瀬戸内の島で考える科学と社会の未来
東京大学 科学技術インタープリター養成プログラム
2015 年度「科学技術インタープリター論 I」研修旅行記
担当教員：黒田玲子 非常勤講師（東京大学名誉教授）
2016 年 2 月 18 日-2 月 19 日
香川県豊島/直島

科学技術インタープリター養成プログラムは、文系理系問わ
ず履修できる東京大学大学院の副専攻プログラムです。科学技
術と社会の関係について、様々な研究科から集まった仲間と議
論します。
研修旅行は科学技術に関連する地域や施設を訪ね、現地の
方や専門家の方と議論して科学と社会のつながりについて学び
を深めることを目指しています。学生が事前学習をもとに発表
し、疑問点や関心事を論点として提示する点が特徴的です。
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廃棄物対策豊島住民会議
研修旅行の一日目に訪れたのは、瀬戸内海国立公園に浮かぶ人口 1,000 人余りの小さな島です。
岡山県から南へと向かうフェリーに揺られること数十分、荒々しい岩盤が剝き出しとなった諸小
島のあいだを抜けると、ぽつぽつと立つ建物に囲まれてのんびりとした時間の漂う港に辿りつき
ました。

「豊かな島」、豊島の歴史

中間処理施設の現場見学

瀬戸内の豊かな気候と自然に恵まれた豊島は、

新幹線で岡山へ、岡山から在来線に一時間弱乗

稲作や果樹園、酪農などをはじめとする数多くの産

ってたどり着いた宇野港から一時間に一本のフェリ

業を有し、その名を全国に誇る美しい地でした。とこ

ーで豊島の家浦港へ向かいました。産廃投棄現場

ろが 1975 年に業者が産業廃棄物処理業の許可申

へ向かうバスの中で安岐正三さんに豊島産業廃棄

請を行い、やがて産廃の野焼きが行われるようにな

物問題の概要を伺いました。安岐さんは不法投棄現

ります。豊かで美しかった島はその一部が黒煙を上

場近くの海でハマチの養殖をされていましたが、産

げ異臭を放つ「ゴミの島」、「毒の島」へ姿を変えまし

業廃棄物問題で養殖業を断念されたという過去をお

た。1990 年に業者は兵庫県警によって摘発されまし

持ちです。公害調停の終了時には先祖から受け継

たが、現場には膨大な産廃が残されました（通称「豊

いできた豊かな島を子孫に伝えることを謳った「豊島

島不法投棄事件」）。

宣言」を作成された方でもあります。

美しい故郷を守るために住民たちが立ち上がり、

豊島住民運動の中心人物であった安岐さんは、

25 年の長きにわたる闘いが続きました。2000 年、香

大きくて熱い人でした。事前に豊島問題については

川県と住民間に結ばれた公害調停の最終合意条項

調べたのですが、当事者である安岐さんから大きな

によって、ようやく問題解決への見通しが立ちました。

声で聞く話には迫力があり、本で知識として読むの

この合意で香川県知事は、廃棄物の認定を誤り、業

とは違った衝撃がありました。廃棄物が何トン、処理

者への適切な指導監督を怠ったことを豊島住民に

完了まで何年といったデータはもちろん重要ですが、

謝罪し、廃棄物の全面処理を約束したのです。この

一番人間を動かすのは人から溢れる気持ちなのか

「勝利」は、地元住民、中坊公平弁護士を筆頭とした

もしれません。

弁護団、そして実地調査を行った科学者らをはじめ

現在、産業廃棄物の本処理は直島の香川県環境

とする専門家など、さまざまなアクターの協同によっ

センターで行われ、豊島には中間保管・梱包施設と

て獲得されたものでした。

高度排水処理施設があります。施設の 2 階には投棄

豊島に投棄された産業廃棄物は、住民の健康や

された産廃の断面の一部が展示され、その雑多さと

周囲の環境を脅かしただけではありません。農業漁

汚さには一瞬息が止まりました。中間処理も実際の様

業への風評被害など島全体を取り囲むより大きな問

子と映像で見せていただきましたが、あまり気分の良

題へと発展しました。このような事件が将来繰り返さ

いものではありません。このようなものが故郷に大量

れるようなことがあってはなりません。市民と専門家

に捨てられていては、黙っていられないでしょう。

のあいだを繋ぐインタープリターが果たすべき役割と

施設の近くには産廃処理業者が拠点にしていた

は何であるのか、豊島はその歴史をもって私たちに

建物が残されており、現在は産廃問題の歴史を語る

語りかけていたように思います。

資料館となっています。その建物の壁には最初に調
停に参加した全員の名簿が張られ、亡くなられた方
の名前には喪章がついていました。安岐さんは毎年
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夏に一年分の喪章を付けにくるそうです。沈みがち

