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地域とその暮らしに「らしさ」を見いだし、地域の「これから」をデザインする

地域課題
・人口減少
・少子高齢化
・空き家・廃校
・耕作放棄
・交通・移動手段
・伝統文化の継承
・福祉・介護予防
・自然環境保全
・防災 など

直接的
アプローチ

間接的
アプローチ

支援 教育

「らしさ」を見つける

地域につよい

「分厚い」リベラル・アーツ

・講義
・ゼミ
・学生団体

「わざ」に変える

多様性・学際的視点からの地域支援とその知財化
～ くらし×らしさのデザインプロジェクト ～

地域文化
・祭り
・伝統文化
・冠婚葬祭
・生活文化
・移住・移民
・インドシナ難民
・外国人就業者
など

学びの現場での
ポートフォリオ形成

地域自然
・気象・気候
・動植物生態
・山川池海
・自然素材
など

わかりやすく

「つたえる」

「しくみ」・「くふう」

「まもる・そだてる・かえる・つくる」

「まなぶ」

県立大学全体

自治体・団体
・企業 等

「共生・協調・共感」
（環境人間学のK3）

地域

くらし

デザイン

地域人材

基盤
ひとつの地域を様々な専門分野からアプローチ・支援する重層的な

環境人間学プラットフォーム
教員間交流の促進：他者の研究を面白いと思う「学風」醸成のしくみづくり

コンセプト
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内容

１．地域の主体的な取組み支援のための多様的・学際的アプローチの試行
①播磨地域を対象とした多様的・学際的ニーズ・資源の調査
②教員の研究シーズの地域貢献シーズへの転換 ほか

２．学際的地域貢献活動の教育・人材育成のための知財化の検討
①地域で活躍する地域人材との協働とそのあり方の検討
②学生による持続的な地域貢献活動とその支援のあり方の検討

地域とその暮らしに「らしさ」を見いだし、
地域の「これから」をデザインする

多様性・学際的視点からの地域支援とその知財化
～ くらし×らしさのデザインプロジェクト ～

兵庫県立大学
環境人間学部



担当者 職階 専門 担当等 ２０１９年度の主なテーマ等

土川忠浩 教授 建築環境学
統括
野里等

1．五感のデザインコード（学生による地域地図「ミルフィーユ・マップ」の提案）
2.伝統的町家格子の通風機能に関する研究

太田尚孝 准教授 都市計画 家島等
１．カフェいえしま＠町家カフェしょうあんの企画・実施
２．家島空き家利活用プロジェクト

尾﨑公子 教授 教育学 家島等 子どもたちの地域学習への関与

井上靖子 教授 臨床心理学 家島・広域
１．児童養護施設における学生ボランティアの意義と課題
２．家島における精神保健の現状と課題・家島小学校の子どもらへの心理教育的アプローチ
３．家島における風土臨床・治療文化

森 寿仁 講師 運動生理学 家島等
１．健康と食生活
２．家島の小学校教育
３．家島ランニングイベント

坂本薫 教授 食物学 家島等 食に関わる「伝統文化」

田中更沙 助教 食環境 家島等 食に関わる「伝統文化」

吉村美紀 教授 食品プロセス科学 野里等 姫路市自治会における大学発信の講演テーマとりまとめ

奥勇一郎 准教授 気象学 野里等
１．ため池は周辺地域の気象にどのような影響を与えているか？
２．フェノロジーカレンダーのための気象分析

石倉和佳 教授 コミュニティ文化論 野里等
１. フロンティア景観としての近代化遺産（兵庫県）
２．地域人材 姫路フィルムコミッションの活動
３．野里地区の四季の草木、花などをテーマにした歴史的な地域紹介

内田勇人 教授 健康教育学 城乾・家島等 地域交流、健康福祉の観点から

西村洋平 准教授 西洋哲学・倫理学 城乾・野里等 ケイパビリティ・アプローチに基づいた生活の質の評価方法の策定

中嶌一憲 准教授 環境経済学 広域 兵庫県姫路市のため池におけるウシガエルの生息環境要因に関する環境DNA 解析

池野英利 教授 生体情報 広域 高校生を対象とするサイエンスキャンプ実施

大橋瑞江 教授 森林環境科学 広域

1．里山生態系の生物多様性と炭素貯留機能の関係
2．地域在来種からの新規林産物の創出
3.神河町でのウリハダカエデを用いたメイプルシロップづくり
4.高校生を対象とするサイエンスキャンプ実施

