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はじめに 
 
 
 
 
 

3.11 の東日本大震災から 2年が経過し、復興の要となっているものは何か

を考えると、あらためて『地域力』の大切さを実感します。 

地域力とは、その土地の歴史や文化や名所旧跡や温泉など観光資源は勿論

ですが、それ以上に、そこで暮らし働きその地を愛し、ゆえにそこで抱える

様々な課題に取り組みより良い郷土を目指す『人』の繋がりのことではない

かと考えます。 

ここ赤城山麓にも、そういう高い志を持つ人々がたくさんいて、それぞれ

の役割や生業を通して地域の活性化に取り組んでいる。いずれの地も、また、

いつの時代であっても、主役は常に『人』であると考えます。 

 

平成 24 年度、実施した『環境で赤城力を高める 9人の提言』は、環境学習、

森林政策、エネルギー問題、命の大切さ、畜産版５S 活動、天体宇宙、赤城

地域の女性力、エコツーリズム、環境経営など様々な分野で活動している『人』

に焦点をあて、何を考えどうあるべきかを提言して頂きました。過去を踏ま

え新しい時代に向けて、我々は今、何をしなければならないか。多くの課題

を突きつけられた思いがします。 

この講演録は、それらの貴重な提言を一過性のものとしないために、講演

者の承諾を得て収録したものです。 

 

講演会の開催や講演録の監修に際しては、群馬県中部県民局中部行政事務

所、群馬県教育委員会、前橋市をはじめ多くの皆様のご指導ご支援ご協力を

頂き、深く感謝を申し上げます。 
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１ 櫻井 義維英 氏  環境学習指導者の必要性 
            国立赤城青少年交流の家所長、赤城自然塾副理事長 
            平成 24 年 4 月 28 日（土）、国立赤城青少年交流の家にて 
 

 
 

こんにちは。ご紹介いただきました桜井でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 
 簡単に自己紹介をさせていただきます。もともと小学生 2 年生の時にボーイスカウトに入りまして、

ずっとキャンプばかりしていていました。高校のときにはワンダーフォーゲル部に入り、結局山ばかり

登っていましたのであまり勉強をしませんでした。大学はどうしようと思っていたところ日本体育大学

に社会体育学科ができ、そこにいくとキャンプばかりやらせてもらえるということで、そこを受けるこ

とにしました。 
社会体育学科の第一期生だったのですが、競争率は 0．9 倍、受ければ受かるという状態で、お陰様

で受かりました大学 4 年間名実共にキャンプに明け暮れていました。1 番多い年は 150 日山の中でキ

ャンプをしていましたので、ほとんど学校にいませんでした。でも大学ですから、勉強もしなければと

いうことで野外教育について学びました。そこでもう少し日本の野外教育はしっかりしなければと感じ

ました。じゃあそれを専門でやっていこうと、大学の時の同級生と二人で独立して立ち上げたのが国際

自然大学校です。 
やってみると、こどもたちのキャンプばかりでなく、環境の問題も考えなければならないとか、自然

のことも考えなければならないと気づきました。そこで現在は野外教育とか、野外活動とは言わずに、

自然体験という大きなくくりの名前でいろいろなことを考えています。 
ですから、国際自然大学校も、自然学校というくくりの中に位置づけられているというふうに私ども

は考えております。もしかすると、このような施設（国立赤城青少年交流の家）も大きな意味では、自

然の中で人々を育てていく、育っていく役割があるのではないかと思っております。以上自己紹介です。 
 環境学習とは何でしょうか。環境学習は学習ですから、環境のことを学ぼうですね。それをもう少し

大きく言えば環境教育なのかなと思っております。環境教育とか、環境学習って何なのでしょう。 
いろいろな意見はあると思うのですが、私はこのように考えます。「こんな問題がありますよ」とい

うことは、いろいろな人が見つけてくれていて皆さんよくご存じです。 
また、「なぜそのような問題があるのか」ということも、専門の先生ですとかいろいろな人が考えて

教えてくれています。では、それをどうやって解決すればいいのでしょうか。そこで、今日は 9 人の

「提言」ですので、私少々過激なことを申し上げて、提言したいと思います。 
 今まで、解決方法を知るといったら、「こういうふうに解決しようじゃないか」と皆さん、お子さん

とかいろいろな方に教えていたと思います。 
教えることが環境教育、環境学習だったのではないか思います。でも、ちょっと考えてみてください、

例えばフロンガス、皆さんご存じだと思います、オゾンホールを広げてしまう、あのフロンガス。 
昭和初期に誰がフロンガスに問題があるなんて思ったでしょうか。みんな、これはいいものだ、だか

ら使おうと考えたのです。しかし、年が経ってみたら実は問題だったということに気がついたわけです。 
そして、何とかしなければならない問題に直面している。だからもしかすると、現在問題と考えてい

ることの解決としてある答えで、将来新たにあらわれる問題を解決することはできないのです。だとす

ると、今の問題を解決する方法を伝えることよりも、将来、あらわれてくるだろう新しい問題をどうや

って解決すればいいのだろうかっていうことを考えることができる、人を育てなければならないのでは
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ないでしょうか。 
今のお子さんたちは、言われたことはものすごくよくやります。こういう笑い話があります。あるご

家庭でお母さんがお子さんに言いました。「お茶碗洗っておいて」と。そうしたらお子さんは「はい」

と答えました。お母さんは洗濯をして戻ってきたら、机の上にほとんど食器は残っているのです。「ど

うして洗っておいてくれなかったの」とお母さんが言うと、お子さんは「お茶碗は洗ったよ」と答えた

のです。実はお茶碗だけ片付けてあり、他の食器は片付けていなかったのです。言われたことは間違い

なくやったのです。お茶碗は洗った。でも、私たちがいうところの「茶碗洗っておいて」は、お茶碗と

かお皿とかみんな洗っておいてね、ってことですよね。 
「この問題を解決しようね」というと、その問題はみんな一生懸命解決してくれます。でも、その隣

にもう一つ汚れたお皿があるからこれも洗っておいた方がいいだろうな、というふうに気づいて、じゃ

あこれも一緒に洗おうという行動をしないのです。それでいいのでしょうか。よくないですよね。 
ですから、私たちはそういうことに気づけるような人を育てるための指導者養成を私たちはしなけれ

ばならないと思っております。ないしは、そういう指導をしなければなりません。そのためには、どう

したらいいのでしょう。 
意識改革です。 
そういう気持ちを変えなければいけない。「教えてもらったことだけやればいいのだ」「言われたこと

だけやればいいのだ」、ではなくて、「自分で考えて行動しなければいけない」のだという意識をもたせ

なければならないのです。 
考えて行動するというのは、どういうことなのでしょう。考えるためには、何かが必要なのです。何

か考え始めるきっかけが必要なのです。そのきっかけとは何でしょう。それは感じることなのです。い

ろいろなことを感じる、「あれっ。」とか、「これはどうなっているのだろう。」とか、いろいろなことを

感じることなのです。「痛い。」とか「冷たい。」とか「ぬるぬるしている。」とか、いろいろ感じるとそ

れをちょっと考えて行動に起こすものです。そして、一番たくさん行動が起きる方法というのは、もの

すごい大きな感じ方をすることなのです。 
だから「感動」と書くのです。感じて動く。大きく感じると必ず動くものがついてきます。そして、

感動の感と動の間には、考えることが必ずあるのです。考えないと動けないから。感動すると必ず行動

に結びつくのですが、感と動の間には考えることが入ります。そしてそれを繰り返していくことが実は

大切なのです。 
感じたら、そして、考えたら行動するのです。行動すると、動くと、またなんか感じるのです。そし

てまた動く。考えて、動く。このぐるぐる回るサイクルを常にできる人間を育てることが、大事なのだ

と思います。 
これは、環境教育だけのことではなく、自然の中での体験をする自然体験や野外教育だとかあらゆる

ものを含め、このサイクルが実は大事なのだと思います。 
例えばエアコンの温度設定。いつもより今日はそれほど寒くないと「感じる。」じゃあ今日は、エア

コンの温度を低くしようかな、と「考える。」実際に低くしてみて、ああこれでも過ごせるのだな、と

分かりそれを続けていく（行動する）。そういう、いつも感じて考えて行動するということを繰り返し

て、そのことがとても大切だと思うように、意識を変えてあげる。 
何か教えてもらったことだけをやるのではなくて、自分で感じて考えて行動するというふうに変える

ための学習・教育が、環境学習であったり環境教育であったりするのだと思います。 
その意識改革をすると、子どもたち、ないしは人々はどういうことをし始めると思いますか。 
感じる、考える、そして行動する。そうすると、もっとたくさんのことを知りたくなるのです。 
じゃあこれはどうなっているのだろう、あれはどうなっているのだろうと。もっとたくさんのことを

知りたくなるのです。そうすると、環境教室とか、体験教室などにもっといっぱい人が集まるようにな

ります。もっと知りたいは、もっと感じて考えたいということですから。逆に、ただ、これがこうだか

らこうしなさい、というのだけを教えると、子どもたちはは分かった気持ちになって終わりだから、次

はもう来なくなります。だから 初にこのサイクルを作ってあげることで、次も知りたい（感じたい、

考えたい、してみたいとなり）、いつもいろいろな人が活動に参加してくれるようになってくれるはず

なのです。このような「感じて考えて行動する」というサイクルを子どもたちや参加者にきちんと繰り

返しやらせてあげて習慣化させ、そして自分でできるようにする。ぜひ、そういうことをみなさんで考

えていってほしいと思います。 
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 さて、環境学習とは、このようなことをしっかりとしていきましょう、ということなのですけれども、

このようななことを教えるための指導者養成とは、どういったものなのでしょう。三つ申し上げます。 
一つめ。子どもに絞ってお話しさせていただきますが、必ずやっていただきたいことは、子どもにと

って、子どもたちの前にいる指導者（大人）は、これから自分が目指すモデルの 1 つですから、ああ

いう大人になりたいなと思うような大人でいてください。お願いですから、ああいう大人にはなりたく

ないな、と思われるような大人として前に立たないでほしい。それは、格好いいとか、格好悪いとかで

はないのです。人にはそれぞれの魅力がありますよね。そういう魅力をちゃんともっていてほしいとい

うことです。 
もう一つは、世の中のルールを守ってほしいということです。しかし、これにはローカルルールもあ

りますよね。以前、国際自然大学校の仕事をしていたときのお話しをしますと、地元の農家の方にお願

いして、田植えの教室をしました。農家の人も快く受けて下さいまして、子どもたちと歩いて 5 分く

らいの田んぼに向かいました。そうしたら途中で農家の方がたばこを吸い始めました。まずいなあと思

っていたら、もう少しで田んぼというところで、農家の人がポイッと田んぼにたばこを捨てたのです。

こりゃまずいなと思って、あとでその方に「あれはまずいですよ。たばこなんか捨てちゃ」といったら、

「どうして悪いんだ、俺の田んぼだ。俺は何十年もこうやってきたよ」と言われ、「それは分かるけど、

学校でもポイ捨ては行けないって教えているし、ちょっとそこは我慢してほしかった」という話をしま

した。また別の話では、稲刈りの時の話があります。あるところで、稲刈りの体験をしていたら、子ど

もが鎌で指を切ってしまいました。そうしたら、そこにいた農家の人は「泥をぬっとけ。」と。それも

分かるのですけど、さすがに今の町の子にそれはまずいだろうということですよね。そういうローカル

ルールは分かるけれども、やはり子どもさんを前にしたら、一応、世の中一般の常識をちゃんと見せて

あげてほしいと思います。小学生や小さなお子様に泥つけとけ、ではお母さんもびっくりしちゃいます

よね。そういうことも含めて、子どもたちの前に立ったときに大人として見てもらい、ああいう大人に

なりたいな、と思うようなモデルでいてほしいということです。 
子どもさんたちは、悪くなっていくのは簡単です。変な格好したり、変なことしたりするのは簡単で

す。でも変なことしないでいるのは難しいから、やはり周りの大人がきちんとモデルでいてあげてほし

いなと思います。 
そしてもう一つは、みなさん自身が「感じて考えて行動する」ということを、子どもたちの前で見せ

てあげてほしいのです。例えば、道端に咲いている花に気づいて「ああ、この花きれいだね。」って言

ってあげる。ないしは、子どもが見ていたら一緒に見てあげて子どもが「きれいだね。」っていったら

「ほんとにきれいだね。」って言って一緒に感じてあげる。そして考える。「なんて言うのだろうね、こ

の花。」とか、「どうしてここに咲いているのだろうね。」とか。今日も来る途中、コンクリートを割っ

て咲いているタンポポを見かけました。「すごいね。」「どうして突き抜けてこられるのだろうね。」とか、

そういったことを一緒に感じて考えて行動してあげる。お願いですから、「タンポポが出てきたのはこ

れがこうだからこうで・・・。」なんて、すぐに教えてあげるようなことはしないであげてください。

一緒に感じて、一緒に考えてあげる。一緒に考えてあげるというのは、実は待ってあげるということな

んです。 
子どもたちが考えるのを待ってあげる。じれったいことです、これは。しかし、まってあげる。「う

～ん、そうだね。」「どうしてなのだろう。」というふうに。たぶん子どもは答えがわかりません。 
でも、きっと子どもはね、想像力を活かしていろいろ言ってくるのです。「タンポポのつぼみってい
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うのはもしかすると 初はすごく堅いのかもしれない。」とか。その感じて考えることがとっても大切

なのです。そこで、じゃあ「ちょっと調べてみようか。」とか、「なるほど、でも実はね。」というふう

にして待ってあげた後、教えてあげる。そうすると、ああそうなのか、じゃあ、このタンポポは大切に

してあげよう、という行動に結びつくわけです。子どもたちと一緒に、この感じて考えて行動するとい

うのを、動いて連動させるのです。多くの人はついつい、子どもが感じると、この考えるというのでは

なく、答えを出すという方向にいっちゃうものです。そうではなくて、一緒に考えてあげる。そういう

ことをしてあげていただきたいなと凄く思っています。そして、その感じるということですが、年とと

もにだんだん感じることが鈍くなってくる。でも感じるということは年齢じゃないのです。それを意識

するかどうかのことなのです。子どもたちが一番楽しく感じるってどんなことだと思いますか。ちょっ

とやってみたいと思います。 
 
（二人組になっての握手ゲームが入る） 
 ※二人組になって頭の中に１か２か３を思い浮かべ、セーノで思い浮かべた数だけ、相手の手を握り、

あうかあわないかを楽しむ。全部で 3 回行った。（3 回目は全員があうようなヒント有り） 
  
あったら何となくうれしいでしょ。なんとなくね。何でそんなに、あうとうれしいのでしょう。いろ

いろな理由があると思います。この、何となくあうとうれしい、ということが実はとても大切なのです。 
指導者が子どもたちに、「（子どもが）あ、このタンポポ凄いな」といったときに、「（指導者が）ああ、

凄いね」といってあげると、何となく、この人僕と一緒だ、って思ってくれる。そのことが、とっても

大切なのです。何となく一緒なのだと感じると、こどもたちが、今（我々が）握手をして数があったと

きのようなジンワリとした、やったぁ、みたいな、合うじゃんとか、そういう気持ちになります。そう

すると子どもたちは指導者を信じてくれるようになります。大げさに言うとね…。そういうふうにして、

子どもたちに寄り添ってあげてほしいのです。これはもしかすると、大人も同じなのかもしれません。 
さて、まだみなさんに伝えたいことがあります。その伝えたいこと、これ、お願いなのです。これは、

環境教育、環境学習の指導者だけでなく、あらゆる指導者にお願いしていることなのです。10 教えた

いことがあった、今日 3 つにして下さいということです。指導者は、なるべく多くのことを教えたく

なりますよね。気持ちは分かります。でも、こっちがもっている情報、同じだけ入ると思ったら無理な

のです。初めての人には。３でいいのです。3 教えると、もうちょっと聞きたいなとなる。そうすると、

また来てくれる。そうすると、次も 3 つ、その次も 3 つであと２回分ちょっとネタをもっていること

になる。それでいいのです。みんな指導する人はいい人だから、もっている物をみんな伝えてあげたく

なってる。少し出し惜しみするくらいでいいのです。「え、もう終わっちゃうの。」くらいがいい。そこ

で「またおいでね。」となる。そういうふうにして、子どもたちが来る。子どもたちや参加者がまた来

たら、これ（感じて考えて行動する）をまた回していく。それを繰り返していくことによって、自然の

中に来なくても、お家で感じて考えて行動するっていうことが回っていく習慣に変わっていくことにな

ります。 
１回だけだったら、ああ、凄かったな、でもあれはあそこだから、赤城だったからだなって思ってし

まう。でもそれを赤城に１０回来てくれると、なんとなく、赤城だったからじゃなくて、これが習慣 
になる。そうすると、お家に帰ってもこういう行動をすると、家の生活も変わってくる。そこが変ら

なきゃしょうがないですよね。赤城だからって言わせていたら、世の中何も変わらない。だからしつこ

く来るようにしてあげる。何度も来てもらうためには、出し惜しみしてください。ちょっとケチでいい

です。みなさんもっているものを全部一辺にだそうと思わないでください。 
それと、その出し惜しみする理由はもう一つあります。それは何かというと、全部だそうと思うと、

どうしても伝わったか伝わってないかが分からなくても、伝え続けなければいけなくなる。３つぐらい

なら、顔を見れば分かったかどうかが確かめられますよね。分からなければもう一回しようかなって言

えますよね。だから、ちゃんと相手が分かるまで、いろんなことをしてあげられる。ぜひ、出し惜しみ

してください。そういう出し惜しみをしても、絶対に、みなさんが一生懸命伝えれば楽しいはずですか

ら。 初のうちは不安だと思いますが、自信もってください。 
後に、必要性の話をします。本当に必要なのでしょうか、そういう指導者を育てることが。さきほ

ど、なかなか指導者が集まらないという話がありました。しかしですね、あるところに行くと指導の現

場がないという人たちもいるのです。それって、指導者がほしいところと、指導する場所を探している

人とがうまく出会ってないということですよね。出会えてない。しかし、もっというと、求めている指

導者と伝えたい指導者の、こっちが求めているものとこっちがもっているものの違いがある場合もあり

ます。それもある。情報がないっていうことと、求めているものともっているものの違い。どちらにし

ろミスマッチなのです。マッチングがうまくいってない。それを誰がうまくマッチングすればいいので
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しょうね。 
実は、今まではそういうことを上手にマッチングする機能を必要としていなかったのです。それはな

ぜでしょう。赤城自然塾は法人化されて３年。国際自然大学校は３０年。自然学校としてはかなり老舗

のほうですが、どう長くても３０年ぐらいなのです。その間、どういうふうに指導者や体験活動はマッ

チングされていたのだと思いますか。例えば、歴史のあるところだと、ボーイスカウトがこの前９０周

年を迎えました。ボーイスカウトは、ボーイスカウトという団体が、指導者養成をして、自分たちのた

めの指導者を養成していました。子供会もそうです。じゃあこれからも、赤城自然塾は、赤城自然塾の

ための指導者養成をすればいいのでしょうか。そうすると、指導者養成のための人材の取り合いになっ

てしまいます。もっといくと、参加者の取り合いになってしまいます。ですから今の時代は、そういう

時代から、今度はお互いの団体とか人材を協力共有していく時代に入っています。例えば、ボーイスカ

ウトの人が赤城自然塾で何かやるときのお手伝いに来る。逆にボーイスカウトの活動に赤城自然塾の人

が手伝いに行くというふうに。 
そうやって、言葉悪いですが、指導者の貸し借りをする時代に入っているのです。ということは、お

互いがどういう指導者をもっているか知ることが必要なのです。実は、指導者養成の必要性って、そこ

にあるのです。人材の養成っていうのは、みんなきちんとやっています。でも、お互いがお互いを知ら

なすぎる。それを、なんとかお互いがお互いを知り合えるような機会をつくる。そういう場とか機会が

今必要になっている。もしかすると、指導者養成という枠の中では、Ａという団体とＢという団体がそ

れぞれ３泊４日で指導者養成をしたら、４日目はＡとＢのそれぞれの団体が交流するような、そういう

指導者養成が必要なのかもしれません。ですから、お互いがお互いを知り合っていくような、そして紹

介し合っていくような仕事を誰かがしなければなりません。もしかするとそういう役割は、ここ青少年

交流の家や県立の施設だとかがやらなければいけないのかもしれないと 近少し思っています。ですか

ら、私のところで、指導者養成をしますとか、指導者がいますとかではなく、みなさんの団体のお手伝

いをいていく仕事が必要なのかもしれないというふうに思っています。 
ここまで、話をしましたが、指導者養成はまだまだ必要だということはお分かり頂けましたでしょう

か。しかし同時にもう一つ大きな課題があります。若い人を入れなきゃならないということです。みな

さんは、いつかはあっちの世界にいってしまいます。わたしも 近時々そんなことを考えるようになっ

てきました。 
みなさんがあっちいってしまったらどうするのですかと。少なくとも若い人が入ってくる仕組みが必

要です。だから、入り口の指導者の講習会は必ず必要です。そして、その入り口の指導者の講習会は、

今言ったようにお互いが知り合うとか、使われるということではなく、どれだけ楽しいことなのかと言

うことを教えてあげることになります。だから、そういう楽しさを伝えてあげる講習会、指導者養成も

必要なのだろうなというふうに思っています。そう考えると、指導者養成っていろいろな種類がある。

例えば、環境教育だとか野外教育など。野外教育でも、野外教育指導者養成講習会一つだけでなく、野

外教育指導者お楽しみ講習会、野外教育指導者協力のための講習会とか、いくつかの講習会がこれから

は必要なのです。でもその講習会、毎回５０人、１００人は絶対に集まらないです。１０人、２０人な

のです。でもその１０人、２０人の講習会を丁寧に、丁寧にやっていく。これが今、世の中に求められ

ている講習会ではないかなと思います。絶対に必要なのです。それをお願いしたいと思います。 
後に、自然の中での体験活動は必要ですよね。自然体験と僕は言っています。自然体験って、自然