議論では、学識経験者として弁護団へ参加していた

な話題が多かったですが、この中間処理施設では

中地重晴氏（当時、環境監視研究所）に焦点があた

公害調停時には豊島と対立関係にあった香川県の

りました。立証の難しい問題であったからこそ、現場

職員の方も働いているというお話は気分が明るくな

を正しく理解する科学者や専門家が必要とされたと

るものでした。見学の後にはまたバスに乗せていた

いう当時の話を伺いました。安岐さんは、このお話の

だき港に戻りました。バスの出発間際に見えた水平

中で何度も「科学者の良心」という言葉を繰り返され

線は変わらず綺麗でしたが、現場を見た後ではその

ました。科学技術インタープリターを志す私たちにと

美しさも何か物悲しい感じがしました。

って、高度化・複雑化した社会において、専門的な
知識をもつ者としての倫理観や行動力、さらにはそ
の影響力を改めて考えるきっかけとなりました。

「豊かな島」のこれから

最後に理学系研究科の䑓信が豊島で行われてい

現場見学のあと廃棄物対策豊島住民会議の安岐

る産業の発表を行いました。瀬戸内オリーブ基金の

さんに、私たちが調べたことを発表しました。途中か

方々も交えて、今後の豊島のあり方について議論を

ら瀬戸内オリーブ基金の方々にも議論に加わってい

深めました。豊島にとって負の遺産である産廃問題

ただきました。

も、島の復興が進んでいくことで資産になりうるという

まず、法学政治学研究科の高橋が公共性という視

言葉が印象的でした。多くの労力をかけ、ようやく産

点から豊島事件を時系列にそって振り返り、住民会

廃処理が終わろうとしている豊島のことを、次の世代

議の当時の状況や思いを伺いました。都市部の大

へ伝え続けていくことの重要性を感じました。同時に、

量生産・大量消費から生じた廃棄物の被害を過疎

高齢化・過疎によって豊島問題を語れる人材が減っ

地域・離島が受けることは豊島に限ったことではあり

てきていることへの危機感や島特有の問題（医療や

ません。現在、豊島が国立公園にふさわしい姿へと

買い物などの不便さ）についてもお話を伺いました。

向かい始めたのは、住民が一丸となり行政と対峙し

豊島の産廃問題解決のため、自分が信じたことを

たからと言えます。その根底には、島の住民たちの

貫き、様々な困難にも屈せずに前へ進みつづけた

島・郷土に対する思いがあり、「豊かな島」豊島を次

熱い思いを現地で直接感じることができました。現地

の世代へ、という願いがあるように感じました。

で感じたことを忘れずに、心に留めておきたいと思

続いて農学生命科学研究科の佐野は、公害問題

います。

における科学者の存在というテーマで発表しました。

（佐野悠樹/䑓信敦子/高橋麻彩）

産廃問題の歴史を語る豊島住民資料館にて

安岐さんと瀬戸内オリーブ基金の方々と
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三菱マテリアル直島製錬所
研修旅行二日目は、フェリーで直島へ向かいました。同島の人口は 2016 年 3 月 1 日現在で 3,145
人です。三菱マテリアルの直島製錬所従業員は協力会社を含めて約 1,000 人で、ほとんどの方が
島内に居住されており、そのご家族を含めると島人口の多くが三菱マテリアルの関係者と言えま
す。現在ではアートで有名なこの島も、製錬所とともに発展してきたという歴史を感じさせるも
のでした。

化学工業に近しい非鉄金属製錬施設

いう世界で科学技術が応用・開発されていく現場を

直島製錬所は直島本島の北西部に位置している

目の前にする機会は貴重なものとなりました。
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敷地約 181 万 m の工場で、1917 年に操業開始しま

