業界で働く現役企業人による講義や演習、さま

ざまな企業と連携した体験学習やインターシップ

を実施して、学生が実際の職業に触れることに重

点を置いた実学重視の職業教育が行われ、卒業生

は航空産業関連諸企業に就職しています。

　また、N-TAC では、在学中に二等航空整備士の

資格取得を目指す「国土交通省認定・航空従事者

養成施設テストコース」が今年度からスタート

しました。N-TAC が養成施設として認定されて全

国各地にある航空専門学校と肩を並べ、わが国の

航空産業界の将来を担う人材育成を行うことがも

うすぐ始まります。これからも教育環境整備と各

学科の教育内容の一層の充実をはかり、目標に向

かって着実に歩んでいきたいと考えています。

変革期にある専門学校

　1971 年に制定された専門学校制度は、わが国

の職業教育の中で専門学校が果たす役割が大きく

なるのに伴って、専門学校卒業生に専門士の称号

を授与したり、大学や大学院への入学資格を付与

できるように改定されてきました。また、2014

年には専門学校における職業教育の質向上を目指

して、「職業実践専門課程」制度がスタートしま

した。認定学科には、企業・業界団体等と密接に

連携した演習・実験や、学校評価の実施、さまざ

まな情報の開示が求められます。TIST では 6 学

科全てが、N-TAC では航空整備学科と航空ビジネ

ス学科が職業実践専門課程と認定されています。

　この制度は TIST が筑波 CS 会議と一緒に推進し

てきた「産業界と密接に連携して行う職業教育」

と多くの共通点を持っています。それぞれの学科

ごとに行われる外部の有識者を交えた「教育課程

編成委員会」が、かつての筑波 CS 会議と同じ役

割を果たしているように思います。

　「職業実践専門課程」への申請から認定に到る

までのプロセスは、学校法人にとって専門学校の

管理・運営や各学科のカリキュラムの細部にまで

亘って検証し、再構築するいい機会となりました。

外部有識者による教育活動の定期的な見直しは、

専門学校が社会情勢や産業構造の変化に的確に対

応し、教育内容を充実させていくためにも大切な

ことであり、これからも取り組んでいきたいと考

えております。

新しい大学

　一方、「実践的な職業教育を行う高等教育機関」

の設置に向けて検討を重ねていた文部科学省は、

2017 年 5 月に学校教育法を改定して、2019 年度

から大学制度の中に「専門職大学」および「専門

職短期大学」が新設されることになりました。高

校卒業者の半数以上が大学に進学する今日、入学

者が定員の半数にも満たない大学や「教育困難大

学」と呼ばれる大学が数多くある中で、専門職大

学や専門職短期大学が社会の中でどう位置付けら

れていくのか、多くの専門学校が注視しています。

　産学協同に基づく実学重視の大学創設は、学校
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法人筑波研究学園が掲げた当初の目標であり、西

谷前理事長も「つくばにおける新しい大学」の設

立を構想しておられました。新しい制度が、本当

に学校法人が目指している職業教育の基本方針と

合致し、TIST と N-TAC の発展につながるものな

のかを十分検討した上で、大学制度への対応につ

いて考え、学校法人の将来像を教職員と一緒に描

いていきたいと考えております。

　今後ともよろしくお願いする次第です。

［柿崎明人（かきざき・あきと）］

1947 年　秋田県大仙市生まれ、東北大学大学院

博士課程修了（理学博士）

宮城教育大学、筑波大学、東京大学、高エネルギー

加速器研究機構、東京大学を経て、

2012 年〜東京大学名誉教授、筑波研究学園専門

学校・校長

2016 年〜成田つくば航空専門学校・校長（兼任）

2017 年〜学校法人筑波研究学園・理事長

CROSS のさらなる発展を目指して

一般財団法人総合科学研究機構　理事長　横溝英明

　西谷隆義前理事長の急逝により、思いもよらず

理事長を引き受けることになりました。これまで

中性子科学センター長として J-PARC MLF の利用

促進業務に専念してきたので、組織全体の経営や

つくば地区の業務などは前理事長にお任せの状況

でした。今後は CROSS の歴史的な変遷や積み重ね

てきた実績を踏まえて、CROSS として負っている

使命を果たしながらさらに発展させていくため

に、微力ながらその責任を全うしていく所存でご

ざいます。

CROSS の沿革

　CROSS は、1988 年 11 月に石丸肇 KEK 教授によっ

て設立された財団法人真空科学研究所が前身で

す。真空科学研究所は石丸教授の逝去により事

業の継続が難しくなったことから、1998 年 6 月

事業内容の見直しを図り、組織名称も変更して

再出発することになりました。つくば地区の人

材・知財の有効活用、研究者・技術者へ場の提

供、産学官連携協働などを活動目標に、活動の

対象も自然科学、人文科学、社会科学、人工科

学という幅広い分野に拡張しました。この改変

に伴い組織名称に総合、科学を加え、英語名称

は、Comprehensive、Science、Society という表

現を採用し、当時の高良和武理事長ほか関わっ

た幹部の心意気を感じさせる名称になっており

ます 1)。1999 年 1 月には情報交流を目的とした

機関誌「CROSS 通信」

を創刊し、以降その

名称を変更しました

が、2017 年 2 月発行

の「CROSS T&T」で通算 55 号まで継続することが

できました。機関誌以外の活動では、クロス研究

支援制度の制定、それを見直して CROSS 研究プロ

ジェクト、CROSS 研究員、CROSS 会員制度などを

導入し、2004 年から年 1 回 CROSS フォーラムも

開催しております。

　CROSS の業容が大きく変化したのは、「特定先

端大型研究施設の共用の促進に関する法律（以下、

共用促進法という）」に基づく登録施設利用促進

機関（以下、利用促進機関という）に指定され、

2011 年 4 月から利用促進業務を開始したことに

よります。これに先立つ 2年前に共用促進法に基

づく利用促進機関に応募するための調査検討を開

始し、CROSS 運営組織を法人本部と事業本部に分

割するなどの改組を行い、2010 年 4 月には東海

事業センター（現・中性子科学センター）を設置

するなどの準備を進めました。利用促進機関の指

定を受けるためには、登録機関長、安全管理者、

コーディネーター、実験支援員、課題選定管理者

等が配置されていることが要件となっており、利

用促進機関の申請以前に必要な人員の採用を開始

しました。このため、CROSS の職員数はこの前後

で急激に増加しております。
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法人筑波研究学園が掲げた当初の目標であり、西