の中での体験活動っていうふうに思いますよね。違うのです。俺が今思っているのは、自然な体験活動。

自然と体験の間に入っている字が違う。自然の中での体験活動ではなく、自然な体験活動なのです。分

かりますか。取って付けたような体験活動ではなくて、自然に出てくる体験活動。これ、どういうこと

かといいますと、幼稚園の時の子どもには、幼稚園の時の子どもらしい体験活動が必要なのです。小学

校も中学校も、年をとったらとったなりの体験活動が必要なのです。だから、子どもたちや参加者に合

わせた体験を提供しなければいけないし、それを取って付けたようなものではなくて、自然に変わって

いくような体験活動にしてあげなくてはいけません。そのためには、さっきも言いましたが、何回もや

って、それがその人にとって自然になるようにする。自然な生活だとか、普段の生活に自然に溶け込ん

でいくように、繰り返さなければいけないし、子どもは子どもなりの、大人は大人なりのその人にあわ

せた自然な体験活動をさせてあげなければならない。家族なら家族なりの、そういうことをいつも考え

た体験活動を提供しなければならない。それを考えられる指導者を育てていかなければならないのです。

私はこれを教えたいから、小学生だろうが中学生だろうが高校生だろうが家族だろうが、絶対これを教

えます、ではダメなのです。相手に合わせた自然な体験が大事だというようなことを思っています。 
つたない話でしたが、ありがとうございました。また、施設にも遊びに来ていただければと思います。 

以上 
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２ 半藤 和之 氏   森づくりと水源県群馬の役割 
            群馬県環境森林部緑化推進課長             

平成 24 年 5 月 20 日（日）、赤城ふれあいの森 木の家にて 
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これも同じですが、木材需要の大半は建築材としての需要です。県でも川下対策の一環として

「ぐんまの木で家づくり支援事業」として 800 戸分の枠を確保し、4 億円の予算を取って、県産材を

使って家を建てたり、リフォームで内装に県産材を使用すると最大 100 万円の助成が受けられます。
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●県有林整備パートナー事業 
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1. 図 1-4 とその内容及び「水源かん養機能をいかに高めるか」については、独立行政法人森林総合研究所 HP「森と木の Q&A」の「森林と水の謎を解く」 

2. 「ぐんまの森林づくり」（群馬県） 
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３ 尾嵜 幸男 氏   バイオマスエネルギーの未来を考える 
            前電力中央研究所 赤城試験センター所長             

平成 24 年 6 月 17 日（日）、電力中央研究所 赤城試験センターにて 
 

 
 
P2:再生可能エネルギーの固定価格買取制度 

新聞等でご存じの方もいらっしゃると思うが、平成 24 年 7 月 1 日に「再生可能エネルギーの固定

価格買取り制度」がスタートする。電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法が平成 23 年に成立して検討されてきた。再生可能エネルギーとは「太陽光、風力、水力、地熱、

バイオマス」を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付け

るものである。 
この買取りに要した費用は、我々が使用した電力に比例した賦課金によって回収することとなって

おり、国民が負担することになる。電気料金の一部として、電気料金明細には賦課金として入ってい

る。今、委員会で検討された結果、平均的な世帯で月当たり 70 円～100 円負担となり、使用電力に

応じて負担金が決まる。あくまで電気の買取り制度で、バイオマスを直接電気(発電)に変えるとその

効率は 20%程度と効率が良くない。バイオマスの場合は熱利用とすると 80%～85%と効率がいい。

バイオマスのエネルギー利用はこの効率性等から熱利用がメインとなるため、熱利用の推進のために

は新たな政策が別途必要である。 
 
P3:再生可能エネルギーで事業として行う場合、メガソーラー、中小水力、風力、バイオマス、地熱な

ど群馬県は恵まれている。嬬恋村と草津は地熱発電の問題で町同士が以前から揉めており温泉が枯れ

るのではないか、一方では枯れることはないとの議論があり、群馬県が仲裁に入り中止になった。群

馬県には地熱が豊富にあるので残念である。本日お越しになっている角田登さんも県議会で相当議論

されたと思う。この作った電力は国が買取り期間を定める。その期間は設備の法定耐用年数に基づい

て算出し決まっている。電力会社から民間に送られ電気料金と併せて賦課金を回収する「サーチャー

ジ」こういった方法で回収する。これは費用負担調整期間で回収する。調達価格等算定委員会が国に

あり委員は 5 名（国会同意人事）、ここが買取り価格、買取り期間を決め、kWh 当たりの単価も決め

る。 
 
P4:太陽光発電の余剰電力買取り制度とは（現行制度） 

太陽光発電による電気が、自宅等で使う電気を上回る量の発電をした際、その上回る分の電力を、

1 kWh 当たり 42 円等の価格で、10 年間固定で電力会社に売ることができる制度は既に始まってい

る。 
買取りに必要となる費用は、電気の使用量に応じて電気を利用する方全員で負担する「全員参加型」

の制度となっている。これは日本の太陽光発電の導入量を拡大することで、エネルギーの海外依存度

が高い我が国のエネルギー自給率の向上や、地球温暖化対策、さらに我が国のものづくり技術を活か

した環境関連産業の成長にも大きく貢献できるものと期待されている 
平成 23 年度の買取り価格は、住宅用（10kW 未満）42 円/kWh、住宅用（10kW 以上）及び非住

宅用 40 円/kWh 等の買取価格に決まっている。この制度は既にスタートしている。 
 
P5:太陽光発電設置者で余剰電力を電力会社が 10 年間買い取る。設備設置費についても補助金が出て

いる。設置にかかった費用を 8 年～10 年間程度で回収できる様な見込みになっている。家庭で 10
年というのは一般家庭で壁の塗り替えや屋根の補修は大体 10 年が目安であろうということ。かなら
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ずしも太陽光パネルの寿命や耐用年数で決めた 10 年ではない。むしろ個人の家の壁の塗りや改修、

場合によっては自分の家を売買して、別な場所に引っ越すなど、諸々の家庭の事情を考えて 10 年間

と決まったようだ。 
 

P6:調達価格等算定委員会による買取り価格 
今年の 4 月 26 日に先ほどの委員会が買取り価格案（調達価格等算定委員会による買取り価格案）

のパブリックコメントをもらっている 中で提示した金額である。 
太陽光発電は先ほど説明したように、住宅用で 10 年間 42 円、非住宅用 20 年間全量で 42 円、全

部全量であるが、風力は 20 年間で 20kW 未満 57.75 円、20kW 以上で 23 円、地熱は 1.5 万 kW 未

満と以上、中小水力は 200kW 未満、200kW～1000kW、1000kW～3 万 kW、中小水力は MAX が 3
万 kW これ以上の水力発電は対象外、3 段階の価格が決まっている。本日中心に話しているバイオマ

スでもこれだけ幅がある。買取り期間は 20 年、まずリサイクル木材で発電した場合 13 円、これは

建築廃材が含まれる。廃棄物は木質以外のバイオマス 17.85 円、パーム椰子殻一般の木質バイオマ

スで発電した場合は 25.2 円、未利用木材は林地残材で 33.6 円、下水汚泥はメタン発酵ガス化バイオ

マスで発電したガス発電 40.95 円、因みに通常の火力発電では kWh 当たり 9 円、10 円以下なので

如何に再生エネルギーが高価かわかる。これは全量買い取ってそのお金は我々が負担することになる。

ひと月 350kWh の一般家庭だと月 70 円～100 円、先ほどの既に始まっている太陽光発電の家庭から

出る余剰電力では、例えば私の家に東京電力から送られてきた明細書によると太陽光促進賦課金が付

いている。この 5 月は節電に努めて 334kWh を使ったので、太陽光促進賦課金は 20 円負担してい

る。今度再生可能エネルギーで発電した場合はさらに 70 円～100 円程度、加算されて 100 円程度に

なる。8 月の電気料金から負担することになる。たまには明細書を見て頂ければこのような制度もあ

ることが分かる。 
 
P7: 再生可能エネルギーとは 

再生可能エネルギーは法律でどのように決められているのか。エネルギー源として永続的に利用す

ることができると認められるもの。法律の名前は「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源

の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」と非常に長ったらしい名前である

が、こういった法律で決められている。 
先ほどの太陽光発電等のことである。もう一つ資源が枯渇せず繰り返し使え、発電時や熱利用時に

地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しない、優れたエネルギーと謳われている。 
 
P8: エネルギーの概念図 

このエネルギーの概念図は非化石エネルギー源、再生可能エネルギー源、新エネルギー源を示した

ものである。再生可能エネルギーには新エネルギーも含まれていて、新エネルギーは太陽光、風力、

中小水力、地熱（バイナリー方式）、太陽熱、水を熱源とする熱（地下水）、雪氷熱、バイオマス（燃

料製造・発電・熱利用）。それと海洋温度差、波力発電、潮流・潮汐発電。これについては技術開発

の段階で目処が立てば新エネルギー源として含めて、新エネルギー発電として認知していこうとして

いる。 
 
P9:再生可能エネルギーのコストについてであるが、 

縦軸はコスト円／kWh、横軸は発電の種類、太陽光は 38 円～45 円、風力は 10 円～27 円、小水

力は 10 円～35 円、バイオマスは 10 円～41 円、LNG 火力は 8 円と再生可能エネルギーは高く付く

が、将来は出来るだけ増やす計画である。電力全体の占める再生可能エネルギーの割合の国の目標は、

原子力発電を何パーセント見込むかによって、変わってくる。国で議論している総合エネルギー調査

会のエネルギー環境委員会は将来的に電力全体の 35％を賄える程度を目標としている。このような

発電設備を増やし、電力は強制的に電力会社に買い取らせ国民にその付けを廻すことになる。我々も

注視していかないと 70 円から 100 円がどの程度上がっていくか、買取り価格については毎年見直す

としている。 
 
P10:バイオマスの分類 
・乾燥系は木質系、農業・畜産・水産系、建築廃材がある。 
・湿潤系は食品産業系の食品加工廃棄物、家畜排泄物・牛豚ふん尿、生活系は下水汚泥等がある。 
・その他は製紙工場系からでる黒液、廃材、セルロース、糖、でんぷん、パーム油と産業食用油があ

る。 
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P11：バイオマス発電 

バイオマスとは、動植物などから生まれた生物資源の総称である。バイオマス発電では、この生物

資源を「直接燃焼」したり、「ガス化」するなどして発電する。技術開発が進んだ現在では、様々な

生物資源が有効活用されている。 
 
P12：特長と課題 

CO2 を排出しないものとされているのが、地球温暖化対策、廃棄物の再利用や減少につながるの

が、循環型社会を構築。このことについては以前から言われているが、上手くいった事例は聞いたこ

とがない。農山漁村の活性化は農山漁村に存在するバイオマス資源を利活用することにより、農山漁

村の自然循環環境機能を維持増進し、その持続的発展を図ることが可能。地域環境の改善は捨ててい

たものを資源として活用することで、地域環境の改善に貢献。 
これはバイオマス全般にいえる課題だが、資源が広い地域に分散しているため、収集・運搬・管理

にコストがかかる小規模分散型の設備になりがちで、上手く行うには地産地消ではないが地域が連携

して取り組んでいかないと広域的にならない。 
 
P13：日田ウッドパワー（出力 12,000kW） 
  バイオマス発電所で大分県日田市にある。建築発生木材に由来する木質チップを使った発電所。

10,000kW 
から 12,000kW の設備が も多く導入されている。直接発電するのでエネルギー効率が 20%程度で

残りは熱として逃がしている。この熱を上手く利用しないと行けない。 
 
P14：葛巻高原牧場 畜ふんバイオマスシステム（出力 37kW） 
  メタンガスを抽出し、発電ならびに熱回収を行うシステムである。 
 
P15：横浜市 北部汚泥資源化センター（出力ガスエンジン 20kW×４基 1,100kW×1 基） 
  処理過程で発生する消化ガスを燃料にして、ガスエンジンで電気を発電している。 
 
P16：コープこうべ 廃棄物処理施設（出力 60kW） 
  豆腐、麺、パンなどの製造過程で発電する生ゴミ 5t と排水処理施設から排出される汚泥 1t 合計

6t をメタ 
ンガスに変換し、電気や熱エネルギーとして工場内で再利用している。 

 
P17：バイオマス熱利用 

バイオマス資源を直接燃焼し、廃熱ボイラーから発生する蒸気の熱を利用。バイオマス資源を発酵

させて発生したメタンガスを都市ガスの代わりに燃焼して利用する。都市ガスの代わりに使う為のパ

イプラインが必要で、北欧と同じシステム。 
 
P18：特長と課題 

生物系廃棄物の削減に寄与・・・バイオマス資源を有効活用することで、発生する生物系廃棄物の

量を削減。課題は先ほどと同じ。 
 
P19：バイオマスの賦存量と利活用状況 
  生物系廃棄物バイオマス 家畜排泄物約 8,700 万 t、これは堆肥などに約 90%利用されていて、未

利用は 
10%程度、これは地域特性で変わってくる。群馬県の畜産廃棄物の有効利用で県とか市も力を入れて

いる。下水汚泥約 7,900 万 t、建築資材、堆肥の利用に約 75%（建築資材これはセメント）、黒液約

7,000 万 t、100%利用。黒液はパルプの製造で出る廃液。食品廃棄物は約 1,900 万 t、製材工場等残

材は約 430 万 t、95%利用。建築発生木材は約 470 万 t、70%利用。バイオマス未利用には農作物非

食部約 1,400 万 t、30%で未利用は 70%利用。林地残材は約 800 万 t、１％利用と殆ど使われていな

いので、今後重要になってくる。林地残材の 800 万 t を如何に熱と電気に使っていくか。 
 
P20：真庭市勝山健康増進施設「水夢」 
  プールや浴室などで使用する温水の主熱源にペレット炊きボイラーを採用している。同施設で使用
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される 
ペレット量は年間 370t。 
ペレットストーブの場合は年間使っても凡そ 1.5t 程度しか使わない。セレスの生産能力は年間

1,000t、ストーブで消費させるには 600 台必要となる。毎日使うボイラーであれば 10 台もあれば

1,000t 捌ける。市内の温浴施設に導入して行ければ賄える。ボイラーが重要である。石油資源の節

約になる。 
 
P21：マック食品 
  メタン発酵し燃料とすることで、排水処理容積や電気量を抑えることが可能となった。 
 
P22：住田町立世田米保育園 
  温水循環床暖房施設（2002 年四月に開園）全国で初めて国産ペレットボイラーを導入し循環型床

暖房施設 
 を導入した保育園。 
 
P23：日本製紙 勿来工場 

木材チップを燃料にした循環流動床ボイラーを採用している。年間約 34,000kl 消費されていた重

油の約 98%を削減した。年間約 10 万 t の二酸化炭素を削減したことになる。これは CO2 の取引に

使われていれば経費の削減になる。 
 
P24：バイオマス燃料製造 

ペレットなどの固体燃料、バイオエタノールやバイオディーゼル燃料（BDF）などの液体燃料、

そして先ほどのメタンガスなどの気体燃料がある。 
 
P25：木質ペレット 

製材廃棄や枯れマツからもペレットを作り、ペレットストーブ、ペレットボイラー等に使う。 
 
P26：バイオエタノール 

バガスなどからエタノールとして回収し、給油所でガソリン燃料として一般車両で使う。 
 
P27：バイオガス 

バイオガスはガス化プラントで発電し電力として使う。 
 
P28：バイオディーゼル燃料（BDF) 

食品工場の廃食油から回収して、ディーゼル燃料として使う。 
 
P29：油藤商事 
  回収した廃てんぷら油から BDF を精製する自社プラントを建設精製した BDF を軽油に混合し店

頭販売。 
 
P30：京都市廃食用油燃料化施設 
  回収された廃食用油を原料に、日量 5,000 リットル、年間 150 万リットルのバイオディーゼル燃

料を製造。これを京都市のごみ収集車や市バスに活用した実証例。 
 
P31：真庭エタノール実証プラント 
  約 30 の製材所が集中する製材端材や林地残材などを主原料に、遺伝子組み換え酵母を使い、約

250kg／日のエタノールを製造。精製したエタノールは三井造船が開発した技術により無水化した例。 
 
P32：木質バイオマスのエネルギー利用方法別特徴（出典：バイオマス白書 2011） 
・この表の横軸は規模、燃料価格、その他、縦軸は石炭混焼燃料、専燃発電、コジェネレーション、

熱利用。 
・輸入した場合は大量な調達となり、タンカーで運ぶ。舞鶴の石炭火力発電所の場合年間 9 万 t をカ

ナダから輸入し、石炭の節約としている。価格は高めであるがペレットなら国産より安い。カナダ

政府はペレットを外貨獲得の手段の一つとしている。その他、持続可能性への配慮が必要。山林が
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枯渇してしまう可能性もあり、何れ外国の山を枯らしてしまうなど注意が必要。 
・国産では原材料の調達が困難で廃棄物系で作れれば良いが、林地残材は製造コストが大きく大量に

は製造していない。需要が大きいため、供給現場に大きな影響を与える。 
・専燃発電、コジェネレーションは調達量により規模に制約があり、値段は安価な燃料でないと現状

では無理で、トン数円で入手出来なければ使用量が大きい発電所では利用が難しい。コジェネは熱

電の需要バランスをとる必要があるが難しい。地域の実情に合わせ工夫する。 
・木質バイオマスの熱利用は小規模（ペレットストーブ）でも可能。価格が高い林地残材でも可能性

がある。林地残材利用の推進策が必要で、林地残材利用は使い道がなく 99%が未利用である。 
 
P33：木質バイオマスの熱利用（出典：バイオマス白書 2011） 

各種木質燃料の短所と長所 
・薪のメリットは製造が も容易で、デメリットは燃料効率を上げにくい、煙が多い、火力の調整が

困難。 
・炭はエネルギー密度が高い、煙が出ない、火持ちがよい、用途が多いとメリットがある。デメリッ

トは歩留まりが 40％と製造効率が悪い。 
・チップのメリットは製造が比較的容易、デメリットは利用機種が複雑になり小規模の利用機器では

不可。 
・ペレットでは自動供給や発熱量調整がやりやすい、取り扱いが容易。小型機器でも燃焼効率がよい。

エネルギー密度が比較的高い（チップに比べてエネルギー密度は 3 倍以上）。バーナーで使用可能、

利用用途が多様化し応用が広いなどメリットが多い。製造工程がやや複雑、製造コストが比較的高

く手間がかかる、水湿に弱いなどデメリットがある。如何に有効活用できるかが課題。 
 
P34：国等の各種支援制度の紹介(1)個人の方  出典：資源エネルギー庁 HP 

個人の方の支援制度が補助金として出来た。 
補助金：住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金。 
これ受けて国や県、市が補助金を導入している。 
•東京都住宅用創エネルギー機器等導入促進事業（住宅用太陽熱利用システム） 
•東京都住宅用創エネルギー機器等導入促進事業（ガスコージェネレーションシステム） 
税制は既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除（省エネリフォーム

の投資型減税）このような税制の支援もある。 
 
P35：国等の各種支援制度の紹介(2)事業者の方補助金： 

・再生可能エネルギー発電設備等導入促進支援対策事業（再生可能エネルギー発電設備等導入促進

支援復興対策事業費補助金） 
・再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金（地域再生可能エネルギー熱導入促進事業） 
・東京都集合住宅等太陽熱導入促進事業 
税制はグリーン投資減税、太陽光発電設備、風力発電設備 

・グリーン投資減税、その他の設備 
・再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置、固定資産税 
融資、環境 

・エネルギー対策貸付 
・電力需給対策高度化事業 

   このような融資の支援制度もある。 
 
P36：再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金（地域再生可能エネルギー熱導入促進事業）

その 1 
地域における再生可能エネルギー熱利用の加速的促進を図ることを目的とし、地方公共団体、非営

利民間団体並びに地方公共団体と連携して再生可能エネルギー熱利用の設備導入を行う民間事業者

が行う再生可能エネルギー熱利用設備導入事業の実施に必要な経費を補助。 
対象者は再生可能エネルギー熱利用の設備導入事業を行う以下の団体等、地方公共団体、非営利民

間団体、地方公共団体と連携して再生可能エネルギー熱利用の設備導入を行う民間事業者。 
 
P37：再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金（地域再生可能エネルギー熱導入促進事業）

その 2 
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補助対象となる種類は太陽熱、温度差エネルギー利用、バイオマス熱利用、雪氷熱利用、地中熱利

用にも補助金がある。 
補助金額は補助対象経費の 1/2 以内、ただし、1 件当たりの年間の補助金額の上限額は、原則とし

て 10 億円。問合せ先は一般社団法人新エネルギー導入促進協議会である。 
 

P38：バイオマスエネルギーの未来が見えましたか？ 
ここまで色々とお話ししたが、バイオマスエネルギーの未来が見えましたか。まだまだこれから

だと思いますが、皆様方はバイオマス・ニッポン総合戦略をご存じでしょうか。これは平成 14 年

12 月 27 日閣議決定され、これに基づくバイオマスの利活用に関する政策が、各省庁、県、市等で

行われてきている。 
非常に珍しいのですが、総務省行政評価局が今まで国が投資してきた政策評価について、本当に上

手くいっているのかどうか詳細について、調査の結果が次のように公表されている。 
・政策全体のコスト（決算額）はかなりいい加減でまともに行っているのは一部だけ、設備はあるが

殆ど稼働していない。試運転して終り。 
・バイオマス関連事業の効果（アウトカム）、お金を使い放しで何が成果か分からない。 
・バイオマスタウン構想の進捗状況、前橋市も平成 22 年 2 月に前橋市バイオマスタウン構想を公表

した。構想は日本全国で作り、非常に良い構想が出来ている（補助金は NED）。進捗状況は殆ど

ゼロである。これは構想が出来て終りで、構想を実現させるのは地域に住んでいる方々を含めた話

で、全国各市のこれからの課題と考える。 
・バイオマスの利活用現場（バイオマス関連の施設）における CO2 削減効果。これもかなりいい加

減で、先ほど工場を見学されてと思うが、ペレットを年間 1,000t 生産したとして 1,300t の CO2
削減効果がある。ところが 1,000t 作るまでのエネルギーコストが約 2 割程度必要。土地、電気の

利用、設備・プラント、商品で CO2 を削減した評価・効果、これらを踏まえた全体の評価を行っ

ていない。政策の有効性や効率性を検証するためのデータがこれまで十分に把握されていなかった

ことが明らかになった。 
・これらの課題を改善するため、平成 23 年２月 15 日、関係６省（総務省、文部科学省、農林水産

省、経済産業省、国土交通省、環境省）に勧告。そうこうしているうちに再生可能エネルギーの固

定価格買取り制度という新しい制度が出てきた。 
・地域の未来は、国任せにせず地域に住む我々が自立して、地産地消型のシステムを構築することに

ある。 
 
P39：電中研・赤城試験センターと周辺における“森林の状況” 