直島の住民や環境と製錬所のこれから

した。現在は銅製錬事業の他、貴金属製錬事業、リ
サイクル事業が中核となっています。

見学後に学生の発表と議論が行われました。まず、

製錬所見学では、最初に銅熔錬工場を訪れまし

人文社会系研究科の馬渡が直島製錬所の歴史を

た。かつて手工業的に行われていた熔錬操業を化

発表しました。第一次世界大戦による造船業など重

学工業化するための技術開発がいかに重要なもの

工業の発達に伴う銅需要の増加と財政難による島

だったかを知りました。熔錬に必要な 3 つの炉が連

への工場誘致が一致し、直島製錬所は建設されま

結され、粗銅を連続製造することで、省エネルギー・

した。戦後、国内鉱山は閉鎖され、銅鉱の供給は国

低環境負荷を実現できるそうです。銅や他の貴金属

外からの輸入へとシフトします。しかし、優れた銅加

の生産に使われるリサイクル原料も手にとって見るこ

工技術を持つ大阪・堺工場を持ち、銅の垂直価値

とができました。

連鎖を有する三菱マテリアルにおいて、直島製錬所

次に銅電解工場を見学させていただきました。こ

の重要性は変化していないと伺いました。また、製

こでは粗銅板を陽極、純銅板（種板）を陰極とした電

錬所では 1974 年「三菱プロセス」を開発して省エネ

気分解が大規模な電解槽を使って行われ、品位

ルギー・低環境負荷を実現しています。製錬所が環

99.99 %以上の電気銅が作られます。化学反応を効

境への配慮、産業構造の変化といった時代の要請

率よく進めるため、電極同士が触れ合っていないか、

に対応し、複合的な化学プラントとして発展してきた

電解槽を点検して回る作業が行われていました。造

ことを学びました。議論を通して、発展の基盤にある

られた電気銅の大部分は大阪の堺工場に出荷され、

技術者や地域住民の試行錯誤の過程を描くことの

鋳造・加工されるそうです。

重要性に気が付きました。

最後に貴金属工場で金を熔かし鋳造・刻印する

続いて、総合文化研究科の藤井が金属リサイクル

過程を見せていただきました。金のインゴットには一

の発表をしました。三菱マテリアルは、廃棄物となっ

本ずつ異なる製品番号が刻印されます。この工程に

た電化製品や精密機器の中にある貴金属（都市鉱

はロボットも用いられますが、最終的な品質確認や

山）を活用するリサイクル事業も行っています。リサイ

研磨の作業は職人さんの手で担われており、合格し

クル技術の向上・開発は、資源枯渇問題に対応でき

たものは製品として工業用・宝飾用に使われ、不合

るのか、事業の海外展開の可能性はあるのかとの議

格のものは再度鋳造しなおすとのことでした。見学を

論が行われました。既存のプロセス特性を活かした

通し、製錬所の規模の大きさや技術力の高さだけで

事業拡大と、特定の金属をターゲットにした技術開

なく、作業の細やかさを実感しました。また、普段は

発は根本的に異なり、リサイクル可能となったことで

基礎研究の分野に身をおく学生も多くおり、産業と

金属価格が暴落した事例もあるため、後者はなかな
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か見極めが難しいとのお話しは示唆的でした。リサイ