谷前理事長も「つくばにおける新しい大学」の設

立を構想しておられました。新しい制度が、本当

に学校法人が目指している職業教育の基本方針と

合致し、TIST と N-TAC の発展につながるものな

のかを十分検討した上で、大学制度への対応につ

いて考え、学校法人の将来像を教職員と一緒に描

いていきたいと考えております。

　今後ともよろしくお願いする次第です。

［柿崎明人（かきざき・あきと）］

1947 年　秋田県大仙市生まれ、東北大学大学院

博士課程修了（理学博士）

宮城教育大学、筑波大学、東京大学、高エネルギー

加速器研究機構、東京大学を経て、

2012 年〜東京大学名誉教授、筑波研究学園専門

学校・校長

2016 年〜成田つくば航空専門学校・校長（兼任）

2017 年〜学校法人筑波研究学園・理事長

CROSS のさらなる発展を目指して

一般財団法人総合科学研究機構　理事長　横溝英明

　西谷隆義前理事長の急逝により、思いもよらず

理事長を引き受けることになりました。これまで

中性子科学センター長として J-PARC MLF の利用

促進業務に専念してきたので、組織全体の経営や

つくば地区の業務などは前理事長にお任せの状況

でした。今後は CROSS の歴史的な変遷や積み重ね

てきた実績を踏まえて、CROSS として負っている

使命を果たしながらさらに発展させていくため

に、微力ながらその責任を全うしていく所存でご

ざいます。

CROSS の沿革

　CROSS は、1988 年 11 月に石丸肇 KEK 教授によっ

て設立された財団法人真空科学研究所が前身で

す。真空科学研究所は石丸教授の逝去により事

業の継続が難しくなったことから、1998 年 6 月

事業内容の見直しを図り、組織名称も変更して

再出発することになりました。つくば地区の人

材・知財の有効活用、研究者・技術者へ場の提

供、産学官連携協働などを活動目標に、活動の

対象も自然科学、人文科学、社会科学、人工科

学という幅広い分野に拡張しました。この改変

に伴い組織名称に総合、科学を加え、英語名称

は、Comprehensive、Science、Society という表

現を採用し、当時の高良和武理事長ほか関わっ

た幹部の心意気を感じさせる名称になっており

ます 1)。1999 年 1 月には情報交流を目的とした

機関誌「CROSS 通信」

を創刊し、以降その

名称を変更しました

が、2017 年 2 月発行

の「CROSS T&T」で通算 55 号まで継続することが

できました。機関誌以外の活動では、クロス研究

支援制度の制定、それを見直して CROSS 研究プロ

ジェクト、CROSS 研究員、CROSS 会員制度などを

導入し、2004 年から年 1 回 CROSS フォーラムも

開催しております。

　CROSS の業容が大きく変化したのは、「特定先

端大型研究施設の共用の促進に関する法律（以下、

共用促進法という）」に基づく登録施設利用促進

機関（以下、利用促進機関という）に指定され、

2011 年 4 月から利用促進業務を開始したことに

よります。これに先立つ 2年前に共用促進法に基

づく利用促進機関に応募するための調査検討を開

始し、CROSS 運営組織を法人本部と事業本部に分

割するなどの改組を行い、2010 年 4 月には東海

事業センター（現・中性子科学センター）を設置

するなどの準備を進めました。利用促進機関の指

定を受けるためには、登録機関長、安全管理者、

コーディネーター、実験支援員、課題選定管理者

等が配置されていることが要件となっており、利

用促進機関の申請以前に必要な人員の採用を開始

しました。このため、CROSS の職員数はこの前後

で急激に増加しております。

CROSS の現状

　現在の CROSS 運営組織は、法人事務局、総合科

学研究センター、中性子科学センターの 3部署か

ら構成されています。法人事務局は、法人全体の

事務、機関誌発行、科学研究費などの申請業務を

所掌しています。職員は常勤2名、非常勤1名です。

　総合科学研究センターは、CROSS 研究員 57 名

を擁する組織ですが、センター長以下すべてが非

常勤職員であり、研究員には定められた業務や目

標はありません。本センターは、まさに組織から

離れた研究者・技術者に活躍の「場」を提供する

という趣旨に沿ったものとなっています。各研究

員の主体的な活動を期待しており、中には競争的

な資金を獲得している人もおります。組織的な活

動は、CROSS 研究員が年 2 回集まって交流を図る

研究懇話会の開催、及び年 1回開催している市民

公開講座であります。昨年の市民公開講座は、つ

くば市役所の会議室に約 50 名の参加者を集め、

大変好評を博しました。

　中性子科学センターは、J-PARC MLF の利用促

進業務に取り組む実施部隊であります。活動資金

は、文科省の共用促進法にかかる交付金が主です

が、科学研究費補助金も少々得ております。利用

者選定のための課題募集、評価、委員会開催、結

果通知などの業務、利用相談、課題提案書の作成

支援、実験支援、解析支援などの業務、成果の把

握、統計分析などの業務、国際協力、研究会、講

習会、成果報告会の開催、成果の広報、アウトリー

チ活動などを幅広く実施しています。これらの利

用促進業務を担うには専門的な知識、技量が必要

であり、研究者、技術者を中心に総勢 59 名が常

勤で活動しています。

CROSS の課題

　CROSS 運営上の課題は、法人事務局及び総合科

学研究センターの実質的な活動に必要な安定した

収入源の確保であります。

　法人事務局の収入は、少額の賛助会員費及び科

学研究費管理費を除くと、学校法人筑波研究学

園（TIST）との連携事業費に依存しており、その

額は連携事業の状況に毎年左右されるものとなっ

ています。総合科学研究センターの収入は、受託

契約や競争的資金ですが、これらが獲得できなけ

れば実質的な活動はできません。中性子科学セン

ターは、文科省から共用促進法に基づく予算が交

付されますが、その使い道は法律上、J-PARC MLF

の利用促進業務に直接必要な費用に限定されてお

り、また、年度終了後には文科省による額の確定

検査を受けて、予算執行額が決定される仕組みに

なっております。

　CROSS が主体的な判断で独自の活動を実施する

ためには、自主財源を確保すること、すなわち受

託契約など自主事業を実施し収益を上げていくこ

とが必要不可欠です。これを実施するためには、

事前に自主事業を実施できる人材の確保も必要と

なってきます。1998 年に CROSS として再出発し

た時のつくばにおける活動目標を踏まえつつ、か

つ 2011 年から開始した利用促進業務を着実に実

施しながら、CROSS の存在感を発揮した自主事業

を開拓していく必要があります。

　常に大きな夢を語り、難しい課題にも果敢に挑

戦されてきた西谷隆義前理事長の遺志を受け継

ぎ、つくばでの活動、中性子科学での活動を着実

に遂行しながら、CROSS をさらに発展させていか

なければなりません。さらなる発展には新たな方

策、工夫が求められています。それには役職員一

人ひとりが知恵を絞り努力を続けると同時に、多

くの皆さまからのご助言、ご協力が不可欠になり

ます。これまでにも増して皆様からの厳しいご指

導、暖かなご支援をお願い申し上げます。

［参考文献］ 

１）　CROSS つくば 37 号及び 38 号、西谷隆義。

CROSST&T46 号、西谷隆義。

［横溝　英明（よこみぞ・ひであき）］

1948 年茨城県水戸市生まれ。東京大学大学院理

学研究科修了、理学博士。日本原子力研究所に入

所。核融合研究、SPring-8 建設、J-PARC 建設に

従事。日本原子力研究開発機構に組織統合後、原

子力科学研究所長、理事。元日本原子力学会長。

2014年6月総合科学研究機構中性子科学センター

長、2017 年 6 月理事長を兼任。
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■はじめに

　「日本の科学技術力が衰退している。このまま

ではいけない」というニュースを目にすることが

増えた。科学技術・学術政策研究所 (NISTEP) が

2017 年 8 月に取りまとめた「科学研究のベンチ

マーキング 2017」によると、世界的には論文数

が拡大傾向にあるにも関わらず、日本の論文数は

伸び悩み、注目度の高い論文も減少している。10

年前と比べて、米国、中国、ドイツの論文数は

30％以上増加しているのに対し、日本はわずか

1％増に過ぎない。このままでは「科学技術立国」

として存続することは不可能なのでないかという

危機感を覚えている人は多いだろう。

　多くの研究機関が集まる「研究学園都市つくば」

は、科学技術立国の基盤となるべき地域であり、

次世代の科学技術人材の育成にも率先して取り組

む必要がある。

■科学技術に秀でた生徒に対する支援

　21 世紀に入ってから、世界各国において、次

世代の科学技術人材の育成に大きな変化がみられ

る。米国では 21 世紀の国力を維持・増強する施

策として、初等中等教育段階での STEM（Science, 

Technology, Engineering and Mathematics）教

育に力を入れており、2015 年度大統領予算教書

の STEM 教育関連予算は、29 億ドル（約 3130 億

円）に及んだ。韓国では英才の早期発見や能力と

素質に合った教育の提供、国家・社会の発展を目

的に、2001 年に「英才教育振興法」が制定され、

才能児と認定された高校生は「英才学校」に進学

し、大学院レベルの教育を受けている。

　日本の教育行政にも大きな変化がある。1997

年に中央教育審議会から出された第二次答申「21

世紀を展望した我が国の教育の在り方について」

の中では、以下のように述べられている。

　従来の我が国において、形式的な平等を求め

るあまり、一人一人の能力・適性に応じた教育

に必ずしも十分配慮がなされなかったという点

については、改めなければならないと考える。

今後は、これまでの教育において支配的であっ

た、あらゆることについて「全員一斉かつ平等

に」という発想を「それぞれの個性や能力に応

じた内容、方法、仕組みを」という考え方に転

換し、取組を進めていく必要がある。

　2002 年度からは、将来の国際的な科学技術関

係人材を育成するため、先進的な理数教育を実施

する高等学校等を「スーパーサイエンスハイス

クール（SSH）」として指定する取り組みが始まっ

た。つくば地域でも、茗渓学園高等学校、並木中

等教育学校が SSH 校の指定を受け、様々なプログ

ラムを行っている。

　2010 年 3 月に科学技術振興機構（以下 JST と

略記）・才能教育分科会は「科学技術イノベーショ

ンを支える卓越した才能を見出し、開花させるた

めに」を公表した。この報告書の中で、「理科を

教える教員は理科の自由研究や課題研究など科学

研究に関する指導技術が十分でない状況である。

『自由研究の指導技術が十分である』に対して肯

定的な回答をした教員の割合は、小学校学級担任

で 18％、中学校理科教員で 30％に止まっている。

つくばならではの理系人材育成
～筑波大学 GFEST の試み～

	 筑波大学 GFEST コーディネータ　尾嶋	好美

サイエンスTsukuba
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■はじめに

　「日本の科学技術力が衰退している。このまま

ではいけない」というニュースを目にすることが

増えた。科学技術・学術政策研究所 (NISTEP) が

2017 年 8 月に取りまとめた「科学研究のベンチ

マーキング 2017」によると、世界的には論文数

が拡大傾向にあるにも関わらず、日本の論文数は

伸び悩み、注目度の高い論文も減少している。10

年前と比べて、米国、中国、ドイツの論文数は

30％以上増加しているのに対し、日本はわずか

1％増に過ぎない。このままでは「科学技術立国」

として存続することは不可能なのでないかという

危機感を覚えている人は多いだろう。

　多くの研究機関が集まる「研究学園都市つくば」

は、科学技術立国の基盤となるべき地域であり、

次世代の科学技術人材の育成にも率先して取り組

む必要がある。

■科学技術に秀でた生徒に対する支援

　21 世紀に入ってから、世界各国において、次

世代の科学技術人材の育成に大きな変化がみられ

る。米国では 21 世紀の国力を維持・増強する施

策として、初等中等教育段階での STEM（Science, 

Technology, Engineering and Mathematics）教

育に力を入れており、2015 年度大統領予算教書

の STEM 教育関連予算は、29 億ドル（約 3130 億

円）に及んだ。韓国では英才の早期発見や能力と

素質に合った教育の提供、国家・社会の発展を目

的に、2001 年に「英才教育振興法」が制定され、

才能児と認定された高校生は「英才学校」に進学

し、大学院レベルの教育を受けている。

　日本の教育行政にも大きな変化がある。1997

年に中央教育審議会から出された第二次答申「21

世紀を展望した我が国の教育の在り方について」

の中では、以下のように述べられている。

　従来の我が国において、形式的な平等を求め

るあまり、一人一人の能力・適性に応じた教育

に必ずしも十分配慮がなされなかったという点

については、改めなければならないと考える。

今後は、これまでの教育において支配的であっ

た、あらゆることについて「全員一斉かつ平等

に」という発想を「それぞれの個性や能力に応

じた内容、方法、仕組みを」という考え方に転

換し、取組を進めていく必要がある。

　2002 年度からは、将来の国際的な科学技術関

係人材を育成するため、先進的な理数教育を実施

する高等学校等を「スーパーサイエンスハイス

クール（SSH）」として指定する取り組みが始まっ

た。つくば地域でも、茗渓学園高等学校、並木中

等教育学校が SSH 校の指定を受け、様々なプログ

ラムを行っている。

　2010 年 3 月に科学技術振興機構（以下 JST と

略記）・才能教育分科会は「科学技術イノベーショ

ンを支える卓越した才能を見出し、開花させるた

めに」を公表した。この報告書の中で、「理科を

教える教員は理科の自由研究や課題研究など科学

研究に関する指導技術が十分でない状況である。

『自由研究の指導技術が十分である』に対して肯

定的な回答をした教員の割合は、小学校学級担任

で 18％、中学校理科教員で 30％に止まっている。

つくばならではの理系人材育成
～筑波大学 GFEST の試み～

	 筑波大学 GFEST コーディネータ　尾嶋	好美

サイエンスTsukuba

トさせた。

■「筑波大学GFEST」とは？

　筑波大学 GFEST（ジーフェスト）は「個性を伸

ばし科学する心を育てる」をミッションとして、

自ら積極的に課題を発見し、科学的知識とスキル

を用いて、その解決に向けて情熱的に励むことの

できる生徒の育成を図っている。

　科学技術に秀でた生徒には 2 つのタイプがあ

る。一つは、自分の興味のあることについて研究

を深めていくタイプ、もう一つは好きな分野につ

いて深く学び、科学技術オリンピックを目指すタ

イプである。2 つのタイプは科学技術への関心が

高いことは共通しているが、求めている支援内容

は異なる。　

　自主研究を行う生徒は、それぞれの研究につい

ての専門的なアドバイスや研究のまとめ方などの

支援を必要としている。一方、科学技術オリンピッ

クを目指す生徒は、自分自身では行えない実験を

することや自身の興味のある分野についての深い

学びを必要としている。そのため筑波大学 GFEST

は自主研究を行っている生徒を対象とした「スー

パーサイエンスコース（SS コース）」と科学技術

オリンピックに挑戦する生徒を対象にした「科学

トップリーダーコース（TL コース）」を設けた。

いずれのコースも、受講生 1 名に対し、チュー

ター教員 1名とティーチングアシスタント 1名を

専属で配置し、専用サイトを通じて、いつでも相

また、高等学校普通科においても、『課題研究（ま

たは、探究的な活動）についての指導技術が十分

であるか』に肯定的な回答をした教員の割合は、

総合的な理科を担当する教員では 41％である」

と述べられている。

　「科学技術に強い興味を持つ生徒には、専門家

の個別サポートが必要であるが、高校の教員に任

せるのは難しい」ということから、JST は「大学

が独自のプログラムを用意し、個別に生徒を支援

することで、将来、グローバルに活躍していく科

学技術人材を育成することを目指す」とする「グ

ローバルサイエンスキャンパス事業」を 2014 年

度からスタートさせた。

■筑波大学による児童・生徒たちへの支援

　筑波大学は 2006 年度より、小中高校生を対象

にした自主研究のコンテスト「科学の芽賞」を主

催している。また、日本生物学オリンピックや物

理チャレンジといった中高生を対象とした科学技

術オリンピックも数多く開催してきた。これらの

経験から、科学分野に秀でた生徒たちは、通常の

学校の授業内容では飽き足らず高いレベルの科学

講義を求めていること、同時に自分の興味のある

科学の話を思う存分にできる仲間の存在を渇望し

ているなどの知見を得てきた。2014 年度に筑波

大学はグローバルサイエンスキャンパス実施機関

に採択され、「筑波大学 GFEST ～ Global Future 

Expert in Science & Technology ～」をスター
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談できるといったきめ細やかな個別支援を行って

きた。

　2 カ月に 1 度は、受講生全員を対象とした「共

通プログラム」を行っている。筑波大学国際統合

睡眠医科学研究機構・柳沢正史先生や筑波大学図

書館情報メディア系・落合陽一先生等による最先

端科学講義や、ノーベル化学賞受賞者の白川英樹

名誉教授による化学実習、つくば市内への研究機

関へのサイエンスツアー等を行い、受講生の科学

への興味 ･憧れを高めてきた。また筑波大学芸術

系教員によるサイエンスイラストレーションの講

義やプログラミング実習なども行い、21 世紀の

科学技術を支えていく人材に不可欠なスキルの向

上を図っている。

　そして、「将来グローバルに活躍していくため

には英語でコミュニケーションできることが必

須」ということで、GFEST 受講生用に開発された

オンライン英語プログラムを受講生全員に課すと

ともに選抜者を対象に筑波大学海外連携大学での

海外研修も行ってきた。

　このような手厚い支援の結果、科学技術オリン

ピックでメダルを受賞する受講生や、国際科学技

術コンテスト (Intel ISEF) に日本代表として派

遣され入賞する受講生を多数輩出するなど高い成

果を上げている。

■ Intel ISEF について
　ここで世界最大の高校生のための科学技

術 コ ン テ ス ト Intel 

I S E F ( I n t e r n a t i o n a l 

Science and Engineering 

Fair) を紹介したい。

　Intel ISEF は、 毎 年 5

月にアメリカで開催され

る。60年以上の歴史があり、

2017 年には 75 の国 ･ 地域

の予選参加者 700 万人から選ばれた約 1,800 名の

高校生が参加した。コンテストであるが、世界中

から科学が大好きな高校生が集まり交流を深める

という側面も大きく、ダンスパーティーなどが催

される。

　Intel ISEF は日本のコンテストとは、規模は

もちろん、審査員要件、審査内容が大きく異なる。

　日本の科学コンテストでは高校教員が審査員

となることがあるが、Intel ISEF では公平性

を保つため、高校関係者は審査員になれない。

Ph.D. を持つ、もしくは修士課程修了後 6 年以上

の研究経験があるといった専門家が、ボランティ

アで審査を行う。審査の観点も日本とは大きく異

なる。日本では長い間研究を続けている「継続性」

や、たくさんデータを集めたという「努力」が評

価されることがあるが、Intel ISEF では、直近

の 1 年間の結果のみしか発表できず、「研究内容

の独自性、結果の学術的価値・応用可能性」が重

視される等、「高校生の研究」としてではなく「科

学者」として評価される。そして、日本では研究

の場所は高校で、指導者も高校の教員がほとんど

であるが、海外の高校生は半数以上が専門機関で

専門家の指導の下で研究を行っている。

　Intel ISEF2012,2014,2015,2017 には筑波大学

GFEST 受講生が日本代表として参加した。表彰式

は、名前を呼ばれた入賞者が、スポットライトに

照らされて、赤いじゅうたんの上を歩いて壇上に

上がっていき、その様子がステージ両サイドの大

筑 波 大 学 GFEST 受 講 生 が

Intel ISEF で入賞し、表彰台

に上がる様子が大型スクリー

ンに映し出された
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談できるといったきめ細やかな個別支援を行って

きた。

　2 カ月に 1 度は、受講生全員を対象とした「共

通プログラム」を行っている。筑波大学国際統合

睡眠医科学研究機構・柳沢正史先生や筑波大学図

書館情報メディア系・落合陽一先生等による最先

端科学講義や、ノーベル化学賞受賞者の白川英樹

名誉教授による化学実習、つくば市内への研究機

関へのサイエンスツアー等を行い、受講生の科学

への興味 ･憧れを高めてきた。また筑波大学芸術

系教員によるサイエンスイラストレーションの講

義やプログラミング実習なども行い、21 世紀の

科学技術を支えていく人材に不可欠なスキルの向

上を図っている。

　そして、「将来グローバルに活躍していくため

には英語でコミュニケーションできることが必

須」ということで、GFEST 受講生用に開発された

オンライン英語プログラムを受講生全員に課すと

ともに選抜者を対象に筑波大学海外連携大学での

海外研修も行ってきた。

　このような手厚い支援の結果、科学技術オリン

ピックでメダルを受賞する受講生や、国際科学技

術コンテスト (Intel ISEF) に日本代表として派

遣され入賞する受講生を多数輩出するなど高い成

果を上げている。

■ Intel ISEF について
　ここで世界最大の高校生のための科学技

術 コ ン テ ス ト Intel 

I S E F ( I n t e r n a t i o n a l 

Science and Engineering 

Fair) を紹介したい。

　Intel ISEF は、 毎 年 5

月にアメリカで開催され

る。60年以上の歴史があり、

2017 年には 75 の国 ･ 地域

の予選参加者 700 万人から選ばれた約 1,800 名の

高校生が参加した。コンテストであるが、世界中

から科学が大好きな高校生が集まり交流を深める

という側面も大きく、ダンスパーティーなどが催

される。

　Intel ISEF は日本のコンテストとは、規模は

もちろん、審査員要件、審査内容が大きく異なる。

　日本の科学コンテストでは高校教員が審査員

となることがあるが、Intel ISEF では公平性

を保つため、高校関係者は審査員になれない。

Ph.D. を持つ、もしくは修士課程修了後 6 年以上

の研究経験があるといった専門家が、ボランティ

アで審査を行う。審査の観点も日本とは大きく異

なる。日本では長い間研究を続けている「継続性」

や、たくさんデータを集めたという「努力」が評

価されることがあるが、Intel ISEF では、直近

の 1 年間の結果のみしか発表できず、「研究内容

の独自性、結果の学術的価値・応用可能性」が重

視される等、「高校生の研究」としてではなく「科

学者」として評価される。そして、日本では研究

の場所は高校で、指導者も高校の教員がほとんど

であるが、海外の高校生は半数以上が専門機関で

専門家の指導の下で研究を行っている。

　Intel ISEF2012,2014,2015,2017 には筑波大学

GFEST 受講生が日本代表として参加した。表彰式

は、名前を呼ばれた入賞者が、スポットライトに

照らされて、赤いじゅうたんの上を歩いて壇上に

上がっていき、その様子がステージ両サイドの大

筑 波 大 学 GFEST 受 講 生 が

Intel ISEF で入賞し、表彰台

に上がる様子が大型スクリー

ンに映し出された

機関での実習・講義を中心としたプログラムと

なっている。つくば SKIP アカデミーは「一つの

地域に様々な研究機関があるつくばならでは」の

企画として JST からも高く評価されており、実際

に参加している受講生や保護者からも好評を博し

ている。

■まとめ

　筑波大学はつくば市内の研究機関の協力の下、

小中高校生の人材育成を積極的に行ってきた。受

講生からは「学校では、科学に関する話をする友

達を見つけられない」「学校の先生には研究を理

解してもらえない」「ここで初めて科学について

熱く語り合える友達ができた」という声をよく聞

く。

　科学が好きなことで孤立感を覚えている児童・

生徒たちが筑波大学のプログラムを受講すること

で仲間を作り、科学に対する興味・関心をさらに

高めていく。そんな場をこれからも提供していき

たい。 

 

型スクリーンに映し出される。「スポーツと同じ

ように科学を頑張ることで、ヒーロー／ヒロイン

になることができる」ということを印象付ける演

出となっている。

■「つくば SKIP アカデミー」の立ち上げ

　筑波大学 GFEST の受講生の中には、小・中学生

のうちから、非常にレベルが高い自主研究をして

いて、「所属校の先生に聞いても分からないと言

われた」という生徒がいる。また、小中学校から

自己流で自主研究を続けることで、視野が狭く

なってしまっている生徒も散見された。

　このようなことから、GFEST の実施担当者間で

は、「高校生からの支援では遅い。小中学生のう

ちから適切なサポートが必要だ」という意見があ

がり、2017 年度からは、茨城大学理学部と共催

で、小中学生向けの「つくば SKIP アカデミー～

Science Kids Inspiration Program ～」 を JST

の支援を受けてスタートさせた。小中学生向けと

いうことで、「幅広い分野を知ること」「本物に触

れること」をコンセプトとし、つくば市内の研究

［尾嶋 好美（おじま・よしみ）］

筑波大学社会連携課 GFEST コーディネータ

北海道大学農学部畜産科学科卒業、同大学院修了。筑波大学生命科学環

境研究科博士課程単位取得満期退学。博士（学術）

多くの中高生の科学研究の指導や、親子向け科学実験教室などの科学教

育活動を行っている。１男１女の母。著書「『食べられる』科学実験セ

レクション』（SB クリエイティブ）、「家族で楽しむおもしろ科学実験」（SB

クリエイティブ）等
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はじめに

　窒素肥料は、現代の作物生産にとって必須であ

り、農地に多量に投入されている。それに伴って

環境への負荷も増大している。畑作物では、一般

に、投入された窒素肥料のうち、作物が吸収利用

するのは 1/3 程度であり、多くが吸収されること

なく無駄となっている。残りは一酸化二窒素 (亜

酸化窒素、N2O) などの気体となって放出され、

また地下水などに流亡し、環境を汚染している

（図 1㊤）。農地土壌の硝化を抑制すればこれらの

問題を解決することができるとの考えから、これ

までに施肥技術の改善、硝化抑制剤や被覆肥料な

どが開発されてきた。しかし、作業時間の増加や

購入コスト増などの理由によりあまり普及してい

ない。したがって、環境負荷低減と作物の収量増

を両立できる新たな技術の開発が強く望まれてい

る。

　熱帯牧草やソルガムなどの作物は硝化抑制

物質を生産する能力である「生物的硝化抑制」

（Biological Nitrification Inhibition、BNI）を

有することがわかっている（Subbarao et al. 