伊藤雅之 准教授 生物地球化学 広域 姫路市内のため池からのメタン放出: 山地・農地・街中の比較

深川宏樹 准教授 文化人類学 広域
１. フロンティア景観としての近代化遺産（兵庫県）
２．地域人材 姫路フィルムコミッションの活動

有満秀幸 准教授 細菌学 広域 環境人間キャンパスの植生に存在する有用な酵母分離の試み

中桐斉之 准教授 情報科学 広域 地方都市における歴史的資産活用と都市回遊の報告

井関崇博 准教授 社会学 情報発信 情報発信のためのウェブマガジンの構築と運営

木本幸憲 講師 言語学 情報発信・広域
１．情報発信のためのウェブマガジンの構築と運営
２. フロンティア景観としての近代化遺産（兵庫県）
３．地域人材 姫路フィルムコミッションの活動
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分野
地域支援テーマ 例

（研究シーズから地域貢献シーズへ）
概 要

健康・福祉

食行動の問題と子どもの心
偏食、拒食、アレルギー、保護者や自閉症の食行動の問
題、摂食障がいの心の理解

人間関係づくり・コミュニケーション能力
向上をめざしたグループワーク

インプロビゼーション（即興）、グループ箱庭療法、グ
ループ夢分析、マインドフルネス、高齢者のデイケアに
おけるグループワーク、心のケア、ストレスマネージメ
ント

健康づくりのための機能性食品と運動を組
み合わせ

サプリメントの摂取と運動を組み合わせることで相乗的
な健康増進効果が認められるかを検証する

身体活動を意図せずに増加させる生活空間
の創出

生活空間を工夫することにより歩数増加させ、健康維持
への効果を検討

高齢者と大学生の交流
高齢者の生きがい、幸福度、フレイル（虚弱）度チェッ
ク、高齢者と大学生の世代間交流効果ほか

ケイパビリティ・アプローチの実践

人間の本質的な能力（生命や身体健康だけではなく、感
情、実践理性、自然との共生などを含む）に基づいて、
よりよい生・あり方の実現・拡大・課題発見を目指すケ
イパビリティアプローチの実践

教育

教育方法や研修などの効果測定 教育方法や研修などの効果測定

総合的な学習の時間の支援
「グローバル化と異文化理解」に関するテーマ・課題・
その解決方法の提供と協力

サイエンスキャンプ
高校生を対象に合宿形式のフィールド学習、実験などを
行う。

学際的テーマの例



伝統文化

伝統文化の継承調査 広義の伝統文化の継承やそれに関わる課題についての聞き取り調査

地域に伝承する昔話・神話・映画等の深層心
理分析

継母譚、創世神話、口承文学、映画の深層心理分析を通した人間理
解、物語イメージをメタファとした心理療法における内的変化の理
解

地域の歴史における移動する人々
明治以降の近代化で、播磨地域に移動し定住した人々、移動して出
て行った人々の軌跡を辿る。（特に大量の人口移動、外国からの移
入など）

伝統文化（有形・無形）の経済的価値評価
市場価値では計測できない伝統文化（有形・無形）の経済的価値を
計測。計測結果を用いて、伝統文化保護の費用対効果を検討。

伝統的な食文化の調査と伝承 地域らしさがあらわれる伝統的な食文化の調査

言葉の分析（方言など） 失われつつある言葉の調査

地域の空間デザインコードの抽出
地域特有の風土色、形態の抽出など。その地域の固有の色として意
味づける。

衣食住

地域気候と伝統的住宅の分析 地域の気候（温度・湿度・風向風速等）の特徴と伝統的な住宅形態
との関係を分析し、地域特有の住まい、住まい方との関係の抽出

食品開発のための微生物学的シーズ発掘と地
域への展開

地域の種々の植生から、酵母などの微生物を分離し、その食品製造
を含めた有効活用法を検証する

地域の野菜の調理方法や加工方法の伝承
過去に盛んであったが現在は廃れてしまった食材の調理方法に関し
て、栽培と加工及び調理のワークショップ

高齢者のための食事 高齢者の食事支援のための調査

ICTを用いた調査、生活支援、教育など
スマートスピーカを使った生活支援等。生活環境のシミュレーショ
ン。都市環境のシミュレーションなど。空き屋のドローンを使った
調査等