ベネッセアートサイト直島

クル事業を拡大しようというなかで、科学的・技術的
な実現可能性と費用対効果とのバランスが重要であ

「ベネッセアートサイト直島」は、直島、豊島、

ることがわかりました。また、日本やヨーロッパでは都

犬島などを舞台に、株式会社ベネッセホールディ

市鉱山からの選別回収が進んでいるとのお話しから、

ングスと公益財団法人福武財団が展開している

文化的・政策的な視点の重要性も伺えました。

アート活動の総称です。歴史や文化を再定義する

総合文化研究科の江川は直島製錬所と住民の関

まちづくりの現場を訪ねました。

係について発表しました。豊島の産業廃棄物処理

“地中美術館”という独自形態

施設は県の所有物であり、三菱マテリアルは産業廃
棄物処理を直接受け持っているわけではありません。

直島のアート活動を把握するうえで必要不可欠な

直島の漁協関係者は、当初は風評被害を懸念して

地中美術館を見学しました。美術館は直島の地形

豊島の産業廃棄物の受け入れに反対したそうです。

に埋め込まれています。多くの建築家は「建築」と

しかし、香川県をはじめ、関係者が受入条件を誠実

「自然」の融合をいかにして実現するかに頭を悩ま

に遵守した結果、現在では町の活性化に繋がったと

せますが、地中美術館はこの融合を究極的に体現

して、漁協関係者との関係も良好であると伺いました。

していると言えます。内部空間に目を向けると、無機

直島では、行政・三菱マテリアル・漁協・ベネッセな

質なコンクリートの中で光が生み出す空間と、それに

どが地域の活性化という目標に向かって議論できる

呼応するアート作品が存在していました。また、地中

土壌があります。議論の中で、関係者のモチベーシ

美術館という空間そのものが、太陽光の変化によっ

ョンが一致することが共生の前提であり、話し合いを

て様々な表情を見せる様子を、身をもって感じること

通じて双方の見解をすり合わせていくことが何よりも

ができました。

必要なことだと学びました。人口構成や環境、抱え

通常、美術館建築は外界から隔離された内部空

ている課題などの異なる他地域における企業と自治

間を作り出し、その内部空間に置かれるアート作品

体・住民の対話にも興味を覚えました。

と交錯しながら非日常的空間を生み出します。閉鎖

最後に、農学生命科学研究科の江頭が瀬戸内海

的空間に置かれたアート作品は自然との関わりを失

環境保全特別措置法に基づく排水基準と瀬戸内海

わざるを得ません。美術館という建築そのものは、良

の富栄養化・貧栄養化問題を発表しました。瀬戸内

くも悪くも「仕切り」として機能してしまいます。一方、

海では富栄養化による漁業被害に対応すべく、排

地中美術館という建築は、館内作品が限りなく自然

水中の窒素・リンの基準が設けられました。直島製

と関わることを可能にしています。それは、建築その

錬所の自主基準値はこれより厳しい数値が設定され

ものが地中に埋め込まれているからだけではなく、

ています。しかし現在、瀬戸内海はむしろ貧栄養化

無機質なコンクリート壁のはたらきが大きな要因を果

しています。議論を通して科学的基準値は科学的な

たしているからだと考えられます。コンクリートの無機

根拠だけではなく、移り行く環境要因や歴史、ビジネ

質さが「仕切り」としての機能を壁からできるだけ排

スといった様々な社会的な要因にも影響されている

除することで、そこには空間だけが残り、その空間は

ことを改めて実感しました。

外部へ開かれたものとなります。地中美術館の壁は、

（江頭真宏/江川伊織/藤井朋子/馬渡玲欧）

外界と内部の「仕切り」として機能しているのではなく、
直島の地形の一部となる空間を規定する役割を果
たしているのではないでしょうか。

見学前に
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建築が建築としての存在感を失い、自然の中に

ートサイト計画段階で島民との対話はどう行ったのか

存在する空間を浮かび上がらせる装置として機能す

尋ねました。田中はより広角的に、公共建築におけ