枯れマツについて何とか対応するために、電中研とセレスで取り組んできた。 
2003 年は構内には沢山木があったが、2011 には木が無くなってしまった。枯れマツを伐採して跡

地には植林をしたことで少しずつ緑が戻りつつある。 
 
P40：赤城試験センターの“森林保全”と㈱セレスの“枯マツの資源化” 

平成 12 年から平成 19 年の 8 ヶ年で 5,000 本伐採した。伐採後は植林活動で植林し役員や新人研

修等で植林を行った。伐採したマツはセレスのペレット工場でペレット化している。年間 2,000 本

伐採してペレットにしている。このため平成 19 年から平成 20 年の 2 ヶ年で試行期間を設け、その

後、セレスはペレット事業を行っている。 
 
P41：赤城試験センター構内の森林保全と枯マツの資源化計画 

平成 21 年から平成 25 年の 5 ヶ年で赤城試験センター構内の森林を維持するための森林保全計画

に取り組み、セレスは枯れマツの再資源化計画に取り組んだ。森林保全と枯れマツの資源化により、

枯れマツを伐採し植林し、セレスではペレット化している。 
 

P42：㈱セレスの木質バイオマス（ペレット化）事業の概要 
工場の見学で見て頂いたペレットを三夜沢きのこ園（菌床の殺菌ボイラー）に燃料として供給。 
農林大学校（野菜栽培温室）や伊香保グリーン牧場（イチゴハウス）の温風機（ボイラー）の燃料

として供給。 
苗ケ島集落センターのペレットストーブに燃料を供給。伊香保グリーン牧場や農林大学校は温風機

であることや期間が限られているので燃料の消費は少ない。 
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P43：森林の再生 
・森林の再生は枯れてしまったマツを伐採し、搬出し跡地に植林することで森林を再生させる。 

 ・資源の有効利用と CO2 削減に繋がる。 
 
P44：地域にペレットを普及させるための課題 
   このページの課題はセレスの唐沢所長が作成したもので、是非とも燃焼器を普及させたい思いが

募っている。 
・ペレット燃焼機器（ストーブ・温風機・ボイラー等）の普及について、県や市の施設の学校・温泉

施設・老人施設等への導入して欲しい。現在は県や市と協議して前向きな回答を頂いている。 
 ・燃焼機器購入の際に少しでも購入しやすい補助金制度を作って頂きたい。 
・原材料の確保は渋川県産材センターのバークや森林組合の間伐材や林地残材を利用していきたい。 
・ペレット工場の普及は群馬県には数ヶ所のペレット工場が必要と考えているが、セレスでは第 2
工場を検討中している。群馬県内の工場はセレスと上野村のみで 1 時間に 大で合計１.５t しか作

れない。工場を数カ所に増やせれば、活性化すると考えられる。日本全体で約 70 ヶ所の事業所が

あり、1 時間に約 60t、年間 2,000 時間とすると約 12 万 t のペレットが作れる。行政の動向に着

目し、先ほどの前橋市バイオマスタウン構想とか平成 24 年 3 月に群馬県バイオマス活用推進計画

（平成 24 年から平成 33 年の 10 ヶ年計画）が公表されている。このような計画と構想を実現した

いと考えている。 
 
P45：（株）セレスのバイオマス利用事業の現状と今後の取組 

セレスで取り組んでいるのは電中研・赤城試験センターにペレットストーブを設置している。今後、

電中研・狛江、我孫子、横須賀、塩原にも普及させたい。地域にもストーブ、ボイラーを普及させた

い。 
第 2 フェーズでは、電中研敷地外に第 2 工場を建設する計画であるが、それには賛同者を募り事

業組合を設立する必要がある。渋川県産材センターや赤城南麓森林組合から原材料を供給して頂いて

地産地消のエネルギーとして地域に貢献したい。 
 
P46：赤城森のエネルギー生産事業組合（仮称）提案（一例です）：  
  有限責任事業組合（LLP）は法人、個人、行政も参加できる組合・形式である。仮称であるが赤

城森のエネルギー生産事業組合。このような組合を前橋市内に設立したいと考えている。赤城山南面

地域で事業を営む地元企業、森林組合、NPO、自治体等が連携して事業組合を設立し、未利用の木

質バイオマスを利用したペレット、チップ、おが粉、敷料等のバイオマス燃料・農業資材を製造し、

地域に供給するとともに、ストーブ、ボイラー等の一般住宅及び公共施設等への普及に努め、まさに

地産地消のエネルギー生産を考えている。 
 
P47：事業の前提条件 
・森林と生態系の保全に留意することが重要である。現在話題になっているメガソーラーを空いた土地

にパネルを設置するなら空いた土地の利用として理解できるが、その為に森林を伐採して行うのは疑

問視している。バイオマス事業のように森林と生態系の保全に留意していかないと、山を荒らし、生

態系を壊してしまう。このことをよく考えていかないと行けない。森林破壊をしない、生物多様性は

確保し保存する、などの前提条件を守ることが必要である。 
・バイオマスエネルギーにおいて、エタノールを精製する場合には食料になるトウモロコシ、木材生産

と競合させないことが必要。間伐材・林地残材のような未利用な資源を利活用する。 
熱利用は化石燃料削減に繋がり、優遇政策により地球温暖化防止に寄与する。 
行政からみれば地域経済の活性化に寄与することが非常に重要なことと考えられ、地域の雇用や新た

なビジネスの創出が大事である。このような条件を考えていかなければならない。 
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感想１：前橋市環境政策課 中根課長殿 
 昨年の 3.11 東日本の震災で福島の事故も起こり、前橋市も新エネルギーに取り組んでいる。新市長

に交代したことで、市長は新エネルギーに興味を持っており、市役所の中でも 4 月に新エネルギー

対策プロジェクトチームを立ち上げている。その中でメガソーラー、小水力そしてバイオマス等を検

討中である。先ほどのバイオマスタウン構想について出来ていないと指摘があったが、ゼロから検討

しているので、特にバイオマスについては既存の物を活用していこうと考えている。畜産、食品、福

祉についても如何に使っていくか。 
メガソーラーは企業や国等が売電価格を当時は 37 円で利益は少なかったが、42 円で支援するので企

業に取ってはメリットがある。またバイオマス関係で組織化する話もありましたが、民間、企業、行

政が協力して行っていくことと考えられる。協力することがあれば協力する。 
 
感想 2：渋川森林事務所 高橋所長 
 群馬県バイオマス活用推進計画をこの春に策定した。その中で講演でも話があった林地残材の活用に

ついて、中々活用が進まないのが現状で重点的に進めて行こうと考えている。進める手段として昨年

に渋川県産材センター（群馬県森林組合連合会）、が出来、これまでと違い間伐材を受入有効活用出

来るようになった。今まで捨てていた間伐材を 3m に揃えて持って行けば、例えば A 材であれば 1m3
が 12,000 円になるので捨てていた物がお金になるので是非検討して頂きたい。 

 
感想 3：上毛資源 佐伯社長 
 木質のチップを作っているが、殆ど建築廃材で、実は 5 年前に事業を止めようとした。なぜか中々

チップが出ない。 近は発電やボイラーでチップが出るようになった。しかし安定しないのでこれか

らどの様にやっていかなければならないか考えている。バイオマスは色々と政策は出るが実行されて

いないので企業としては非常にやりにくい。このような勉強をしながら方向性を見直しやっていきた

いと考えている。 
 
質問：赤城 角田様 
 30 年前くらいに、畜産の廃棄物をペレットにして燃料にしていた。桐生の中島謙吉さんが機器を開

発していた。この情報を知っているか。 
 
応答：自然塾 小林様 
 畜産バイオマスについては GST の助成金を群馬県の産業支援機構が受けて、5 年間で 24 億 5 千万

円の資金で群大の先生方が中心になって、畜産バイオマスエネルギーについて研究成果は出ているよ

うだが、ペレットにするというのは難しいと聞いている。ガス化という面ではエネルギー利用が需要

出来る研究となっているようだ。 
 
質疑：赤城 角田様 
・震災瓦礫を全国で引き受けようと取り組んでいるが輸送コストも掛かるので、木質関係についてはむ

しろ現地で発電所を建設し、発電する事で新しい事業にもなるし、送電に関しても現状の送電線を使

うことが可能である。受け入れ問題で放射能安全性も議論され安全となっており、当然現地でもチッ

プ、ペレット燃料として使って十分ではないかと思っている。 
・群馬県には榛名町に日立造船が建設した高浜発電所(25,000kW：天然ガスを燃料とするガスタービン

発電の発電所）がある。ここで燃やすことも出来るが、現地で発電所を作って利用した方が新産業に
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なると思う。瓦礫処分の後は木質発電所として使えば良いのではと思う。 
  
応答：尾嵜上席 
・震災瓦礫の木質系は福島県を除く岩手県、宮城県の広域処理として県が約 8 万 3 千 t 近くの処理の

受け入れを考えている。枝野経済産業大臣が電気事者に対して業界を挙げて支援しろとの話もあって、

石炭火力発電所に石炭混焼燃料として木質系の震災瓦礫を現場・地元でペレット化して生産したペレ

ットを混焼させる等を電事連が検討している。ペレット工場を作るための基礎的なデータを取れない

かと、電中研を通じて打診があった。状況はつい 近、震災瓦礫の総量の見直しが行われ当初発表さ

れた量が減った。これに伴い広域処理する分も減り地元で処理できる量であるようだ。ご指摘のよう

に地元でただ燃やして処理するのではなくペレット化する。ただ震災瓦礫は砂や塩まみれであること

から砂や塩抜き、分別等の事前処理に手間やコストが掛かる。そして燃料に加工するにも手間が掛か

る。 
・実際に行うのであれば専燃発電になる。ただ震災瓦礫の場合は一過性のもので、再生可能エネルギー

のように持続できるのであれば新たに発電所を建設しても良いが、瓦礫がなくなったら次に使い道が

ないのは困ることになる。現状では一過性のもので発電所を新たに建設ということは、事業としては

難しいと考えられる。 

 
 
 
 
 
 

以上 
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４ 矢島 稔 氏    昆虫を通して命の大切さを学ぶ 
            ぐんま昆虫の森園長             

平成 24 年 7 月 28 日（土）、ぐんま昆虫の森にて 
 

 
 
IC レコーダーより文章化 
お暑い中、おいでいただき、ありがとうございます。施設の概要は先ほど説明がありま

した。ここの開園は、2005 年 8 月 1 日、あと 3 日で満 7 年。文化施設というのは、いろ

んな分野の方がいるから、そう簡単にはできないというのは私もよく承知していました。 
 従っていろいろなことがありました。 も熱心だった地元の吉田村長は、残念ながら開

園の時には亡くなって、お出にならなかった。本当に残念でした。 
 吉田さんは長いこと地元、東毛地区に、県が文化施設をなぜ作らないのかとしばしばお

考えを力説し、それが開園につながった。吉田さんはしばしば東京に出て来られ、私はし

ばしばお考えを伺いました。当時私は東京都の職員として、多摩動物公園に日本 初の昆

虫園を作ったばかりでした。日本の昆虫館は、それまでは標本館だけで、乾燥した標本が

ずらっと並んでいるのが少年時代のイメージでした。戦後、生態という問題を大きく取り

入れる政策が始まり、そこで生きているというテーマで、動物園でも昆虫の施設を作らな

いといけないという当時の古賀園長の発想から多摩動物公園に昆虫園を作ることになっ

た。それが 60 年前でした。しかし、行政は皆そうだと思うが、文化は大切、教育も大事

と口では言うが、設備投資も大変だし、維持費も大変なためになかなか実現しないことが

多かった。しかし東京都は大規模な施設を作って、生きている時の問題をより多く知らせ

るべきだということで、昆虫園を作った。地方に住んでいる者は、昆虫はどこにでもいる

と簡単に思ってしまうけれども、よく考えてみると、それがどうしてここにいるのか、そ

の環境の中の何と関係があるのかはほとんど知らない。なんとか蝶でなんとかトンボと名

前を知っているだけでいいように思っているけれど、それは間違いだということに吉田村

長は気付かれて、群馬県の東毛地区に是非昆虫園を作ってくれと嘆願されたわけです。 
 この 45 ヘクタールの 3 分の２以上は吉田村長を筆頭とするこの地区の方々が地主なん

です。当時の知事であった小寺さんは、わかった。 
 文化教育施設は決して収入が増えるものではないが、次世代のために必要だということ

を言われて、本格的なものを作ると宣言された。私が群馬県庁にしばしば来るようになっ

たのは、その計画を造る段階からですから、もう 16 年前から来ています。園長という辞

令をもらったのは 2000 年です。従ってもう 12 年たっている。そのときに、それまでや

ってきた多摩の昆虫園をベースにしながら、多摩でできなかったことをやりたかった。 
それは、なにか。多摩動物公園というのは広さが 50 ヘクタールくらいあります。しか

し、動物園というのは、都市公園法という法律によって存立していて、都市公園法という

網がかかっている。都市公園法によりますと、一切の生物は採ってはならないという一文

がある。これはどうしようもない。日比谷公園でも深大寺植物園でもどこでもみんなおな

じなんですね。そこで、ここに来た時に、初めて吉田さんにここはどういう法的規制があ
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りますかと聞いたら、いやここは里山で都市公園法も何もかかっていない。アーそれなら

ひとつやりたいことがあると、実はひそかに思ったのであります。 
それはいまでも続けていますが、補虫網を持たせたい。子ども達は網を持って虫を捕っ

てみたいと思うのが子ども心なんです。これが虫を知るための手段なんです。小さな子ど

もは理屈ぬきにやっぱり虫を捕りたいという衝動を誰しも、男の子も女の子も持っている。

それを一切だめだ、命が大事だから捕っちゃだめだというのは大人の論理です。今でもそ

う思っている人がいるかも知れません。手を伸ばした子どもに捕っちゃだめよと注意する

のが大人の正論です。でもこれは興味をもつなと言わんばかりです。それだけが、ぼくが

どうしても実行できないとあきらめていたんですが、それは大丈夫。そこで開園以来いま

だに網を 100 本貸しています。子どもに虫を捕りたかったら捕りなさい。だって捕ってみ

なければ、大きさや質感や匂いがわからない。映像だの本だの、そういうものだけで命が

わかれば何も実際にそんなことをやる必要は無い。けれど考えてみると、われわれは子ど

ものころにみんなそれをやったわけです。はじめから殺そうと思って捕る子はいないんで

すよ。知りたいから捕りたい、捕って一生懸命飼ったのに死んじゃったという場合はある

かもしれない。でも、はじめから命が大事だから捕っちゃだめだというのは「生類哀れみ

の法」と同じ大人の論理で、子どもはわからないんです。「何で捕っちゃいけないの。あ

のトンボを捕りたい」「カブトムシが取りたい」それが本来の姿です。アー、ここではそ

れができるということが、一番 初にここに来た時に吉田村長との会話の中で、私がこれ

はもう一つの夢が膨らんだなと実感をした。以来、いろんなことがありましたが、私が考

えた計画を設計者に話し、加えて大きな図書室を造って欲しいと頼みました。県もその主

旨を理解し、一生懸命になってくれ、こういうものを作ってくださった。 
 それを見ないで吉田村長は亡くなってしまった。これは非常に残念です。 
 でも現在日本で一番大きな昆虫館はここなんです。群馬県の昆虫の森は世界一だと私は

思っています。 
 中味についても、私は十何年みんなといろんな議論をしてきましたけれど、今の若手ス

タッフが、ご覧頂いたと思うけれども今、ここでクワガタ展をやってますね。その中味は

現在のスタッフでなければできない、これが簡単にできたわけではありません、けれど、

日本博物館界で、今クワガタ展がこのレベルでできるところは他にないと思います。 
内心アー、やっぱりここを造ってよかったなとつくづく思うんです。 
ここが日本一だといえるのは、日本で網を貸しているのはここだけです。他の施設はい

ろいろな理由でやっぱり網は貸せないんです。 
東京都のように都市公園法があるからだめだという法的な問題があるところもありま

すが、小さなところでは、これ程広いフィールドがありません。だから建物だけで、その

中で生きているものを教えるのが精一杯で網を貸そうという発想すらない。もう一つは、

捕っちゃたら、明日はいなくなるんじゃないか、そうなんです。おっしゃるとおりで、何

回かおいでになる方は、空っぽになっていることがわかると思うんですけれど、バッタは

殆んど全滅です。「バッタは殆んどいない、やっぱり子どもは、バッタは捕れるんですね。」 
それは殺しているわけじゃないんですけれども、一生懸命飼おうと思っててもバッタは死

ぬこともある。当初はバッタがものすごくたくさん捕れた。それを子どもが喜んで捕って

いる。よく見たら放してね、と言うんだけど、まさか帰りには調べられない。そのおかげ

でバッタは、壊滅状態。でも僕はね、それを悔いてはいません。中にはもう網をやめたほ

うがいいんじゃないかと言う人もいます。でも僕はまだ子ども達が、やっぱり虫を捕りた

いという欲望があり、それが虫や自然に興味を持つキッカケになるだろうから、しばらく

様子をみようと、いまだに網を貸し続けています。 
 だから網を持った親子の写真はここでしか撮れないはずで、日本中どこへ行ったってそ

んな施設はない。そういう意味で私はこの方針が間違っているとは思っていません。 
 私が昆虫園を多摩に作ったのは、昭和 35 年（1960 年）でした。そのころは小さな温室
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と小さな飼育室、どんな分野でも同じでしょうが、小さく作ってどんどん広げて大きくす

るのが役所であれば当然のこと。そしてそれがうまくいけば大きくなる、うまくいかなけ

ればそれっきりで、人がいなくなれば無くなるというのが普通でしょうが、「昆虫の森」

を造る前にすでに 50 年以上そういう経験を私が積んでいますから、自然観察法や展示方

法、飼育技術の向上というのは、ここのスタートの時から昆虫の専門職は良く知っている

人を採用して、今こういうかたちになっている。私が多摩の園長をしている時、全国昆虫

園協議会という組織を作りました。今、日本全国に昆虫館が 23 あります。沖縄から北海

道まで点々とあるのですが、これはおもしろいことに、動物園の中には殆んどできない。 
 動物園は別の存在として町や市が造っているのです。それは動物園という組織は、やっ

ぱり哺乳類、鳥類が中心でそれ以外のものはなかなか入りにくいのです。 
 私が東京都職員で昆虫では第一号なんですけれども、大変な問題でした。なんで昆虫を

動物園の中に入れるんだと、だいたい昆虫は動物なのかね、という人も本気でいました。 
 そのくらい日本人の多くは哺乳類と虫はぜんぜん違うものだとという認識があるんで

すね。 
 今でこそ生物多様性の時代で、実は鳥が生存するためには虫がいなければありえないと

今は皆知っているでしょう。いくら野鳥を守れって言ったって虫がいなければ鳥は育たな

いんです。従って虫が少ないので野鳥が少ない。私がここに来た頃はずいぶんシジュウカ

ラの群れがいました。ヤマガラもいました。今もいますけれども非常に少ない。ましてや

東京に行ってごらんなさい、いやになります。東京には原っぱがありません、原っぱはも

はや死語です。そういうなかで育った子ども達が、自然とあるいは命の重さを知れといく

ら言っても、生活の中に虫がいないんです。だから、子ども達はやっぱり面白いアイパッ

ドをやりますよ。あの方がゲームもできるし、携帯以上のものでしょう、だからああいう

ものに飛びついてしまって、実際の昆虫とか鳥とかそういうものはほとんど子どもの認識

の中にはありません。これは大問題だとぼくは思っています。で、ここの話に戻りますと、

私はここを造る 初の大きなテーマにしたことは「体験」です。「命というのは、そのも

のを自分の目で見なければ絶対にわからない」。どんなに写真がいい写真でも、ビデオで

あれ、テレビだってすごい内容ですよね。でもテレビであれほど素晴らしい画面を見てい

ても、実感がないですよね。やっぱりそこで自分が手にした、その質感、匂い、大きさそ

れが命なんです。特に小さな人達はそうだと思います。ある程度育った大人になれば想像

もできるでしょうが、幼児や小学生の段階で、命、命、命と言ったってそれが何だかわか

らない。で、ここで「体験をとおして」ということが非常に大事です。 
 始めのうちは群馬県内からの入園者が多かったのですが次第に近県の人が増え、今では

首都圏から来る人が多いんです。実は庶務の関係者が時々駐車場の自動車ナンバーをチェ

ックして歩いてます。どこから来ているのか見ております。もちろん県内、埼玉、しかし

近多いのが首都圏（東京、千葉、神奈川）ナンバーがチェックされます。たまたまそう

いう人に会って話を聞くと、ここに来ると安心して車が置けて、何の心配もなく子どもを

原っぱで遊ばせられるという、われわれの子どもの時代と同じことがここでできますよと、 
言って喜んでくれる。もうそういうふうに都会の人達が追い込まれているんだと思い出し

ています。私も毎週東京から通ってきているわけです。毎週通って、東京の空気とここの

違いを年中肌で感じながら遠くから来てくださる人の期待にはどういうテーマがいいか

をあれこれ考えています。 
 今、報告の中にもありましたけれども、ただ昆虫だけを見せればいい、知ればいいだけ

ではないということです。だから私は園内の上部にある民家、実は県庁の職員の家なんで

す。私が県庁の準備室にいたころ、柿沼さんというお宅が前橋市内にありまして、「どう

せ養蚕をしないでおいたらこのまま朽ちていくので役立ててください」と寄付して下さっ

たのです。 
そこであそこに再建したわけです。柱はそのままです。土台は腐っていました。でも 150
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年前の柿沼家を復元して、冬は囲炉裏を焚き、昔遊び、羽根突きとか、竹馬とか、輪投げ