衣食住の経済評価および効果測定
衣食住（ジャンル問わず）の経済評価、経済的価値の計測、効果測
定など。

安全・安心・
防災

里山生態系の生物多様性と炭素貯留機能の関
係

地域環境としての里山保全

災害時を想定した炊き出しについて 災害時を想定した炊き出し訓練

農業と林業とのつながり
地球温暖化の仕組みを身近な例から説明する。水田や農業・ため池
などと関連。

自然災害の経済的被害の評価、災害対策の費
用対効果

自然災害の経済的被害（直接被害、間接被害の計測、将来予測など)
や災害対策の費用及び便益を計測。

学際的テーマの例（前ページからのつづき）
兵庫県立大学
環境人間学部



PJ実施の当日の模様

いえしまカフェPJ
• 概要：環境人間学部の学際的資源を家島の課
題解決とマッチングさせ、具体的アクションの実施

• 実践：学生が地域の方と一緒にランチレシピを開
発し、2日間限定で計60名の予約制カフェ（姫
路町家しょうあん）をオープン

• 特徴：ランチ提供だけではなく、これを機会に家島
を訪れてもらうことを重視したプログラム構成を展開

• 成果：カフェは大盛況、学生と他地域とのコラボの
プロトタイプに（くらすペディアにも記事掲載！）

コミュニティ・デザイン的手法による離島の活性化PJ
環境人間学部：都市計画研究室3年生・学生団体DEN・建築系学生有志・太田尚孝 家島：いえしまコンシェルジェ・地域おこし協力隊・いえしまの皆さん

いえしま空き家利活用PJ
• 概要：急増する空き家の中で立地条件や再生可
能性が高い物件を抽出し、島外の方が短期的・
中長期的に滞在可能なシェアハウスを提案

• 実践：学生が対象物件の清掃、所有者へのヒア
リング、類似事例の調査、間取り提案を実施

• 課題：地域にとって価値のある提案の再検討が
必要（実現は2020年度に持ち越し）

『神戸新聞』2019年12月1日付

学生の提案例：「仲
間と一緒に暮らそう！
家シェア」
• 共有スペースの壁
をなくし交流スペー
スを拡大

• テラスを設け、庭と
海が見渡せる開放
的な空間に

• 今の間取りを活か
した個人スペース



家島における風土臨床 井上靖子（臨床心理学）

【目的】
本研究では、現代人の心の傷つきが癒されるには、各々が暮らす土地との関わりが重要であるという観点から、伝統儀礼、祭祀、民間信仰への
参与観察とインタビュー調査を行い、そこで得られた知見を心理臨床に生かしていくことを目的としている。心理臨床では、1対1の治療関係が容
器となって、相談者の心の変容を促すが、自然や地域の環境がその関係性を支えている。ここでは、客体化した対象としての環境ではなく、様々
な関係性を含む概念として「風土」という言葉を用い、その臨床的意義を探っていく。
【方法】
１．保健師から家島の精神保健課題の現状と課題を把握する（2019年11月19日、南保健センタ－家島分室）２．宮浦神社の秋祭り
への参与観察し、土地の儀礼の意義や、家島の人々との交流し、何を学び、何を得たのかを考える（学生5名らと教員、2019年11月3日、宮
浦神社とその周辺）３．宮浦神社の宮司高島氏への面談し、地域における儀礼（秋祭り）の歴史、現状と課題を聴取する（2019年11月
19日、宮浦神社）、４．民間信仰儀礼への参与観察と関係者に対する面談を通して、カミがかり人の生活史や活動や、家島の人々の心の拠
り所やそれを支える自然観や他界観を探る（2020年2月16日、2020年3月1日～2日、3月3日、家島の自宅もしくはスコット）。
【成果】
・心の問題は、その土地独特の人と人との関わり方から理解する必要がある。
・伝統儀礼（祭祀）が家族や地域の人々の心の拠り所であり、集える機会となっているが、過疎化のため儀礼の維持が困難になっている。
・船霊、カミや仏、土地の自然に纏わる超越体験や地域の人々との繋がりが海運業者の心の支えや被虐待者の精神的乗り越えに関わっていた。
【今後の課題】
・面談調査結果の整理を通して、風土と地域の人々の心の支えとの関係を臨床心理学の観点から、質的に分析していく。

