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特定外来種、ウシガエル「とって食べる」イベント 

佐鳴湖 主催者側 「外来種を身近な問題としてとらえたい」  
かつては輸入したものを主に養殖し食用として再び輸出できるカエルとして国内産業にとって

有用な存在だったが、今では国内の自然繁殖により増えすぎ、野外の国内在来種の生息をおび

やかすまでになった特定外来種、ウシガエル。佐

鳴湖周辺でも牛のような「ブアッ、ブアッ」と水辺で

鳴く大きなこのカエル、北米原産で、繁殖力は在

来種、トノサマガエルの数十倍だという。市民に外

来種に関心をもってもらおうと昆虫食倶楽部(夏目

恵介代表)や浜松 NPO ネットワークセンター(認定

NPO 法人)らが 7 月 22 日、佐鳴湖で市民向けのウ

シガエル釣り&試食会を実施した。参加者はルア

ー(釣針付擬似えさ)で釣ろうとするのだが、ウシガエルの強い警戒心、釣っても取り逃がすほど

のすばしこさに驚いていた。捕獲したガエルは食用として氷詰めにされた。その後、市内の調理

室のある施設で参加者による「さばいて食べる」イベントが開かれた。6 月のアカミミガメ「とって食

べる」に続く企画。外来種の何が問題で、どう考え、どう行動すればいいのか。小紙編集長が参

加した体験をもとに、報告する(写真= 参加者に趣旨説明をする夏目代表=赤い T シャツ姿。佐鳴湖漕艇場)。 

          外来種の時代にふさわしいライフスタイルづくり 

結論 最近のヒアリ侵入が象徴的だが、外来生物法 が 4 年前に大幅に改正され法的な規制が強化されるな

ど、日本は本格的な外来種の時代に入った。改正でも

目的そのものは変わらないが、外来種から何を守るの

かという力点のおかれ方が問われることになった。在来

種保全の時代から、国民の健康を守る、経済活動被害

を防止するなど、より人間社会に近い多面的で幅広い

取り組みが求められようとしている。そこで必要なのは、

外来種と日常身近に向き合う市民の意識であり、新し

い時代にふさわしいライフスタイルづくりや従来の行動

に対する見直しを自らも行おうという積極さである。外

来種が私たちに問いかけているのは、今の私たちの暮

らしのあり方自身である。 

 

                                  

今回のイベントでも、冒頭、特定外来種、ウシガエル
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を「とって食べる」のはいいが、持ち帰って飼育したり、