ることで、アート作品は自然との関わりを増し、自然

る建築家のコミュニケーションを考えました。多数の

は建物の内部へと干渉することができます。安藤忠

利害関係者を抱える大規模公共建築では、数値化

雄先生の地中美術館は、「アート」と「自然」、「建築」

可能な経済合理性に比べて景観などの諸価値はど

の関わりという点で、単なる地下建築を超えた独自

のように考慮されているのか。また、エンジニアでも

の形態であると改めて感じました。

ありアーティストでもある建築家は、いかに関係者を
納得させながら作品を通じて積極的な価値を提示し

アートと人の暮らしの交じり合い

ていけるのかを問いました。

安藤忠雄先生と福武財団の金代健次郎さん、笠

コミュニケーションに関して安藤先生が大事されて

原良二さんに、足立原、足立、菊池、田中の 4 人が

いるのは、「自分のことはしっかり言う、相手のことは

問いかけました。

しっかり聞く」、そして「お互いの道を探す」ことでした。

ベネッセアートサイト直島では、島の自然や住民

そして実利は二の次に「ベネッセ」を実現し、「心の

の暮らしなど、地域の特徴とアートとを結びつけるこ

中に住み込むようなもの」を造る。金代さんも安藤先

とで、「ベネッセ—よく生きる」のメッセージを来場者に

生もご自身の活動の核を強調されました。

強く訴えます。人ありきのアートにおいて人はどのよ

議論で最も強調されたのは「自分を持て」というメ

うにあるべきでしょうか。総合文化研究科の足立は、

ッセージでした。他人に惑わされることなく、自分の

最も顕著な例としてアートサイトの一つである「犬島」

芯を持つ人となれ。均質ではなく多様な人となれ。

を取り上げました。2010 年現在で高齢化率約 80％

科学技術インタープリター養成プログラム全体に通

の犬島では、近い将来に島民の暮らしがなくなりか

じる考えがここでも垣間見られました。

ねません。アートサイトの狙いが叶わなくなりかねな

安藤先生からのメッセージ

い現状をどう考えるかと問いかけました。続いて、工
学系研究科の菊池は、アートと人との積極的な関わ

学生からの発表後、安藤先生がご自身の活動を

り合いが地域活性化につながる例として伊豆高原や

レクチャーされました。中でも特に先生が熱心に紹

愛知県佐久島を紹介しました。これらの例からは、ア

介してくださったのは、意外にも建築のプロジェクト

ート活動に能動的に人が関わることで地元の産業が

ではなく、瀬戸内オリーブ基金や東京湾の「海の森」、

盛り上がる構図が見えます。アートサイトでも、地元

大阪の「平成の通り抜け」といった植樹プロジェクトで

住民や観光客に積極的に働きかけることで、新しい

した。これだけ聞くといかにも林業資源確保や環境

ものが生まれるのではないかと期待しました。

保全を目指した古典的な国土緑化運動の延長のよ

これらの質問に対し、安藤先生は「アートはアート

うに聞こえます。しかし、建築史的・都市論的な文脈

だけで成り立たない、人間がいてこそ成り立つ」と説

を踏まえれば、これらの植樹プロジェクトが実は高度

明されました。直島は三菱マテリアルがあってこそア

に"建築的"な問題を扱っており、また安藤先生御自

ートの島として成立できている。島民が経済的に自

身の建築家としての一貫した思想に貫かれているこ

立できれば未来はあります。「まずは来る人を増や

とがわかります。

す」と話すのは金代さん。島にあるものを生かし他で

安藤先生は土地ごとの歴史的文脈を丁寧に読み

はできないアートの場になればとお話しされました。

込んだ作風で評価されています。また、「都市を活

他方、総合文化研究科の足立原と田中はアート

性化させるには、異なる価値観がぶつかり合う対話

設置に際するコミュニケーションに着目しました。足

の場が必要」という信条のもと、安藤作品の多くには

立原は島におけるメセナ活動の特異性を指摘し、ア

「広場」が設けられています。
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安藤先生の携わる植樹プロジェクトは、その財源