民間信仰儀礼への参与観察
釜鳴神事の場面で、中央に船霊が祀られる。
釜鳴神事では、米の煮炊きによる釜の鳴り方を
カミからの託宣と捉える。（2020年3月1日）

宮浦神社の秋祭りに参加した学生ら（2019年11月3日）

男子学生らは、宮浦神社前からお神輿担ぎ、女子学生は、
紙垂での応援をする。

どんがめっさん
真浦港近くの亀形の石。航海の
安全を司る水神・水天宮。昔話
でも語られ、家島の人々の精神
的な支えの象徴とも考えられる。
（2019年9月24日）
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図１ フレイル該当割合（％）

高齢女性（姫路市離島地区在住者ほか）に対するフレイル調査
内田勇人・坂本 薫・田中更紗・森 寿仁

Abstract
目的：フレイルとは、健常から要介護へ移行する中間の段階と言われており、具体的には筋力の低下や体重減少、疲れやす

さ、閉じこもりといった状態全般を意味する。本研究は、兵庫県内の離島地区に在住する高齢女性および高齢者大学生

のフレイルとオーラル（口腔）フレイルの実態について明らかにすることを目的とした。本稿では、離島地区在住の高

齢女性の結果について報告する。

方法：研究参加者は、兵庫県内の離島地区在住の高齢女性が30名（平均年齢79.4歳）、高齢者大学在籍の高齢女性66名（平均

年齢72.6歳）であった。調査内容として、基本属性、主観的健康感、介護予防チェックリスト、食品摂取の多様性得

点、オーラルフレイルほかを選択した。

結果：先行研究（群馬県草津町在住者、平均年齢80.2歳）より離島地区群のほうが、フレイル該当割合は有意に高かった（図

１, P<0.01）。オーラルフレイルの該当割合は、神奈川県に在住する65歳以上の要介護者とほぼ同値であり、同県に在

住する65歳以上の歯科医院通院者（メンテナンスのみ）より有意に高かった（図２, P<0.01）。

結論：今後、本研究参加者のフレイルの関連要因について検討を加え、フレイルの改善に向けたフィードバックを行いたい。

１）西真理子, 新開省二,吉田裕人,藤原佳典,深谷太郎,天野秀紀,小川貴志子,金美芝 ,渡辺直紀：地域在宅高齢者における「虚弱（Frailty）」の疫学的特

徴，日本公衆衛生雑誌，49（3），344-354，2012

２）佐藤哲郎：神奈川県における後期高齢者歯科健診とオーラルフレイル対策の推進，老年歯科医学，33（4），413-418，2019

*
*
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***：P<0.01,vs草津町 **：P<0.01,vs通院者



生活の質を測る：ケイパビリティ・アプローチの実践

概要
【目的】 ケイパビリティ・アプローチ*を応用して「生活の質」を測る。どれほどの「手段」（財・資源）を持っているのかでもなく、何が達成できているのかという「機

能」でもなく、人間や地域は実際に何をなしうるのか、何になれるのかという「ケイパビリティ（潜在能力）」に着目し、より実質的な生活の質をとらえる
ことを試みる。

【対象】 家島で実施し、その後その他の地域へと広げる。

【調査項目】ヌスバウム（M. Nussbaum）が提案する、人間の本質的特徴に基づいた10のケイパビリティ・リスト：

生命（十分な寿命）、健康、快苦の享受、認知能力、感情の発揮、理性的な人生設計、社会的連帯、自然との共生、遊び、環境のコントロール

【仮説】 「海」という資源は、家島の男性のケイパビリティによって様々な機能に変換され、満足も高いかもしれない（海の資源を食べ、仕事にし、祭りをして人と
も繋がる）。ただし、それらのケイパビリティが何らかの制約を受けていることや（人生設計）、達成されていないケイパビリティ（自然との共生）もあるか
もしれない。また同じ資源を、女性や子どもは異なる仕方で機能に変換する。あるいはそもそも資源とはならず障害となっているかもしれない（海は通学
や買い物を不便にし、遊びの対象ともならない）。人は何になれるのか・何をできるのかというケイパビリティをベースに調査・考察する。