2017)、これらの作物では、品種改良でこの能力

の導入や強化をすることにより、農業由来の温室

効果ガスの発生を抑え、窒素肥料の節約を両立さ

せることができると期待される（図 1㊦）。

　
現代農業における窒素肥料に関連する問題点

　現代の農業では、施用された窒素肥料の多く

は、作物に利用されることなく農地外へと出てし

まい、環境汚染を引き起こしている。農地は、水

域環境の汚染や地球温暖化ガスの一種である一酸

化二窒素の排出の源となっている。とくにN2Oは、

二酸化炭素 (CO2) の約 300 倍の温室効果をもち、

人為的発生源のうち約 5 割の N2O はこれら農業

活動に由来しているとされる。

　これらの原因の多くは土壌中の硝化が関係して

いる。硝化（硝酸化成）は微生物（硝化菌）によっ

てアンモニア（NH4+）が硝酸（N03-）へと酸化さ

れる反応であり、土壌での窒素循環において重要

な役割を果たしている。土壌中の NH4+ は、負に

帯電した粘土表面や土壌有機物の官能基に保持さ

れることから、水移動に伴う土壌中での移動が制

限される。これに対し、N03- は土壌との結合が

弱いため、移動性が高く、溶脱しやすい。

　作物はアンモニアと硝酸の両方を吸収するが、

作物によっては硝酸を好んで吸収するものがあ

る。ほとんどの窒素肥料がアンモニア態として農

地へ施用されることから、硝化は硝酸を供給する

ために必要である。しかし、多くの地域の農地土

壌では、大量の窒素肥料投入によってすでに非常

に硝化活性が高い状態となっている。このような

土壌では硝化が急激に起こるため、N03- が一度

に生成し、上記のような農地では Nの大きな損失

となる（図 1 ㊤）。これに対し、何らかの方法で

硝化をうまく制御することができれば、上記の問

題を解決すると考えられる（図 1㊦）。

これまでの硝化抑制技術

1) 施肥技術

　施肥した窒素肥料の作物による利用効率を向上

させるために、分施、側条施肥、深層施肥などの

生物的硝化抑制
—環境負荷低減と作物の収量増を両立できる新技術—
	 国立研究開発法人	国際農林水産業研究センター（JIRCAS）

安藤康雄 *　スバラオ，G.V.**　飛田	哲 ***

サイエンスTsukuba
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はじめに

　窒素肥料は、現代の作物生産にとって必須であ

り、農地に多量に投入されている。それに伴って

環境への負荷も増大している。畑作物では、一般

に、投入された窒素肥料のうち、作物が吸収利用

するのは 1/3 程度であり、多くが吸収されること

なく無駄となっている。残りは一酸化二窒素 (亜

酸化窒素、N2O) などの気体となって放出され、

また地下水などに流亡し、環境を汚染している

（図 1㊤）。農地土壌の硝化を抑制すればこれらの

問題を解決することができるとの考えから、これ

までに施肥技術の改善、硝化抑制剤や被覆肥料な

どが開発されてきた。しかし、作業時間の増加や
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速度を抑制することで、作物は Nを多く吸収でき

る機会が増え、N03- の溶脱や N2O などの発生は
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トラピリン、ジシアンジアミド (DCD)、DMPP など

数種類のみである。しかし、これらの化学合成抑

制剤は、高価で、条件によっては安定した効果を
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ない。
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　植物自身が土壌中の硝化細菌の作用を特異的に
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的硝化抑制」(BNI) と呼んでいる。作物がこの形

質を十分に発揮することができれば、生育期間中

安定して硝化をコントロールすることができ、結

果として窒素肥料を削減しても収量を確保しなが

ら、環境汚染を軽減することができる ( 図 1㊦）。

　当センターにおいて熱帯性牧草類や穀物、マメ

類などの BNI 能を評価したところ、BNI 能は植物

施肥の管理技術が開発されてきた。これらは、結

果的には硝化速度を抑えている。しかし、分施に

よる追加の人件費やその他の実用上の問題があ

り、これらの技術の使用には難しい面が多い。

2) 緩効性窒素肥料

　緩効性肥料は、肥効発現の調節によって肥料の

溶脱防止や濃度障害の軽減を目的としする肥料で

ある。速効性肥料に保護コートやカプセル化を施

して成分の放出を調節して、放出と植物の要求の

同期性を高めている。緩効性窒素肥料は窒素成分

をゆっくりと放出するため、窒素を根の周りに長

期間にわたってとどめることができる。土壌への

N の緩慢な放出が硝化微生物による NH4+ の利用

を制限することから、硝化時や硝化後における N

の損失が最小限に抑えられ、作物による Nの利用

率も向上する。しかし、高価であることから農業

現場での普及率は低い。

3) 化学合成硝化抑制剤

　硝化抑制剤は、土壌中の硝化微生物の活性を抑

えて NH4+ の酸化を遅らせる化合物である。硝化

図１ 非 BNI 植物と BNI 植物での窒素循環への影響

 非 BNI 植物 ( 図㊤）では、施用されたアンモニア態窒素（NH4+）は硝化菌の活性が高いために硝化が急

激に進み多くの硝酸態窒素（NO3-) ができるため、N2O( 一酸化二窒素）の排出や農地外への溶脱が増え、

逆に植物（作物）による吸収は減る。これに対し、BNI 植物 ( 図㊦）では、硝化菌の活性が抑制され、ア

ンモニア態窒素から硝酸態窒素への硝化がゆっくりとなるため、植物（作物）による吸収が増えて、結果

として N2O( 一酸化二窒素）の排出や農地外への溶脱が減る。

CROSS T&T No.57 33



種全体に広く分布していた。中でも南米サバンナ

の低 N 肥沃度環境への適応性が高いBrachiaria 

humidicola（熱帯イネ科牧草クリーピングシグナ

ルグラス、以下：ブラキアリア）が最も高い BNI

能を示した。ブラキアリアの根から分泌される難

水溶性の硝化抑制作用を持つ物質として、ブラキ

アラクトン（図 2）を当センターが世界で初めて

同定した（Subbarao et al. 2013）。また、ソル

ガムも有意な BNI 能を示し、有効な硝化抑制物質

としてソルゴレオン（図 3）が同定されている。

　ブラキアリアの場合、施用される Nの形態、す

なわち NH4+ か N03- かが、根による BNI 物質の合

成と放出に大きな影響を及ぼす。N源として NH4+

を使用して水耕栽培した植物のみで BNI 物質の

放出があり、N03- を用いて栽培した植物では放

出はない。さらに、NH4+ による栽培植物の場合、

根からの BNI 物質の合成と放出の維持にも根圏で

の NH4+ の存在がきわめて重要である。

　圃場条件下においてもブラキアリアは、硝化と

N2Oの排出を明らかな抑制する。ダイズから得た

根の滲
しんしゆつ

出物を土壌に添加すると N2Oの排出が促進

されたが、ブラキアリアの根の滲出物では N2O の

排出が抑制された。10年間の栽培圃場では、BNI

能の高い系統では硝化が抑制され、低 BNI 能の系

統に比べて土壌中の N03- の量は約 1/5に低下した

（Subbarao et al. 2007）。

　ブラキアリアを長期間栽培した後にトウモロコシ

を栽培すると、トウモロコシを連作した場合よりも

窒素肥料を削減しても収量を維持できる。この場合、

ブラキアリアの転換畑土壌の硝化活性は少なくとも

1年は維持されていた（Karwat et al. 2017）。

　イネ、トウモロコシ、コムギなどのその他の重

要な作物では、今のところ検出できるレベルの

BNI 能は認められていない。しかし、BNI 能をも

つ系統や近縁種が残されている可能性があること

から、各作物の遺伝資源の BNI 能の評価を引き続

き行っている。

今後の予定と期待

　世界の人口は増加を続けており、このままでは

それを養うために農地での窒素肥料の使用量も増

加することになる。したがって、より少ない肥料

投入量で高い収穫を得られる農業システムの早急

な構築が強く望まれている。BNI 能力を高めた農

作物の品種開発が、特に効率的かつ効果的である。

生物的硝化抑制作用は、効率の良い施肥システム

の構築だけでなく、環境汚染の軽減の面でも大き

く貢献できる。つまり、窒素肥料の使用量を減ら

し栽培コストを抑え、環境にやさしい農業の実現

に貢献できる。また、広い範囲の作物種てにもこ

の新技術は展開できると考えている（Subbarao 

et al. 2017）。

　当センターは、国際農業研究機関や大学ととも

に BNI 研究の連携を図るため、2015 年に国際 BNI

コンソーシアムを立ち上げた。生物的硝化抑制が

地球環境の改善と作物の生産性向上の両方に効果

的に働く画期的な技術

であり、これをを利用

した実用化技術の開発

が急務であるとの共通

認識のもと、この能力

の解明と利用に向けて

共同で研究開発を進め

ているところである。

図 2　Brachiaria humidicola の硝化抑制物

質ブラキアラクトン

図 3　ソルガムの硝化抑制物質ソルゴレオン
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　ブラキアリアの場合、施用される Nの形態、す

なわち NH4+ か N03- かが、根による BNI 物質の合
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１．はじめに

　日本で最初の地球観測衛星「もも１号 (MOS-

１）」は 1987 年 2 月に打ち上げられ、以来、今年

で丸 30 年になる。最近では大学発のマイクロサ

テライトと称される小型の衛星が打ち上げられる

ような時代になってきた。そして、その人工衛星

の利用は、通信、放送、測地、観測（地球・惑星）

の 4分野に大別できる。中でも、放送衛星、通信

衛星、あるいは測地（GPS）衛星と称される 3 分

野での利用は、もはや日常の生活に不可欠な社会

インフラとなっている。

　一方で、地球観測衛星の利用については、地図

の作成や土地被覆図のような主題図の作成など、

限定的な利用にとどまっており、未だ社会インフ

ラと言われるような利用がされていない。

　本稿では、衛星リモートセンシングの持つ優れ

た特徴を紹介し、さらに、その特徴を利用した農

業生産現場における利用のための技術開発につい

ての事例紹介と今後の展望について述べる。

2．地球観測衛星で観測されたデータとそ
の特長

 地球観測衛星は、地球を周回する人工衛星に、

カメラなどの観測機器（センサー）を搭載し、地

球表面を定期的に観測するもので、通信衛星や放

送衛星と同じように、地球の静止軌道上にあり、

地球と同期して周回する「静止衛星」と、北極域

から南極域を通過する軌道を周回する「極軌道衛

星」がある。一般的に、地球観測衛星では極軌道

型が多く利用されているが、気象衛星「ひまわり」

のような静止衛星もある。　

　この「ひまわり」は常時、同じ地球表面に対面

にして観測するため、短い時間間隔で観測ができ

るが、一方で、衛星と対面していない地球の裏側

は、全く観測ができない。これに対して、極軌道

周回型衛星では、地球全体を隈なく観測できる特

徴があるが、観測の間隔が回帰周期に依存する。

この様に人工衛星を使って地球を観測する技術

（手法）を衛星リモートセンシングと言うが、①

定期に、②広範囲を、③同時（短時間）に、④高

い空間分解能で、⑤可視・近赤外線から赤外線域

までのスペクトル領域を観測し、⑥可視化できる

という特徴がある。

2 － 1．空間情報としての性能

　リモートセンシング衛星が搭載している画像セ

ンサーは、いわばデジタルカメラのような機器で、

その「空間分解能」はミッションによっていろい

ろある。

　例えば、気象や環境分野での利用においてはそ

の空間分解能が低くても、広い観測幅が要求され

る。ひまわり衛星や米国の Suomi-NPP 衛星はその

代表的な衛星で、空間分解能は、おおよそ 1画素

当たり 1km から同数 km 程度であるが、その観測

幅はおおよそ 2,500km 以上あり、地球規模での利

用に向いている。

　また、ひまわり衛星と同様に非常に良く利用さ

れている衛星に米国の資源探査衛星 LANDSAT があ

る。その空間分解能は 1画素当たり 30m で、観測

幅は 185km である。従って、国や県といった単

位での利用に供されることが多い。1 画素当たり

「おいしさ」捉えるリモートセンシング技術

地球観測衛星の農業生産現場への利用に向けて

	 ビジョンテック代表取締役　原	政直
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１．はじめに

　日本で最初の地球観測衛星「もも１号 (MOS-

１）」は 1987 年 2 月に打ち上げられ、以来、今年

で丸 30 年になる。最近では大学発のマイクロサ

テライトと称される小型の衛星が打ち上げられる

ような時代になってきた。そして、その人工衛星

の利用は、通信、放送、測地、観測（地球・惑星）

の 4分野に大別できる。中でも、放送衛星、通信

衛星、あるいは測地（GPS）衛星と称される 3 分

野での利用は、もはや日常の生活に不可欠な社会

インフラとなっている。

　一方で、地球観測衛星の利用については、地図

の作成や土地被覆図のような主題図の作成など、

限定的な利用にとどまっており、未だ社会インフ

ラと言われるような利用がされていない。

　本稿では、衛星リモートセンシングの持つ優れ

た特徴を紹介し、さらに、その特徴を利用した農

業生産現場における利用のための技術開発につい

ての事例紹介と今後の展望について述べる。

2．地球観測衛星で観測されたデータとそ
の特長

 地球観測衛星は、地球を周回する人工衛星に、

カメラなどの観測機器（センサー）を搭載し、地

球表面を定期的に観測するもので、通信衛星や放

送衛星と同じように、地球の静止軌道上にあり、

地球と同期して周回する「静止衛星」と、北極域

から南極域を通過する軌道を周回する「極軌道衛

星」がある。一般的に、地球観測衛星では極軌道

型が多く利用されているが、気象衛星「ひまわり」

のような静止衛星もある。　

　この「ひまわり」は常時、同じ地球表面に対面

にして観測するため、短い時間間隔で観測ができ

るが、一方で、衛星と対面していない地球の裏側

は、全く観測ができない。これに対して、極軌道

周回型衛星では、地球全体を隈なく観測できる特

徴があるが、観測の間隔が回帰周期に依存する。

この様に人工衛星を使って地球を観測する技術

（手法）を衛星リモートセンシングと言うが、①

定期に、②広範囲を、③同時（短時間）に、④高

い空間分解能で、⑤可視・近赤外線から赤外線域

までのスペクトル領域を観測し、⑥可視化できる

という特徴がある。

2 － 1．空間情報としての性能

　リモートセンシング衛星が搭載している画像セ

ンサーは、いわばデジタルカメラのような機器で、

その「空間分解能」はミッションによっていろい

ろある。

　例えば、気象や環境分野での利用においてはそ

の空間分解能が低くても、広い観測幅が要求され

る。ひまわり衛星や米国の Suomi-NPP 衛星はその

代表的な衛星で、空間分解能は、おおよそ 1画素

当たり 1km から同数 km 程度であるが、その観測

幅はおおよそ 2,500km 以上あり、地球規模での利

用に向いている。

　また、ひまわり衛星と同様に非常に良く利用さ

れている衛星に米国の資源探査衛星 LANDSAT があ

る。その空間分解能は 1画素当たり 30m で、観測

幅は 185km である。従って、国や県といった単

位での利用に供されることが多い。1 画素当たり

「おいしさ」捉えるリモートセンシング技術

地球観測衛星の農業生産現場への利用に向けて

	 ビジョンテック代表取締役　原	政直

サイエンスTsukuba 3．農業生産現場、特に水稲の生産への実
利用化に向けて

　前章で述べた衛星リモートセンシングの持つ優

位性を利用したアプリケーションはいろいろ考え

られ、適用分野も多くある。しかし、これまでの

多くの利用形態は、地図や主題図作成のための

ソースデータとしての利用や、単に背景画像とし

ての利用、もしくは、災害前後比較など 2時期の

変化抽出などへの利用が多く、このような年に 1

回の利用があるかないか分からない使い方が多

く、社会インフラになるような定常的利用の方法

がいまだにない。そこで、当社では、農業への利

用のための研究開発を進めてきた。

3 － 1．衛星リモートセンシングの農業、特に、

水稲生産現場へのこれまでの取り組みと課題

　これまでの農業分野への利用を振り返ってみる

と、衛星リモートセンシングの持つ特徴が生かせ

る対象として、耕地面積の広い水稲への適用は、

研究的に盛んに行われた時期があった。しかし、

その利用は定着しなかった。原因には、「食味診

断のため」のように限定的（スポット的）な利用

であったため、その診断時期に合わせたタイム

リーな観測データが得られないことや診断結果と

して利用するには空間分解能が十分でなかったこ

とが挙げられる。

　しかし、現在では、前章で述べたように衛星の

性能向上とその運用環境が整備され、これらの問

題は払拭されたと言える。しかしながら、衛星リ

モートセンシングで使用されている光学センサー

の永遠の課題とも言える「被雲下の画像は得られ

ない」という問題が未解決のままにある。

　農業の生産の現場では、5 月の田植えから、10

月の刈り入れまでの水稲生産管理に利用しようと

すると、その期間は、梅雨や台風などの雲の影響

が大きい時期があり、この被雲の影響により情報

が得られないということは、実質、利用できない

ことなる。従って、この雲の影響の低減と生育ス

テージに応じたタイムリー性のある情報の安定的

な提供が実用化への鍵となる。

10m から 1m 程度の高分解能衛星データは、狭い

領域を細かく見るような目的に利用される。

　ここで、空間分解能はその観測範囲とのトレー

ドオフの関係にあり、空間分解能が高くなるとそ

の観測範囲が狭くなる。そして、この観測範囲が

狭くなると、衛星の周回速度が一定のため、同じ

場所に戻ってくる回帰周期が長くなる。従って、

観測頻度が低くなる。また、高分解能衛星のデー

タは商業配布のため、有料となり、高額である。

センサーの空間分解能はその利用目的に合わせて

選択する必要がある。

2 － 2．スペクトル情報としての性能

　人間の目で見えるスペクトル範囲は可視光線の

範囲である。しかし、リモートセンシング衛星に

搭載された画像センサーでは、可視域から赤外域

までのスペクトルを分光して捉え、それぞれをデ

ジタル画像として観測する。

　例えば、前出の米国の LANDSAT の 8 号に搭載

されているセンサー OLI では、深青、青、緑、

赤、近赤外線、短波長赤外線 2、短波長赤外線 3、

PAN、短波長赤外線の 9 バンドのデータとして観

測でき、その利用分野が非常に広い。このように、

それぞれの衛星に搭載されたセンサーのバンド数

やバンド構成、バンド幅が異なっていることから、

利用目的に合わせたセンサーの選択や、あるいは、

データフュージョンなどの後処理によりデータの

統合や融合処理をする必要がある。

2 － 3．時間情報としての性能

　衛星リモートセンシングの重要な特徴の一つ

に、定期的観測と継続的観測が挙げられる。しか

し、一方で、定期観測と言うことは、「観測のタ

イミングが決まっている」ということであり、任

意の「時間や時間間隔」で観測ができないことに

なる。即ち、タイムリー性が低いという問題がで

てくる。

　現在では、「サテライト・コンステレーション（衛

星群）」という同一軌道上に複数の衛星を投入し、

衛星の数を増やすことによってタイムリー性を向

上させることが行われ始めた。これも安価に生産

できる小型衛星の出現が大きく影響している。
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3 － 2．被雲の影響の低減とタイムリーな情報提