わる）新たな枠組みとしての可能性を秘めており、建

の多くを税金ではなく有志の市民からの募金に依拠

築家安藤忠雄がその作品を通じて試み続けた"非

している点でも特徴的です。プロジェクトに参加する

合理"で豊かな空間を再び都市に現出させる素地を

市民は、身銭を切り、時に手を動かして苗を植えるこ

築きうるものである、と言えましょう。

とで、結果としてその土地との長きにわたる結びつき

安藤先生が一貫して「自由と責任を大切にせよ」

へと巻き込まれることとなります。植えられた苗木が

「日本を誇りの持てる国へ」「20 代の夢をいつも持ち

何年何十年という時間をかけて徐々に森へと成長す

歩け」などの若者への激励のメッセージに重心を置

る間、植樹に参加した各個人は育ちゆく森を介して、

いていた点が印象的でした。語り口は親しみやすく、

その土地・その都市を「自らの街」として否応なく意

細にいった批判的討論を場に持ち込まず、我々の

識させられます。このような市民参加型の植樹は、流

発表に耳を傾けてくださったその姿勢は、未来を担

動性の時代にあって、自発的に市民の都市への永

う若い世代への信頼と期待を強く感じさせ、身の引

続的な感情的コミットメントを引き出す（ともすると閉

き締まる思いがしました。

鎖的な寄り合いへと陥りがちな従来の地域自治に代

（足立理央/足立原功太/菊池豪/田中涼介）

安藤先生と

安藤先生との議論の様子

研修旅行からの学び
研修旅行では現地に行くことで得られる情報の

熱い思いに関しては「腕力」という言葉も飛び出

豊かさを体感しました。たとえば、メセナの評価に対

しました。安岐さんや安藤先生のように社会に挑ん

する問いに対して、「（極端に言うとメセナは）企業

できた方々は、社会を変えていくには駆け引きの強

に役立つかより、住民との対話を通して企業理念が

さと行動力が必要だとおっしゃいました。実際、安

実現されればよい」との発言を頂きました。評価にあ

岐さんや安藤先生との議論は圧倒されるものでした。

たり別の観点があるということは、現地で話を伺った

我々科学技術インタープリターが目指すものとして

からこそ分かったことでした。どの訪問先でも議論

も、「腕力」とその基礎を成す熱い思いが大事にな

は時間ぎりぎりまで行われ、とても活発なものでした。

るのでしょう。

また現地の方の熱い思いも実感できました。豊島住

さらに、直島と豊島での現場見学や議論を通して、

民会議の安岐さんが中間処理施設を案内される際、

アートだけでは島おこしは難しいという所感を得まし

メモを熱心にとる私たちに「話す内容は資料に書い

た。働く場所や産業がないと厳しいのは犬島や直島

てある。それよりも五感で感じてほしい」とおっしゃ

の事例からも明らかです。豊島でも今後の産業や島

いました。

の未来について議論をしました。安岐さんは豊島の
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負の遺産を環境教育の場に変えていきたいとお話し

「専門以外のことを含め、好奇心を持ち、感性を磨き、

されました。そのためにも豊島が基盤産業で自立し

考え、周りへの感謝を日々積み重ねていくことが大

ていく必要があります。アートで島おこしする前提と

切」とのお言葉を頂きました。これを実践していくこと

して主産業が必要だという現状は、灯台下暗しであ

が、安藤先生のおっしゃる誇りや自信などの熱い思

ったと納得させられました。一方で、アートが今以上

いを持つことにつながるのでしょう。そうして培われた

に島おこしに寄与する可能性も模索する必要もある

芯が、科学技術インタープリター養成プログラムが掲

と思いました。

げる「何をどう伝えるのか」を支え、「専門外の人に伝

研修旅行全体を通して個人的に難しさを感じたの

えるべきことをわかりやすく伝える」素地になるのだと

は、（咄嗟に質問するなど）議論の場に積極的に参

思います。

加することです。黒田玲子先生にご相談したところ、

謝辞
研修旅行では、多くの方々のお世話になりました。

ターとしての役割を担っていくなかで、必ずや活きて

私たちの訪問をご快諾いただきました、豊島住民会

くるものと確信しております。

議の安岐正三さま、瀬戸内オリーブ基金の皆さま、

また科学技術インタープリター養成プログラムの

三菱マテリアルの皆さま、福武財団の皆さま、そして

黒田玲子先生、定松淳先生、江間有沙先生にも御

安藤忠雄先生に御礼申し上げます。私たちの発表

礼申し上げます。私たちがこの貴重な経験を活かし

は勝手なものであったにもかかわらず、たいへん寛

て飛躍した先のひとつのモデルケースを黒田先生

大に議論に応じてくださいました。

が示し、学生を触発しているところにこの研修のポイ

豊島住民会議の安岐さまからは、誇りと道理を守

ントがあると感じました。

る戦いに向かう強い熱意を感じました。三菱マテリア

最後になりますが、この度の研修で私たちに貴重

ルの皆さまからは、品質と環境を守る技術に対する

な経験を与えてくださいました関係者の皆さまに、重

確かな自信が伝わってきました。福武財団の皆さま

ねて感謝を申し上げます。この経験を糧に、各自の

と安藤忠雄先生からは、自分を持ち、自由と勇気と

研究と学びに精進してまいります。

責任を大切にせよとの力強いエールを頂きました。
書物やインターネットで得られる情報とは比べようも

科学技術インタープリター養成プログラム

ない、重みと熱が凝縮された体験でした。この度の

11 期生一同

経験は、これから私たちひとりひとりが、インタープリ
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