生きたまま運んだり、別の場所に生きたまま放したりす

ることは外来生物法で禁じられていると主催者側から

注意があった。現在まだ特定外来種ではないミシシッピ

アカミミガメ(以下、アカミミ)との大きな違いであり、参加

者に外来種とは何か、何が問題かについて考えてもら

うよい機会になった。ウシガエルのオタマジャクシも卵も

同様で生きたままの移動は、法的規制でダメだと念押

しされたことで、特定外来種の指定の厳しさを参加者は

知った。釣り上げたウシガエルを食用として持ち帰るに

はその場で氷詰めするなど適切に処理する必要がある

ことなども理解できた(写真)。 

ウシガエルはそ

もそも国内での養

殖用として 1920 年

代から輸入されは

じめたらしい。戦後

次第に大きな輸出

需要を生んだとい

う。アカミミも高度

経済成長期の 1960 年代後半、ある大手菓子メーカー

の顧客獲得のための景品戦略から大量に輸入される

ようになった。今話題のヒアリ侵入も、国際物流の急速

なグローバル化がもたらしたものである。 

● 法的規制の「特定」含め 429 種の対策外来種 

2005 年にスタートした外来生物法だが、2013 年に大

幅に改正され、国内由来の外来種も含めるなど、この

法律は外来種にかかわる法的規制や対策では重要な

役割を担っている。改正に基づき、法的規制のかかる

特定外来種を含む 429 種類の外来種が、カテゴリー別、

対策の緊急度別に分類されてもいる。環境省はそれを

「生態系被害防止外来種リ

スト」として公表してもいる

(2015 年)。緊急対策が必要

だとして小紙で紹介したアカ

ミミなどでは環境省は行動

計画も策定していて、数年

後には特定外来種にも指定

されるという(写真右= 捕獲したウシガエルのメス)。 

一見、これで十分な対策のようにみえる。しかし本格

化する外来種対策には、規制で何を守りたいのかとい

うことについて外来種に身近に接する国民の間では必

ずしも明確に理解されていない。 

生物多様性条約などのせいか、守りたいのは在来種

の保全がまず頭に浮かぶし、わかりやすい。しかし産

業あるいは農業などの経済活動を守るということも大

事である。一方でそもそも日本は島国なのだから、農作

物はほとんど外来種だという意見もある。だから、在来

種を守るなんてことは気にすることはないというわけだ。

しかし、それは今日のあまりにも急速な外来種侵入時

代には通用しないとの反論もある。本格化の時代を前

に一般国民は戸惑うばかり。 

ウシガエルのほか、浜松市に限っても、佐鳴湖やそ

の周辺など南部で見られる代表的な特定外来生物種

にクリハラリス(タイワンリス)、ブルーギル、オオクチバ

ス、オオキンケイギク、アレチウリがいる。かつてペット

として流通していた〝かわいい〟アライグマもいまや特

定外来種として駆除の対象である。 

こうした急速かつ本格的な外来種時代の到来を考え

ると、外来種予防3原則「入れない」「捨てない」「広げな

い」をスローガンに終わらせないよう、市民も体験を通

じて原則を自分ごととして具体化し、日常生活の見直し

活動に生かしていくことが必要であろう。そんなことを考

えながら、体験イベントに参加した一日だった( 小紙編

集長 記 )。 

          [ 関連記事 今号「投書」欄 ] 

                              

照葉樹林文化が生んだ草笛 

さなるこ住民ネットが講演会 

加茂さん、ルーツ探して海外三千里 

さ な る こ

地域住民ネ

ッ ト ワ ー ク

は、7 月 16

日、草笛パ

フ ォ ー マ ー

(大道芸人)

の加茂光廣さんを講師に迎えて「花も葉っぱもある」人

生について語ってもらう学習会を開いた(写真)。 

● 1990 年代、雲南省の少数民族で発見 

加茂さんは季節の草花の案内人としても活躍してい

るが、若い頃は、葉っぱでメロディや音階が作り出せる

ことを知り、草笛の魅力にとりつかれた。1990 年代、草



笛(篠笛)のルーツ探しで海外三千里を旅する。たどり着

いたのが中国雲南省の少数民族、アイニ族。深い山中

でも草笛の高い音は遠くまで届くことから、若い男女の

間の、いわゆる愛の〝歌垣〟のような使われ方をして

いたという。 

その後の調査で、草笛はシイ、ツバキ、お茶の木な

ど、いわゆる照葉樹林文化の中で根付いていることも

わかった。ヒマラヤのふもとアッサムから雲南、長江流

域、そして西南日本から浜松などにもつながっている納

豆・茶・そばの文化圏との関係が深いという。 

こうしたことをへて、加茂さんは草笛の葉っぱという

楽器には、音階が出せるという点では同じだが、いわ

ゆる西洋楽器とはどこか違うという思いがしているとい

う。照葉樹林という自然環境とは切り離せず、自然とと

ともにある。たとえば佐鳴湖で無心に草笛を吹いている

と自然との一体感、トランス状態(陶酔状態)になる。 

● 新しい心の未来を切り開く可能性 

こうした「ハイパーソニック効果」は、東南アジアのバ

リ島社会の伝統儀礼踊り、チャロナランでも指摘されて

いる。その研究で知られる河合徳枝早大客員教授(精

神生理学、情報環境学)によると、効果の精神生理学

的な解明は西欧近代文明の限界を打ち破り、新しい心

の未来を切り開く大きな可能性がある。草笛はもっと学

問的にも注目されていいのではないか(参考  放送大

学大学院テキスト『音楽・情報・脳』 仁科/河合著)。 

  

■ 投書 ■   

川や湖の〝動物園化〟を憂う  

アカミミガメ記事を読んで  

野田賢司 (名古屋市内勤務)  

先月号(7月1日付)のミシシッピアカミミガメのトップ記

事を読みました。三河地方でもブラックバスに続いてア

カミミガメが話題になっています。たとえば西三河の逢

妻川水系で今年 6 月に行われたアカミミガメの広域一

斉防除活動では捕獲したカメ(1096 個体)のうち 75％が

アカミミでした(豊田市矢作川研究所 HP 記事)。私の観

察などによれば東三河地方、平野部でも大量に繁殖し

ています。しかもこのような防除活動にもかかわらず一

向に減っていない様子です。 

河川の近自然工法は生物多様性の回復に期待され

る面がありますが、それとともに、この工法はアカミミガ

メなどの外来種に都合のよい生態環境を提供している

ように思われます。名古屋市ではさらにカミツキガメ、ア

リゲーターガーなどか生息している始末です。水域は

少し大げさに言えば動物園化してきています。明確な

目的の下、共同歩調で防除対策に取り組む必要性を

強く感じています。 

 

■ 読者の佐鳴湖散歩 ■  

アレレ ?! 仕掛けワナの上で甲羅干し 

  

前号(7 月 1 日付)のアカミミガメ記事の仕掛けワナを

観察していたら、甲羅干しをしようと登ってきたアカミミ

(中央左上)が今まさにワナのなかに転げ落ちようとして

いる瞬間をスクープしました(カメ好き 50 代男性。佐鳴

湖北岸パークタウン調整池で。7 月 10 日撮影) 

                           

 