供に向けて

　被雲の影響の低減は、衛星リモートセンシング

の光学センサを利用するアプリケーションには共

通した問題である。その問題の解決に向けて、定

期的に連続して観測されるデータを集積し、画素

単位に雲の影響の度合いを評価するアルゴリズム

を開発した。即ち、雲は時間的に常に移動してい

ることから、毎日観測される衛星データの画素単

位に逐次比較をすれば被雲があるかないかが判別

できる。また、植生の活性度を示す正規化植生

指標値（NDVI という）を抽出し、前日と当日の

NDVI 値を画素単位に逐次比較をし、値の高い方、

すなわち被雲の影響の低い方を保存する方法によ

り、ある一定の日数毎に雲なしの画像を生成する

ことができる。それを年単位に数年分集積し、雲

なし時系列データセットとしてビッグデータ化した。

　図１は水稲圃場の 1年間の土地被覆状態の時系

列変化を示したもので、実線で示されたグラフは

雲や雲の影などのノイズを除去処理する前の状態

の植物の活性度を NDVI で示したもので、破線で

示されたグラフはノイズ除去後の処理結果を示し

たものである。このグラフから、水稲の移植、成

長期、成長ピーク、衰退期、刈り入れ期という水

稲の成育パターン（トレンド）が得られる。

　さらに施肥や気象の影響、あるいは二毛作など

の影響などが、高調波成分として含まれた周波数

パターンとして得られ、この時系列データセット

の各画素の基本周波数とハーモニクスを抽出し、

それを生育トレンドとしてデータベース化し、現

在、観測されたデータと過去のトレンドのもっと

も近いパターンを参照して、現在のトレンドを推

定するという手法により、被雲の影響を除去した

水稲の生育トレンド情報として生成し、セミリア

ルタイムで提供することを可能にした。

　図 2はこの様にして生成された指定圃場の水稲

生育トレンドを示すもので、過去 10 年分がデー

タベース化されている。

3 － 3．抽出された生育トレンド情報の水稲生産

現場での利用

　水稲の生産現場では、毎年 2月頃に、経験則に

基づいて得られた水稲の生育パターンとその時期

に応じた必要作業の指示やチェックポイントが記

載されている「栽培暦（図３）」が作成され、各

生産者に配布される。生産者はその栽培暦を参照

しながら作業やその準備を行うことにより、その

作業や農耕機材、農業施設の利用などの効率を上

げることができる。しかしながら、現実の圃場で

は、作付けの時期や品種の違い、圃場の位置や地

形、気象の違いがあるため、経験則で作成された

栽培暦では、あまり現実的な効果が上がらない。

　そこで、この栽培暦の代わりに、衛星で観測さ

れたデータから得られた生育のトレンド情報（図

2）を栽培暦として利用すれば、その圃場の土地、

地形、気象、作付け品種などのすべての要因を包

図 1. 水稲圃場の 1 年間の土地被覆状態（植生）

の時系列変化のノイズ除去前後の比較
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図 2. 水稲圃場の 1 年間の土地被覆状態（植生）

の時系列変化のノイズ除去前後の比較
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3 － 2．被雲の影響の低減とタイムリーな情報提

供に向けて

　被雲の影響の低減は、衛星リモートセンシング

の光学センサを利用するアプリケーションには共

通した問題である。その問題の解決に向けて、定

期的に連続して観測されるデータを集積し、画素

単位に雲の影響の度合いを評価するアルゴリズム

を開発した。即ち、雲は時間的に常に移動してい

ることから、毎日観測される衛星データの画素単

位に逐次比較をすれば被雲があるかないかが判別

できる。また、植生の活性度を示す正規化植生

指標値（NDVI という）を抽出し、前日と当日の

NDVI 値を画素単位に逐次比較をし、値の高い方、

すなわち被雲の影響の低い方を保存する方法によ

り、ある一定の日数毎に雲なしの画像を生成する

ことができる。それを年単位に数年分集積し、雲

なし時系列データセットとしてビッグデータ化した。

　図１は水稲圃場の 1年間の土地被覆状態の時系

列変化を示したもので、実線で示されたグラフは

雲や雲の影などのノイズを除去処理する前の状態

の植物の活性度を NDVI で示したもので、破線で

示されたグラフはノイズ除去後の処理結果を示し

たものである。このグラフから、水稲の移植、成

長期、成長ピーク、衰退期、刈り入れ期という水

稲の成育パターン（トレンド）が得られる。

　さらに施肥や気象の影響、あるいは二毛作など

の影響などが、高調波成分として含まれた周波数

パターンとして得られ、この時系列データセット

の各画素の基本周波数とハーモニクスを抽出し、

それを生育トレンドとしてデータベース化し、現

在、観測されたデータと過去のトレンドのもっと

も近いパターンを参照して、現在のトレンドを推

定するという手法により、被雲の影響を除去した

水稲の生育トレンド情報として生成し、セミリア

ルタイムで提供することを可能にした。

　図 2はこの様にして生成された指定圃場の水稲

生育トレンドを示すもので、過去 10 年分がデー

タベース化されている。

3 － 3．抽出された生育トレンド情報の水稲生産

現場での利用

　水稲の生産現場では、毎年 2月頃に、経験則に

基づいて得られた水稲の生育パターンとその時期

に応じた必要作業の指示やチェックポイントが記

載されている「栽培暦（図３）」が作成され、各

生産者に配布される。生産者はその栽培暦を参照

しながら作業やその準備を行うことにより、その

作業や農耕機材、農業施設の利用などの効率を上

げることができる。しかしながら、現実の圃場で

は、作付けの時期や品種の違い、圃場の位置や地

形、気象の違いがあるため、経験則で作成された

栽培暦では、あまり現実的な効果が上がらない。

　そこで、この栽培暦の代わりに、衛星で観測さ

れたデータから得られた生育のトレンド情報（図

2）を栽培暦として利用すれば、その圃場の土地、

地形、気象、作付け品種などのすべての要因を包

図 1. 水稲圃場の 1 年間の土地被覆状態（植生）

の時系列変化のノイズ除去前後の比較
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図 2. 水稲圃場の 1 年間の土地被覆状態（植生）

の時系列変化のノイズ除去前後の比較

図 3. 水稲生産のための栽培暦
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含している情報のため、正確で最適な栽培管理が

できる。

　また、情報のタイムリー性については、水稲生

育管理の時間単位が、元来、旬単位であることか

ら、8 日ごとに、圃場単位の生育トレンド、すな

わち作付け時期や施肥、品種の違い、地形や気象

条件の違い等すべてを包含した結果の生育状況を

把握することができる。従って、食味の判定やそ

れに基づく刈り取り適期などの情報が空間情報と

して得られる。従って、区分収穫など収益向上に

繋げるための作業を正確で効率的に行うことがで

きる。

４．おわりに

　宇宙利用については今や世界の関心事で、マイ

クロサテライトの出現もあり、数億円で購入出来

る時代になり、既に世界の 60 カ国が所有してい

る。一方で、我が国の宇宙開発は、糸川博士のペ

ンシルロケットから始まるロケット技術や衛星技

術、それらを運用する技術など宇宙利用に必要な

技術は世界に冠たる実績を積み上げてきている。

このような背景の中、衛星リモートセンシングの

利用に関わる技術が極めて重要になってきてい

る。即ち、衛星は簡単に購入出来る時代になって

きたが、その利用技術はノウハウであり、人であ

図４．衛星観測データから抽出した食味分布図

米のタンパク含有量が増加すると「粘り」が低下し、

「硬さ」が増加するなど食味の低下に大きく影響す

る。上図は水田一筆ごとの食味を示したもので白

く表されている筆のお米は美味しいと判定された。
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り簡単に購入することはできない。今後、アジア

諸国は勿論、南米やアフリカと言った途上国でも

衛星を所有するようになり、衛星の販売や衛星の

打ち上げもビジネスであるが、我が国としては、

最終的にその利用技術を持つことが重要で、利用

技術とのパッケージを考えていく必要があると考

える。そして、欧米は勿論、アジアや南米の一部

の国々との販売競争が頻繁に起きることが予見さ

れ、その場合の切り札の一つに利用技術があると

考える。

　なお、本稿で紹介した技術開発の成果は「アグ

リルック」として製品化をし、現在運用中であり、

内閣府や JAXA、農水省のホームページでも紹介

されているので、リモートセンシング衛星を利用

したビジネスの創出の際には参考にされたい。

［原 政直（はら・

まさなお）］

芝浦工業大学卒

業後、（株）大

沢 商 会、（ 株 ）

大沢研究所、丸

文（株）、( 株 )

ウエザーニュー

ズを経て、1997

年に（株）ビジョ

ンテックを設立、代表取締役に就任。

千葉大学で 2004 年に学位 ( 工学 ) を取得。日本

リモートセンシング学会理事、副会長を歴任し、

現評議委員。海洋理工学会では正会員、理事を務

めた。また、計測制御学会正会員で、現・リモセ

ン部会幹事、PORSEC 正会員、防災科学技術研究

所客員研究員、内閣府防災アドバイザリー会議委

員、ALOS データ利用協議会専門委員、新潟大学

大学院自然科学研究科非常勤講師、千葉大学環境

リモートセンシング研究センター（CEReS）の共

同利用研究員などを務め、衛星データの利活用や

その普及に関わる研究活動を実施。現在、インド

ネシア国立ウダヤナ大学（CReSOS）客員教授、中

国内モンゴル自治区フフホト師範大学客員教授と

しても活動中

　まさに雌伏のとき――、メスが卵を抱くまでに、

最短でも 7年かかるのだという。チョウザメを稚

魚から育てて 7年目、この冬ようやくキャビアの

初出荷ができる見通しになったと聞いて、つくば

チョウザメ産業（桜川市、白田正男社長）会長の

酒井幸宏さん（83）を養魚場に訪ねた。

循環水槽で 5000 匹を飼育中

　チョウザメは、サメと名はついていてもサメの

ような軟骨魚ではなく、硬骨魚に分類される。い

わゆる古代魚で、3 億年前から地球上に存在する

という。主にロシアやヨーロッパ、アジア北中部

などの汽水域に生息し、キャビアの親魚として知

られるが、乱獲からワシントン条約により取引が

制限されている。
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り簡単に購入することはできない。今後、アジア

諸国は勿論、南米やアフリカと言った途上国でも

衛星を所有するようになり、衛星の販売や衛星の

打ち上げもビジネスであるが、我が国としては、

最終的にその利用技術を持つことが重要で、利用

技術とのパッケージを考えていく必要があると考

える。そして、欧米は勿論、アジアや南米の一部

の国々との販売競争が頻繁に起きることが予見さ

れ、その場合の切り札の一つに利用技術があると

考える。

　なお、本稿で紹介した技術開発の成果は「アグ

リルック」として製品化をし、現在運用中であり、

内閣府や JAXA、農水省のホームページでも紹介

されているので、リモートセンシング衛星を利用

したビジネスの創出の際には参考にされたい。

［原 政直（はら・

まさなお）］

芝浦工業大学卒

業後、（株）大

沢 商 会、（ 株 ）

大沢研究所、丸

文（株）、( 株 )

ウエザーニュー

ズを経て、1997

年に（株）ビジョ

ンテックを設立、代表取締役に就任。

千葉大学で 2004 年に学位 ( 工学 ) を取得。日本

リモートセンシング学会理事、副会長を歴任し、

現評議委員。海洋理工学会では正会員、理事を務

めた。また、計測制御学会正会員で、現・リモセ

ン部会幹事、PORSEC 正会員、防災科学技術研究

所客員研究員、内閣府防災アドバイザリー会議委

員、ALOS データ利用協議会専門委員、新潟大学

大学院自然科学研究科非常勤講師、千葉大学環境

リモートセンシング研究センター（CEReS）の共

同利用研究員などを務め、衛星データの利活用や

その普及に関わる研究活動を実施。現在、インド

ネシア国立ウダヤナ大学（CReSOS）客員教授、中

国内モンゴル自治区フフホト師範大学客員教授と

しても活動中

　まさに雌伏のとき――、メスが卵を抱くまでに、

最短でも 7年かかるのだという。チョウザメを稚

魚から育てて 7年目、この冬ようやくキャビアの

初出荷ができる見通しになったと聞いて、つくば

チョウザメ産業（桜川市、白田正男社長）会長の

酒井幸宏さん（83）を養魚場に訪ねた。

循環水槽で 5000 匹を飼育中

　チョウザメは、サメと名はついていてもサメの

ような軟骨魚ではなく、硬骨魚に分類される。い

わゆる古代魚で、3 億年前から地球上に存在する

という。主にロシアやヨーロッパ、アジア北中部

などの汽水域に生息し、キャビアの親魚として知

られるが、乱獲からワシントン条約により取引が

制限されている。

キ
ャ
ビ
ア
初
出
荷
の
７
年
目

メ
ス
一
尾
６
０
０
㌘
を
抱
卵

―
つ
く
ば
チ
ョ
ウ
ザ
メ
産
業 

酒
井
幸
宏
会
長
に
聞
く

　ところが、日本からのキャビアの輸出は国際的

にも認められているのだ。2004 年、宮崎県が「稚

魚→親魚→稚魚」の完全養殖に成功、以来、同県

を中心に養殖がさかんになり、2015 年には 200

キロほどの生産量になって、同年から輸出が可能

になった。

　茨城県では、つくば市の西部工業団地に進出し

たバルブメーカー、フジキン（本社・大阪）が水

処理技術を生かしたチョウザメの飼育体制を整

え、県内各業界に参入を呼びかけた。これに応え

たのが、酒井さんらのグループ。2010 年に「つ

くば新産業創設プロジェクト」を立ち上げ、翌

11 年からフジキンから購入した 500 匹の稚魚で

飼育を開始した。

「チョウザメには病気がないんです。さすが古

代魚って感じで丈夫です。水温の管理も 16 度 C

から 27 度 C で難しくない。問題は水質で、農薬

なんかには弱く酸欠で死なせたこともある」

　詳しい場所は明かせないが、現在の養魚場は加

波山麓にある。くみ上げた地下水を循環させる約

30トンの水槽が7つ。このなかに約5000匹のチョ

ウザメが泳いでいるが、全部からキャビアが採れ

るわけではない。

「稚魚で 1000 匹買ってくるとして、オスメスは

半分の 500 匹ずつ。性別が分かるのは 3年目から

で、オスと分かったチョウザメは食肉用に処分し

て販売する。メス 500 匹のうち、成体に育つのは

400 匹で、そのうち最初の年（7 年目）に抱卵す

るのは 40 匹ぐらい。次の年は倍（80 匹ぐらい）

になるし、次の成魚も育ってくるので、ようやく

事業らしくなってくる」

　つまり、卵の採れないオスを食肉用に出荷する

ことで食いつなぎ、キャビアが採れる 7年目以降

で投資分を回収していくビジネスモデルというこ

とだ。

「これまでに仕入れた魚は 1 万匹以上、設備投

資と合わせるとン千万になる」

　食肉としてはさまざまの料理や加工法を試し

た。料理店では刺身の評判がいいが、市場へは大

半が缶詰に加工される。製造は千葉県銚子市の業

者に委託しているが、生身の魚を運ぶとコストが

掛かることから、養魚場内に解体処理の施設を設

けるなどして投資がふくらんだ。

塩分濃度は抑え気味

　採卵は 11 月から来年 2 月にかけて行う。すで

に抱卵が確認されたチョウザメは、尾に赤いリボ

ンの標識がつけられている。一匹ずつ腹の一部を

割いて卵の有無を確認をする、この手間が大変そ

うだ。

「1 匹からの採卵は一度きり。成長させれば 1 匹

からは 1 キロ以上採れるが、通常は 600 グラム、

今シーズンは 30 キロ程度の生産を見込んでいる」

　先行的に成魚で仕込んだチョウザメも飼育して

いるため、キャビア自体の製品出荷は行っており、

ブランド名は「つくばスタージョン」。今のとこ

ろ20グラム入り6000円（税別）の値をつけている。

塩分濃度が 3.5％と抑え気味なのが、食通には喜

ばれており、今年度分については十分な需要は確

保しているが、生産量が 5倍以上になる来年度以

降は新たな販路拡大が必要ともいう。

　遊休農地の活用目的など、新たな参入をうかが

う農業者らの動向も視野に入れつつ、「なんとし

ても成功事例にしたい」と雌伏からの浮上を目論

んでいる。

（CROSS T&T 編集長／相澤冬樹）

酒井幸宏さんとチョウザメ（桜川市内で） 
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　BeeBeans Technologies は高エネルギー加速器