とか、ぼくらが昔遊んだようなことがあそこで遊べる、南側の縁側でお手玉やメンコがで

きる、そういう、ついこの間までみんなこうしていたのだという日本人のくらしをあそこ

で体験してもらいたい、そのためにあの民家を移築しました。けっして生き物だけを考え

ていません。 
日本人のむかし、ついこの間までの日本人のくらし、それが全部自然とのつりあいの中

で成りたっています。だから、チャボがいて、雛を連れている親がいます。ウサギを飼い

たいという子がいればウサギを出してエサをやったり、抱かしてたりもできるようにして

ます。広い意味で日本人の昔の生活は、このくらい自然と交わって自然の中でこそ人間は

生きられたんだということを体験してもらっているのです。 
 
これで終りにしますが、私の３つの目の「夢の昆虫館」。動物園で出来ないフィールド

の活用。網を持って虫を捕ってごらん。飼えるなら持ってかえって自分で飼ってごらん。 
たしかにバッタは殆んどいなくなっちゃったが・・・・。ふれあい、体験、それをこう

いう形にして、群馬県に毎年 11 万人の人が入ってくれる施設になりました。 
 
初めのところで云った「生命が大切だから虫を捕ってはいけない」と云われた世代が今

親になり、教師になっています。そういう人は虫を捕った事がなく理科は苦手だと思って

いる人が多く学校現場でどうしたらよいのか「理科」が「国語」のように読んで終りとい

う事になりつつあります。 
「昆虫の森」では毎年約 2 万７０００人の児童を迎え、そういう先生も一緒に昆虫の捕

り方、飼い方を指導しています。まさに小学校の補完施設になっています。 
又、私は毎週日曜日の午後、映像ホールで「おもしろ講座」を担当し、直接入園者の質

問に答えています。 
是非お出で下さい。 

 
 
 

   
 
 

以上 
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５ 林 邦雄 氏    畜産業の近代化と５S 活動 
            林 牧場代表取締役/獣医師             

平成 24 年 9 月 23 日（日）、とんとん広場にて 
                                 
 

      
 
４０年養豚に携わってきてどんなことを感じてきたか 
これまでの養豚業の問題点 
労働時間が長い、休みが無い、汚い、儲からない。 
結果、就農時２２万戸あった養豚農家が５５００戸まで減ってきてしまった。 
減った原因は３つあり、後継者問題、環境問題、儲からないため 
しかし、豚の値段は世界一高かった。1 頭３５０００円位世界の倍の値段 
 
では今後どうするのか 
● 従業員の労働環境を整える。 

労働時間、休日、職場をきれいにする（豚舎に見えないように。） 
● 専門家の支援を受ける。 

→排水処理、労務管理、税務管理、飼育技術（獣医） 
養豚技術が高度化するにつれ、専門の養豚獣医、汚水処理技術者の活用が必要 
結果的にランニングコストを削減できる。 
 
高豚価において利益を取りこぼしてきたということにまずは農家は気づくべき。 
養豚業が特殊な産業だと思うことをやめる。時間でも利益でも普通の産業と同じと考える。そこで目標

にするのは世界１の日本の製造業である。 
養豚でいえば、 
●生産システム マルチサイト or 一貫生産 
●農場のグランドデザインを決める。 
 理想の養豚場レイアウトを描き、スクラップ＆ビルドを繰り返す。農場の美 観、豚が汚れにくい設

計。管理者、豚の作業導線、ゆとりある環境設備（排水、糞処理） 
● ５S 

きれいな職場、作業しやすい環境、きれいになるしくみを作る 
●計数管理  自分の立ち位置を知る。計数管理がとりやすいしくみを作る。 
 とった計数を他社と比較する。（ベンチマーキング） 
 
これらを進めていくとどうなるか 
きれいな養豚場を作ると良い人材が入る 
生産成績があがる 
コストが下がる 
品質が良くなる 
→よって儲かる 
 
では、儲かるとどうなるか。 
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・納税しながら自己資本を高める 
・足腰の強い企業になる。 
・地域から必要とされる。 
このような畜産業を目指していくべき。 
 
 
写真で林牧場の農場紹介 

   
 

   
 

   
 
５S 活動の実践例の紹介 
製造業ではあたりまえだが農業ではあまり知られていない。 
林牧場では５S を広めるためにコンテスト形式にした。 
まず５S を簡単な写真と共に説明した。 
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写真で５S 活動のビフォアアフターを紹介。 

  

  
 
５S コンテストを実施し、自由に競ってもらった。 
年間３回の実施で、賞金と表彰状を用意し従業員とその家族の前で表彰式を行っている。 
審査の後にはミーティングで考察を行い、コンテストで良かった点、悪かった点、次回のチェックポイ

ント等を社員全員で情報共有している。 
 

  
 
とりあえず始めてみようという程度で始めた試みだったが、回を重ねる毎に従業員の意識も変化が見ら

れ、特に若い社員の５S に対する意識があがってきた 
     

林丈志 
 

以上 
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６ 濵根 寿彦 氏   宇宙の神秘を通して未来を考える 
            ぐんま天文台主幹（観測普及研究員）、日本公開天文台協会理事        

平成 24 年 10 月 13 日（土）、ぐんま天文台にて 
 

   
 
 
第一部 太陽系から系外惑星まで 

 
 宇宙の話題を挙げよと問われて、どのような事柄を思い浮かべるだろうか。ビッグバン、ブラックホ

ール、超新星、流星？ それとも国際宇宙ステーションや宇宙飛行士？ これらの話題は日々のニュー

スやインターネット、雑誌、図書などを通して子どもたちの目に触れやすく、そのためか大人も子ども

も日頃から興味を持ちやすいようである。「宇宙の神秘」と聞けば、このような話題を軸に想像を膨ら

ませることだろう。 
 けれども宇宙は時間的にも空間的にも広がっていて、その話題は多種多様であり、その内容は広くそ

して深い。そうして「宇宙の神秘」という言葉から展開される連想も種々雑多となり、時には雲を掴む

ような話まで出てくるであろう。そんなわけで、「宇宙の神秘」を話題にしようとすると相手が大きす

ぎて、雲を掴むような話どころではなく、五里霧中のような状況に陥って立ち竦んでしまう。 
 そこで、まずは、よくわかっていて、それだけによくわからない事柄もまた多く見出されている身近

な宇宙を見つめてみよう。地球そのものも宇宙の一部であるから身近な宇宙といえばそうであるが、こ

れは除外して、地球の属性を語るときに「所属先」として必ず出てくる世界に目を向けてみる。 
 
太陽系の惑星 

 地球の所属先とは、言うまでもなく、自ら輝きを放つ恒星「太陽」を中心とする世界、「太陽系」で

ある。この太陽系にはさまざまな天体があるが、太陽を別にすれば、何と言っても目立つのは惑星であ

る。ただし、太陽系の質量の 99.9％は太陽にあり、惑星がいくら目立つとは言っても、太陽と比較す

れば話にならないぐらい微小なものである。あくまでも、小惑星や彗星、衛星などの太陽以外の天体と

比較しての話である。 
 太陽系には８個の惑星が確認されている。敢えて「ある」と表記しないのは未発見のものがある可能

性を排除しきれないからである。木星の衛星などについてときおり「増えた」という表記を見ることが

あるが、これは「今まで知られていなかった衛星が発見された」ということであり実際に増えたという

意味ではない。あるいは「存在が確認されている衛星が増えた」という意味である。 
 太陽系の惑星はその組成に従って三種類に分類されている。地球型、木星型、天王星型である。地球

型惑星は水星、金星、地球、火星の４個、木星型惑星は木星、土星の２個、天王星型惑星は天王星、海

王星の２個である。木星型と天王星型を一つの分類にまとめることもあるが、探査と観測および惑星形

成理論の進展により二つに分類する研究者が増えているので、ここでもこれに従う。 
 地球型惑星に共通する特徴、すなわち、他の型の惑星との明らかな差異は、大きさ、組成、表面にあ

る。地球型惑星は相対的に小さい。他の４つの惑星の中で も小さいのは天王星であるが、地球型惑星

の中で 大の地球でも直径はその４分の１である。組成はケイ酸塩からなる岩石と鉄・ニッケル合金か

らなる金属が主である。岩石に比べて比重の大きい金属は惑星中心部にあり、コア（核）を形成してい

る。コアがあるということは、金属が沈む現象が起きたことを意味しており、それは惑星全体あるいは

表面下全体が溶融していた時期があったことを物語っている。水星を除いて安定に存在する大気に包ま

れ、その 下部は惑星の固体表面に接している。表面が固体であるということは、人間が旅することが

できたならそこに立つことができるということである。低温低圧下で固体である物質が主成分であるた
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め、地球型惑星を固体惑星と呼ぶこともある。 
 木星型惑星は相対的に大きい。木星の直径は地球の 11 倍ほどである。低温低圧下では気体である物

質が主成分であるため、巨大ガス惑星と呼ぶこともある。組成は水素とヘリウムが主で、上層部ではガ

ス、温度、圧力がやや高い中層部では液状、高温高圧の下層部では金属状となっていると推定されてい

る。主成分の様態が連続的に変化するため、木星型惑星には地球型惑星のような固体表面が存在しない。

仮に人間が辿り着けたとしても着陸は叶わないことになる。 
 天王星型惑星は相対的に中型で、直径はほぼ地球の４倍である。組成は水、メタン、アンモニアなど

が主で、水素、ヘリウムを主成分とする大気に包まれている。低温低圧下では氷になる物質が主成分で

あるため、天王星型惑星を巨大氷惑星と呼ぶことがある。しかし、決して氷でできているわけではなく、

その内部ではむしろ流動性の高い熱い液状の様態をとっていると推定されている。 
 では、地球の特徴は何だろうか。それを知るには同じ地球型惑星と比較するのが一番である。共通の

括りで分類されているが、個々に見ればそれぞれ特徴があり、それ故、地球の個性も見えてくるという

わけである。ごく簡単に見ていこう。 
 
水星 

 太陽に も近い惑星。太陽からの距離は約 0.4 天文単位（約 5,800 万

km）で太陽地球間の距離の約５分の２である。大きさは地球の約５分の

２で安定した大気はなく、太陽光を直接受ける表面の温度は 400℃を超

える。表面は全面が衝突クレーターに覆われ、一見すると月によく似て

いる。しかし、月のような「海」と呼ばれる地形は目立たないため、月

ほどの濃淡の模様は見られない。 
 表面を含む地殻とその下のマントルはケイ酸塩が主成分であり、これ

らが惑星半径の３分の２を超える金属核を包み込んでいる。他の地球型

惑星にも金属核があるが、このような大きな比率ではない。水星になぜ

このような大きな金属核があるのか、その原因はまだわかっていない。 
 自転周期は約 59 日、公転周期は約 88 日で、２公転の間に３回自転す

る。したがって、ある地点で太陽が“南中”して再び“南中”するまで

を１日とするならば、水星の１日は約 176 日になる。 
 
金星 

 太陽から二番目に近い惑星。太陽からの距離は約 0.72 天文単位（約 1 億

800 万 km）である。大きさは地球とほぼ同じで５％ほど小さい。 
 安定した大気があり、その圧力は表面で 90 気圧程度である。大気の約

97％は二酸化炭素（CO2）で、次いで窒素（N2）が約３％含まれ、他は微

量成分である。分厚い雲に隙間なく覆われていて、この雲が約 80％の太陽

光を反射するため、惑星表面に到達し大気を加熱する太陽の放射エネルギ

ーは地球に比べて少ない。しかし、隙間なく覆う雲に包まれていることと

CO2 が大量にあることが原因で著しい温室効果が顕れ、表面温度は 460℃
程度となっている。 
 表面には火山地形が見られ、特に溶岩地形が目立つ。地球や火星と比べ

て高低差が小さく平坦である。衝突クレーターが少なく約５億年以前のも

のが見られない。地球に見られるような、十数枚に割れた岩板が相対的に

運動して地質活動を生じるプレートテクトニクスが作動している兆候は

なく、上昇流により地質活動が生じるプリュームテクトニクスが作動して

いるとして説明できる地形が大半を占める。 
 組成は地球とほぼ同じで、表面から深さ約 30km までの地殻とその下の

マントルはケイ酸塩、半径約 3,000km の金属核は鉄・ニッケル合金であ

ると推定されている。 
 自転周期は約 243 日で、公転周期の約 225 日よりも長い。自転の向き

は他の７つの惑星とは逆向きである。すなわち、西から東へと回っている。

金星の１日は約 117 日である。 
 金星の大きな

特徴として、高

度が増すにつれ

 
メッセンジャー探査機で撮影した水星。

NASA 提供。 

 
メッセンジャー探査機で撮影した

水星のクレーター。NASA 提供。 

 
マゼラン探査機でレーダー観測した

金星。NASA, JPL 提供。 
 

 
旧ソ連の金星探査機ルナ 13 号で撮影した金星表面。 

 
マゼラン探査機でレーダー観測した

金星表面。NASA, JPL 提供。 
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て速度が増している自転方向に吹く風がある。高度約 65km では自転速度の 60 倍ほどの風速になり、

約４日で金星を一周する。スーパーローテーションと呼ばれるこの風の成因は解明されていない。 
 また、地球には大局的な磁場があるが金星にはない。このような磁場の有無は自転の速さに原因があ

ると考えられている。 
 
火星 

 太陽から近い 順に数えて四番目の惑星。太陽からの距離は約 1.5
天文単位（約 2 億 3,000 万 km）、大きさは地球の約半分である。 
 安定した大気 があり、その圧力は表面で約 0.01 気圧である。火星

には四季があり、 これに伴う 25％程度の圧力の季節変動がみられる。

大気の主成分は CO2 で、次いで多いのは N2 である。他は微量成分に

なる。表面温度 は平均するとマイナス 50℃程度であるが、暖かい時

期には０℃程度 になる地域がある。大気にはダスト（微粒子）が浮

遊していて、太 陽放射エネルギーを吸収し熱化する。これは大気中

に熱源が存在す ることに等しく、地球大気の加熱機構との大きな違

いとなっている。 
 表面は酸化鉄 を多く含む岩石のために赤褐色である。クレーター、

火山、峡谷、砂丘、河川地形など多様な地形が見られ、地形の多様性

という点で地球に も似ている。 
 活動している火山は確認されていない。火山活動のような激しい地

質活動は起こっていないようであるが、火星には太陽系 大の火山

「オリンポス・モンス」がある。標高 25,000ｍ、裾野の径 600km で、

多年にわたり同一箇所にマグマが噴出して形成された火山であると

考えられている。このことが示すプリュームテクトニクス的な振る舞

いや他の火山の形成過程の推定、さまざまな地形の形成因の推定など

から、金星と同様に火星にもプレートテクトニクスはなかったと考え

られている。 
 大気中にダストが含まれることからも判るように、火星には微粒子

（砂）が多い。また、地球に比べて薄いとはいえダストを運搬できる

大気があり、ときおり砂嵐が発生する。局地的な砂嵐が拡大して惑星全域に広がることがあり、これを

ダストストーム（大砂嵐）と呼んでいる。ダストストームは数十日継続し、この間は火星表面が見透せ

なくなる。 
 南北両極には永久氷があり「極冠」という。極冠の成分は水（H2O）と CO2 である。極冠の大きさ

は季節変動を示す。 近、降雪がある証拠と考えて良さそうなデータが得られた。極冠や降雪は地球を

除けば他の惑星には見られない現象である。この点でも火星は地球に似ていると言える。 
 内部構造は、特に酸化鉄に富むケイ酸塩の地殻、マントル、さらに鉄・ニッケル合金からなる金属核

に分かれていると推定されている。基本的には他の地球型惑星と同じである。 
 自転周期は約 24.5 時間、公転周期は 687 日である。自転軸が地球と同程度に傾いていて太陽放射を

受ける角度が公転中に変化するため、春夏秋冬の四季がある。ただし、公転周期が長い分、地球のそれ

より各季節が長くなる。 
 水星、金星にはなく地球と火星にあるのが衛星（月）である。火星の

月は地球のそれよりもずっと小さく、フォボスとデイモスの２つである。

フォボスは火星の自転とは逆向きに公転（逆行）していて、次第に火星

に近づきつつある。２つの衛星はどちらも小惑星が火星重力で捕縛され

たものと考えられている。 
 火星に関する一般的な 大の関心事は生命であろう。火星にはかつて

海があったともいわれ、地球と同様に生命が発生した可能性がある。そ

うであるならば、生命やその痕跡があるはずである。生命探査は火星探

査の魅力的な課題の一つとなっている。 
 
地球 

 太陽系の第三惑星である。太陽からの距離は約１天文単位（約 1 億

5,000 万 km）で、大きさは直径約 1 万 3,000km ある。 

 
ハッブル宇宙望遠鏡で撮影した火

星。NASA, STScI 提供。 

 
ヴォイジャー1 号で撮影した火星の

火山「オリンポス・モンス」。NASA, 
JPL 提供。 

アポロ 17 号から見た地球。NASA
提供。 
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 安定した大気があり、圧力は表面で約１気圧である。大気の主成分は N2、次に多いのは酸素（O2）
で、この２成分の比率はおおよそ 8:2 である。この他、火星大気圧より一桁低い分圧の CO2 や地形や

気候などによっては数％になる H2O が含まれる。CO2 や H2O は温室効果ガスであり、これらが無い

場合を仮定した温度に比べて、地球の平均気温は約 30℃高くなっている。 
 金星や火星の大気は、圧力（大気量）は大きく異なるもののほぼ同じ組成で、主成分は CO2、第二

成分としてそれよりも圧倒的に少ない N2 がある。地球ではこの二つの惑星の大気の第二成分が大気の

主成分となっている。金星や火星では、O2 はあってもごくわずかであるが、地球ではこれが第二成分

になっている。このように、金星と火星の大気は圧力（大気量）はまったく異なるものの組成はよく似

ていて、地球のそれとはかなり違う。金星と火星の大気が地球型惑星の標準的な組成で地球の大気が風

変わりなのか、それとも逆なのか。あるいは、それぞれの違いは当たり前に生じているのか。 
 この問題は、金星と火星の大気が典型的なものであると仮定してみると原因がはっきりする。それは

地球の 大の特徴、表面に存在する安定した液体の水である。すなわち

原因は海にある。 
 CO2 は水に溶け込んでマイナスイオン CO32-になる。地殻を構成する

ケイ酸塩に含まれるカルシウムやマグネシウムなどは、降水に溶け込ん

でプラスイオン Ca2+、Mg2+などとなり、海に流れ込む。これらは海水

中で CO32-と結びついて CaCO3 などの炭酸塩を形成する。炭酸塩は水

に溶けないので海底に沈降する。こうして海水中の CO32-濃度が下がる

と大気から海に CO2 がさらに取り込まれる。このような作用の結果、

大気中の CO2 濃度が下がり続け、やがて第二成分であった N2 が主成分

の大気となったというわけである。実際、現在地球上に存在する炭酸塩

が分解して CO2 が大気中に出てきたとすると、その総量は金星大気の

CO2 量に匹敵する。 
 次に酸素 O2 であるが、無生物の化学反応だけを考えたのではその存

在量を説明できない。それにもかかわらず第二成分になっている原因ははっきりしている。生命の存在

である。当初は嫌気性であったらしい生命の世界に光合成生物が登場すると、O2 が老廃物として放出

されるようになった。特にシアノバクテリアの大繁殖は地球大気の組成を変えてしまうほどのものとな

ったと考えられている。はじめは海中に、そこで飽和すると大気中に増えていった O2 は、生命活動の

エネルギー源として優れていた。これを利用しているのが人類を含む酸素呼吸生物というわけである。

このように、地球大気はもともと金星や火星のように CO2 に富むものであったが、表層の水によって

N2 主体のものとなり、さらに生命活動によって O2 が第二成分となったことが明らかになってきた。

ゆえに金星や火星の大気が地球型惑星の標準であり、地球大気は特殊だということになる。 
 他の恒星の周りに地球のような海を湛えた惑星があり、そこに生命が発生したならば、私たちが知る

限り、この地球のような大気組成になるだろう。地球においては、CO2 が微量であることは海の存在

を、O2 に富むことは生命の存在を示す。したがって、その惑星の大気組成を観測して CO2 が少なく

O2 に富む結果が得られたならば、そこに生命が存在すると考えて良さそうである。 
 地球の表面は地球型惑星の中で も多様であり、まず、海と大陸がある。大陸には、火山、山岳地帯、

峡谷、湖沼、河川地形、森林などが見られ、海には大陸棚、火山、中央海嶺、海溝、珊瑚礁などがある。

ただし、他の惑星には顕著なクレーターが、地球にはほとんど見られない。これは大気や水の循環によ

る浸食・風化作用のために削られたり埋没したりして消失するためである。近接する月に無数のクレー

ターがあるからには地球にもクレーターが多数生じたはずであると推定できることからも、浸食・風化

作用によるクレーター消失があったと言うことができる。 
 惑星の地表面の高度分布を調べると、金星や火星は分

布の極大値が一つであるのに対して、地球には大陸の高

度と海の深さに対応する二つの極大値がある。また、大

陸や海の地殻は十数枚の板（プレート）に割れていて、

これらが相対運動を行っている（プレート運動）。これ

もまた地球特有の現象である。 
 さて、私たちにとって活動する火山すなわち活火山は

珍しいものではない。しかし、太陽系全体を見渡しても、

活火山が存在する天体は稀で、地球とイオ（木星の衛星）、

トリトン（天王星の衛星）に限られる。イオとトリトン

の場合は、それぞれ硫黄と水がマグマとなっているので、 国際宇宙ステーションから撮影したアリューシャン列島

の火山噴火。NASA 提供。 

スペースシャトル「ディスカバリ

ー」号から見たインド洋上空の夜明

け。NASA 提供。 
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私たちが知るような「溶融岩石を噴出する活火山」は、他には見られない地球に特異的なものであると