［写真］2019年12月15日家島プレ調査の様子
（上）学生によるFWの成果報告会（カフェ・スコット）
（下）姫路市消防局飾磨消防署家島出張所の見学

手段（財・資源） 人間・地域

F1: 生・健康（仕事、食事）

F2: 連帯（祭り・職場）

F3: 遊び（釣り）
…
Fn: …

個人や地域は、財・資源を自由に様々な機能
に変換する。その実現しうる機能Fの集合
（F1...Fn）が人・地域のケイパビリティである。

家島の海洋・石材資源と財は、人や地域
の多様性に応じて異なる仕方で享受・利
用される。

* ケイパビリティ・アプローチの基本的な考え方：家島を例にした場合

期待される効果
【教育】 人間・地域の課題を発見する力、問題を解決する思考力、哲学理論を実践・応用する力の習得
【研究】 「生活の質」をとらえる手法の構築、他の分野（教育、社会、心理、スポーツ・健康等）との連携

西村洋平（哲学・倫理学）



手書き地図の魅力

・地域の魅力の再発見
・暮らしている人の思い出
・地域の歴史を伝える など

時間と空間のお宝

みんなで

・地図の時間が止まったままにしたくない！
・楽しく、便利につかえる地図は？
・常に進化する地図は？
・一人ひとりの街の「こだわり」を発見したい！

手づくり重ね地図
をつくろう！

・透明なクリファイル1枚1枚に
別々の情報を書き込む
・重ね合わせると、オリジナルの
地図ができあがる
・様々な組み合わせを楽しめる

1枚1枚を「レイヤ」（層）って言うよ！

「ミルフィーユ」とは・・・

パイ皮を重ね、
その間にクリーム
などを挟んだ菓
子のこと

ワークショップでワイワイガヤガヤとつくろう

山折

り

c

c

c

c

c

c

c

谷折

り

ミルフィーユマップ説明書

基本のマッ
プ

レイヤー（例：寺院）

c

c

c
c

c

c

c

他のレイヤーも加える

（レストラン・町家・町
名）

シールで場所をプロット

オリジナル

キャラクターの
ミルフィー

場所の

詳しい
説明

レイヤーの説明

（ここだけ透けな
い）

完成したミルフィーユマップ

マークと説明が

見られる

ミルフィーがレイヤー

の数だけどんどん
重なる

地図上に

場所と説明
が現れる

何のレイヤーか
ミルフィーが
教えてくれる

メインの通

りは太く
信号と

交差点名
だけ明記

方

角

寺院の説明あり 場所のプロットのみ

各レイヤーの場所が

一目でわかる

他のレイヤーの
場所と
比較しながら
詳しい説明も
見られる

重なっている

レイヤーの
マークが

表に現れる

地図上に

場所が
現れる

クリア

ファイル

具体化

クリアファイルを使った手づくり重ね地図『ミルフィーユ・マップ』
～「五感のデザインコード」をめざして～

兵庫県立大学 環境人間学部 建築環境研究室
3年生 筒井寛太・家口拓己・上山加奈子・

中塚亜実・長谷川夏美・元岡めぐみ

兵庫県姫路市の野里地区は姫路城の城下町として栄えた過去があり、歴史的な町並みも現存する。
しかし現在、古くからの町屋は減少し続けており、対策が急がれる。この野里地区を持続可能なまちに
するため、コミュニケーションツールとしての「ミルフィーユマップ」を提案する。



背景

目的

数値シミュレーションの解析領域

1．伝統的な町家格子の形状と通風機能の関係に
ついて分析

2．格子の意匠面、機能面の良さを併せ持った新
たな格子の形状の検討

視線 ：遮る
光や風：取り込む

外部からの

町家格子の形状と通風機能の関係 土川忠浩（建築環境）

炭屋格子

幅 奥行き 間隔

米屋格子 69.0 60.0 63.0

酒屋格子 66.0 60.0 59.6

麩屋格子 45.0 45.0 39.0

炭屋格子 100.0 12.0 15.0

糸屋格子 36.0 24.0 36.0

仕舞屋格子 30.0 24.0 30.0

寸法(mm)
名称

出典：格子の表構え和をきわだたせる意匠

解析領域と格子

風

2
.5

m
,2

0
分
割

1
m

1.0m/s

風速

速

遅

風

方法

酒屋格子 麩屋格子 糸屋格子

伝統的な町並みの景観保存

解析結果の一例

各種格子の寸法

伝統的な町並み保存の要素とし
ての町家格子の機能を現代住宅
に活かす建築的手法の検討

1．格子形状と通風効果の関係を流体シミュレー
ションソフトを用いて分析を行う
2．新たな格子形状について、流体シミュレー
ションソフトを用いた検討、超音波ミストによる
簡易模型実験による検討を行う