研究機構（KEK）のベンチャー企業として発足し、

今年で丸 11 年となりました。

　当社は企業理念に“For your Science ～科学

技術の発展に寄与する～”と掲げています。茨城

県はトップレベルの様々な研究機関が県内各所に

ある、世界的にみても珍しい場所です。都道府県

別魅力度ランキングでは常に最下位を争い、地味

な印象を受けがちですが、人口あたりの研究機関

数では文句なしの日本一です。このような環境の

中、これまで当社は“研究者のために”、“科学技

術の発展のために”という企業理念に沿って研究・

実験のお手伝いをしてきました。

　検出器や回路基板等のハードウェア、データテ

イキングや制御等のソフトウェアを、J-PARC を

はじめ様々な研究機関や大学等にご提供してきて

おります。本誌読者の皆様の中には、当社の手が

けたソフトウェアや回路基板をご利用頂いた方も

いるのではないでしょうか。

　特に、J-PARC の物質・生命科学実験施設（MLF）

においては保守や実験補助等の業務で、研究に使

用する様々な機器のメンテナンスを行い、円滑な

実験・研究を行うためのお手伝いをしています。

実験補助パッケージ

　当社はこのたび、“利用しやすい実験補助”、“気

軽に頼めるお手伝い”を目指し、実験補助業務を

パッケージ化しました。実験に必要な様々な補助

業務をフェーズごとに整理・分割し、細かく定義

することにより、必要なお手伝いを必要なだけ、

リーズナブルにご提供することが可能になりまし

た。

　整理・分割した業務は

・測定準備

・測定

・解析

・測定完了後の処理

　の 4フェーズです。またこれらと

・保守

　として日々の細々としたメンテナンスを加え、

5つのフェーズにまとめたものです。

　これらのフェーズに対し、現在当社がご提供で

きる業務は、

【ソフトウェアオペレーション】

・制御ソフトウェア　IROHA,IROHA2

・データテイキングミドルウェア　DAQ-MW

・解析ライブラリ　Manyo

【機器オペレーション】

・試料装填、セット等の試料廻りの業務

・真空引きや装置のフラッシング等、装置廻

りの業務

・NeuNET,GateNET,TrigNET 等の MLF 標準機器

の取り扱い

【計算機環境、実験環境の整備】

・サーバーのインストール、移動、再設定等

の計算機回りの業務

・サーバー間、計測機器間の配線

・データバックアップ及びリストア

　などとなっています。

　これらのフェーズと提供業務の組み合わせで、

以下のパッケージをご提供しております。

・測定準備：ソフト

“気軽に頼めるお手伝い”を目指して
実験補助業務をパッケージ化

	 BeeBeans	Technologies 代表取締役社長　浅井	康裕

経済・ビジネスToday & Tomorrow
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　BeeBeans Technologies は高エネルギー加速器

研究機構（KEK）のベンチャー企業として発足し、

今年で丸 11 年となりました。

　当社は企業理念に“For your Science ～科学

技術の発展に寄与する～”と掲げています。茨城

県はトップレベルの様々な研究機関が県内各所に

ある、世界的にみても珍しい場所です。都道府県

別魅力度ランキングでは常に最下位を争い、地味

な印象を受けがちですが、人口あたりの研究機関

数では文句なしの日本一です。このような環境の

中、これまで当社は“研究者のために”、“科学技

術の発展のために”という企業理念に沿って研究・

実験のお手伝いをしてきました。

　検出器や回路基板等のハードウェア、データテ

イキングや制御等のソフトウェアを、J-PARC を

はじめ様々な研究機関や大学等にご提供してきて

おります。本誌読者の皆様の中には、当社の手が

けたソフトウェアや回路基板をご利用頂いた方も

いるのではないでしょうか。

　特に、J-PARC の物質・生命科学実験施設（MLF）

においては保守や実験補助等の業務で、研究に使

用する様々な機器のメンテナンスを行い、円滑な

実験・研究を行うためのお手伝いをしています。

実験補助パッケージ

　当社はこのたび、“利用しやすい実験補助”、“気

軽に頼めるお手伝い”を目指し、実験補助業務を

パッケージ化しました。実験に必要な様々な補助

業務をフェーズごとに整理・分割し、細かく定義

することにより、必要なお手伝いを必要なだけ、

リーズナブルにご提供することが可能になりまし

た。

　整理・分割した業務は

・測定準備

・測定

・解析

・測定完了後の処理

　の 4フェーズです。またこれらと

・保守

　として日々の細々としたメンテナンスを加え、

5つのフェーズにまとめたものです。

　これらのフェーズに対し、現在当社がご提供で

きる業務は、

【ソフトウェアオペレーション】

・制御ソフトウェア　IROHA,IROHA2

・データテイキングミドルウェア　DAQ-MW

・解析ライブラリ　Manyo

【機器オペレーション】

・試料装填、セット等の試料廻りの業務

・真空引きや装置のフラッシング等、装置廻

りの業務

・NeuNET,GateNET,TrigNET 等の MLF 標準機器

の取り扱い

【計算機環境、実験環境の整備】

・サーバーのインストール、移動、再設定等

の計算機回りの業務

・サーバー間、計測機器間の配線

・データバックアップ及びリストア

　などとなっています。

　これらのフェーズと提供業務の組み合わせで、

以下のパッケージをご提供しております。

・測定準備：ソフト

“気軽に頼めるお手伝い”を目指して
実験補助業務をパッケージ化

	 BeeBeans	Technologies 代表取締役社長　浅井	康裕

経済・ビジネスToday & Tomorrow 提供し、科学技術の発展に、研究者の皆様と一緒

に寄与し続けたい所存です。

　これからも当社 BeeBeans Technologies をよろ

しくお願い致します。

［浅井　康裕（あさい・

やすひろ）］

1970 年茨城県筑西市

（旧・関城町）生まれ

小山工業高等専門学

校機械科中退

2008 年より BeeBeans 

Technologies 代表取

締役に就任

子供の頃の夢は、ヒー

ローを支える白衣を来た人（＝研究者）。現在は

その研究者を支える人になって、ある意味夢を叶

えてる !?

・測定準備：ハード

・実験環境セット

・中性子検出器サポート

・測定補助

・解析補助

・保守

・試料処理

　これらの詳細はカタログ（下図）にまとめまし

たので、ご確認ください。また上記以外の内容で

も承ります。

　当社・東海事務所は CROSS 中性子科学センター

と同じくいばらき量子ビーム研究センター内に所

在します。A-308号室をお気軽にお訪ねください。

　研究者の皆様には、当社のご提供する実験補助

パッケージを上手にご活用いただき、日々の研究・

実験業務を効率良く進めていただきたい、世界一

の陽子加速器研究施設、J-PARC で様々な研究成

果を出していただきたいと考えています。

　これからも当社は研究者の皆様の必要なものを

BeeBeans Technologies カタログ
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１．はじめに

　高度経済成長期に大量につくられた橋や高速道

路、トンネルなどのインフラの老朽化が進み、そ

の補修・維持が大きな社会的課題になっていま

す。しかし、厚さ 40 センチ以上のコンクリート

の内部を非破壊で検査して水や空隙、塩分、鉄筋

の劣化を調べる手法はこれまで存在しませんでし

た。理化学研究所では、理研小型中性子源システ

ム「RANS」（図 1）[1] を高度化開発し、橋や高速

道路の老朽化を非破壊で検査できる手法の実用化

を進めています。

　中性子線は、金属などに対して高い透過能を有

し、水素やホウ素、リチウムなど軽元素との相互

作用の大きなことが特徴と知られており、電子線

や X線がサンプルの表面を詳細に観察するのに対

し、中性子線は数ミリから数センチ厚サンプル全

体からの散乱や回折、また透過イメージングによ

る分析が可能です。『材料をバルクで「傷めるこ

となく」観察できる中性子線は、特に鉄鋼材料を

調べることに最も適していることはこれまでも知

られていたが』[2]、中性子が利用できるのは研

究用原子炉や加速器がある J-PARC のような大型

施設に限られています。

橋や道路を非破壊検査するRANS
インフラ・ものづくりの現場で中性子利用を可能に

	 理化学研究所	中性子ビーム技術開発チーム	チームリーダー　大竹	淑恵

サイエンスToday & Tomorrow

図 1　理研小型中性子源システム RANS　（a）RANS　

3 次元図　（b）写真　中央のターゲットステーショ

ンの右側が陽子線加速器、左側が中性子線ビーム

ライン

2．道路の劣化を非破壊で見つける技術―
中性子による反射イメージイング技術―

　理研では、全長約 15 メートルの小型中性子源

シ ス テ ム「RANS」（RIKEN Accelerator-driven 

Neutron Source）1 号機を開発し、さまざまな試

料の計測技術開発を進めています（図 1）。日本

のインフラの老朽化対策は待ったなしの状況で

す。全国に約 72 万基の橋があり、建設後 50 年を

経過したものが 2015 年時点で 18％、2025 年にな

ると 42％に達します。「半世紀前の技術で建設さ

(a)

（b）
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法では計測できません。そこで、地表近くからア

スファルトに向けて中性子ビームを当て、アス

ファルトの下のコンクリート内部で反射して戻っ

てくる中性子（後方散乱中性子）に注目しました。

後方散乱中性子を地表の検出器で捉え、その戻っ

てくるまでの時間と量を計測することで、コンク

リート内部の空隙や水分を検知できる手法を開発

したのです。RANS を用いた実験により、厚さ 6cm

のコンクリートの下にある幅 10 センチの空隙や

アクリルを可視化することができました（図 2）

[3]。中性子ビームを当て、反射して戻ってくる

後方散乱中性子の時間と量を検出器で計数するこ

とで、厚さ 6センチのコンクリートの下にある幅

10 センチの空隙（深さ 6センチ）やアクリル（深

さ 5.5 センチ水を模擬）の可視化に成功した後方

散乱中性子線強度は、空隙のある位置で 2割以上

少なく［図 2(b) で中央は淡色になる］、アクリル

のある位置で 4倍以上多くなっている［同じく濃

色になる］。

　冬季に雪が積もる山間部の橋では、融雪剤とし

てまかれる塩が、コンクリート内部の鋼材の腐食

を進める大きな原因となっています。中性子を塩

素に当てると、特定の波長のガンマ線が発生しま

す（中性子即発γ線分析）。コンクリート内部に

1 立方メートル当たり約 2 キロ前後の塩分が存在

すると鋼材の腐食が始まりますが [4]、このコン

クリート内部塩分濃度を中性子線をあてたときの

ガンマ線から計測できることを、 RANS で実証し

ました。

　このように、理研では、小型中性子源による、

れた橋は、40 年を超えると 8 割に補修工事が必

要になるといわれており、2014 年から、全ての

橋やトンネルを 5年ごとに点検することが義務化

されました。

　橋やトンネルの老朽化が進む主な原因は、コン

クリート内部に染み込んだ水により鉄筋がさびる

ことですが、内部を観察するには、一部をくり抜

いてコア（円柱形の試料）を取り出して調べるし

か方法がありません。建設当時の図面が残ってい

なかったり、図面と異なる場所に鉄筋が走ってい

たりして、コアをくり抜くときに鉄筋を切断して

しまうトラブルもあるそうです。そこで、コンク

リート内部を非破壊で検査できる手法が強く望ま

れています。

　また、高速道路では、アスファルトの下にある

コンクリートに水が滞留して、土砂化します。小

さな陥没でもオートバイが転倒して大事故につな

がる危険性もあります。土砂化した道路を補修す

るには、車両を通行止めにして、アスファルトを

剝がす必要があり、アスファルトの下のコンク

リートの空隙や水がたまった場所を非破壊で検査

することができれば、無駄のない補修工事の計画

を立て、交通渋滞をできるだけ避けることができ

ます。

　これらのニーズに応えるために、中性子源と検

出器の間に試料を挟み込む、レントゲン撮影と同

様の方法を研究開発しています。しかし、挟み込

める構造の場所は橋の一部などに限られます。一

般的な高速道路の路面のアスファルトの下は、中

性子源と検出器の間に挟み込めないので、その方

図 2 RANS によるコンクリート下にある空隙とアクリルの非破壊可視化

　(a) 反射イメージング実験の様子。コンクリートサンプルの中央に空隙が見える

　(b) 空隙とアクリルによる中性子強度の増減の様子

(a) (b)
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安心安全のためのコンクリート内部の状態の非破

壊検査技術を中性子源と計測技術の両面から開発

しており、将来、RANS を搭載した車で人が歩く

ほどの速さで橋や高速道路を走り、アスファルト

の下の土砂化などの劣化を非破壊で迅速に見つけ

ることを目指しています（図 3）。

３．理研小型中性子源システムRANSとそ
の取り組み

　中性子発生管やラジオアイソトープを利用した

小型の中性子源は、中性子線が連続、かつその中

性子発生強度が、一秒間に中性子の数が 10 万か

ら 100 万個が上限になっています。一方、反射（後

方散乱）中性子線によるコンクリート内部劣化の

可視化には、時間と量の計測が必要であり、そ

のためには、パルス中性子源が必須となります。

RANS は、パルス陽子線ライナック（線形加速器）

を利用しており、パルス中性子が発生しており、

その平均強度はターゲット周りで最大約 1兆個で

す。この強度は 40 年強の歴史を有する北海道大

学電子線ライナック45MeVを利用したHUNSのター

ゲット近傍発生量毎秒 1012 個での実績 [5] をもと

にした小型中性子源の中性子発生数の一つの目

安となっています。RANS ではさらに、計測に適

した中性子ビームにするために、標的の周りを反

射材や減速材、遮蔽材で囲んだターゲットステー

図 3 小型中性子源を車載し橋や道路を検査するイメージ

ションを設け、そこから出てきた中性子ビームを

試料に当てて検出器で計測します。試料に当てる

中性子ビームの強度は、1 平方センチメートル当

たり毎秒数万～数十万個になります。

　RANS での研究開発目標は大きく 2 つあり、ま

ず橋梁などのインフラ構造物の劣化を可視化する

大型造物の中性子非破壊評価システムの実現であ

り、これは先に述べたコンクリート劣化を反射イ

メージング法やコンクリート標準示方書で示され

ているコンクリート内塩分非破壊検出技術開発が

その一部です。もう一つの目標は、鉄鋼材料や自

動車に代表されるようなものづくり現場でなどで

も利用できる加速器小型中性子源非破壊分析シス

テム開発 [6] です。これは、産業界のニーズに応

えるための基盤技術の開発から始まっており、現

在企業内で多く利用されている、電子線顕微鏡や

X 線回折装置の相補的な役割を果たす現場利用中

性子線装置を最終目標にしています。このように

理研では、これまでの「大型化」「高強度化」に

集中していた中性子線源や検出器開発とは異なる

目標を掲げ、すなわち「低放射線量」「小型軽量化」

「手軽に利用できる、現場でニーズにマッチング

した分析能力を実現できる、利用しやすい」中性

子源開発という新たな挑戦を始めています。

　最後にものづくり分野への取組みを簡単に紹介

します。2013 年 3 月、RANS 中性子発生と同時に
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えるための基盤技術の開発から始まっており、現