言うことができる。姉妹惑星と言われる金星にも火山はあるが、現在活動しているものがあるかどうか

は確認されていない。 
 活火山の存在は海の存在と関係があると考えられている。岩石は水を含むと融点が下がる。プレート

テクトニクスが作動している地球では海洋地殻を含むプレートが大陸の下に沈み込んでいる。沈み込ん

だ海洋プレートは下方に潜るにつれ温度と圧力が上昇していく。海洋プレートには水が含まれているた

め、周囲の岩石に比べてプレートの岩石は融点が低く、大陸下で溶融しマグマとなる。これが地表に噴

出して火山を形成する。プレートの潜り込みが随所で見られる太平洋岸に沿って火山が分布しているの

はこのためである。プレート境界付近の活火山の存在は、地球が“水惑星”であることの象徴とも言え

るだろう。 
 ここで一つ注意しておきたい。地球が水惑星であるとは言っても、組成を見れば水は地球全体の

0.1％に過ぎない。表面に液体の水が安定して存在することが他の惑星にはない大きな特徴であり、こ

れを指して水惑星と言っているのである。 
 地球の内部構造は、他の地球型惑星と同様に、ケイ酸塩を主成分とする地殻とマントル、鉄・ニッケ

ル合金を主成分とする核に分かれている。これは地震波の伝わり方の観測や物性実験、理論計算からわ

かっていることである。地震波を使って内部構造が調べられている惑星は地球以外にはない。（月も調

べられているが、これは地球の衛星である。） 
 自転周期は約 24 時間、公転周期は約 365 日で、自転軸は公転面に立てた垂線に対して約 24 度傾い

ている。この傾きのために地表に入射する太陽放射エネルギーが軌道上の位置によって変化し、これが

地球表層に季節変化を生じさせる要因になっている。 
 方位磁針が使えることからもわかるように、地球には大きな磁石のような性質がある。局地的ではな

く全体的な相対的に強い磁場がある。比べる相手は他の地球型惑星である。この強い磁場もまた地球の

特徴である。 
 しかし、地球の 大の特徴は、何と言っても生命である。多種多様な生命が存在し、自らの起源と行

く末に思いを馳せる生物、人類まで登場している。「宇宙の神秘」を問うようになったこの生物が生き

る舞台である地球は、そして、惑星が巡るこの太陽系は、どのようにしてこの宇宙に存在するようにな

ったのだろうか。太陽系の起源の本格的な理論的探究は 1960 年代に始まり、観測的な探究はハッブル

宇宙望遠鏡や地上の大望遠鏡の登場などによって飛躍的に進んだ。現在では太陽系のみならず他の恒星

の周りの惑星系すなわち系外惑星系誕生の探究にまで及んでいる。その観測的な成果を振り返ってみよ

う。 
 
恒星と惑星系の誕生 

 惑星系は恒星の誕生に伴って形成される。太陽系を見ればわかるように質量の大半は恒星に集まって

いるから、惑星の誕生は恒星誕生のおまけのようなものである。今でこそ、このような理解に至ってい

るが、以前は惑星の形成は偶然の出来事であるという考えもあり、そのため、惑星を伴う恒星はほとん

どないのではないかとさえ思われていた。なにしろ、いくら恒星を観測しても、惑星が巡っているらし

い兆候が掴めなかったからである。1995 年までは。 
 惑星が存在する兆候を掴むまでにも、“誕生しつつある恒星の周囲にあるはず”だと惑星形成理論が

予測したダストを含むガス円盤（星周円盤）は観測されていたし、ガスが失われたダストのみの円盤も

見つかっていた。惑星は恒星周囲のこのような円盤から誕生したと考えられるので、惑星形成の研究者

の間では、惑星がないはずがないと考えられていた。しかし、想定していたのは太陽系に似た惑星系で

あった。実際に見つかったものはそれとはかけ離れていたのである。これが系外惑星がなかなか発見さ

れなかった要因である。“太陽系の常識”が発見の目を曇らせていた、有り体に言えば、邪魔をしてい

たのである。 
 
暗黒星雲と星形成領域 

 天の川は私たちが暮らす恒星の集団「銀河系」を内部から見た姿である。望遠鏡を向ければ、無数の

星々が視野を埋め尽くして輝くように感じられる。ところが、その中にしみのように星が抜けている場

所がある。このような領域を「暗黒星雲」と呼ぶ。ここは実は星が無いのではなくて、見えていない場

所である。私たちから見て手前にガス雲があって、それが向こう側の星の光を遮っているのである。 
 ガス雲の主成分は水素である。この他に炭素、酸素、ケイ素などが一酸化炭素 CO や有機分子、氷や

岩石質の微粒子（ダスト）として含まれる。 
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 恒星はこのようなガス雲から誕生する。オリオン座にある馬頭星雲付近

はそのような領域の一つで、誕生したての恒星からの紫外線放射を受けて

水素原子が電離した後、再結合の際に放つ輝線で赤く写る「散光星雲」や、

恒星の光をダストが反射して青く写る「反射星雲」、そしてガス雲が背後の

星を隠すために暗く見える「暗黒星雲」などが見られる。 
 誕生しつつある恒星は可視光線に比べて赤外線を多く放つ。このような

恒星が放射する可視光線はガスやダストに遮られてガス雲からは出てこな

いが、赤外線は通り抜けやすいので、赤外線に感度のあるカメラで写真を

撮るとその姿が写る。馬頭星雲の赤外線写真にはこのような星々が点々と

写っていて、内部で恒星が誕生しつつあることがわかる。 
 恒星が誕生するこのような領域を「星形成領域」と呼んでいる。馬頭星

雲付近の他に多数あるが、 も有名なものはオリオン大星雲であろう。 
 
恒星の誕生と原始惑星系円盤 

 代表的な星形成領域として知られるオリオン大星雲は、恒星の誕生を探究す

る観測が多数行われてきた場所である。ここには太陽数万個分の量のガスがあ

り、赤外線で撮影すると熱核融合反応により自ら輝きを放つ過程に入る直前の

「原始星」が多数写る。ガス雲が消失すればそこには星団が姿を現すはずであ

る。 
 前述したように、ガス雲にはダストが含まれる。惑星形成理論によれば、恒

星形成時にこれらダストを原材料として惑星が誕生する。 
 ガス雲はゆっくりと回転している。この内部でガスが集中して恒星が誕生す

る。回転しているガスが集まってくれば、回転速度が増し、その内部から見れ

ば遠心力が働き出す。このため、回転軸に沿う方向にはすいすい落下するガス

も、これに垂直な方向からはすぐには落ちず、恒星となる中心部を囲むガス円

盤を形成する。これが「星周円盤」と呼ばれるもので、この内部で惑星が誕生

するのである。惑星形成を考えるときには星周円盤内の惑星形成領域を「原始

惑星系円盤」と呼ぶのが普通である。 
 
観測された円盤 

 この星周円盤が実在することが確かめられたのは、ハッブル宇宙望遠鏡による観測によってであった。

理論で予想した通りの円盤が、原始星の周囲に見つかったのである。画像には円盤の中心部、すなわち

原始星から円盤に垂直な方向に放たれているように見える「ジェット」と呼ばれる構造も写っていた。

時間をおいて撮影した画像からはジェットが確かに中心領域から放出されているガスの流れであるこ

とがわかった。 
 ガス雲が収縮して恒星が誕生する際には、ガス雲の回転の勢い（角運動量）をどこかに捨てなければ

ならない。角運動量は宇宙全体で増えも減りもせず、一定に保たれるものなので、作り出したり消した

りできない。したがって、角運動量をどこかに持ち出さない限り、ガス雲の物質が縮んで集中すること

はないのである。ジェットは少量の物質に大きな回転を与えて放出し、角運動量を外部に持ち出す働き

をしている。 
 ジェットが消失すると、急激な物質の集中が起こる激しい過程がほぼ収まる。そして、ゆっくりと原

始星と星周円盤が変化する時期に入る。惑星はこの時代に形成されると考えられる。 
 このような時期の円盤、特に太陽系の大きさと比べて一桁程度

大きい円盤が実際にオリオン大星雲に観測されている。この星形

成領域では、明るいオリオン大星雲を背景に、原始星を囲む円盤

のシルエットが浮かび上がって見える。上方（下方）から見れば

円盤の中央に原始星が見え、横からみれば円盤だけが見える。 
 こうして、理論と観測とが補い合いながら惑星形成の探究が進

展してきたのである。次の課題は、円盤ではなく系外惑星を発見

することであった。 
 
系外惑星 

 恒星の周囲を惑星が巡っていれば、その重力に引かれて恒星が

ふらつくはずである。これを検出しようという方法が二つある。

 
ぐんま天文台の 150cm 望遠鏡

で撮影した馬頭星雲。 

 
ぐんま天文台の小型望遠鏡

で撮影したオリオン大星雲

（M42）。 

 
オリオン大星雲（M42）に見られる星周円

盤。NASA, ESO 提供。 
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一つはアストロメトリー法、もう一つはドップラー法である。 
 アストロメトリー法は、遠方にある恒星を背景としてそれよりも手前にある恒星がふらつく様子を撮

影しようというものである。長年月かけて調べてみたが、 も有力な候補でも 終的には測定誤差の域

を出ないと結論され、この方法では見つからなかった。 
 ドップラー法は、光源が地球に向かって動くときには光が青みを帯び、

反対に動くときには光が赤みを帯びる現象（ドップラー効果）を応用して

恒星のふらつきを検出しようというものである。この方法で史上初めて惑

星が巡っているらしい通常の恒星が見つかった。1995 年のことである。

（惑星が巡る中性子星はそれ以前に発見されていたが、超新星爆発後の天

体であるため、特殊例とみなされていた。） 以来、惑星が巡るらしい恒

星が数百個見つかっている。これからも増えていくだろう。ただし、観測

方法の性質上、ふらつきが大きい恒星ほど見つけやすいことに注意が必要

である。大きな惑星が恒星の近くを巡っていれば大きく恒星をふらつかせ

るので見つけやすい。たとえば、木星程度の惑星が太陽水星間の距離の十

分の一程度の距離を巡っているような場合である。 
 上記二つの方法の他に、代表的な方

法としてトランジット法がある。これ

は恒星の手前を惑星が横切るときに光を遮るために、その間だけ恒

星が普段より暗く見える現象（減光）を捉える方法である。恒星の

明るさを観測し、周期的に暗くなることがあれば、惑星が巡ってい

ると考えるのである。太陽を例にとると、木星が横切る場合に１％、

地球が横切る場合には 0.01％暗くなる。１％程度の減光であれば地

上での観測で捉えることができるが、0.01％となると無理である。これはひとえに地球大気の揺らぎに

よって恒星の明るさが見かけ上変動するためである。したがって、0.01％の減光、すなわち地球サイズ

の惑星が巡っている可能性を捉えるには大気の影響のない宇宙空間に出る必要がある。これを行ってい

るのがケプラー衛星である。現在までに惑星が巡っている可能性がある恒星が 2,000 個ほど見つかっ

ている。 
 以上は、間接的に惑星を探す方法であった。このため、「惑星が巡

っているらしい恒星」などという表現をしてきたのである。では、

直接惑星の姿を捉えた例はないのだろうか。 
 惑星は自ら光を放つのではなく恒星の光を反射している。その反

射光は恒星に比較してきわめて弱く、姿を直接捉えようとしても恒

星の明るさに負けてしまい捉えられない。それならば恒星を隠して

周囲を撮影すれば写るのではないかということになる。そこで恒星

を隠す円盤（コロナグラフ）を用意して撮影を試みることになる。

そのような例の一つががか座ベータ星である。約６年の間をおいて

撮影した画像に確かに惑星らしいものが写っている。この他に若い

褐色矮星の近くにこれもまた若い木星程度の惑星が赤外線画像で捉

えられている。誕生して間もない惑星はまだ熱く、赤外線で明るく

輝いているために写せるのである。 
 以下では、「惑星が巡っているらしい恒星」の惑星を含めて、太陽

系外の惑星を「系外惑星」と記すことにする。 
 発見された系外惑星は恒星の周囲を単独で巡っているとは限らな

い。ケプラー衛星やドップラー法による観測で複数の系外惑星が

巡っている「惑星系」が見つかっている。 
 たとえばケプラー第 11 系という惑星系には６個の惑星がある。

も外側を巡る惑星でも太陽系と比較すると金星軌道の内側であ

り、 も内側を巡る惑星はきわめて恒星に近い。それでも、この

惑星系は安定して存在しているらしい。またケプラー第 22系では、

地球の２倍程度の大きさの惑星が、水が沸騰もせず凍りもしない

「ハビタブルゾーン（生命居住可能領域）」を巡っているらしい。

今後他に惑星が見つかる可能性もあるが、今のところ単独で巡る

系外惑星である。それはともかく、ハビタブルゾーンに地球型の

 
恒星の間近で蒸発しつつある

惑星の想像図。NASA 提供。 

 
恒星の周りを巡る惑星。恒星本体を小円盤

で隠してある。恒星をはさんで写っている

２つの点が、約６年の間をおいて撮った惑

星。公転運動がわかる。ESO 提供。 

ケプラー第 11 系のイラスト。NASA 提供。

 
トランジット法の概念図。NASA 提供。 
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可能性がある系外惑星が発見されつつあることに間違いはなく、やがて地球型惑星が発見されたという

話題も出てこよう。そうなれば、必然的に、惑星（系）に生命があるかどうかが探究されることになる

だろう。 
 現代の天文学は、“第二第三の地球”を語ることができるところまで来ているのである。 
 
第二部 宇宙の中の地球 〜地球環境と人間〜 

 
宇宙の神秘とは 

 正直に言うと、「宇宙の神秘を通して未来を考える」というお題をいただいて、しばらく頭を抱えて

いた。「宇宙の神秘」と「未来」とをどう結びつければよいのだろう、そもそも「宇宙の神秘」とは何

だろうか、「未来を考える」とはどういうことだろうか、と。 
 こういうときに思考の助けになるのが辞書である。 近はインターネットで簡単に調べられる。そこ

で「神秘」について早速意味を調べてみると「人間の知恵では計り知れない不思議なこと。普通の認識

や理論を超えたこと。また、そのさま」（大辞泉）とあった。ということは、「宇宙の神秘」の意味はこ

うなるだろう。「宇宙で起こる人知を超えた事象」 
 いや、これでは話が終わってしまう。私は天文学・惑星科学という科学の世界にいる人間であるから、

人知を超えた事象を通して何かを考えるというのは甚だ難しい。 
 そこで、「宇宙の神秘」をこう考えよう。「人知を超えた普通ではないことのように思えるが、人知に

よって感覚を拡張することによって理解できる事象」だと。人知による感覚の拡張とは、赤外線、Ｘ線、

ミクロの粒子などの人間の感覚では捉えられないものを智恵の産物である道具を用いて捉えたり、確率

的なミクロの世界などの生活感覚からは想像できない世界が存在するということを受け入れることを

指す。 
 こう考えると「宇宙の神秘」を通して「未来を考える」ことができそうである。しかし、まだまだ「宇

宙の神秘」に含まれるものは膨大であり、「未来を考える」ということの中身もはっきりしない。はっ

きりさせるために検討する順序としては、「未来を考える」とはどういうことかを明確にすれば良さそ

うである。そうすれば、前者の絞り込みもできるだろう。 
 
未来を考えるとは 

 言うまでもなく、未来とは、時の経過において過去、現在の次に来る「先の時」である。過去には既

に実現し終えた事象だけが含まれ、現在には実現しつつある事象が含まれ、そして未来には未だ実現し

ていない事象が、あらゆる可能性とともに含まれる。ということは、「未来を考える」ときには過去と

現在を知っていることが前提としてあり、これを踏まえて先の時を考えることになる。このとき、人間

が未来を考えるのであれば、宇宙規模での未来を考えるのでない限りは「人間不在の未来」を考えるこ

とはあまりしないであろう。したがって、人間が生存していることを前提として未来を考えることにな

る。すなわち、「人間の生存可能性」を意識する。となれば、「未来を考える」とは「人間の生存可能性

を考える」ことと似たようなものだとして構わないだろう。 
 
宇宙の神秘を通して未来を考えるとは 

 人間は人知によって自己の感覚を拡張して、宇宙に存在するあらゆるもの、宇宙に生起するあらゆる

現象、そして宇宙そのものを理解しようとしてきた。その対象を挙げれば、宇宙、物質、銀河、恒星、

惑星、生命など尽きることがない。文明のあるところ世界の始まりや成り立ちについての物語や解釈が

あるように、これら具体的に挙げた事物のどれについても、その誕生や進化（時間変化）に興味関心が

持たれてきた。そうして、どれをとってみても、混沌（単純）から秩序（複雑）へという進化があるよ

うに見える。“ごった煮”状態で始まった宇宙では物質が誕生し、物質の“スープ”から銀河が誕生し

た。銀河では恒星が誕生し、その周囲には惑星が誕生した。このような一連の流れのように、混沌とし

た状態から秩序だった世界が次々に誕生すること、一様なものがさまざまな状態に分離すること、すな

わち単純なものが複雑化することを「分化」と言うが、まさに宇宙の歴史は分化の歴史のように見える。 
 さて、惑星の代表として地球を取り上げてみると（なぜなら人間に一番関係が深いから）、誕生時は

火の玉状態で物質が混ざり合っていたものが、冷えるに従って大気や海、地殻、マントル、核などに分

化してきた歴史がある。ここでも混沌から秩序へという流れがある。さらに地表では生命が誕生し、単

調な世界から複雑でありながらも秩序構造が見られる生物界が立ち現れた。これもまた混沌から秩序へ

という流れのように見える。この歴史を踏まえて人間の存在がある。 
 人間が拠って立つのは地球である。つまり人間の生存可能性を論じることができる舞台は現時点では

地球のみである。そして人間の生存に直結しているのは地球表層の環境、すなわち「地球環境」である。
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そうだとすれば「未来を考える」ことは「地球環境に依存する人間の生存可能性を考える」ことである

と言っても差し支えないであろう。 
 ということで、「宇宙の神秘を通して未来を考える」というお題を次のような設定に置き換えること

ができそうである。「人知により拡張した感覚によって理解できる宇宙を通して、地球環境に依存する

人間の生存可能性を考える」と。 
 
地球を相対的に見る 

 「人知により拡張した感覚によって理解できる宇宙を通して」考えるということは、具体的に何を手

がかりにして考えることを意味しているのだろうか。 
 宇宙を探究すること、すなわち我々が存在する世界を理解しようとすることは、とりもなおさず地球

を、人間の存在を理解しようとする営みに他ならない。ここには「宇宙の中の地球」を見つめる態度が

ある。すなわち、地球を相対的に見る視点がある。宇宙を見ることは地球を見ることなのである。 
 では、地球を相対的に見る視点はどこから得られるのだろうか。 
 太陽系には地球の他に７個の惑星があり、一つとして地球と同じ環境のものはない。けれども、どこ

か似ているところがあることも確かである。類似点と相違点を明らかにすることは「比較」の操作に他

ならない。これは地球を相対的に見る視点の一つである。 
 このところ系外惑星（系）の発見が相次いでおり、恒星には惑星（系）があって当り前という認識に

到達しつつある。この系外惑星（系）の様相を探究することは、すなわち太陽系の惑星（系）と比較す

ることでもある。この比較からは、太陽系が一風変わった惑星系なのか、それとも宇宙では普通に見ら

れる惑星系なのかが明らかになり、太陽系の相対的な認識がもたらされるだろう。これは「普遍性」を

探ることに他ならない。これもまた地球を相対的に見る視点の一つである。 
 さらに、恒星が誕生している領域では惑星系を生み出すであろうガス円盤が観測されており、系外惑

星（系）の観測からは惑星形成理論の進展がもたらされている。惑星（系）形成を探る営みは、普遍性

を探ることと相まって、惑星（系）形成の「原理」を探究する行いに他ならない。これもまた地球を相

対的に見る視点となる。 
 宇宙を見ることは、他との比較によって地球という惑星の普遍性を見つめると同時に、普遍性に収ま

りきらない地球の特殊性を見出すということである。したがって、宇宙における地球の普遍性と特殊性

を認識することが、地球環境と人間の生存可能性を考える基礎になると言えるだろう。 
 そこで、いただいたお題を次のように言い換えてみた。 
 「宇宙の中の地球 〜地球環境と人間〜」 
 
思考の手がかりとして 

 ようやく具体的に考えやすい形に辿り着いたのだが、ここから未来を考えるのはなかなかの難作業で

あり、私にとって少々荷が重い。そこで、宇宙を見つめることから明らかになってきた「地球環境に関

する視点」を紹介して、これを手がかりに各人が未来を、人間の生存可能性を考察していただけるよう

にすればよいのではと考えた。以下、このような考えの基に地球環境のお話を紹介する。 
 
システムとしての地球 

 混沌から秩序へという進化の流れは、宇宙にも地球にも共通すると述べた。地球の場合には、火の玉

状態からの進化が分化の歴史になる。 
 現在の地球を見る視点として、複数の「システム」が組み合わさって一つの世界を形成しているとい

う見方がある。地球の層構造を内部から見ていくと、大枠として、核、マントル、地殻、大気があり、

地殻表層には大陸と海洋がある。地殻までは「地圏」、大気は「気圏」とひとまとめに呼ばれる。この

も大きな枠である地圏と気圏の間では、物質循環やエネルギー交換が生起していて、さらに地球圏外

からの物質流入や太陽放射エネルギーの流入、地球圏外への大気流出や熱放射の放出などが生じていて、

地球全体として平衡が保たれている。 
 地圏や気圏をそれぞれ地球というシステムを構成する要素（サブシステム）であるとみなして、これ

らの間の物質循環やエネルギー交換などを考えるとき、全体をまとめて「地球システム」と呼ぶ。地球

システムを検証するに当たっては、地圏と気圏という分け方では大雑把すぎるので、組成や相（物質の

存在状態）の違いに基づいて地殻やマントル、核などのサブシステムを導入する。しかし、本稿では大

雑把な分け方で十分である。 
 さて、地球以外の地球型惑星であれば、その様相を地圏、気圏と分けるだけで話ができそうであるが、

地球ではそうはいかない。生物が存在するからである。そこで、「生物圏」というサブシステムを導入

しよう。こうすると、生物が地球環境に適応するということを、生物圏と地圏や気圏との間の相互作用
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の結果、この３つのサブシステム間で物質循環、エネルギー交換などの平衡がとれた状態に到達するこ