播磨地域の食に関わる「伝統文化」について、
「地域連携」し、伝統的な料理や食材を
伝える活動を、学生の「教育」を兼ねて行う
ことで、心豊かな食生活の実現をめざします。

1. 播磨に伝わる伝統的な家庭料理を若い世代に伝える

播磨には豊かな食文化が育まれてきたが、その食文化が若い人には伝
わっていないという現実がある。そこで、播磨に伝わる家庭料理の伝承の
ため、地域の方と連携し、学生と「播磨地域の食材を使った播磨の家庭
料理」の実習と試食を行った。

キャンパスに再現された
かんぴょう干し場

2. 播磨の伝統的な食材を絶やさないために活動する

かんぴょうの原料であるユウガオは播磨地域で栽培されてきたが、近年では栽
培自体が途絶えようとしている。地域の伝統的な食材の一つとして、「ユウガオ」を
取り上げ、ユウガオの種まきと植え付け、収穫を体験し、最後に地域の一般の参
加者も募ってワークショップを行い、ユウガオの実から「かんぴょう」を作って試食した。
種を守り、栽培方法およびかんぴょうの調製方法を伝えるための取り組みを体験
することにより、地域の農・食生活について考察した。（関連記事：くらすペディア
心豊かな食生活のために～かんぴょう作りから考える https://shse-maga.com/420）

3. 家島の食文化を知る

家島は採石と海運が産業の島である。学生とともに家島小学校を訪問し、子どもたちの食生活に関わって来
られた先生に家島での食生活状況や食文化等について話を聞かせていただき、食文化を知る活動を行った。

食に関わる「伝統文化」～心豊かな食生活をめざして～
坂本薫（食物学）

近畿特有のユウガオ
（かんぴょう）の実

https://shse-maga.com/420


環境人間キャンパス内の植生からの酵母菌の単離（有満秀幸）

【目的】

② 専門ゼミ（3年）生へのリサーチマインドの涵養
“研究”の流れを卒研開始前に経験し、関心を持ってもらう
・ 立案、計画
・ 基本技術（採材、酵母の分離、取り扱い、同定）
・ 発表（プレゼンポスターの作成と発表）

① 学内の豊かな植生からの有用酵母菌の採取
食分野（アルコールや発酵食品製造）へ応用可能な菌種が採取できないか？

① 植物片から増菌培養 ② 分離

③ 顕微鏡で形態確認④ キットで同定
→ 引き続き後輩への課題に！

〇 学内の複数の植物（葉や花）より酵母菌を13種類分離して同定

〇 全て直接食分野に利用できる種ではなかったが、取り組みの紹介
と途中経過として環境人間学フォーラムでポスター発表

採取から同定までの流れ

本課題は兵庫県立大学科学技術後援財団の助成を受けて実施しており、環境人間学部特色化プロジェクト「多様性・
学際的視点からの地域支援とその知財化～くらし×らしさのデザインプロジェクト～」の一環としても参画しています。



兵庫県姫路市のため池におけるウシガエルの生息環境要因に関する環境DNA解析
渡邊健太郎(4年生)・中嶌一憲・伊藤雅之・麻田英理(3年生)・河内丈太朗(3年生)・土居秀幸(シミュレーション学研究科)

Abstract
目的: 本研究は兵庫県姫路市内のため池を対象に，環境DNA分析を用いることで，ウシガエルの生息量に影響を及ぼす環境要因を考察することを目的とする．