在企業内で多く利用されている、電子線顕微鏡や

X 線回折装置の相補的な役割を果たす現場利用中

性子線装置を最終目標にしています。このように

理研では、これまでの「大型化」「高強度化」に

集中していた中性子線源や検出器開発とは異なる

目標を掲げ、すなわち「低放射線量」「小型軽量化」

「手軽に利用できる、現場でニーズにマッチング

した分析能力を実現できる、利用しやすい」中性

子源開発という新たな挑戦を始めています。

　最後にものづくり分野への取組みを簡単に紹介

します。2013 年 3 月、RANS 中性子発生と同時に

日本鉄鋼協会評価分析解析部会の研究会 [6] が開

始しました。国内鉄鋼企業 4 社と全国の鉄鋼材

料研究者により、北海道大学小型中性子源 HUNS、

京都大学原子炉 KUR を含めた 3か所を拠点とした

小型中性子源による鉄鋼組織評価法の高度化開発

ならびに計測結果の比較検討の開始です。構造材

料の軽量化、高強度化は喫緊の課題ですが、軽量

材料として用いられている複合材料やマグネシ

ウム合金などは、その価格が、鉄鋼材料に比べ

て 30 倍と高価であり、自動車ボディーなどには

広く鉄鋼材料が利用されています。高強度と高靭

性は従来トレードオフの関係にあり、新たな両立

可能な材料の開発や、加工法開発が待たれていま

す。新たな構造材料、金属材料開発には、本来数

ミリ厚のバルク材料全体の加工前後の組織変化観

察が必要です。そこで、現場ニーズに応える小型

中性子源による中性子回折法を用いた鉄鋼組織変

化や高張力鋼板高度化開発現場においてニーズの

高いオーステナイト相分率の評価技術を開発しま

した。一般的冷延鋼板の予変形として 20％の引

張ひずみを与えた前後での内部結晶組織変化の

測定結果を図 4 に示します。(110) ピークは 2 倍

以上増加変化を示す一方、(211) は約 5 割減少し

ています。また、複相鋼のモデルサンプルとし

て、FCC と BCC 結晶が混在する鋼材サンプルの回

折を計測し、それぞれの相分率の評価を行ったと

ころ、RANS による分析評価結果は、相分率 17.0 

± 3.5％となりました。これは、実際の体積分率

図 4 RANS における鋼板の集

合組織観察例

19.1％と誤差範囲内で一致

しており、小型中性子源が

十分材料評価に利用可能で

あることを示しています。

おわりに

　ここでは、最新の理研小

型中性子源システム RANS

の取り組みを中心に紹介し

ました。ここでは紹介でき

なかった、鋼材腐食と関係する水の動きの可視化

定量化 [7] など、中性子線利用のすそ野を広げる

役割も RANS は果たしており、大型施設 J-PARC と

の連携を強化する取り組みなどを始めたところで

す。加速器をベースとした小型中性子源の可能性

はまだまだ大きく、今後手軽に中性子線が利用さ

れるためには、さらなる小型中性子源の開発や、

計測技術高度化など含め、国内各地方での小型中

性子源システムの展開が始まるっていくと期待さ

れています。
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はじめに

　生物は、光をエネルギー源として、また情報源

として多様に利用しています。生物が太陽光を利

用できるようになったことが、地球上の生物の繁

栄の基礎になっています。光を利用するためには、

まず光を吸収する物質が必要です。生物では光受

容タンパク質がこの機能を担っています。タンパ

ク質を構成するアミノ酸は、可視光領域に吸収が

ありません。したがって、可視光を利用するため

に、光受容タンパク質は可視光領域に吸収を持つ

物質を結合しています。このような物質を発色団

と呼びます。

　イェロープロテイン（photoactive yellow 

protein 以 下 PYP） は、 好 塩 性 光 合 成 細 菌

Halorhodospira halophila から見出された水溶

性の光受容タンパク質で、この細菌の負の走光性

（このバクテリアにとって有害な青色光から逃げ

る）の受容体と考えられています。PYP は、発色

団としてｐクマール酸を持っています。４M とい

う高い塩濃度に住み、絶対嫌気性（酸素があった

ら生育できない）という性質から、他の細菌の混

在が防げ、物理屋にも簡単に培養できるという長

所があります。私たちは、この細菌を大量に培養

しイェロープロテインを精製していました。研究

の中で、遺伝子のクローニング、大腸菌での大量

発現系の構築に成功しました。さらにアポタンパ

ク質と発色団から PYPを再構成することにも成功

し、純度の高い試料を容易に調製することが可能

になりました（１）。

イェロープロテインの光反応と活性中間体
の溶液構造

　図 1 に私たちが低温分光法で決定した PYPの光

反応サイクルを示します（２）。光を吸収すると、

発色団の p- クマール酸は、トランス型からシス

型へ異性化します。これに伴い、吸収波長が変化

します。主要経路は、長波長シフトする PYPBの

方です。その後様々な中間体を経て、活性中間体

である PYPMになります。

　M 中間体の結晶構造が報告されましたが、発色

団の周辺の変化にとどまり、構造自体はほとんど

変わっていませんでした。ところが、NMR（核磁

気共鳴）、X 線溶液散乱など溶液中での測定は大

きな構造変化を示しています。私たちは、M 中間

体が安定化する条件を見出し、それを用いて、X

線広角散乱と分子動力学計算を組み合わせて、M

中間体の構造を決定しました（図 2）（３）。N 末

端のαヘリックスが M 中間体ではほどけていま

す。また、β 4とβ 5のループ（図の右上のルー

イェロープロテインの構造と光反応
水素原子 942 個中 819 個の位置を同定

総合科学研究機構中性子科学センター サイエンスコーディネーター 片岡 幹雄

サイエンスTokai

図 1　低温分光法で決定されたイェロープロテ

インの光反応サイクル。各状態の吸収極大波長

をカッコ内に示してある
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ることを示します。

　しかし、低障壁水素結合も脱プロトン化したア

ルギニンもこれまでの常識を覆す異常な発見で

す。多くの理論家がこれらについて計算を行いま

した。アルギニンが脱プロトン化すれば、低障壁

水素結合はありうるという計算結果も報告されま

したが、大半は低障壁水素結合も脱プロトン化ア

ルギニンも再現しないというものです。

　私たちは、低障壁水素結合を作らないE46Q変異

体 PYP の中性子結晶構造解析を行い、変異体の

R52 はプロトン化していることを明らかにしまし

た（６）。アルギニンのプロトン化状態と、発色団

周辺の水素結合が密接に関係していることを示し

ます。さらに詳細な解析から、野生型の R52 で

は sp3 混成軌道が sp2 混成軌道より優勢であるこ

とを示しました（６）。これは、R52 が脱プロトン

化している実験的証拠になります。世界の大勢の

理論家を相手に、論争の日々がこれからも続くで

しょう。

　ここで紹介した研究は、今元泰准教授（現京大）、

上久保裕生准教授（現教授）、山崎洋一博士、清

水伸隆博士（現 KEK）、山口繁生博士、米澤健人

氏（現 KEK）をはじめとする研究室のスタッフ、

学生、共同研究者の皆さんの協力の賜物です。こ

こに深く感謝します。

【参考文献】

(1) K. Mihara, O. Hisatomi, Y. Imamoto, M. 

Kataoka & F. Tokunaga,, J. Biochem. 121, 876-

880 (1997).

(2) Y. Imamoto, M. Kataoka & F. Tokunaga, 

Biochemistry 35, 14047-14053 (1996). 

(3) H. Kamikubo, N. Shimizu, M. Harigai, Y. 

Yamazaki, Y. Imamoto & M. Kataoka,  Biophys. 

J. 92, 3633-3642 (2007).

(4) Y. Imamoto & M. Kataoka, Photochem. 

図 3　中性子結晶構造解析で明らかになった短距離水素結合の実体。（左）発色団と E46 の間の水素結合。

中央に見える（重）水素が発色団のフェノール酸素と E46 のカルボキシル酸素の中間に位置している。共

有結合距離（0.98 Å）より離れているため、どちらの原子とも共有結合していないことがわかる。（右）

発色団と Y42の間の水素結合。（重）水素原子は、Y42 のフェノール酸素に共有結合している

行いました。私たちは、C、N、O、

S については X 線で、H と D につい

ては中性子で決定するという併用

法を考案し、構造の精密化を行い

ました。その結果、PYP の持つ 942

個の水素原子のうち、819 個の水素

（重水素）原子の位置を決定することができまし

た（５）。

　私たちの得た中性子結晶構造で、異常なプロト

ン化状態が 2 種類見つかりました（５）。一つは、

発色団と E46 の間の短距離水素結合が低障壁水素

結合と呼ばれる特殊な水素結合であったことで

す。発色団と E46 の間の水素（重水素原子）は、

どちらの酸素原子とも共有結合しておらず、ほぼ

中間に位置していたのです。低障壁水素結合は、

高圧下や結晶中での有機低分子に観測されてお

り、タンパク質の機能発現中にも出現する可能性

が議論されていました。しかし、定常状態のタン

パク質に存在するというのは、世界で初めての発

見でした。もう一方の短距離水素結合である発色

団と Y42では、重水素原子は Y42のフェノール酸

素に共有結合しており、水素とアクセプター間の

距離が通常より短くなっていました。図 3にこれ

らの水素原子を示します。

　もう一つの異常なプロトン化状態は、アルギニ

ン 52（R52）です。アルギニンは、通常プロトン

化した状態で存在します。タンパク質内の疎水

的環境であってもプロトン化し、プラスの電荷を

持っていると理論的にも実験的にも主張されてき

ていました。ところが、R52 には、4 つあるべき

重水素原子が 3 つしか観測されません。これは、

R52 が電気的に中性の脱プロトン化した状態にあ

プ）のシフト、α 4（左のαヘリックス）のゆる

みといった変化が見られています。

　私たちは、さらに部位特異的置換と FTIR を組

み合わせて、発色団から N末端への情報伝達経路

を同定しました（４）。この伝達経路では、通常の

水素結合に加えて、極めて相互作用の強い短距離

水素結合、CH/ π や CH/O といった弱い水素結合

が関与していることがわかりました。X 線結晶構

造解析により、発色団と Y42の間、および発色団

と E46 の間の水素結合は、ドナー－アクセプター

間距離が 2.5Åよりも短い短距離水素結合である

ことが知られていました。これらの水素結合の実

体を明らかにするためにも、水素の位置を見るこ

とが必須です。そこで、私たちは、PYP の中性子

結晶構造解析を目指しました。

イェロープロテインの中性子結晶構造解析

　2 年間の試行錯誤の末、中性子結晶構造解析が

可能な大きな結晶を重水溶媒中で安定に作ること

ができるようになりました。私たちの結晶は、室

温で X線では 1.2Å、中性子では 1.5Åまで回折

斑点を与える良好な単結晶でした。この結晶を用

いて、JRR-3 の BIX4 で、中性子回折実験を行い

ました。全測定に 75 日を要しましたが、1.5 Å

分解能のデータを得ることができました。同じ結

晶を用いて、SPring-8 で X 線回折実験も同時に

　JRR-3

　JRR-3 は日本原子力研究開発機構が東海研究所に持つ研究用原子炉施設の１

つ。主に、中性子を利用した科学・研究また産業利用を目的に設計されている。

BIX-4 はたんぱく質等の生体高分子単結晶の結晶構造を観る中性子回折計。

図 2　PYP の構造。㊧暗状態の結晶構

造。㊨ X 線広角散乱と分子動力学によ

り決定された M中間体の溶液構造
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みといった変化が見られています。

　私たちは、さらに部位特異的置換と FTIR を組

み合わせて、発色団から N末端への情報伝達経路

を同定しました（４）。この伝達経路では、通常の

水素結合に加えて、極めて相互作用の強い短距離

水素結合、CH/ π や CH/O といった弱い水素結合

が関与していることがわかりました。X 線結晶構

造解析により、発色団と Y42の間、および発色団

と E46 の間の水素結合は、ドナー－アクセプター

間距離が 2.5Åよりも短い短距離水素結合である

ことが知られていました。これらの水素結合の実

体を明らかにするためにも、水素の位置を見るこ

とが必須です。そこで、私たちは、PYP の中性子

結晶構造解析を目指しました。

イェロープロテインの中性子結晶構造解析

　2 年間の試行錯誤の末、中性子結晶構造解析が

可能な大きな結晶を重水溶媒中で安定に作ること

ができるようになりました。私たちの結晶は、室

温で X線では 1.2Å、中性子では 1.5Åまで回折

斑点を与える良好な単結晶でした。この結晶を用

いて、JRR-3 の BIX4 で、中性子回折実験を行い

ました。全測定に 75 日を要しましたが、1.5 Å

分解能のデータを得ることができました。同じ結

晶を用いて、SPring-8 で X 線回折実験も同時に

　JRR-3

　JRR-3 は日本原子力研究開発機構が東海研究所に持つ研究用原子炉施設の１

つ。主に、中性子を利用した科学・研究また産業利用を目的に設計されている。

BIX-4 はたんぱく質等の生体高分子単結晶の結晶構造を観る中性子回折計。

図 2　PYP の構造。㊧暗状態の結晶構

造。㊨ X 線広角散乱と分子動力学によ

り決定された M 中間体の溶液構造
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残りの 6 種類の素粒子であるレプトンのうちの 3

種類の素粒子のニュートリノについては「CP 対

称性の破れ」が存在する可能性が指摘されている。

　ニュートリノとノーベル物理学賞といえば、

2015 年の受賞者、東京大学宇宙線研究所長の梶

田隆章博士による「ニュートリノ振動」の発見が

記憶に新しい。同研究所が岐阜県飛騨市神岡町に

設置するスーパーカミオカンデ検出器を標的に、

加速器で作り出したニュートリノを打ち出してい

るのが、大強度陽子加速器施設 J-PARC である。

　両施設は 295 キロ離れており、東海―神岡間の

長基線でニュートリノ振動を行うことから「T2K

実験」と名付けられている。ニュートリノには電

子型・ミュー型・タウ型の 3世代があり、飛行中

にミュー型から電子型などへ移りかわって観測さ

れるのがニュートリノ振動現象。ニュートリノに

わずかながら質量がある証拠とされる。

　T2K 実験は 2016 年 10 月から 2017 年 4 月に

ニュートリノビームを生成する実験を行った。プ

レス発表資料では、手順がこう説明されている。

　J-PARC メインリングからキッカーとよば

れる電磁石により加速器の内向きに蹴りだした

陽子を一次ビームラインでスーパーカミオカン

デ検出器の方向に向ける。陽子は①チタン合金

容器に格納されたグラファイト標的に衝突して

多数のパイ中間子を生成する。パイ中間子を電

磁ホーンという特殊な電磁石によって前方に収

束させ、②ディケイボリュームと呼ばれる長

さ100メートルのトンネルに入射し、ミュー型

ニュートリノとミュー粒子の対に崩壊させる。

ニュートリノビームは③前置検出器を用いて測

定されており、スーパーカミオカンデ

の測定結果と比較すると、ニュートリ

ノが飛行中に別の種類に変わるニュー

トリノ振動の研究が可能となる。

　 8 月の施設公開ではキッカー加速

器やグラファイト標的、深さ 33 メー

トルの奈落の底にある前置検出器などを見学でき

た。

　坂下さんの説明では、現在 2.5 秒ごとに 240 兆

個の陽子を入射、スーパーカミオカンデには 1日

に 8000 万個のニュートリノが打ち込まれている。

それでもニュートリノ反応数は 1日に 8個程度だ

という。それほど他の物質と相互作用することが

ない素粒子なのだ。

　実験では、ミュー型から電子型、反ミュー型か

ら反電子型という 2つのニュートリノ振動の出現

回数の差などを測定した。「CP 対称性の破れがな

い」場合、実験期間中の出現数は、電子型ニュー

トリノ約 67 個で、反電子ニュートリノ約 9 個と

予想できるが、実際にはそれぞれ 89 個、7 個が

観測された。

　今回の T2K 実験の結果は当初目標の約 30% の

データ量のみに基づく中間結果ということだが、

「ニュートリノと反ニュートリノの違い」があり

得ることを95％の確率で示すものという。ニュー

トリノで CP 対称性が破れていると結論づけるに

は統計的に十分ではないが、可能性がさらに高

まった――としている。

　T2K 実験は今後、加速器のビームパワーを現在

の 0.47 メガワットから 1.3 メガワットに増強、

データ量を現在の約 9 倍まで増やす予定という。

これにより、CP 対称性の破れを 99.7％の信頼度

で検証できるという目論みだ。

　素粒子物理学の世界では新粒子や事象の「兆候」

をとらえたと発表するには確率 99.9％以上，「発

見」というには 99.9999％以上であることが必要

だそうだ。道のりは 95％→ 99.7％のさらに先に

ある。　　　　　（CROSS T&T 編集長／相澤冬樹）

会場を埋めた約 200 人の聴衆を前に坂

下健さんが講演した 

Photobiol. 83, 40-49 (2007).

(5) S. Yamaguchi, H. Kamikubo, K. Kurihara, R. 

Kuroki, N. Niimura, N. Shimizu, Y. Yamazaki & 

M. Kataoka, Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 106, 

440-444 (2009).

(6) K. Yonezawa, N. Shimizu, K. Kurihara, Y. 

Yamazaki, H. Kamikubo & M. Kataoka, Sci. Rep. 

7, 9361 (2017) .