とである、と言うことができる。 
 
地球システムの進化 

 誕生時に「混沌」状態にあった地球は、時期は未確定ではあるが、誕生後あるいは成長後期に地圏と

気圏に「分化」した。地圏はさらにマントルと核などに分化した。地球の歴史の初期に地球型惑星を特

徴づける分化が生じたのである。 
 地圏と気圏の相互作用において、金星や火星と決定的に異なる惑星「地球」の表層環境を決定づけた

のは、海洋の存在である。これにより、地球の気圏は窒素を主成分とする大気で構成されることになっ

た。 
 誕生後しばらくすると、おそらくは数億年のうちに、生命が誕生した。これが地球に広がり始めたと

きが「生物圏」の誕生である。この生物圏というサブシステムはやがて地圏と気圏との相互作用を通し

て、気圏を大きく変えた。始めは海洋中へ、それが飽和した後は大気中への酸素の放出である。これに

より、気圏には、窒素が主成分であることに変わりはないものの、その 20％程度を酸素が占める大気

が登場したのである。遊離酸素がある環境は酸化環境であり、酸化反応をうまく使えば効率よくエネル

ギー利用ができる。また、紫外線を受けた酸素はオゾンを生成し、太陽放射に含まれ生命にとっては致

命的な紫外線を遮蔽する。この環境下で生息できる生物が間もなく登場したのは自然なことであったろ

う。その結果、地圏には土壌が生成され、ここでもまた地球システムの平衡状態に変化がもたらされ、

以前とは異なる状態で安定した。 
 第三のサブシステムとして登場した生物圏の安定性は、地圏と気圏の動向に依存している。生物は環

境からもたらされるものに依存して、すなわち、環境から手に入れられるものに依存して生きていたの

であるから、当然のことではある。人間の暮らしで言えば、狩猟・採集の生活であり、環境に従う生き

方であった。これは現在でも人間を除けば生物圏全般に成り立っている。 
 地圏、生物圏、気圏という３つのサブシステムが相互作用しつつ、

主として太陽放射エネルギーに依存して保たれてきた地球システ

ムに、次の大きな変化をもたらしたのは人間の登場である。生物で

ある人間は当初生物圏の一要素であった。しかし、環境に働きかけ

て自らの意思を環境に反映させるようになったとき、すなわち、牧

畜・農耕を始めたとき、一つのサブシステムの一要素ではなく、そ

れ（生物圏）を脱した新たなサブシステムを構成することになった

のである。なぜなら、環境に働きかけることは、すなわち地圏、気

圏との直接相互作用を行うことだからである。これは生物圏から逸

脱した作用である。そこで、このサブシステムを「人間圏」と呼ぶ。 
 このように地球システムは進化し続けてきて、当初の混沌から秩

序へと向かってきた。と言えればよいのだが、さて、人間圏の登場は秩序へ向かう流れにあるのだろう

かという疑問が湧いてくる。 
 
人間圏と地球システム 

 それはなぜかというと、地球史上恐らくは例を見ない速さで生

じた新たなサブシステムの出現が、人間圏の出現であろうからで

ある。生物圏が新たに付け加わったときには、数億年の歳月をか

けて地圏、気圏との相互作用が徐々に変わり、地球環境に緩やか

な変化がもたらされたことであろう。火山活動や大陸移動、磁気

圏の生成などの地圏の急変もあったし、地圏と気圏の相互作用の

変動により地球全体が凍りつくようなこと（全地球凍結）も数回

あったらしいが、大きな流れとしては急激なものではなかった。

それに対して人間圏の出現はせいぜい百万年という時間内でのこ

とであり、人間に都合の良いように地圏、生物圏、気圏に働きか

けてきたのである。 
 その結果、サブシステム間の平衡（安定状態）が崩れ、地球システム全体が不安定になっていると考

えられる。これが異常気象、地球温暖化などとして巷間で囁かれる「地球環境問題」の本質であろう。 
 
地球システムの安定性と自然災害 

 ところで、地球環境に関連して目を向けておきたいのが「自然災害」である。火山の噴火や大雨、洪
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水、干ばつなどの自然現象の変動、すなわち通常とは異なる自然の振る舞いが各所で見られるが、これ

らすべてが災害となるわけではない。自然災害の要件というものがあって、それは、経済的、社会的に

損失をもたらすかどうか、である。この要件を満たす通常とは異なる変動が自然現象に見られたとき、

それが自然災害となる。 
 変動には、振幅（変動の大きさ）、時間（変動が続く時間、 大振幅に達するまでの時間など）とい

う二つの要素がある。いずれかまたは両方が大きいと人間社会がこれに対応しきれず自然災害となる。 
 自然災害には、火山災害、地震災害、津波災害、気象災害がある。どれをとっても、地球全体に広が

るようなことはまずない。言い換えれば、振幅や時間の変動が際限なく大きくなることがない。これは

すなわち地球システムに「安定化効果」があることを示している。ただし、どのようなメカニズムで安

定化効果がもたらされているのかは不明な点も多い。 
 
地球環境と人間 

 地球システムが不安定になれば、安定化効果もまた不安定化するだろう。したがって、自然災害の規

模や頻度、継続時間、時期などにも変動が起こるだろう。このことからわかるように、地球環境問題は、

人間圏の出現によりサブシステム間の物質循環、エネルギー交換などに急激な変化が生じ、平衡点に達

していない状態にあることに起因すると言ってよい。 
 かつて生物圏が出現したとき、地球システムは時間をかけてこれをサブシステムの一つとして受け入

れ、地圏、生物圏、気圏で安定したシステムを構築した。新規サブシステム“候補”として出現した「人

間圏」が地球システムの中で存在し続けることができるかどうかは定かではないが、ひとつ言えること

は、現在の人間圏の状態が続くのであれば、地圏、生物圏、気圏の平衡点は人間圏との相互作用が強ま

った頃（産業革命頃）から現在に至るまでの状態とは違う位置に至るであろうことである。新たな平衡

点に至ろうとする過程において、人間圏が排除され、以前の平衡点に戻る動きが起こらないとは限らな

い。これは自然任せの問題ではなく、人間圏を形成した人間自身がどう対処するかによって到達点が決

まる問題であるように思う。 
 
宇宙の中の地球 

 さて、そうなると、人間が地球をどのように捉えるかが一つの鍵になる。なぜなら、人間の生存可能

性を考えるには、人間圏が地球システムに安定的に組み込まれることを考える必要があるからである。

すなわち、自然災害を含む地球環境問題を考えるには、地球という惑星を知る必要がある。 
 地球を知るということは、これまでの議論から「地球システム」を理解することであり、それは地球

という惑星の“特徴”を認識することである。そして、特徴を認識するには“普遍”を知っていなけれ

ばならない。したがって、宇宙における地球の普遍性と特殊性を認識することが、地球環境と人間の生

存可能性を考える基礎になる。 
 宇宙を見ることは地球を見ることであり、地球システムを理解し未来を考えるためには、さらには未

来のために行動するには、“宇宙の神秘”である地球を生み出したこの宇宙のことを、多くの人が知る

必要がある。 
 
おわりに 

 天文教育を推進してきた立場から、「宇宙の神秘を通して未来を考える」ことを試みようとしたが、

難題に気が引けて、これを「宇宙の中の地球 〜地球環境と人間〜」と言い換え、さらに、未来を考え

るのではなく、未来を考える一助とすべく「人間圏」という考え方（視点）を紹介した。 
 個々の人間ごとに、国ごとに、あるいは文化圏ごとに、未来への展望は異なる。私見を語るのではな

く視点を紹介したのは、地球という舞台は万人にとって共通だからであり、科学の手法も共通だからで

ある（科学の受け止め方は一通りではない）。今後、共通の土台にし得る視点をもって「未来」への展

望を展開できる世界になることを願っている。 
 
 

以上 
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７ 浅見 明子 氏   そば・うどんの店と淡彩詩画美術館奮闘記 
            （有）ささや代表/木洩れ日館館長             

平成 24 年 11 月 17 日（土）、木洩れ日美術館にて 
 

   
 
IC レコーダーより文章化 
 名前の紹介から始める 
明子：つまらない普通の名前だと思っていたが、あるとき自分の名前の中に「月」と「日」があるのは

なんて素敵なんだろうと思った。お客様に一緒にある名前といわれる「素敵な名前だ」と話すようにし

ている。 
縁の不思議：縁があってここにきた、若いころに「赤城の鳥居方面に縁がある」といわれた。27 歳の

時違うところから同じ人との縁談をもらい、あってすぐ「結婚する」ことを確信した。とんとん拍子に

結婚をした。 
0 からの出発：家の一角を使い 12 卓程度の店を始めた。お金がないため、塗り器が買えず、白木で出

していた。そのうちゴルフ場が出来てからこのあたりがにぎわってきた。この店は「上州の民家づくり」

というが、大黒柱を持っていた大工さんに頼み家を作ってもらい、51 年に会社を設立したが、メニュ

ーや形態などを主人と相談しながら「ここにこなければ食べられない」というものを作ってきた。 
本格手打ちで、店に入れば「石臼」で粉をひいているのがみえて、その粉を打って茹でた物を出したの

で、その当時はそのような店がなかったため評判を呼んだ。 
 
その当時、自分で書いたエッセイから・・ 

商売繁盛は味と雰囲気のバランス。「ささや」になぜお客様がたくさんくるのか、親戚の子どもが親に

尋ねていたとき、親は「おいしいからだよ」と答えていたが、私は、 
夫婦仲がよいこと・従業員を大切にしていること・よい材料を使って心を込めて作っている事とつけく

わえた。夫婦の輪からすべて成り立つ。 
どんなに忙しくても、輪が保たれているおかげで笑顔でお客様に接し、材料もトコトン吟味し心を込め

て作り、既製品は絶対使わない。食事の際には、お客様の立ち場になり、 
おいしく食事ができるのか考えてみる。どんなにおしくても、店の雰囲気が悪ければだめ、店の雰囲気

がよくてもおいしく感じてもらえなければ、何にもならない。味と店の雰囲気のバランスを保つことに

努力をしている。 
「夫婦の輪」が取れているとすべてがうまくいくとおもっている。臨月で大変なときでもお盆を持っ

て走り回っていたが、42 歳の時子宮ガンと診断され治療をする事になったが、闘病生活の時、ただ走

り回っていきて行けばいいのかな？と考えるようになっていた当時、前橋に買い物にいったときに「唐

沢恭二先生」が初個展をしていたのをみて、淡彩画でやさしい画風であったので、先生にお願いして生

徒 1 号にしてもらった。その後昼間は仕事をして、夜る、淡彩画を書くことに夢中になった。書いて

いるうちに、だれかにみてもらいたいと思うようになり母が絵をすきなので、絵手紙を書いて、緑内障

で悪くなってきている母の目を楽しませることにした。 
母が大喜び、絵手紙を回りの人に見せるようになってきた。その後、他の人にもみてもらえるように

個展を毎年開くことになった。見に来てくれた人から絵手紙を一冊の本にしてみませんかといわれたり、

見にきてくださった方から教えて下さいといわれるようになったが、仕事もいそがしい為に教えること

もできなかった。本にしてほしいという人がいたので主人と相談したら「自費出版したら」といわれた
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が、多額の費用がかかるのでだめもとで出版社に送ったら、是非出版をしたいと言ってもらったが、は

っきり決まるまで主人にはナイショにしておいたが、その 2 日後に急死してしまった。 
そんな亡くなった夫のことも皆様に知ってもらいたいので、エッセイにも残した。 
 
脱サラは大成功！（平成 8 年） 

主人は大学卒業後、サラリーマン生活で営業の仕事をしていたため、行ったさきざきで大好きなソバを

食べることができた、ある時山形の有名なソバ店でザルの中から無造作にお金をだしいれしているのを

みて「ソバ屋とはこんなにもうかるのか」と思った。そこで 29 歳で脱サラをして、ついにこの道には

いった。はじめたものの奥が深く試行錯誤の毎日となった。 
どこかのソバ店で修行をするという事ではなく、まるっきりの独学だったが「これでよい」と満足する

人ではなかったので、まだ上があるはずだとすべて納得いくまで手をかけていった、ソバの実から管理

して自分の納得いくソバが作りたいと、北海道からそばの実を取り寄せ屋敷にある保冷庫に収め、良く

みがいた実を石臼で挽き引き立てを手打ちにしてお客様に供することにした。うまいものを作ろうとす

れば、出費も多く儲けもすくないが 
お客様に満足していただければ、もう一度、また訪れてくれると信じていた。そんな夫の仕事熱心の

おかげで、開店してから売上も落ちず繁盛をしている。 
うまいソバ、うどんがあると話しを聞くと、全国どこへでも出かけていく食べ歩きは、夫の急死の一週

間まえまで続いていました。たった一杯のうどんを食べに、埼玉 熊谷まで行ってきていた。「おいし

かった？」と聞くと「うちのうどんもソバも、もうどこにも負けないよ」とうなずきながらいったのが

わすれられない。何気ないことばと聞いていたが、あとになって夫は完全に仕上げていったのだと思わ

ずにはいられない。 
今もお客様が「おいしかったよ」と言って帰る姿を店のどこかで、夫はニコニコしながら聞いている

のではないかと思うこのごろ。 
 
夫との別れ  

1/19 寒い朝。山の仲間と足尾の山に出かけた。登り始めてすぐ心臓の発作で倒れ、帰らぬ人となって

しまった。腰タケもある雪の中で仲間が必至に人工呼吸をしてくれたが、どうにもならなかった。友人

達に看取られ、その手を借りて下山をした。夫の死は私にとって人生 大のショックとなってしまった。

人の世話を受けたくないと言っていた夫であったので、本人の希望通りにはなったが、まったく看病も

しないで死なれてしまったのは、本当につらい。山の中で死んでしまったが、夫の人生を振り返ると一

番好きなところで死ねたのでは？と思う。一年を通して山を本当に愛した人であった。残雪の残る山に

入り親指ほどのフキノトウを採ってきたり、山菜をとってお客さまに出していた。夏は渓流づり、秋に

はキノコとりへ。一緒に出かければ、少しいっては止まり山を見上げて「キノコが取れそうだ」とか、

川に出かければ山女が取れそうだとか、仕事を離れた時間では、頭の中や目は趣味につながることばか

り。キノコとりが終わると、山の仲間と山へ登り「良い汗をかいた」とご機嫌で帰ってきた。 
仕事が終わり写真を眺めながら「もう会えないのだ」という心と「死んでしまったと思いたくない心

がいりみだれる。生きていると幸せの重みを感じないが、一人になると幸せの重みをずっしりと感じて

しまう。夫婦は運命共同体を言われるとその通りで、一緒にいると喜びは倍に感じられ、悲しみや苦し

みが半分に感じられていたが、夫はどんな人にもやさしかったので、いなくなると悲しみがずっしりと

感じられるようになった。結婚以来無我夢中でやっていたが、いつも基本には夫婦の輪があった。温も

りのある大きな羽で包まれていたような。振り返ると、夫は私の一生分を愛してくれたのではないか？

という満足感が胸を一杯にする。1 日中一緒にいられた思い出も多く（涙で声に詰まる）見えないけれ

ど私を支えてくれているのだと。夫の手がいつも肩にあり感触さえ感じられる。いままでいつも一足先

に行って、天国で私の喜ぶものを用意してまっていてくれる。そんな夫の所に 1 日 1 日と近づいてい

ると思うと、これからまた元気にすごせているのだと（涙で詰まる）。 
 
「お母さんの絵手紙」が出版。夫の供養のつもりで書き上げた本であり、処女作であるので、生きて

いれば一番喜んでくれただろう夫の墓前に一番 初に持っていった。 
 
平成 11 年 2 冊目「野辺に咲く花」が出版され、この本は上毛出版文化賞奨励賞を受賞。 

このころから県道沿いに「食べ物街道」といわれるほどさまざまな店がたちならび始め、私の店もプラ

ス何かがある店にしたいと思うようになり、そんな折、歯をくいしばりがんばっている私をみてくれて

いた父が何かできるようにと、金銭面での協力を提案してくれた。そこで自分が作った絵手紙の本の原

画を、とっておきたいと思った。それまでは、個展をしていたので、書いた絵などは販売をしてしまっ
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たが、この本の原画はとっておきたいという気持ちがあったので、ギャラリーを建ててもらうことにし

た。 
建設したギャラリーの名は、たくさんの木々の間からチラチラもれてくる木漏れ日がすきなので「木

漏れ日美術館」と命名した。 
その後、順調に 3～4 年ごと、本を出版してもらい平成 20 年に 5 冊目に「木漏れ日の草花達」が出版。

去年の 11 月には 6 冊目を出版する予定でしたが、なかなか仕上がらず夜になると書くことが出来ず、

ぐっすりと寝てしまう毎日。出来上がっていれば今日紹介ができたのですが、残念。 
 
木漏れ日館にこられる人はそれとなくはいってきていても、みんな「やさしい気持ちになれた」とか

「寄ってよかった」とかそれぞれたくさんのお話をのこしていってくれる。私が思うには、気取ったこ

とは書けないし、むずかしいことは書けないし、思ったまましか書かないので、寄ってくれた同じ年代

の人は同じような気持ちになってもらったことがあるので、作品の言葉を自分のことと重ね合わせて、

自分に語りかけてくれているからだと思う。お帰りの際にきてよかったと思って帰ってもらえると、時

間は見つけて努力をするべきだなと思う。忙しいなりに、これからも野の花をかいていきたいと思って

います。 
 
人生は問題集である：過去を振り返るとどんな人の人生にもさまざまなことがあるが、あとで振り返る

と、深い意味と価値があったのではないかと思う。そのことにより人への思いやりなどが生まれてくる

のでは。治療をしている時間は無駄な時間と思うこともあったが、過ぎて見れば、そのおかげで人の温

かさや病気のつらさがわかるようになり、マイナスだけではなく、そのものがプラスになってくるとお

もう。無駄だと思うものにも人生に大切なものが含まれていると思う。人生は仏教で四苦八苦、つまり

苦労や悩みなどを経験することにより人の痛みがわかる人間になっていくのでは？人生は一冊の問題

集。人にあたえられた、逆境や困難や苦難は成長を促すために用意された問題であり、解けない問題は

ないという事。与えられた環境を素直に受け入れることが成功につながると思っている。 
 
各本ともいくつかエッセイを書きこんでいます。出版社から「エッセイはその人の人柄が出る」とい

われており、必ずエッセイを書き、載せてもらうようにしている。 
 
何か質問 
・ 「ささや」の由来は？家紋が「〇に根ザサ」で笹がある、それと「ささやかにやっていければいい

な」という事から。家族が食べていければいいという事で、かけて「ささや」にした。 
・ 複雑な絵はどうにかくのか？基本的には手前から書き出すが、前にでてくる奥の枝などを先に書い

て立体感をだしている。 
・ 消しゴムは？使わないでそのまま線描きでのこしておく 
・ 小さい時の絵のセンスは？小さい時から絵も文もかくのも好きだったが、学校にいってならったか

ら当たり前といわれるのがいやだったから職業にしなかった。 
ならった日本画は、時間がかかるため一年に 1 枚ほどしか書き上げることが出来ないので、淡彩画

に変えた。 
・ 文章は絵をかいているときにできるのか？絵をかいているときは、絵しか考えていない 

出来上がった空白により文章を考える。 
 

  
以上 
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８ 壱岐 健一郎 氏  新しい時代の環境と観光の融合 
エコツーリズムプロデューサーによる実践を通じたエコツアーの事例紹介と提案     

（有）リボーン代表取締役、エコツーリズムプロデューサー          
平成 24 年 12 月 9 日（日）、サンデンコミュニケーションプラザにて 

 
はじめに 

 

 21 世紀が、これまでの大量消費型社会を見直し、持続可能な循環型社会を目指す『環境の世紀』

としてはじまったことで、エコツアーが脚光を浴びるようになった。 

 エコツアー自体も、野生動物・自然保護などを名目にした観光旅行から、植林・間伐など『森

林再生ボランティア』や、田植え・収穫など『都市農村交流グリーンツーリズム』など参加型の

体験ツアーに発展し、さらに 近では『環境先進都市の視察』や『里山暮らし体験』など、自分

たちの社会・生活そのものを持続可能な『ライフスタイル(生き方)』にするための『環境学習（学

び・体験）』的要素が色濃くなっている。 

 そんな『環境』や『ライフタイル』の要素に加えて、この先 10 年、日本・世界が高齢・成熟社

会を迎える中、エコツアーの新たなテーマに『健康』もある。旅を通してひとりひとり、そして

社会の『健康』づくりのサポートをすることがエコツアーの付加価値命ともいえる。例えば『森

林セラピー』は、森を守り、その効能を学びながら、自然に感謝し、精神を癒す旅。『温泉セラピ

ー』では、湯治文化を見直しながら、人生をゆっくり考える。あるいは再生された雄大な自然で

無心にトレッキング。里山や島では価値感が同じ仲間との出会い、未来を語り合う旅。 『環境』

と新たに『健康』をテーマに、ココロとカラダが活き活きとなる旅はエコツアーに不可欠となっ

てきた。 

 

日本全国エコツアー事例集（私が直接的あるいは間接的に関わったもの抜粋し、一部、概要を記

載。） 

 過去から現在、または今後の計画中の私が関わりのあるエコツアーを紹介する。 

１、北海道 知床 先住民アイヌの案内 

  ：知床のウトロ側に位置する知床五湖は、原生林に囲まれ、知床連山を湖面に映すその姿は

世界遺産の核心部とも言える。この知床五湖を NPO 法人知床ナチュラリスト協会に所属し先

住民族アイヌの血を引く早坂雅賀氏が案内する他、アイヌのチャシ（砦）址なども訪ねる。

また、夜には野生動物や星空の観察、野付半島のトドワラ、この時期約 300 種類の花が咲く

サロマ湖ワッカ原野花園も訪れる。 

    

２、青森  八戸 ゼロエミッションのまちづくり 

  ：NPO 法人 CROSS 循環型社会創造ネットワークは数年前、アイスランドの水素エネルギーや

デンマークの風力発電などの視察ツアーも実施した。目的はゼロエミッションのまちづくり

を目指す八戸市をさらに高めていくためだったが、液化天然ガスの貯蔵コンビナートやリサ

イクル工場が国内の先端にあり、全国のエネルギーやまちづくり関係者の視察をエコツアー

として実施している。 

一方で第 1 次産業も盛んであり、完全無農薬有機栽培による酒米による清酒工場や田んぼの見

学、試飲などもエコツアーのバリエーションとして実施した。 

   

３、岩手  葛巻 再生可能エネルギー 

  ：再生可能エネルギーのメッカとして海外からも視察団が後を絶たないのが ここ葛巻町。

人口 1 万人にも満たない町に 人口以上の乳牛か飼われ、近い将来、バイオマス、風力、ソ

ーラーなどの再生可能エネルギーによって町内の必要なエネルギーはすべてまかなう目途が

たっている。循環型社会のモデル自治体を視察、体験するエコツアーはメニューに事欠かな

い。葛巻町には自治体のレベルをはるかに超えたエコツアー（視察）受け入れ課がある上に、

環境教育では東北をリードする「風のがっこう」などの民間の団体が充実している。 

 