調査: 2019年8月5日，8月22日，9月12日に兵庫県姫路市内のため池36面から表層水を採取し，溶存酸素濃度(DO)，水温を測定した．採水したサ
ンプルは実験室にてろ過した後，各種溶存イオン濃度，溶存有機炭素濃度(DOC)を測定した．環境DNA抽出後，種特異的プライマーとプローブを用
いたリアルタイムPCRで定量分析した．PCR条件は50℃2分，95℃10分の後，95℃15秒，60℃60秒からなるサイクルを55サイクル行った．

分析: 各ため池の水質の特徴を把握するために，7つの水質項目（F, Na, K, Mg, Ca, NH4, CH4）を変数とした主成分分析行った．その後，得られた3つ
の主成分得点とDO，NO2，SO4，水温，ため池面積の計8項目を説明変数として，ウシガエルの環境DNA量に対する回帰分析を行った．

結果:

① NH4を含む肥料や生活排水の流入によってため池の富栄養化が起こることや，ため池の貧酸素化（DOやCH4が指標となる）によって，ウシガエルを捕食
する魚類の減少が起こり，ウシガエルの環境DNA量に正の影響を及ぼした可能性が考えられる．

② 面積の小さい池は浅い部分の割合が大きくなることが予想され，ウシガエルが生息しやすいことが示唆される．

主成分負荷量，固有値，寄与率

PC1 PC2 PC3

F 0.73 0.36 0.40

Na 0.81 -0.35 -0.09

K 0.49 0.46 -0.12

Mg 0.78 -0.38 -0.27

Ca 0.89 -0.19 0.14

NH4 0.27 0.83 0.09

CH4 -0.10 -0.30 0.89

固有値 2.88 1.41 1.08

寄与率(%) 41.2 20.2 15.5

環境DNA量に対する主成分回帰分析の結果

係数 標準誤差 t 値 p値

定数 -6.80 4.78 -1.42 0.166

PC1 0.13 0.48 0.26 0.795

PC2 0.82 0.34 2.43 0.022

PC3 0.62 0.29 2.11 0.045

DO -0.17 0.14 -1.19 0.244

NO2 -202.28 146.68 -1.38 0.179

SO4 0.15 0.11 1.29 0.209

Temp 0.29 0.17 1.72 0.096

Area -99.67 48.26 -2.07 0.049

N 36

F値 2.63 (0.029)

調整済みR2 0.271

ため池での採水 ため池の水質調査 実験室でのろ過

DNAの抽出 水抜きしたため池の調査 分析対象のため池と周辺の土地利用

【研究面】 社会科学系の研究室と自然科学系の研究室のコラボレーションが実現

【教育面】 学生による学会発表（陸水学会近畿支部会）・研究発表（環境人間学フォーラム）

PJの成果



姫路市内のため池からのメタン放出: 山地・農地・街中の比較
河内丈太朗(3年生)・麻田英理(3年生)・渡邊健太郎(4年生)・伊藤雅之・中嶌一憲

ため池での採水 ため池の水質調査

山地のため池 農地のため池

ガスクロマトグラフ

街中のため池

※山地・農地・街中いずれもn=12

左上: 山地
右上: 街中
左下: 農地

各エリアのため池の平均メタン（CH4）濃度と溶存酸素（DO）

Abstract
目的: 本研究は，ため池の水質や立地的な特徴が池水中の溶存メタン濃度に及ぼす影響を検討するために，姫路市のため池を山地，農地，街中に分け，

各12面ずつため池の表面水の溶存メタンを分析することを目的とする．

調査: 2019年8月5日，8月22日，9月12日に兵庫県姫路市内のため池36面のため池から表面水を採水し，空気が入らないよう30mlバイアルに入れ，
クーラーボックスで実験室に持ち帰った．

分析: 30mlバイアルサンプルに注射器で窒素ガスを2ml注入した後，ヘッドスペースの空気をガスクロマトグラフィーによりメタンガスを分析した．メタン濃度の分析
は高純度窒素を利用したヘッドスペース法を用い，分析にはFID検出器付きガスクロマトグラフ(島津GC-14B)を用いた．

結果:

①山地，農地，街中の平均CH4濃度は0.52, 0.25, 0.41(µmol/L)であり，3グループのため池の平均CH4濃度に統計的な有意差はみられなかった．

② 無相関検定から，農地のため池(r=-0.30, p<0.05)，街中のため池(r=-0.73, p<0.001)のDOとCH4の間に有意な負の相関がみられた．