［片岡 幹雄（かたおか・みきお）」

1974 年京大理卒、1980 年阪大院基礎工博士課程

修了。1981 年東北大助手。放射光実験施設での

BL10C の設計建設に携わり、つくば通いが始まる。

1988 年、1989 年イェール大学に留学。1992 年阪

大理助教授、1998 年奈良先端科学技術大学院大

学物質創成科学研究科教授。同年高エ研物構研客

員教授（2002 年まで）。2002 年奈良先端大物質創

成科学研究科長（2007 年まで）。2005 年日本原子

力研究開発機構の発足と同時に客員主任研究員を

拝命し（2015 年まで）、東海通いも始まる。2011

年奈良先端大副学長（兼任）。2013 年同理事・副

学長（兼任）。2015年3月奈良先端大教授定年退職。

2017 年 3 月まで同大理事・副学長。現在、総合

科学研究機構中性子科学センター、サイエンス

コーディネーター、奈良先端大名誉教授。専門は、

生物物理学、光生物学、構造生物学、タンパク質

物理学。

　ニュートリノの「CP 対称性の破れ」、可能性さ

らに高まる──と J-PARC センターがプレス発表

をしたのが 8月 4日のこと、これを受ける形で一

般向けの講演会が同 20 日に行われた。東海村の

同センタ―が年に一度開く施設公開 (CROSS など

共催 )のプログラムのなかで、同センター素粒子

原子核ディビジョン、坂下健さんが講演した。

東海―神岡 295キロの「T2K実験」

　物質には電荷などが逆となる反物質があって、

約 137 億年前、ビッグバンでこの宇宙が誕生した

ときには、物質と反物質は同数の粒子が生成され

たと考えられている。しかし現在の宇宙には、反

物質からなる星や銀河は観測されていないから、

反物質は消滅したことになる。物質だけが残るた

めには「CP 対称性が破れている」必要がある―

―そう考えるの 4が現代物理学の流儀だ。

　物質を構成する素粒子 12 種類のうち 6 種の

クォークについては、「CP 対称性の破れ」が見つ

かっており、そのメカニズムは小林誠・益川敏英

両博士によって理論的に解明された。両博士は

2008 年ノーベル物理学賞を受賞している。一方、

「
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残りの 6 種類の素粒子であるレプトンのうちの 3

種類の素粒子のニュートリノについては「CP 対

称性の破れ」が存在する可能性が指摘されている。

　ニュートリノとノーベル物理学賞といえば、

2015 年の受賞者、東京大学宇宙線研究所長の梶

田隆章博士による「ニュートリノ振動」の発見が

記憶に新しい。同研究所が岐阜県飛騨市神岡町に

設置するスーパーカミオカンデ検出器を標的に、

加速器で作り出したニュートリノを打ち出してい

るのが、大強度陽子加速器施設 J-PARC である。

　両施設は 295 キロ離れており、東海―神岡間の

長基線でニュートリノ振動を行うことから「T2K

実験」と名付けられている。ニュートリノには電

子型・ミュー型・タウ型の 3世代があり、飛行中

にミュー型から電子型などへ移りかわって観測さ

れるのがニュートリノ振動現象。ニュートリノに

わずかながら質量がある証拠とされる。

　T2K 実験は 2016 年 10 月から 2017 年 4 月に

ニュートリノビームを生成する実験を行った。プ

レス発表資料では、手順がこう説明されている。

　J-PARC メインリングからキッカーとよば

れる電磁石により加速器の内向きに蹴りだした

陽子を一次ビームラインでスーパーカミオカン

デ検出器の方向に向ける。陽子は①チタン合金

容器に格納されたグラファイト標的に衝突して

多数のパイ中間子を生成する。パイ中間子を電

磁ホーンという特殊な電磁石によって前方に収

束させ、②ディケイボリュームと呼ばれる長

さ100メートルのトンネルに入射し、ミュー型

ニュートリノとミュー粒子の対に崩壊させる。

ニュートリノビームは③前置検出器を用いて測

定されており、スーパーカミオカンデ

の測定結果と比較すると、ニュートリ

ノが飛行中に別の種類に変わるニュー

トリノ振動の研究が可能となる。

　 8 月の施設公開ではキッカー加速

器やグラファイト標的、深さ 33 メー

トルの奈落の底にある前置検出器などを見学でき

た。

　坂下さんの説明では、現在 2.5 秒ごとに 240 兆

個の陽子を入射、スーパーカミオカンデには 1日

に 8000 万個のニュートリノが打ち込まれている。

それでもニュートリノ反応数は 1日に 8個程度だ

という。それほど他の物質と相互作用することが

ない素粒子なのだ。

　実験では、ミュー型から電子型、反ミュー型か

ら反電子型という 2つのニュートリノ振動の出現

回数の差などを測定した。「CP 対称性の破れがな

い」場合、実験期間中の出現数は、電子型ニュー

トリノ約 67 個で、反電子ニュートリノ約 9 個と

予想できるが、実際にはそれぞれ 89 個、7 個が

観測された。

　今回の T2K 実験の結果は当初目標の約 30% の

データ量のみに基づく中間結果ということだが、

「ニュートリノと反ニュートリノの違い」があり

得ることを95％の確率で示すものという。ニュー

トリノで CP 対称性が破れていると結論づけるに

は統計的に十分ではないが、可能性がさらに高

まった――としている。

　T2K 実験は今後、加速器のビームパワーを現在

の 0.47 メガワットから 1.3 メガワットに増強、

データ量を現在の約 9 倍まで増やす予定という。

これにより、CP 対称性の破れを 99.7％の信頼度

で検証できるという目論みだ。

　素粒子物理学の世界では新粒子や事象の「兆候」

をとらえたと発表するには確率 99.9％以上，「発

見」というには 99.9999％以上であることが必要

だそうだ。道のりは 95％→ 99.7％のさらに先に

ある。　　　　　（CROSS T&T 編集長／相澤冬樹）

会場を埋めた約 200 人の聴衆を前に坂

下健さんが講演した 

Photobiol. 83, 40-49 (2007).

(5) S. Yamaguchi, H. Kamikubo, K. Kurihara, R. 

Kuroki, N. Niimura, N. Shimizu, Y. Yamazaki & 

M. Kataoka, Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 106, 

440-444 (2009).

(6) K. Yonezawa, N. Shimizu, K. Kurihara, Y. 

Yamazaki, H. Kamikubo & M. Kataoka, Sci. Rep. 

7, 9361 (2017) .

［片岡 幹雄（かたおか・みきお）」

1974 年京大理卒、1980 年阪大院基礎工博士課程

修了。1981 年東北大助手。放射光実験施設での

BL10C の設計建設に携わり、つくば通いが始まる。

1988 年、1989 年イェール大学に留学。1992 年阪

大理助教授、1998 年奈良先端科学技術大学院大

学物質創成科学研究科教授。同年高エ研物構研客

員教授（2002 年まで）。2002 年奈良先端大物質創

成科学研究科長（2007 年まで）。2005 年日本原子

力研究開発機構の発足と同時に客員主任研究員を

拝命し（2015 年まで）、東海通いも始まる。2011

年奈良先端大副学長（兼任）。2013 年同理事・副

学長（兼任）。2015年3月奈良先端大教授定年退職。

2017 年 3 月まで同大理事・副学長。現在、総合

科学研究機構中性子科学センター、サイエンス

コーディネーター、奈良先端大名誉教授。専門は、

生物物理学、光生物学、構造生物学、タンパク質

物理学。

　ニュートリノの「CP 対称性の破れ」、可能性さ

らに高まる──と J-PARC センターがプレス発表

をしたのが 8月 4日のこと、これを受ける形で一

般向けの講演会が同 20 日に行われた。東海村の

同センタ―が年に一度開く施設公開 (CROSS など

共催 )のプログラムのなかで、同センター素粒子

原子核ディビジョン、坂下健さんが講演した。

東海―神岡 295キロの「T2K実験」

　物質には電荷などが逆となる反物質があって、

約 137 億年前、ビッグバンでこの宇宙が誕生した

ときには、物質と反物質は同数の粒子が生成され

たと考えられている。しかし現在の宇宙には、反

物質からなる星や銀河は観測されていないから、

反物質は消滅したことになる。物質だけが残るた

めには「CP 対称性が破れている」必要がある―

―そう考えるの 4が現代物理学の流儀だ。

　物質を構成する素粒子 12 種類のうち 6 種の

クォークについては、「CP 対称性の破れ」が見つ

かっており、そのメカニズムは小林誠・益川敏英

両博士によって理論的に解明された。両博士は

2008 年ノーベル物理学賞を受賞している。一方、
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Ⅰ．問題の所在

　グローバル化する社会に対応するため、2011

年度、小学校 5・6 年生を対象に外国語活動が必

修化された。そして、2017 年に公示された新学

習指導要領では、2020 年度から外国語（英語）

を小学校 5・6 年で正式な教科とすることが示さ

れた。さらに、外国語活動を小学校 3・4 年で導

入することも決定された。

　これらの動きに合わせ、外国語活動や異文化活

動を取り入れる保育所や幼稚園、認定こども園

（⇒ CROSS ワード）が急増している。2012 年、ベ

ネッセ教育総合研究所は通常保育時間内に一斉に

行う活動について調査を行った。国公立幼稚園で

は 17.1％、私立幼稚園では 58.0％の施設が英語

活動を取り入れている。また、保育所でも公営保

育所が 10.7％、私営保育所が 33.8％、さらに認

定こども園では 54.7％が英語活動を行っている。

そのような世界へ羽ばたいていこうとするこれか

らの“保育者のたまご”たちは、英語や異文化に

高い興味や関心をもっていることが望まれる。

Ⅱ．研究の目的

　保育者養成課程の学生は英語や異文化にどのよ

うな姿勢をもっているのかを明らかにする。その

結果をもとに、保育活動における英語活動・異文

化活動の役割を考察する。そして、これらの活動

を通して、こどもたちのより良い発達を促すこと

ができる保育者養成のためにできることは何か

を、英語科目の担当者の立場として検討すること

を目的とする。

Ⅲ．研究の対象と方法

　本学こども未来学科では、英語科目が教養科目

に位置づけられており、すべての学生が卒業まで

に 2単位を履修することになる。本研究で研究対

象としている学生は 2年次前期に英語科目を受講

する。授業初回時に、受講学生（82 名）を対象

に質問紙調査を実施する。本研究では英語と異文

化に関する意識調査を行い、授業の再構築のため

に学生の興味や関心を把握する。

Ⅳ．調査結果と分析

　英語科目の初回時に、保育士養成校の学生へ実

施した質問紙の内容は以下のとおりである。

1 あなたは英語が好きですか。

2 設問 1 で「4. どちらかといえば好きではない」

「5. 全く好きではない」と答えた方のみ、お答

えください。いつからそのように思い始めま

したか。

3 あなたは英語に対する苦手意識をもっています

乳幼児の言葉の発達促す英語活動を目指す

保育者養成課程の学生に対する「英語」「異文化」の意識調査

	 学校法人	筑波研究学園	筑波研究学園専門学校	こども未来学科　冨倉	志保

筑波研究学園専門学校発Tutorial

　認定こども園

教育 ･ 保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ

持っている施設。幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の 4つのタイプ

があり、都道府県知事が条例に基づき認定する。2016 年 4 月 1 日現在で全国に

4001 園（茨城県 164 園）を数える。
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Ⅰ．問題の所在

　グローバル化する社会に対応するため、2011

年度、小学校 5・6 年生を対象に外国語活動が必

修化された。そして、2017 年に公示された新学

習指導要領では、2020 年度から外国語（英語）

を小学校 5・6 年で正式な教科とすることが示さ

れた。さらに、外国語活動を小学校 3・4 年で導

入することも決定された。

　これらの動きに合わせ、外国語活動や異文化活

動を取り入れる保育所や幼稚園、認定こども園

（⇒ CROSS ワード）が急増している。2012 年、ベ

ネッセ教育総合研究所は通常保育時間内に一斉に

行う活動について調査を行った。国公立幼稚園で

は 17.1％、私立幼稚園では 58.0％の施設が英語

活動を取り入れている。また、保育所でも公営保

育所が 10.7％、私営保育所が 33.8％、さらに認

定こども園では 54.7％が英語活動を行っている。

そのような世界へ羽ばたいていこうとするこれか

らの“保育者のたまご”たちは、英語や異文化に

高い興味や関心をもっていることが望まれる。

Ⅱ．研究の目的

　保育者養成課程の学生は英語や異文化にどのよ

うな姿勢をもっているのかを明らかにする。その

結果をもとに、保育活動における英語活動・異文

化活動の役割を考察する。そして、これらの活動

を通して、こどもたちのより良い発達を促すこと

ができる保育者養成のためにできることは何か

を、英語科目の担当者の立場として検討すること

を目的とする。

Ⅲ．研究の対象と方法

　本学こども未来学科では、英語科目が教養科目

に位置づけられており、すべての学生が卒業まで

に 2単位を履修することになる。本研究で研究対

象としている学生は 2年次前期に英語科目を受講

する。授業初回時に、受講学生（82 名）を対象

に質問紙調査を実施する。本研究では英語と異文

化に関する意識調査を行い、授業の再構築のため

に学生の興味や関心を把握する。

Ⅳ．調査結果と分析

　英語科目の初回時に、保育士養成校の学生へ実

施した質問紙の内容は以下のとおりである。

1 あなたは英語が好きですか。

2 設問 1 で「4. どちらかといえば好きではない」

「5. 全く好きではない」と答えた方のみ、お答

えください。いつからそのように思い始めま

したか。

3 あなたは英語に対する苦手意識をもっています

乳幼児の言葉の発達促す英語活動を目指す

保育者養成課程の学生に対する「英語」「異文化」の意識調査

	 学校法人	筑波研究学園	筑波研究学園専門学校	こども未来学科　冨倉	志保

筑波研究学園専門学校発Tutorial

　認定こども園

教育 ･ 保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ

持っている施設。幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の 4つのタイプ

があり、都道府県知事が条例に基づき認定する。2016 年 4 月 1 日現在で全国に

4001 園（茨城県 164 園）を数える。

な姿勢をもっている学生は 24％に留まり、全体

の 4分の 3は否定的であることが読み取れる。ま

た、英語に対して好意的でなくなった時期も、中

学校が 8割を占め、英語学習早期につまずきを感

じてしまっていることが分かる。

図 3．苦手意識をもっていますか。（設問 3）

　設問 3「苦手意識をもっていますか。」に対して、

「非常に得意」と答えた学生はいなかった。「どち

らかといえば得意」と答えた学生が 12％であっ

た。一方、「全く得意ではない」と「どちらかと

いえば得意ではない」と回答したのは、合わせて

73％の学生であった。「どちらでもない」という

立場を取る学生を含めると、全体の約 9割が苦手

意識をもっている。

図 4．異文化に興味がありますか。（設問 4）

表 2. 設問 4 で「1. 非常に興味がある」「2. どち

らかといえば興味がある」と答えた方のみ、お答

か。

4 あなたは異文化に興味がありますか。

5 設問 4で「1. 非常に興味がある」「2. どちらか

といえば興味がある」と答えた方のみ、お答

えください。異文化の何に興味がありますか。

　保育者養成課程の学生の英語や異文化に対する

姿勢についての調査結果を分析する。

図 1．設問 1英語が好きですか。（設問 1）

図2．設問1で「4.どちらかといえば好きではない」

「5. 全く好きではない」と答えた方のみ、お答え

ください。いつからそのように思い始めましたか。

（設問 2）

 　まず、設問 1「英語が好きですか。」について「非

常に好き」と「どちらかといえば好き」が合わせ

て 24％、「全く好きではない」と「どちらかとい

えば好きではない」を合わせて 60％、「どちらで

もない」が 16％であった。英語に対して好意的
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えください。異文化の何に興味がありますか。（設

問 5）

　設問 4「異文化に興味がありますか。」につい

て「非常に興味がある」と「どちらかといえば興

味がある」が合わせて 44％、「興味がない」と「ど

ちらかといえば興味がない」を合わせて 13％、「ど

ちらでもない」が 43％であった。学生たちは英

語に対しては「好きではない」「苦手である」と

いう姿勢を示している一方で、異文化には興味を

示す傾向にある。海外の情報をインターネットで

容易に入手することができるため、学生たちは英

語に対して好意的でなくても、異文化については

関心をもっていることが見える。

Ⅴ．考察

（1）5領域と英語活動・異文化活動

　幼稚園や保育所、認定こども園の保育を通して、

小学校に入学するまでに達成されることが望まれ

るねらいと内容を、発達の側面から 5つにまとめ

たものを領域（5 領域）と呼ぶ。5 領域には、心

身の健康に関する領域「健康」、人との関わりに

関する領域「人間関係」、身近な環境との関わり

に関する領域「環境」、言葉の獲得に関する領域

「言葉」、感性と表現に関する領域「表現」がある。

幼稚園や保育所、認定こども園で行われるすべて

の保育活動は 5領域を考慮し、総合的に計画、実

施をしていくことが求められる。ここで、英語活

動の一例を取り上げる。体の部位の活動を行う際、

しばしば用いられる歌活動が「Head, Shoulder, 

Knees and Toes」である。この歌には頭、肩、膝、

つま先などの体の部位が次々に登場する。メロ

ディに合わせて、それらをタッチしていく。この

歌活動では、どのような指導内容を設定すること

ができるのか。その一例を表 2にまとめる。

表 2． 歌 活 動「Head, Shoulder, Knees and 

Toes」の指導内容

領域名 指導内容

健　康 先生や友達と一緒に、歌に合わせて十分に体を動かす。

自分の体に興味をもち、体の部位について知る。

人間関係 先生の真似をして楽しみ、先生や友達とともに過ご

すことの喜びを味わう。

友達と積極的にかかわりながら、“できた”ことを

共感し合う。

環　境 日本語以外の言葉があることに気付く。

英語の歌に触れ、他の国に興味をもつ。

言　葉 日本語と英語の音の違いについて気付く。

先生の真似をしながら、一緒に歌うことを楽しむ。

表　現 音楽やリズムに合わせた体の動きを楽しむ。

音楽に親しみ、歌を歌う楽しさを味わう。

　どの領域の指導内容にも、英語の習得について

は触れられていない。幼稚園教育要領や保育所保

育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領

には「外国語（英語）を身に付ける」という外国

語（英語）獲得についてのねらいや保育内容は記

されていない。その点は、小学校以上での英語教

育との大きな違いである。保育者は英語活動や異

文化活動の中で、5 領域内の複数の領域を絡ませ

合いながら、健康、人間関係、環境、言葉、表現

面でのこどもたちの心身の発達を促すことに重点

を置いている。

（2）領域「言葉」と英語活動・異文化活動

　今回は 5領域の中でも、領域「言葉」と英語活

動について取り上げる。幼稚園教育要領や保育所

保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要

領では、領域「言葉」を「経験したことや考えた

ことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の話す

言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対

する感覚や言葉で表現する力を養う」と説明して

いる。領域「言葉」のねらいは以下のとおりである。

①自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう

②人の言葉や話などをよく聞き、自分の経験した
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えください。異文化の何に興味がありますか。（設