   記者ノート ベランダ天文台 論説ノート  

 この夏のあいだ中、リングを大きく開いた土星が南の

星空に輝いている。南の地表近くには、さそり座の主星

アンタレス(1 等星)が赤く

輝いているので、すぐそ

れとわかる。しかも南北に

流れる銀河(天の川)のな

かで一段と土星は目立つ。

天文雑誌によると、土星

観察は今夏見逃したくな

い天文イベントらしい。そ

んな折り、親しい知人から、

ちょっと古いのだが、口径 15 センチもある天体望遠鏡

(赤道儀式反射鏡)をいただいた。かつては天文少年だ

ったから、集合住宅の 4 階の南向きの開けた自宅ベラ

ンダに天文台(コーナー?)をこしらえた(写真)。小紙は環

境問題を主として扱っているが、読者に季節感のある

自然環境として美しい星空に目を向けてもらえるような

紙面づくりにこの望遠鏡を役立てたい。  (  い )  



 

● 第 5 回 ●  市民の側に立つ市民科学と、市民のためのシビック・ジャーナリズム    

日本学術会議が今冬広く国民に向けて「大学の軍事研究」のあり方シンポを開催してまもなく半年。予想通り、大

学とそうではない国立研究開発法人の間にはこれまでにない深刻な対立と分断化が進行しはじめている。この問題

は大学の枠にはおさまりきらない国の将来の形にかかわる問題を提起している。   大学軍事研究取材班  

 

最近の時事信社の調査によると、問題の防衛省安

全保障技術研究推進制度が創設された一昨年と昨

年に採択された 9 大学のうち、北海道大、東京工業大、

東京電気大、神奈川工業大では今年の新規応募は

なかった。最近では昨年応募・採択された大阪市大も

今年は締め切り直前まで検討したが、結果として応募

はしなかった。注目を集めている国立大学法人の豊

橋技術科学大は今回の応募については有無すら公

表していない。一方、国の研究開発法人の宇宙航空

研究開発機構、理化学研究所、海洋研究開発機構、

物質・材料研究機構といったわが国を代表する有力

な 4 研究開発組織は今年も応募したと明言、この問

題をめぐって深刻な対立が浮き彫りになっている。 

● 危機の 21 世紀、今こそ市民科学の時代 

プロの大学研究者だった高木仁三郎氏の 21 世紀

への遺書ともいうべき晩年の著作に『市民科学者とし

て生きる』(岩波新書)というのがある。市民科学者を

育てる高木学校の運営などその実践著作『市民の科

学をめざして』(朝日選書)も高い評価を受けている。

一読をすすめたいが、この連載では要するに市民科

学とは、従来の正統派のプロ科学とはどう違うのか、

そのポイントをここに述べておきたい。 

研究方法として研究の自由、要素還元主義を標榜

し、成果の論文主義といったプロ科学とは異なる目線

で、つまり生活する市民目線で問題解決を図ることを

目指すのが市民科学。市民の側に立った、自分ごと

として当事者意識をもった科学といってもいい。 

一言で言えば、市民の、市民による、市民のため

の科学が市民科学である。問題の、あるいは出来事

の局外に超然卓立するという「研究の自由」の立場は

とらない。「社会の中の科学」という視点から問題を社

会的に位置づける。その意味では論文優先主義と問

題解決主義との違いといってもいいかもしれない。市

民科学者には、科学的な合理性とともに、社会的な視

野に立って合意形成を目指す能力が求められる。 

この社会的な合意形成という接点で、市民科学と

軌を一にするのが、市民のためのシビック・ジャーナリ

ズムである。現在の正統派とされているマスメディア・

ジャーナリズムとは大きく異なる。その違いがよくわか

るように、以下、通常のジャーナリズムの定義に、そ

の違いを括弧( )内に明示してシビック・ジャーナリズ

ムの定義を紹介する。 

● 「局外に超然卓立せず」の市民目線 

シビック・ジャーナリズムとは、 

① よりよい社会づくり(の問題解決)をするために 

② 起きているありきたりではない出来事を、 

③ (その出来事の局外に超然と卓立せず、自らも

良識ある一人の市民として)批判精神をもって

(かつ市民目線で)価値判断し、 

④ その結果をニュース、あるいは評論として 

⑤ より早く、より正確に、 

⑥ より(公平中立主義から抜け出し)公正に、 

⑦ 社会に伝えていく、 

⑧ 言論(と対話による社会的合意形成)活動 

のことである。市民科学とシビック・ジャーナリズム

の親和性がここに読み取れるだろう。 

軍事研究のあり方は大学を超えて、将来の国のか

たちづくりに深くかかわる国民的な喫緊の問題。今後

の連載では、以上の観点から、大学の軍事研究のあ

り方を分析してみたい。 

 

 編集発行 井上正男( 浜松市中区佐鳴台 3 丁目 3 -408) 

   053-489-9189  minoue@nsknet.or.jp 

  

   