考察:

① メタン生成菌は嫌気性細菌のため，溶存酸素(DO)が低い所では活発に働き，DOが高い所では活動が抑制されたと考えられる．

② 農地は肥料を使用している可能性が高いため，CH4濃度が高いと予想されたが，山地，街中よりも低かった．

③農地ではアオコが繁茂している所が多く，表層のDOが高い一方，ヒシが茂る所ではDOが低かったため，水質や藻類がため池のCH4濃度に及ぼす影響を
今後検討する必要がある．



ため池は地域の気象にどのような影響を与えているか？
春木優杏, 奥勇一郎（応用気象学研究室）

ため池は水面とその周囲の陸面との熱容量の差により，周

辺地域の気温を夏の日中は下げ，冬の夜間は上げる効果
（気象緩和効果）があり，居住環境資源や地球温暖化の適
応策の視点からその存在が見直されつつある．

東播磨地域を対象にため池がある場合とため池の土地利用
を住宅地とした場合で気象モデルによる数値シミュレー
ションを試行，夏の日中（冬の夜間）の地域の気温を比較
し，ため池の気象緩和効果について評価した．

夏の

日中

涼し

い

冬の

夜間

暖か

い

瀬戸内海からの海風が卓越するので
ため池の北西側で涼しさが大きくなる

北西季節風が卓越するので
ため池の南東側で暖かさが大きくなる

海風

北西
季節風

ため池



空中写真で過去と現在の観測地点の周辺の環境を比較したところ，住
宅などの建造物が占める面積の割合が増加している様子がわかる．

100年あたりの月別平均気温の変化傾向

気象観測データで見る播磨地域の気候特性
貞末菜緒, 奥勇一郎（応用気象学研究室）

兵 庫 県

播磨地域における気候特性とその長期変化傾向を気象庁アメ

ダスの気温観測データ40年分を用いて調べた．

都市化が進むことでヒートアイランド現象が顕在化する．三木が他の地点と比べて気温の上昇が大
きい傾向がみられた原因のひとつとして，他の地点より急激に都市化が進んだことが挙げられる．

姫路 家島 三木 宍粟

1月 1.46 0.91 1.27 0.50 ℃/100年

2月 3.98 2.67 4.27 3.78 5

3月 4.24 3.11 4.66 3.42 4

4月 2.96 1.68 3.32 2.36 3

5月 4.11 2.89 4.85 3.99 2

6月 2.36 1.37 2.83 1.61 1

7月 3.27 3.10 4.31 3.96 0

8月 3.37 2.97 4.37 2.89 -1

9月 3.03 2.83 4.28 2.97 -2

10月 5.04 3.79 5.60 5.12 -3

11月 2.91 2.20 3.36 2.96 -4

12月 1.67 0.44 1.46 1.55 -5



情報発信のためのウェブマガジンの構築と運営
～「地域と大学でくらしの未来を探究する『くらすペディア』」の解説・運営 井関崇博・木本幸憲

【狙い】
本学部でこれまでに蓄積されてきた、これからの時代の暮らしのあり方に関する知見、また、そ
の暮らしの実現にむけた地域と大学の連携の方法に関する知見を学部内外に発信し、地域
づくりに関わる交流とネットワークを形成していくことを目的として、ウェブマガジン型のウェブサイ
トを開設し、運用を開始、2020年7月から公開した。

【サイト構成】

【執筆体制】
・教員（地域連携の研究、教育に関わる教員）
・学生（地域連携に取り組む学生）
・外部ライター（外部からの視点を取り入れるため）

【記事タイトル例】
・身近なところから、この国の農業を豊かにしたい。デザイナー
・身近な自然と世界の植物―姫路城界隈
・地域の『五感のデザインコード』をつくる試み
・ため池地域の「未来天気図」を描く
・世代を越えた人と人との繋がりがもたらすもの
・風土が人々の心を癒す
・ため池の厄介者を追え！
・環境人間キャンパス内の植生からの酵母菌の分離培養
・知らないけど、いちばん近い島「家島」の魅力を味わう
・心豊かな食生活のために～かんぴょう作りから考える
・都市×離島＝地域の暮らしを相対的に見る力！

Top

Web記事

研究成果

検索（キーワード、フィールド、書き手）