問 5）

　設問 4「異文化に興味がありますか。」につい

て「非常に興味がある」と「どちらかといえば興

味がある」が合わせて 44％、「興味がない」と「ど

ちらかといえば興味がない」を合わせて 13％、「ど

ちらでもない」が 43％であった。学生たちは英

語に対しては「好きではない」「苦手である」と

いう姿勢を示している一方で、異文化には興味を

示す傾向にある。海外の情報をインターネットで

容易に入手することができるため、学生たちは英

語に対して好意的でなくても、異文化については

関心をもっていることが見える。

Ⅴ．考察

（1）5領域と英語活動・異文化活動

　幼稚園や保育所、認定こども園の保育を通して、

小学校に入学するまでに達成されることが望まれ

るねらいと内容を、発達の側面から 5つにまとめ

たものを領域（5 領域）と呼ぶ。5 領域には、心

身の健康に関する領域「健康」、人との関わりに

関する領域「人間関係」、身近な環境との関わり

に関する領域「環境」、言葉の獲得に関する領域

「言葉」、感性と表現に関する領域「表現」がある。

幼稚園や保育所、認定こども園で行われるすべて

の保育活動は 5領域を考慮し、総合的に計画、実

施をしていくことが求められる。ここで、英語活

動の一例を取り上げる。体の部位の活動を行う際、

しばしば用いられる歌活動が「Head, Shoulder, 

Knees and Toes」である。この歌には頭、肩、膝、

つま先などの体の部位が次々に登場する。メロ

ディに合わせて、それらをタッチしていく。この

歌活動では、どのような指導内容を設定すること

ができるのか。その一例を表 2にまとめる。

表 2． 歌 活 動「Head, Shoulder, Knees and 

Toes」の指導内容

領域名 指導内容

健　康 先生や友達と一緒に、歌に合わせて十分に体を動かす。

自分の体に興味をもち、体の部位について知る。

人間関係 先生の真似をして楽しみ、先生や友達とともに過ご

すことの喜びを味わう。

友達と積極的にかかわりながら、“できた”ことを

共感し合う。

環　境 日本語以外の言葉があることに気付く。

英語の歌に触れ、他の国に興味をもつ。

言　葉 日本語と英語の音の違いについて気付く。

先生の真似をしながら、一緒に歌うことを楽しむ。

表　現 音楽やリズムに合わせた体の動きを楽しむ。

音楽に親しみ、歌を歌う楽しさを味わう。

　どの領域の指導内容にも、英語の習得について

は触れられていない。幼稚園教育要領や保育所保

育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領

には「外国語（英語）を身に付ける」という外国

語（英語）獲得についてのねらいや保育内容は記

されていない。その点は、小学校以上での英語教

育との大きな違いである。保育者は英語活動や異

文化活動の中で、5 領域内の複数の領域を絡ませ

合いながら、健康、人間関係、環境、言葉、表現

面でのこどもたちの心身の発達を促すことに重点

を置いている。

（2）領域「言葉」と英語活動・異文化活動

　今回は 5領域の中でも、領域「言葉」と英語活

動について取り上げる。幼稚園教育要領や保育所

保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要

領では、領域「言葉」を「経験したことや考えた

ことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の話す

言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対

する感覚や言葉で表現する力を養う」と説明して

いる。領域「言葉」のねらいは以下のとおりである。

①自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう

②人の言葉や話などをよく聞き、自分の経験した

ことや考えたことを話し、伝え合う喜びを味

わう

③日常に必要な言葉が分かるようになるととも

に、絵本や物語などに親しみ、言葉に対する

感覚を豊かにし、保育士等／先生／保育教諭

等や友達と心を通わせる

『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』『幼保連携型

認定こども園教育・保育要領』より

　こどもたちは日々の生活の中で、言葉を獲得し

ていく。保育者はこどもたちの聞く能力と話す能

力の発達を促す役割を担っている。言葉が豊かに

発達していくためには、生活の中で、言葉の響き

やリズム、新しい言葉や表現などに触れ、これら

を使う楽しさを味わえるようにすることも保育者

には求められている。言葉自体を取り扱う英語活

動は、領域「言葉」の発達を促すことに対して、

大きな役割を担う。日本語にはない英語の特有の

音声やリズムに触れることは、言葉の面白さや豊

かさに気付くことに繋がる。また、英語活動の中

には自分の気持ちを英語で表現する場面が予想さ

れる。日本語ではない言語で自分の気持ちを表現

し、相手に伝わったことを喜ぶ。この経験を積む

ことは、日本語で自分の気持ちを表現する楽しさ

を再確認することになる。

（3）まとめ

　保育者を志している学生のほとんどは英語や異

文化に高い関心を示しておらず、保育者養成課程

において必修科目である英語科目に対しても消極

的である。見るもの、聞くもの、触れるものすべ

てに興味や関心をもち、自身の可能性を広げよう

とするこどもたち。そのこどもたちの育ちに大き

な影響を与えるのが、保育士や幼稚園教諭という

職業である。様々なことに高い興味や関心を示し、

その気持ちをこどもたちと共有できる保育者は、

こどもたちの好奇心を最大限に引き出し、可能性

の芽を育てることができる。

　しかし、英語や異文化にあまり興味を示してい

ない“保育者のたまご”たちが、こどもたちがも

つ言葉や異文化への好奇心を刺激し、言葉の発達

を促す環境を提供できるとは考えにくい。また、

英語活動や異文化活動がもつ特異性である“自分

とは異なるものを受け入れる力”を育てる機会を

充分に活用することはできない。自分とは異なる

ものを異質なものとして捉えるのではなく、受け

入れる姿勢を育てる。世界との距離が急激に縮

まった今日、これらの姿勢を育てるために、英語

活動や異文化活動が有効的な保育活動の一つであ

ると捉え、将来、これらの活動を保育活動に取り

入れていきたいと考える学生を育てていく必要性

がある。そのためには、まず英語や異文化に対す

る学生自身の興味や関心を高めることが第一段階

となる。

Ⅵ．今後の展開
　学生たちは、手遊びや絵本、パネルシアター、

エプロンシアターなどの保育技術に非常に高い関

心を示している。保育者養成課程の英語教育に“こ

ども”や“保育活動”のエッセンスを加えた授業

を展開することで、学生たちの英語や異文化に対

する意識の変化が期待できる。保育技術を保育者

養成課程の英語教育に取り入れることで、英語へ

の苦手意識の払拭や学習意欲の向上に効果がある

のかを、今後検証していく。

冨倉 志保（とみくら・しほ）］

筑波学院大学国際学部国際社会学科卒業

私立 Tsukuba International School、南オーストラリア州私立 Immanuel 

College での日本語教師を経て、筑波研究学園専門学校にて外国語科目を担当

する。現在、名古屋学院大学大学院修士前期課程にて、保育者養成課程におけ

る英語教育についての研究を行う。

豊岡短期大学通信教育部こども学科非常勤講師、姫路大学教育学部通信教育課

程こども未来学科非常勤講師、筑波研究学園専門学校こども未来学科講師
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5 月 9 日　平成 29 年度第 1 回常任理事会が開催

された。主な議題は、理事会資料の確認、評議員

会及び第 2回理事会の議事確認、規程の改定など

であった。

5 月 15 日　平成 28 年度決算状況について監事に

よる監査が行われた。

5 月 18 日　第 1 回理事会が開催された。主な議

題は、事業報告、収支決算他評議員会の議案に関

すること並びに公益目的支出計画実施報告の承認

などであった。

6 月 8 日　第 2 回編集委員会が開催された。主な

議題は、56 号の進捗、57・58 号の企画であった。

6 月 9 日　平成 29 年度第 1 回の評議員会が開催

された。主な議題は、平成 28 年度収支決算承認

及び理事の選任について、平成 28 年度の事業報

告などであった。

6 月 9 日　第 2 回理事会が開催された。故西谷理

事長の後任として、横溝理事を理事長として選定、

またそれに伴う役付き理事選定、業務分掌等につ

いて決定した。

6 月 15 日　第 2 回常任理事会を開催、理事長職

務代理者を決定した。また総合科学研究センター

業務の今後の進め方について意見交換を行った。

6 月 29・30 日　平成 28 年度の利用促進交付金の

額の確定調査が 2 日間にわたり中性子科学セン

ターにおいて行われた。調査は 9月 1日まで述べ

10 日にわたって行われた。

8 月 3 日　第 3 回編集委員会が開催された。主な

議題は「CROSS T&T」57 号の進行状況の確認、58

号以降の企画であった。

ＣＲＯＳＳの動き

2017 （平成 29） 年 5 月～ 8月 （文中敬称略）

西谷隆義前理事長の急逝に伴う誌面の組み替えで、前号の積み残しになっていた

課題「地域の多様な担い手」の発掘をそのまま本号の特集テーマに据えた。研究

者やその縁故に頼らない幅広い執筆者とテーマをそろえたいとの編集意図からだが、本号に限った考え

ではない。西谷さんの遺志を継ぐものでもある。▼筑波山周辺で採集したドングリを育て植樹する活動

をしていると聞いて石村さんに、農地の除草に飼育しているヤギを貸し出していると聞いて藤岡さんに、

盆栽の国際化に取りくんでいる人が地元にいると聞いて森さんに、大学病院に小児患者の保護者会があ

ると聞いて五十嵐さんに、ベッドタウンを襲う少子高齢化の波に抗する町内会活動があると聞いて水谷

さんに、それぞれ執筆をお願いした。▼編集委員をはじめとする CROSS のネットワークをたぐっての

原稿依頼で、活動の多忙を縫って執筆をいただいたことに感謝申し上げると共に、今後の取り組みを見

守っていきたいと思う。ただこうして、取り組みの構図を自らまとめ原稿の形にしておくことは、後の

ちの発信力を支える土台になるはずだ。それもまた西谷さんの教訓である。▼本号では西谷さんが理事

長を務めていた 3機関の新理事長に就任あいさつをいただいた。なかの一人は原稿の締切日を伝えると

「夏休みの宿題みたいだな」、考えをまとめるのに十分な時間だったろうか。採点はこれからである。

（CROSS T&T 編集長／相澤冬樹）

編／集／後／記
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5 月 9 日　平成 29 年度第 1 回常任理事会が開催

された。主な議題は、理事会資料の確認、評議員

会及び第 2回理事会の議事確認、規程の改定など

であった。

5 月 15 日　平成 28 年度決算状況について監事に

よる監査が行われた。

5 月 18 日　第 1 回理事会が開催された。主な議

題は、事業報告、収支決算他評議員会の議案に関

すること並びに公益目的支出計画実施報告の承認

などであった。

6 月 8 日　第 2 回編集委員会が開催された。主な

議題は、56 号の進捗、57・58 号の企画であった。

6 月 9 日　平成 29 年度第 1 回の評議員会が開催

された。主な議題は、平成 28 年度収支決算承認

及び理事の選任について、平成 28 年度の事業報

告などであった。

6 月 9 日　第 2 回理事会が開催された。故西谷理

事長の後任として、横溝理事を理事長として選定、

またそれに伴う役付き理事選定、業務分掌等につ

いて決定した。

6 月 15 日　第 2 回常任理事会を開催、理事長職

務代理者を決定した。また総合科学研究センター

業務の今後の進め方について意見交換を行った。

6 月 29・30 日　平成 28 年度の利用促進交付金の

額の確定調査が 2 日間にわたり中性子科学セン

ターにおいて行われた。調査は 9月 1日まで述べ

10 日にわたって行われた。

8 月 3 日　第 3 回編集委員会が開催された。主な

議題は「CROSS T&T」57 号の進行状況の確認、58

号以降の企画であった。

ＣＲＯＳＳの動き

2017 （平成 29） 年 5 月～ 8月 （文中敬称略）

西谷隆義前理事長の急逝に伴う誌面の組み替えで、前号の積み残しになっていた

課題「地域の多様な担い手」の発掘をそのまま本号の特集テーマに据えた。研究

者やその縁故に頼らない幅広い執筆者とテーマをそろえたいとの編集意図からだが、本号に限った考え

ではない。西谷さんの遺志を継ぐものでもある。▼筑波山周辺で採集したドングリを育て植樹する活動

をしていると聞いて石村さんに、農地の除草に飼育しているヤギを貸し出していると聞いて藤岡さんに、

盆栽の国際化に取りくんでいる人が地元にいると聞いて森さんに、大学病院に小児患者の保護者会があ

ると聞いて五十嵐さんに、ベッドタウンを襲う少子高齢化の波に抗する町内会活動があると聞いて水谷

さんに、それぞれ執筆をお願いした。▼編集委員をはじめとする CROSS のネットワークをたぐっての

原稿依頼で、活動の多忙を縫って執筆をいただいたことに感謝申し上げると共に、今後の取り組みを見

守っていきたいと思う。ただこうして、取り組みの構図を自らまとめ原稿の形にしておくことは、後の

ちの発信力を支える土台になるはずだ。それもまた西谷さんの教訓である。▼本号では西谷さんが理事

長を務めていた 3機関の新理事長に就任あいさつをいただいた。なかの一人は原稿の締切日を伝えると

「夏休みの宿題みたいだな」、考えをまとめるのに十分な時間だったろうか。採点はこれからである。

（CROSS T&T 編集長／相澤冬樹）

編／集／後／記

CROSS 中性子科学センターの動き

J-PARC 物質 ・ 生命科学実験施設 （MLF） に関する活動

6 月 9 日　FSBL/MLF 連携勉強会をエッサム神田 2

号館（東京）において共同で開催した。参加者数：

18 名。

6 月 19 日　プレス発表「電子：自転がふらつくと、

軌道も変わる―磁性物質における電子スピンのふ

らつきと電子軌道の結びつきが明らかに―」を実

施（東京大学、日本原子力研究開発機構、J-PARC

センター、CROSS の連名）。

7 月 20 ～ 21 日　平成 29 年度 J-PARC MLF 産業利

用報告会を秋葉原コンベンションホール（東京）

において共同で開催した。参加者数：のべ 450 名。

冒頭、西山崇志文部科学省量子研究推進室長から

の挨拶を頂いた。報告会では、豊田中央研究所代

表取締役所長菊池昇氏及び杉山純氏の「豊田中研

における中性子利用」、田中敬二九州大学教授の

「量子ビーム利用による産学連携の現状と MLF へ

の期待」、折茂慎一東北大学教授の「高密度水素

化物の材料科学－新たなエネルギー材料としての

可能性－」、インターメタリックス・佐川眞人氏

の「ネオジム磁石、過去、現在、未来」の 4 件

の特別講演、招待講演を含む 21 件の講演が行わ

れ、J-PARC MLF の産業利用の成果や深化につい

て活発に議論された。

7 月 27 日　プレス発表「200 年にわたる謎に終止

符、ガラスの基本単位の構造を決定－オルトケイ

酸を用いた高機能・高性能ケイ素材料の創出に期

待－」を実施（産業技術総合研究所、新エネルギー・

産業技術総合開発機構、日本原子力研究開発機構、

J-PARC センター、CROSS の連名）。

8 月 9 日　平成 29 年度第 2 回専用施設審査委員

会を TKP 東京駅前カンファレンスセンター（東京）

において開催した。茨城県の 2本の専用ビームラ

イン（茨城県生命物質構造解析装置、茨城県材料

構造解析装置）の実績評価と次期計画評価につい

て審議した。

8 月 14 日　プレス発表「シリコンを使わない太

陽電池の設計に道筋－有機系半導体の特性を解

明、次世代型太陽電池の実用化へ期待－」を実

施（日本原子力研究開発機構、J-PARC センター、

CROSS の連名）。

8 月 20 日　J-PARC 施設の一般公開を共同で行っ

た。加速器のメインリング、ハドロン実験施設、

ニュートリノ実験施設、物質・生命科学実験施設

（MLF）、J-PARC 研究棟などの公開をはじめ、研究

者による各種講演、科学実験及びスタンプラリー

なども行われ、約 1500 名の来場者があった。

8 月 28 ～ 29 日　第 20 回 CROSSroads of Users 

and J-PARC「ハイブリッドリポソーム（HL）－が

ん治療を念頭に置いて－」をいばらき量子ビーム

研究センター（東海村）において共同で開催した。

参加者数：32 名。HL の研究者とソフトマターの

研究者に研究の現状を講演していただき、ダイナ

ミクスや溶液構造に基づくがん細胞と正常細胞の

識別の分子機構に関する中性子散乱研究の可能性

を拓く活発な議論が行われた。

9 月 6 日　第 16 回選定委員会と第 27 回 MLF 施設

利用委員会を AP 東京八重洲通り（東京）で合同

開催した。2017B 期（平成 29 年 11 月～平成 30

年 3 月）には、共用ビームラインの一般課題に

134 件の応募があり、76 件の課題（新利用者支援

課題 5件を含む）の採択が承認された。そのほか、

一般長期課題（複数 BL 選択可能）の申請は 24 件

あり、8件の採択（共用 BL が主 BL の課題は 4件、

副 BL の課題は 2 件）が承認された。さらに、茨

城県の 2本の専用ビームラインの実績評価及び次

期計画評価結果が承認された。
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