４、宮城  東鳴子温泉 湯治場 
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  ：山間部にある東鳴子温泉は 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災で大きな被害を受けた三陸海

岸の人々にとっての昔からの湯治場だった。先祖代々の湯守旅館大沼の大沼伸治さんを中心

とするメンバーはかの地を人々の心と体を癒す場所にすべく、都市住民と一緒に取り組んで

いる。山間部で生産される「雪むすび」は全国トップクラスの人気の米であり、国産大豆づ

くりもはじめた。グリーンツーリズムとしてのプログラムと温泉セラピーの組み合わせが現

代版湯治場になりつつある。 

   
  （１、ガイド ）  （２、車両処理工場）     （４、大女将からのお話） 

 

５、秋田  白神山地 

６、山形  金山町持続可能なまちづくり 

７、福島  会津・喜多方 グリーンツーリズム 

      桧枝岐村 尾瀬国立公園      いわき 復興支援 

８、茨城  石岡 暮らしの実験室 

  ：1980 年代に団塊の世代と言われたメンバーが中心となって始めた八郷農場が母体となり、

現在ではその子弟世代の 20 代の若者が中心に運営する農業集団。名前が示すとおり、農ある

暮らしの実験室としての自由な試みがなされ、遊び心がいたるところに表れ、都市住民が訪

ねるエコツアースポットとして「田舎暮らし体験」が楽しめる。収穫祭などは現代のエンタ

ーテイメントも取り入れ、若者の参加も多い。 

   

９、群馬  赤城自然塾 ※（別紙資料参照） 

  ：NPO 法人ぐんまクリーングリーンエコネットワークは広大な赤城山麓に分散する環境 NGO

のプラットホーム的存在。そこに環境教育の中枢として地元の有力企業株式会社サンデンが

全面協力。サンデンの森を活動の中心にして都市部からの野外体験学習ツアーなどの受け入

れを積極的に行っている。自動販売機の工場の敷地にオオムラサキが生息できる自然環境を

維持し、野性生物、植物の観察が手軽にできる。シブヤ大学、新宿区立環境学習情報センタ

ーなどもその一部である。 

  
  （８、収穫体験後の集合写真）         （９、桐生川源流林の植林） 

 

10、栃木  渡良瀬エコビレッジ 

  ：渡良瀬遊水地は広大な湿原を有し、オオタカやノスリなどの猛禽類や、多数の野鳥観察が

できる貴重なフィールドである。一方で、田中正造の生家や足尾銅山鉱毒事件の現場でもあ

り、環境保護を考えるきっかけを提供してくれる。そんな背景を持つ土地で日本には稀なオ

ーガニックコットンを栽培し、生産、加工の体験や完全無農薬有機栽培の農業などを体験で
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きる場所である。 

   

11、埼玉  神川町 有機農業で繋ぐ循環型社会モデル 

  ：皇室御用達の味噌、醤油製造の老舗ヤマキは本社、工場の周辺の環境保全の中核である。

材料が大切な加工食品の製造を見学したり、農業法人豆太郎や里山整備 NGO などとの体験プ

ログラムを組み合わせることで子供から高齢者まで幅広い年代の参加者の期待に応えること

ができる。 

 

 

12、千葉  神崎町 発酵の里 

  ：300 年の歴史を刻む酒造メーカー寺田本家を中心に、千葉県でもっとも人口の少ない町が発

酵の町として活気付いている。酒米の栽培、国産大豆の生産、味噌作り、自然酒の生産など

「食」へのこだわりが役割分担を明確にし、季節に応じたプログラム運営を可能にしている。

年に一回のお蔵フェスタは年々規模が大きくなり新規顧客開発の役割を果たしている。 

  
13、東京  新宿区、千代田区、江東区他ヒート 都心のエコツアー 

  ：新宿区では東京都庁を中心とした高層ビル街の地域冷暖房施設、千代田区では丸の内オフ

ィス街、ホテル、大学、企業の節電やエネルギー自給などの温暖化対策、江東区ではゴミ処

理場などの見学が都心ならではのエコツアーが実施できる。その他、臨海部では火力発電所

や風力発電所など大規模なエネルギー生産について考えるエコツアーも多くなった。 

    

14、神奈川 鶴見川流域自然体験と里山再生 

15、山梨  八ヶ岳 森の暮らしの郷 耕作放棄地再生 

      富士山麓 富士エコパークビレッヂ パーマカルチャー   富士山クラブ ゴミ

拾い 樹海観察 

16、新潟  佐渡 トキとの共生と巨木群 

      奥只見 電源開発 水源の森エコエネツアー 

17、長野  伊那の森グリーンツーリズム 

      ：東京都新宿区は区内から排出する CO2 を吸収するために長野県伊那市、群馬県沼

田市、東京都あきる野市と環境協定を結んでいる。その協定を有効にするために区

民を中心に「新宿の森」を整備しつつ、環境学習としても子供から大人まで楽しめ

るエコツアーを実施。カーボンオフセット効果を高めるため天ぷら油リサイクルバ

スも往復で使用している。 

         

      佐久 東京ガスの森 どんぐりプロジェクト 

      ：東京ガス株式会社は長野県佐久に所有する森林「東京ガスの森」を、どんぐりプ

ロジェクトとして毎年定期的にエコツアーを実施している。参加者は一般募集に加

えて、社員（労働組合）、各自治体や NGO の希望団体を積極的に受け入れている。

カーボンオフセット効果を高めるために、天ぷら油リサイクルバスを往復利用し、

特に、夏休み期間は、近郊のキャンプ場での野外体験も組み合わせて実施している。 

 

 

18、静岡  藤枝お茶事の村グリーンティーツーリズム 
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  ：5 月から 10 月のお茶の生産時期には茶摘み体験を中心に、それを加工し、試飲と茶懐石な

どを同時に体験する。手もみ体験は本来 5 時間以上必要だが、雰囲気を知るために短縮し実

施したりする。 

   
    （17、伊那 新宿の森 森林整備）  （18、無農薬有機お茶農家の茶摘体験） 

19、岐阜  御母衣ダムとトヨタ白川郷自然学校 

  ：環境保全を考えるとき、自然破壊の象徴として見るばかりでなく、治水と発電のためのダ

ムの役割がなされているかを検証し、エコロジーとエネルギーの理想的なバランスを学ぶエ

コツアーを実施している。使用している自然学校は宿泊施設としてもかなりグレードが高い。 

20、愛知  トヨタのエコカー生産現場とセントレア空港のエコシステム視察ツアー 

21、富山  立山黒部アルペンルート 

22、石川  能登半島高級新鮮食材仕入れシェフ目利きツアー  

23、福井  日本のブータン？幸福意識度日本一体験ツアー 

24、滋賀  琵琶湖共生 菜の花プロジェクト 

  ：全国に広がっている菜の花プロジェクトの本部がある。あい東エコプラザは第 3 セクター

であり、使用した菜種油を回収、精製し、バイオディーゼル燃料（BDF）にして組合員を中心

にディーゼル車に給油している。東京からの天ぷら油リサイクルバスを使用したエコツアー

も立ち寄り、給油と同時に、再生可能エネルギーについてや琵琶湖周辺の環境保全について

のセミナーを行っている。地産地消の食材の買い物も訪問の魅力のひとつになっている。 

25、三重  鳥羽 海島遊民クラブ 体験エコツアー  エコホテル戸田屋 

26、和歌山 熊野古道 

27、京都  法然院森のセンター 大文字山 

28、奈良  空海の歩いた修験道を辿る。 

29、大阪  大阪都構想を環境面で検証するエコツアー 

30、兵庫  コウノトリの郷 再生共生プログラム 

31、岡山  西粟倉・森の学校 

32、広島  世界文化遺産 原爆ドームで生き方を考えるエコツアー 

33、山口  上関原発予定地祝島で考えるエコツアー 

  ：世界中が注目する日本の福島大 2 原発事故。その後の長い復興への道のりは始まったばか

りだが、新たな原発建設について渦中の存在なのが祝島である。しかし、反対か賛成かを地

元の関係者だけが論ずるのではなく、日本中で共有すべき問題であることから、エコツーリ

ズムの重要な要素としての自然、文化、歴史などを組み込んだその土地や人を知ることが必

要である。漁村に伝わる古式豊かな神舞神事や海の恵みを食するエコツアー体験が本来ある

べき姿に導いてくれるはずである。 
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34、鳥取  大山 

35、島根  宍道湖 松江 文学散歩の旅 

36、香川  小豆島オリーブの里とシーカヤック体験  37、徳島  38、愛媛   

39、高知  四万十川流域体験エコツアー 

40、福岡  篠栗 九州森林スポーツフェスタ 森林セラピー体験 

   ：2000 年から毎年 11 月に開催している環境保全型スポーツイベント。会場となる篠栗町の

行政市民が中心となって実行委員会を組織し、エコツーリズム専門会社の（有）リボーンが

事務局を運営、企画制作の実務を担当している。森林でのマラソンメイン注目となっている

が、2010 年から森林セラピー基地として認定されたことと地球温暖化対策のひとつとしての

森林の CO2 吸収の効果を高めるために森林の整備が必要であることを啓蒙するイベントとし

て 1000 人規模の参加者を集めている。第 1 回からセブン記念財団が特別協賛していて、官民

のバランスのとれた大会となっている。大会参加者は巨木観察や植林、どんぐり拾いなどミ

ニエコツアーも体験できるようになっている。 

   

41、佐賀  伊万里 はちがめプラン循環を学ぶ旅 

42、長崎  壱岐 日本ミツバチ里親 

43、熊本  阿蘇カルデラツーリズム 

44、大分  九重自然学校 

45、宮崎  日南 海彦 北郷 山彦 森林セラピーの旅 

46、鹿児島 屋久島 里のエコツアー 

47、沖縄  石垣島しらほサンゴ村と西表島節祭 

  ：WWF ジャパンが開設した「しらほサンゴ村」を中心として、北半球 大の青サンゴが群生

する地域を守り、生態系を維持することなどを目的にエコツアーを実施している。地元では

適正なエコツアーを自主運営するために協議会も発足した。 

         
     （40、森林マラソン ショートコース）    （47、西表島 節祭） 

 

エコツーリズムとは？ 

 

私が考える旅は、環境保護・保全に積極的に取り組むボランティア作業を中心としたエコツア

ーから 

旅先の自然と文化を楽しむエココンシャスなものまで含む。力みすぎないで、自然と対峙し、自

然を受け入れ、楽しさを体感すれば、それを与えてくれた環境を守っていきたくなるのは自然な

流れではないだろうか。 

私たち人間は、快楽、満足、至福を享受する過程で、主役たる「自然」と「文化」を消耗、破壊

することを代償にしてはいけない。私たちは先人が育んだ「遺産」を、後世の生きとし生けるも

のに引き継ぐ責任をもっている。その「遺産」を守りながら持続可能な旅づくりを行う理念が「エ

コツーリズム」である。 

私はこの理念を共有する国内外の仲間とネットワークを組み、「エコツーリズム」の普及を目指

している。 
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エコツアー 7 原則 

エコツアーをプロデュースするための 7 原則を設けた。 

◎少人数制 

◎優良なガイド 

◎目的に合った快適かつシンプルな･施設の利用 

◎ツアー参加者同士の学び合い・交流 

◎共感的理解による協力・協働の体験プログラム 

◎環境保護・カーボンオフセット･（再生可能エネルギーの利用） 

◎訪問地域への利益還元 

 

前述の事例集をテーマ、ジャンル、組織などの視点から分類してみると下記のようになる。魅力

あるエコツアーを生み出すためには画一的なものだけでは参加者を惹きつけることが難しいので、

常に工夫が必要だと思う。 

 

持続可能な旅づくりとして健康と環境が両立する様々な旅の企画を提案する。 

 

 

テーマ別エコツアー紹介 

■セラピー･（ココロとカラダ健康づくり） 

＜実施例＞ 

◎ノルディックウォーキング（宮崎県日南市） 

◎温泉セラピー（宮城県東鳴子温泉『旅館大沼』）他 

 

■環境イベント･プロデュース 

＜実施例＞ 

◎森林スポーツフェスタ（北海道・九州） 

◎会場内こどもエコツアー（エコプロダクツ展）他 

 

■NPO、NGO とのコラボレーション 

＜実施例＞ 

◎一村一品運動の支援ツアー（ラオス） 

◎WWF の熱帯雨林の再生（ボルネオ）他 

 

■行政、企業、学校ヘのサポート 

＜実施例＞ 

◎ゼロエミッションの町・八戸市視察（青森県） 

◎新宿区民の桐生川源流林での植林（群馬県）他 

 

■都市農村交流 

＜実施例＞ 

◎斉藤完一農園でのオクラの収穫（千葉県） 

◎発酵の里・神崎での味噌づくり（千葉県）他 

 

■震災復興支援 

＜実施例＞ 

◎被災者の心と体を癒すライフカフェ（宮城県） 

◎アースデイ東京タワー・物資救援（宮城県）他 

 

■環境学習支援 

＜実施例＞ 

◎間伐材でマイはしづくり（山梨県） 
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◎森林塾かずさの森での林業体験（千葉県）他 

 

■オーガニックと発酵文化を味わう旅 

新たな美味しさを発見。 

旅することは、家とは違った環境で食べること。みんなでいっしょにつくって食べる。農作業後、

おむすびをほおばる。こだわりの食材を、直に生産者から手に入れる。採れたての野菜を味わう。

旅に出ると「食べること」の新たな美味しさが見えてくる。 

＜実施例＞ 

①寺田本家・自然酒の仕込み（千葉県） 

②ヤマキ御用蔵・こだわりの醤油（埼玉県） 

③畑山農場での農作業後のお昼ご飯（山梨県） 

④藤枝お茶事の村にて茶畑で一服（静岡県） 

 

■衣食住の原点を体験する旅 

日常の豊かさに気づく。 

旅は、日常から非日常への体験。田植え、草取り、収穫、間伐...普段接することのない第一次産業

の現場体験を通じて私たちの生活、衣食住を支える原点に触れる。「手入れをする」「手間をかけ

る」そして「手に入れる」。ていねいに生きる大切さを学び、日常の豊かさに気づく。 

①八ヶ岳の休耕田での田植え（山梨県） 

②森林塾かずさの森での自然観察会（千葉県） 

③渡良瀬エコビレッジにて和綿の収穫（栃木県） 

④畑山農場での冬野菜の収穫（山梨県） 

 

 

■持続可能な暮らしを学ぶ旅 

未来を実践する達人に会う。 

未来のライフスタイルは、新しいモノを買うことからはじめるのでなく、旧いモノを大切に利用

し、今ある資源を使って、新たな発想で現代に活かすこと。パーマカルチャー、仲間との自給的

生活、半農半 X...未来を実践する暮らしの達人から、消費型の生活を見直すヒントや、持続可能な

暮らしを学ぶ。 

①organic farm 暮らしの実験室の姜さんと茨木さん(茨城県) 

②富士エコパークビレッヂの今井雅晴さん（山梨県） 

③自然酒寺田本家の寺田啓佐さん（千葉県） 

④たがやす倶楽部の斉藤完一さん（千葉県） 

 

■日本の魅力が残された島をめぐる旅 

家族の大切さを実感する。 

東西南北に広がる海に囲まれた島国の日本にあって離島には未だ残された古きよき日本の魅力が

ある。 

島の歴史、固有の芸能・文化、独自の動植物・自然...都会の便利さから隔離された島の生活は、自

分たちの自分らしい暮らしを営む快適さがある。そして不便さは人を仲良くさせ、人は家族の大

切さを実感する。 

①小笠原父島・船でのホエールウオッチング（東京都）･②西表島の節祭（沖縄県） 

③壱岐島のイカ漁の準備(長崎県) 

④屋久島たんかんの収穫（鹿児島県） 

 

（付録） 

海外のエコツアー事例を紹介 

その土地に住む人たちが案内役となって、暮らしの中に入って、生活者目線で体験する海外ツア

ー。見かけも、言葉も、暮らしも違うのに、それは旧知の友に会いに行くような懐かしい感覚。

異文化とつながることで、日本で暮らすこれからを発見する旅ある。 
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■野生動物保護・森林再生の旅 

ボルネオ、スマトラ…東南アジアの島々 

東南アジアの村を訪ねると、かつての日本の懐かしい暮らしの原風景を見ることができる。歴史

を越えて、同じアジアの一員として、国際援助としてのつながリだけでなく、これからの日本が

できること。普通の市民同士がつながり、いっしょに希少な熱帯雨林や動植物を守る。新たな関

係がエコツーリズムによって生まれる。 

①ジャングルクルーズで野生生物観察（ボルネオ） 

②森の住人オランウータンを保護、ホームステイで生活体験（ボルネオ） 

③スマトラ象に乗って森林違法伐採密猟などのパトロール（スマトラ） 

  
■自然エネルギーと福祉社会の先端を学ぶ旅 

ドイツ、スウェーデン、デンマーク…欧州 

北ヨーロッパの社会システムは環境、教育、福祉などで日本のお手本にもなっている。エネルギ

ーシフトヘの実行力は市民レベルでどのように行われたのか？国民の多くが「幸せだ」と思うそ

の理由を知りたい！直にその国の暮らしに入り、先端に触れ、生活者の声を聞くことで、まさに

目から鱗。理想的な社会を身近に感じることができる。 

①持続可能な社会体験 CSR デモクラシー 社会福祉 再生可能エネルギー利用（スウェーデ

ン） 

②ロラン島森の幼稚園、脱原発・再生可能エネルギー（デンマーク） 

③環境首都フライブルク 低炭素住宅、ゴミ処理、エコ交通システム（ドイツ） 

  
 

■自然共生型ライフスタイルを体験する旅 

ニュージーランド 

四季があり、しっとりとした風光明媚な島国ニュージランド。その地の人は皆、素朴で親しみや

すく、はじめて出会ったのに旧い友人に再会したような居心地になる。今、その国のフロンティ

アスピリッツは、かつての開発から自然再生へと歩き出している。そんな理想的なユートピアが

赤道をはさんで日本の反対側にある。 

①ワイポウアの森での固有種『カウリ』の植林 や 森林ラン＆ウォーク 
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※別紙資料 

 

【校外学習】  シブヤ大学ツーリズム 24 

『持続可能な社会ってなんだ。都市と地方の関係。～赤城自然塾・体験エコツーリズム４～＠群

馬』  

【天ぷら油リサイクルバス利用でカーボンオフセット】 

2010 年 10 月 10 日（日）～11 日（月･祝） 教室：国立赤城青少年交流の家とそれを囲む山々 

 

※1：本授業は、1 泊 2 日のツアーとなります。 

※2：本授業へのお申し込みは「先着順」となっております。申込締切日は、10 月３日（土）0 時

までとさせて頂きます。（ただし、定員となり次第締め切らせて頂きます。） 

※3：本授業は旅行業法上、㈲リボーンの旅行企画・実施となります。 

※4：定員をオーバーしてお申込があった際にはキャンセル待ちの受付とさせて頂き、後日㈲リボ

ーン＜エコツーリズム・ネットワーク＞事務局よりその旨をメールにてご連絡させて頂きます。 

 

エコ・環境という言葉は、皆さんの中でどれだけ身近になったでしょうか。 

エアコンの温度、食品パッケージの包装、24 時間営業のお店の利用。 

意識はしていても、都市部で暮らしている限り、ある程度のエネルギーを使わざるを得ない状況

に、葛藤がある方もいるはずです。 

でも、目の前で何か大きく変化しているかというと、正直わかりません。 

その心のモヤモヤを埋めるために、自然に触れたりエコグッズを買ったりしてはいないでしょう

か。 

 

 

持続可能な社会。 

言葉として聞いたことはあるかもしれませんが、それがどういうことなのか、 

自分の言葉で説明できる人は案外少ないものです。 

「実際にその世界を体験し、自分の言葉で話せるようになる。」 

これが今回のツーリズムの趣旨です。 

 

赤城ツーリズムは、シブヤ大学での開催は実に 4 回目。年 1 回の開催。 

はじめてツーリズムに参加する人でも大丈夫。お一人での参加のほうがむしろ楽しめるぐらいで

すから。また、前回参加した方も、また参加していただけると嬉しいです。 

気になるプログラムは、 

森の中のベンダー工場の秘密を解析せよ。松枯れ林地の土壌復活間伐作戦。ナイトウォークでの

星空観察。食を命から教わる、豚ウィンナー作り。体を動かし、耳を傾け、身体と森が一体にな

る瞬間を感じませんか？ 

 

難しいことを言ってしまいましたが、要は理屈ではなく、感覚で学ぶツーリズムです！ 

体を動かして、隣にいる人にそのときの意見をぶつけて、今いる社会を改めて見直そうという 2

日間。 
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ツアーガイドは、エコツーリズムを提案するリボーンの壱岐まゆ子さん。また、各所で赤城が地

元の専門家を特別講師としてお迎えしてお話を伺います。 

今回は先着４０名限定。どうぞお楽しみに！！ 

【授業コーディネーター/鈴木高祥】 

 

【授業プログラム】 

循環型のライフサイクル。便利になった世の中ですが、どこかで何かが失われています。赤城の

自然に触れることで、いま日本で何が起こっているか、赤城山を事例に学んでいきます。豊かな

森、と思われる日本の森ですが、実は深刻な問題がおきています。この赤城の山もその一つ。森

を再生させ、ずっと維持させるために枯れた松を炭にして土壌改良剤にする試みが行われていま

す。そこに住む人・動物・昆虫がずっとそこにあるために何ができるのか、地元の方の話を交え

ながら学びます。関東の水源である利根川の上流に位置する赤城の自然を、森を歩きながら満喫

しましょう。 

■プログラム 1 『森のベンダー工場の秘密を解析せよ。』 

環境と産業の共存。それを目指したのがサンデンフォレスト。森を壊さずに、人間が必要な道具

や物質を生産しています。工場なのに、水や空気は大丈夫なの？という疑問が当然起こりますよ

ね。その疑問、現地で一緒に解析しましょう。働き方や、産業のあり方のヒントになるかもしれ

ませんから。 

 

■プログラム２ 『五感を研ぎ澄ます、森の間伐時間』 

まずは、理屈ぬきにして赤城の自然と向き合いましょう。年々赤城の松山は枯れてしまっていま

す。それが何故なのか。考えながら間伐作業をしてみてください。答えが見つかり始めたころ、

地元の方の声を聞いて、今度は、何故その作業が必要なのかを意識しながら行動してみましょう。

※間伐とは…森を守るために木を人工的に切ることです。作業はかなりのハードワークになりま

すのでご了承ください。 

 
 

■プログラム３ 『暮らしのギャップってなんだろう』 

めいっぱい身体を動かした後は、巷で騒がれる環境問題が自分の生活にどんな影響を与えるのか、

また、いま自分ができる対策を、グループディスカッション形式で発表しあいます。いま自分が

なにを考えているのかを整理する時間。出し合った意見を元に、隣の人の葛藤が解決するような

アイデアが生まれたらいいですね。 
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■プログラム 3 『ムササビ観察・星空ナイトウォーク』＆『早朝森林散歩』 

夜の森を探索します。国立赤城青少年交流の家の職員の案内で、夜に活動する動物や昆虫を探し

つつ、星空の下（晴れることを祈るのみ！）、散歩をします。耳を澄ませて、森に住む動物を観

察します。ムササビにも会えるかもしれません。（※雨天の場合は中止。地元の方のお話になり

ます）また、朝もちょっと早起きして、朝もやがかかる幻想的な森の散策しましょう。時間によ

って表情を変える森の姿を深呼吸しながら歩きましょう。マイナスイオンもたっぷりです。 

 

 
 

■プログラム 4 『赤城の自然をいただきます』 

地元で採れた農作物を使った郷土料理もテーブルにのり、みんなでいただきます。地元の森作り

に携わる方々も交え地酒も飲める交流会です。その日感じたことを、意見交換しながら、赤城の

自然の恵みを満喫します。 

 

■プログラム 5 『豚とウィンナーとエコ』 

「林牧場・福豚の里、とんとん広場」の専務取締役である林 智浩氏から豚の生態を教えていただ

きます。豚の脱骨解体作業（屠畜はありません。枝肉から精肉に至るまでのお話）を見た後、ウ

ィンナー作りをし、命を頂くことを体感します。※豚の半身をナイフ一本で解体する過程は圧巻

です。 

 

  
 

また、お昼は林牧場が自信を持って提供する『福豚』の人気メニューしゃぶしゃぶを食べていた

だきます。 

口福（こうふく）と健康＝幸福を実感していただく特別プログラム！ 

☆生活環境やストレスに慎重に配慮して育てられた豚さんはとても衛生的で、少しお湯にくぐら

すだけで美味しく食べられます。しゃぶしゃぶの灰汁（あく）もほとんどでません！つけあわせ

も、新鮮な自家製野菜です。 

 

■プログラム 6 『里山ワークショップ いきもの観察会』 

ぐんま昆虫の森を見学し、森に住む動物と昆虫の生態を知ります。園長の矢島さんの案内の下、

昔の今の違いを学びつつ、森で必要なこと、私たちが必要なことの意見交換を交えながら里山を

歩きたいと思います。地域の問題を、参加者同士が共有することで、新しいアイデアが地元側に
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生まれるかもしれません。午後 野外で森林整備体験を指導してくれた講師やスタッフも交える

ので積極的に話しかけてみてください。 

 
 

【スケジュール】当日の流れ 

＜1 日目：10 月 10 日（土）＞ 食事：朝× 昼○ 夕○ 

7：30 新宿駅西口集合・受付  明治安田生命新宿ビル角（観光バス停留所側） 

多バスツアー客がおり混雑していますのでご注意下さい。 

7：45 には受付終了となります。荷物を積むために移動する可能性があります。 

8：00 新宿駅西口出発 

（天ぷら油リサイクルバスにて赤城山麓へ、車内で自己紹介など） 

   途中 VTR などを使用し赤城の事前学習など 

11：30 サンデンフォレスト到着 

詳細はこちら 

11：45  森づくりのお話、昼食（サンデンフォレスト森の教室） 

12：45 森づくり現場（室沢交流の森）へバスにて移動 

下刈り、チッピング、チェンソウ体験、伐採体験 

講師： 両角 衆 氏、石塚征人氏、田中洋助氏 

14:45 リサイクルセンターへバスにて移動 

    サワガニの沢、どんぐり広場、オオムラサキ/天蚕飼育ハウス を散策 

15：45 どんぐり広場入り口へ徒歩にて移動、国立赤城青少年交流の家へ出発 

16：15 国立赤城青少年交流の家到着 オリエンテーション 

16：30  「新エコアイデア会議」 グループワーク（研修室にて） 

17：30  入浴       （希望者は 18:00 からムササビ観察？） 

18：30 ナイトプログラム（ナイトウォーク、星空観察など） 

19：30 地元の方との夕食・交流会 

21：30 入浴、消灯 

 

＜2 日目：10 月 1１日（日）＞ 食事：朝○ 昼○ 夕× 

06：30 早朝森林散歩 （希望者） 

07：10 早朝セレモニー・朝食  

09：00 とんとん広場食農学習 講師：林 智弘 氏 

11：30 昼食「福豚のしゃぶしゃぶ」 

12：30 とんとん広場出発 

13：15 「ぐんま昆虫の森」到着 

13：20 「ぐんま昆虫の森」生きもの観察会 講師：矢島 稔（ぐんま昆虫の森 園長） 

15：20 都内へ 

18：00 新宿着・解散 

※尚、当日の交通事情により、帰りの際の到着時間が変更となる場合もあります。予めご了承下

さい。 

 

講師のお名前 
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10 月 9 日 

石塚 征人（赤城南麓森林組合事業課長） 

田中 洋助（ぐんま森林インストラクター会々長） 

両角 衆 （赤城山自然農園） 

10 月 10 日 

林 智浩 （林牧場福豚の里とんとん広場専務取締役） 

矢島 稔 （ぐんま昆虫の森 園長） 

 

総合講師 

壱岐健一郎（エコツーリズム・プロデューサー） 

 

【注意事項】 

※1：集合場所から解散場所までの交通費、食事（4 回分）、宿泊費、プログラム費、保険等の代

金として、お一人あたり「00,000 円」？をご旅行代金として頂戴いたします。 

 

※2：1 日目に行われる交流会の際のお飲物代（アルコール類、ソフトドリンク類）につきまして

は、上記 1 の代金には含まれておりません。当日アルコール類をご希望の方から「1,000 円」、ソ

フトドリンク類のみをご希望の方から「500 円」を頂戴いたしますので、予めご了承ください。 

 

※3：この事業は日本財団の助成を受けています。 

 

※4：お申し込み頂いた方には、リボーンより内容確認および振り込み案内のメールをさせていた

だきますので、メール到着より 5 日以内にご入金ください。 

＜ご注意＞キャンセルの際は必ずリボーンまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

（リボーン TEL：03-5363-9216 担当：吉永）   

 

◆キャンセル料について 

授業開始日の前日から起算して遡って、 

14～8 日前：20％ 

7 日～2 日前：30％ 

前日：40％ 

当日以降：50％ 

授業開始後の取り消しまたは無連絡不参加：100％ 

 

※5： 少催行人員は２５名以上とし、添乗員は同行、バスガイドは乗務いたしません。 

 

※6：やむを得ない諸事情・天候によっては、一部プログラムを変更の上、実施いたします。 

 

※7：松枯れ林地再生活動のための、汚れてもよい動きやすい作業着（ジャージ等）、汚れてもよ

い靴（長靴等）、軍手、雨天時のためのレインコートと傘をご持参ください。夜は冷え込みます

ので防寒着をご持参されます事をお薦めいたします。また、食農学習ウィンナーづくりのために、

エプロン、手ぬぐいもご用意ください。 

 

※8：宿泊施設は国立赤城青少年交流の家で、相部屋利用となります。上履き、浴衣・タオル・歯

ブラシ(洗面具)・石鹸等はございませんので各自にてご用意ください。トイレ・お風呂・洗面所は

共同です。 

 

※9：お客様の個人情報はお客様との連絡のために利用させていただく他、お客様がお申し込みい

ただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及び受領のための手続きに

必要な範囲内で利用させていただきます。運送・宿泊機関などへの個人情報の提供について同意

の上お申し込みください。 
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【旅行企画・実施】 

㈲リボーン ＜エコツーリズム・ネットワーク＞ 

東京都知事登録旅行業第 2-4850 号 (社)全国旅行業協会 会員  

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-2-1 ビューシティー新宿御苑 1203      

TEL 03-5363-9216  

FAX 03-5363-9218 

Mail： eco-tourism@reborn-japan.com  

リボーンオフィシャル HP へ 

壱岐 健一郎  エコツーリズム・プロデューサー  

1954 年 8 月 22 日生まれ。宮崎県出身。青山学院大学文学部卒。近畿日本ツーリスト退社後、循環

型社会の構築の一翼を担うために、2000 年春「リボーン（REBORN＝蘇る）」を設立。天ぷら油

リサイクルバスによる都市と農山漁村交流エコツアーやカーボンニュートラルを意識したボルネ

オ、ニュージーランド、ヨーロッパ環境先進国などのライフスタイル体験ツアーを運営。エコツ

ーリズム・プロデューサーとして活躍中。 

リボーン＜エコツーリズム・ネットワーク＞代表取締役。NPO 法人エコツーリズム・ネットワー

ク・ジャパン代表理事。  

 リボーンオフィシャル HP へ 

 

 
 

 

 

 

以上 



 72

９ 牛久保 雅美 氏  産業と環境の矛盾なき共存経営 
            サンデン（株）代表取締役会長/環境みらい財団理事長           

平成 25 年 1 月 27 日（日）、サンデンフォレストにて 
 
 
当日の状況：大変な大雪にみまわれ、参加予定者の中から 24 名が欠席いたしましたが、当初参加予定

者数をはるかに超える参加者を得て、結果としては 280 名になりました。 
 雪を押しての参加は、何かそうさせるもの（期待）があってのことだった思われました。 
 会長の講演は自信に裏打ちされたエネルギッシュなお話で、 後に質問を受けましたが、前半は圧倒

されて誰も発言する意欲を削がれてしまう場面もありました。  
 
 

 
 

 
講演録 
 大雪で足元の大変悪い中、このようにたくさんの方に来て頂き、有難うございました。 
 
 サンデンフォレストは 2002 年開設以来、今年で 11 年目になりますが、ここに工場を開設する

経緯からお話しますと、建設当時、日本中でゴルフ場建設が盛んで、サンデンも子会社で、この

地にゴルフ場を開設すべく用地買収にあたりかなりの面積を買収しました。しかし、地元から反

対の勢いが高まり、ゴルフ場開設は、当時サンデン 高顧問であった 牛久保 海平の「地元に

受け入れられないことは出来ない」という一言の決断により、断念いたしました。 
 結果としてゴルフ場の失敗からサンデンフォレストのプロジェクトはスタートすることになり

ました。 
 当時、伊勢崎本社のある寿事業所がお客さんを案内できない狭い工場で、生産性の点でも限界

にきており、対応策を検討していました。 

北関東自動車道伊勢崎三和町インター近くの工業団地が候補にあがっていましたが、 買収した

ゴルフ場の用地が活用できないか、検討した結果、対応可能であることが判明し、ゴルフ場用地

を、移転する工場用地として活用することを決定しました。コストの点では、三和町の工業団地

とゴルフ場の用地とは同コストであり、GDP 世界第二位の日本には大きな市場があり、海外で造

れないものをここで造る。そのための広大な土地は大変魅力的でありました。特に、経営者とし

てはサンデンが日本市場に出している大型のショーケースや自動販売機を造るのには、まさに充

分な広さであると考えました。 
 社内反対者の中には、土地の資産価値として伊勢崎市三和町の工業団地の方が値上がりの可能

性があることを理由の一つにしておりましたが、私はその判断は事業を解散整理するときに適用

されることであり、工場を開設する場合は戦略に従って決定すべきであると決めていました。 
 また、友人から「なんで今ごろ工場をつくるのか」聞かれましたが、私はいつも GDP 世界第二

位の日本には市場があり、海外で造れないものがあるはずだという信念を持っていました。 
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実は 初から、環境を意識して工場建設をスタートさせたわけではありません。工場建設はど

うしてよいか判らなかったというのが真実です。 

このような中、当社広報顧問の梅崎 義人さんの紹介で、たまたま数年前からＣ．Ｗ．ニコル

氏と交流しておりました。 

人との出会いは重要です。C．W．ニコル氏との出会いでサンデンフォレストと工場が建設でき

たと思っています。さらに、自然を大事に考えている堀越顧問（当時群馬銀行監査役からお目付

け役として派遣された）の実行力、行動力によって実現できました。 

 C．W．ニコル氏から、氏が尊敬している近自然工法の大家、福留脩文氏を紹介され、話を聞い

たことから方向性が決まっていきました。 

経営者としては自然環境と工場設置は相容れない矛盾があるが、知恵と工夫で共生・共存でき

る工場は可能であると考えがまとまっていきました。 

「森の中に工場がつくれる」 

そんな中 C．W．ニコル氏の「やる気あるかどうかですよ」の言葉が後押しになりました。 

 

経営者としてのベースにある考え方は「会社の利益・継続・発展が維持される中での自然環境との共

存」ですが、よい出会いから知恵や工夫がでてくることも判ってきて、「産業と環境の矛盾なき共存」

に自信を深めていくことになりました。 
 

 

 
 

 

この実現は、昭和 18 年に創業者である牛久保 海平が言われた創業の経営指針「知を以って開

き、和を以って豊に」そして社是「一、顧客のためになるよい製品を作ります」、「一、仕事を通

じて社会福祉と文化の向上に寄与します」、「一、自己啓発につとめ誇り高き会社の建設に努力し

ます」を毎日確認し、またこれらの考え方は、赤城事業所で「創造」「挑戦」「貢献」をモットー

に日々事業推進することと合致することが判りました。 

結果として「良い人脈を持つこと」、「失敗を恐れない、失敗は人を育てる」、「先見の明を持つ

こと」、「人が集まるところは栄える」に繋がり、「社会貢献」にも繋がります。 

振り返ってみると、今あるのは聞く耳を持った経営者のトップダウン・リーダーシップから産

まれております。 
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開設以来 11 年間のサンデンフォレスト運用・活用の中から昨年 10 月 8 日～19 日、インドのハ

イデラバードで開かれた生物多様性条約締結国会議（COP１１）に招かれて、会期中に開催され

た「第二回生物多様性国際自治体会議」に出席するとともに、「リオ・コンペンションズ・パビリ

オン」において、パネルディスカッションのメンバーとして選ばれました。 

地球環境の未来に向けて私たちは何をすべきかを語り合う国際会議に、日本企業の代表として

サンデンが招聘されたことは、大変名誉なことでしたが、同時に責任の重さも痛感しました。 

パネルディスカッションでは、10 年前に「自然と産業との矛盾なき共存」をテーマに群馬県赤

城山の麓に建設したサンデンフォレスト・赤城事業所における近自然工法や自然環境学習、環境

調査などの生物多様性保全活動について報告し、他のパネリストであるスイス、中国、南アフリ

カなどの企業経営者たちと、環境と調和した持続可能な企業活動や今後の展望について、率直な

意見交換をすることができました。 

 

今後は更なる「産業と環境の矛盾なき共存経営」に努力して行いく所存です、一層の叱咤・激

励を賜りますよう御願い申し上げます。 
 

 

    
 

 
 

以上 
 
 
講演終了後参加者のコメント: 

100 件に迫る貴重なコメントを頂きました。 以下、一部をご紹介致します。 
 
 
男性 S 氏 
 いい意味で期待を裏切った講演会でした。タイトルが「環境と産業の矛盾無き共存」という

ことであり、この工場は環境とうまく共存しているということを、 これまでの努力の経過を含め

て良いことを述べるものかと思っていました。  
ところが、演者からは、ご多分に漏れずゴルフ場に失敗したこと、お客さんを案内できない狭い

工場など、失敗や弱点からのスタートであり、 初から環境のためにやったんではないと率直に

語り、 そこからのスタートと潔く認めたうえでの話は説得力のあるものでした。（そうそう、

初からそんなにうまくいくものなんてないよな）と妙に共感し、その後のお話も伺いました。  
 リーダーとしての仕事は先を見ること、良い人材に巡り会ったらそれを生かすこと、目的を決

めたら後は自由にやらせることなど、私などの大組織に属する人間も、事業形態は違ってもそう

ありたいと思ったと ころです。  
 後に言われた、社是でもある「社会貢献」は、まさしくドラッカ－の言うところの企業の存

在は社会貢献ということとぴったりです。理論を実践して見せた例として得心致しました。  
 久しぶりに型にはまらない率直な講演を聴けましたことに感謝致します。  
 9 人の講演会の 後を締めくくるのにふさわしいものであったと思っています。  
 関係者の皆さんのご苦労も含めてありがとうございました。  
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男性 Y 氏 
当時粕川村の地にゴルフ場計画を進めてきたサンデン㈱を私たちは苦々しく思ってきた。 

近年多くの里山がゴルフ場開発によって身近な自然が失われてきたからである。  
1991 年“これ以上群馬県にゴルフ場はいらない”の合言葉で「ゴルフ場開発阻止運動」を 

私たちは推進していたからである。 
御社はしかし一転、彼の地に自然をより豊かなものに変えた発想と、環境教育を推進する方向 

性に驚きを覚えたものである。奇しくも今私は NPO 赤城自然塾の理事として自然環境教育の一端

を担っていることにささやかながら喜びを覚えるものである。 
 

男性 K 氏 

出会いの大切さを改めて聞かされ感動しました。 
 フォレストに思う会長の深い思いと、ここまで築き上げた関係者に対する深い感謝の気持ちが

感じられた講演でした。その語りは、真実であり自信に満ちたもので、短い時間でしたが、釘付

にさせられました。あれだけの自信は、今まで長い間の苦悩と不安などとの戦いに勝利したもの

の心からの叫びに聞こえ、心地よいひと時を過ごさせていただき感謝いたします。   
有り難うございました。 

 

女性 S さん 

初めてニコルさんと会長の関係を伺い、友人、知人の大切さを思いました。スケールの大きさ

では想像できないほどの隔たりがありますが、人との関係がどのくらい人生に影響するものかを

強く感じました。 
 
男性 O 氏 

「環境」を売りにしている業界にはちょっと胡散臭いところが感じられますが、牛久保会長の

お話には、産業と自然の共存・共生のモデルケースが完成していく様子が具体的に示され非常に

感服いたしました。 
 事業の先見性と、困難への挑戦には、人との出会い、タイミング、決断力、実行力、等が必要

な要素であり、私どもも参考にしたいと思います。難しい事業ほど経営トップのリーダーシップ

が重要であり、失敗を恐れない強い意志があって初めて成し遂げられることだと理解しました。 
 今後は、グローバル企業としてのテロ対策などの安全の確保やセキュリティ対策にも取り組ん

で行かれることと存じますが、御社の益々の発展と社会への貢献を祈念します。 
 

男性 H 氏 
先ず 初に「実は失敗から始まったのです。」という言葉に、サンデンをグローバル企業に育ててき

た本物の経営者の風格を感じました。 
 次に、サンデンがゴルフ場に進出しようとしたこと、それが失敗したこと、しかし、もしゴルフ場に

なっていたらもっと大変な事になっていたと思います。 
その後、その土地利用について、観光利用や住宅地としての利用、それらの案の中で、立地としては

不利に思えた工場立地も調査の結果、可能ということで、伊勢崎市の５万坪を退けて赤城に工場移転を

決めたという話でしたが、それとても空洞化の進む日本ではたして、これから大きな工場が本当に必要

なのだろうか、と考えられた。 
とはいえ、ＧＮＰ世界第２の日本の購買力も十分に大きい、やはり、お客様に見せられる新しい時代

の工場が必要だ。工場を建設しようとしたら地元から反対が出た。等等、その時々の社長の苦悩が我が

事のように伝わってきました。 
ニコルさんや堀越さんの強力なサポートはあったでしょうが、何といっても、このピンチを何とかチ

ャンスに変えられないだろうかという、牛久保社長の、会社発展成長への執念が周囲の人々を突き動か

したのだと思います。 
 今日は、限られた時間ではありましたが、大きな仕事を成し遂げられた、成功者の、気取りのない、

本音のお話を聞くことができて、私も多いに元気をいただきました。私は養豚業界ですが、現在、小林

さんはじめサンデンの方々の協力により、畜産版５Ｓを進めており、これによって、日本の畜産を世界

一清潔で儲かる産業にしたいと思っています。 
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あとがき 
 
 

 平成 25 年の春、大変早い移ろいの中、3 月中に前橋では桜が満開になり、赤城南麓の

千本桜もほころび始めております。 
 平成 24 年度群馬県中部県民局中部行政事務所地域振興調整費補助金を頂き、実施しま

した本事業も無事予定通り実行することができました。 
 本書に記載しました講演者を始め、多くの理解者による協力の賜物と,心より感謝申し上

げます。 
 本書は、事業主旨の確認と事業成果の共有の為の一助にして頂けますれば幸いです。 
 事務局としての本音は、9 人の講演者と施設の都合及び参加者の協力の 2 点に不安を持

ちつつ一年間実施してきました。 
 結果は当初のチラシに示しましたスケヂュール通り実施でき、 後 9 人目となりました

1 月 27 日サンデンフォレストでの 牛久保 雅美 氏 の講演の折には大雪を押して、

280 名の参加者を得て、満席の開場でエネルギッシュな感動のお話で締めくくる事が出来

ました。 
事務局として密かな喜びを感じた次第です。 

 本事業の推進から赤城地域には赤城自然塾が関係する人的資源が豊富であることが紹

介できたと思っておりますが、他にもたくさんの素晴らしい人材がおられることも添えさ

せて頂きます。 
 今後、機会を捉えて第 2 弾を実施したいとも考えております。 
 前橋市の宝、群馬の宝 である赤城山の更なる価値を高めることができるのは人材です。 
現在、未来に通じる視点として赤城地域の環境人材の発掘・紹介・育成に更に努力を続

けていく所存です。 
今後とも赤城自然塾の活動にご指導、ご協力を賜りたくお願い申し上げ、おわりと致し

ます。 
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