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 2016 年 8 月 22 日、筆者、山口優輔はエコ〜るど・京大を代表して『安倍昭恵 & アイリ

ーン・ヒラノ・イノウエ 日米国際海洋環境シンポジウム』に参加した。 

 ここにその報告をまとめる。 

  



１．シンポジウムの概要 

 

 『日米国際海洋環境シンポジウム in Hawaii』は、海洋環境問題への解決策を探

ることを目的に、2016年8月22日、米国ハワイ州ホノルル・コンベンションセンタ

ーにて、日米双方の代表によって開催された。日本側の代表は、内閣総理大臣夫人・

安倍昭恵氏、アメリカ側の代表は米日カウンシル会長、故ダニエル・イノウエ上院

議員夫人のアイリーン・ヒラノ・イノウエ氏が務めた。主催はこの二名に加え、一

般社団法人セイラーズフォーザシー日本支局によって執り行われた。 

 本シンポジウムにおける主なテーマは以下の三つだ。防潮堤建設による海洋性生

物・汽水生物、海洋環境への影響について、そして、持続可能な海洋資源の消費に

ついて、最後に、女性の視点による日常における海洋環境改善への提案だ。このテ

ーマに基づき、シンポジウムのプログラムは進められた。 

 プログラムは、両主催者らのご挨拶や基調講演に続いて、「Ocean Conservation 

through Coastal Management（海岸管理による海洋保全）」を議題とした[Theme 1]、

「Sustainable Management of Fisheries（持続可能な漁場／漁業管理）」を議題

とした[Theme 2]、そして「Challenges for the Ocean Conservation（海洋保全へ

の挑戦）」と題した[Panel by Students]（学生によるパネル）で構成された。こ

れら三つが中心的な議題であった。これについて、モントレー・ベイ水族館、海洋

保全団体、自然環境保全団体、ハワイ大学における海洋生物学研究所をはじめ、そ

れぞれの施設の代表的な研究者、活動家が登壇した。 

無限の可能性と無尽蔵の資源をもたらすと思われていた海だが、地球温暖化、海

洋汚染、過剰漁獲、乱開発などが原因で、海洋環境は今や未曾有の危機に直面して

いる。議論では、太平洋を挟んだ日米双方が協力し、女性の視点から未来の子ども

たちに美しい海を手渡すための解決策が探られた。以下より、プログラムの概要か

ら、その内容について述べる。 

  



２．シンポジウムの各セッションの概要 

 

 プログラムは、日米双方の主催であるイレーン・ヒラノ・イノウエ夫人、安倍昭

恵夫人と、モントレー・ベイ水族館のジュリー・パッカード博士、この三名による

基調講演に始まり、それぞれに講演とパネルディスカッションを設けた「テーマ１」、

「テーマ２」、そして、「学生によるパネルディスカッション」の後、最後は全体

に対する質疑応答が設けられた。 

 シンポジウムの中心的な内容である「テーマ１」、「テーマ２」の概要を以下に

記し、「学生によるパネルディスカッション」の概要はその後に詳しく記載する。 

 

テ ー マ １ は 、 「 Ocean 

Conservation through Coastal 

Management（海岸管理による海洋保

全）」を議題として、馬塚丈司氏に

よ る 講 演 「 Conservation of 

brackish water and sea turtles

（汽水およびウミガメの保全）」の

後、馬塚氏、ロス・ゲイツ博士をパ

ネリストとしたパネルディスカッ

ションが、メグ・カードウェル博士

の司会によって進行された。 

 馬塚氏は、1984年から静岡県浜松市の自然環境保護と啓発に取り組んできた。太

平洋沿岸に産卵へやってくる絶滅危惧種のアカウミガメ、その保護と調査活動

を通して、特に砂浜の保護活動を行っている。それらの活動を通して、海岸環

境保全活動に向けた発表が行われた。 

ウミガメは、ハワイ北方の海から、暖かな黒潮に乗って日本へやって来る。

ウミガメが産卵できる砂浜は、夜は暗く、綺麗で、静かな海岸だ。しかし、海

岸はオフロード車、廃棄物などの問題により、環境が悪化している。 

この絶滅危惧種を保護する上での主な問題は、オフロード車による環境の破

壊、紫外線による生態への悪影響、卵の窃盗、人工公設物による砂浜の後退だ。

日本では、誰もが自由に海岸へ出入りできることになっている。しかし、これ

によって海岸は荒れ、卵も踏まれてしまう場合がある。加えて、違法な卵の採

取は無くならず、また、海岸では、夜も町明かりが明るいことによって、孵化

した子ガメが町明かりに向かってしまい、海へ行くことができない。そして海

岸へのオフロード車の乗り入れ規制はほとんどされていないため、車の走行に

よって、海浜植物は後退した。砂浜が後退すればウミガメは産卵地を失い、絶

滅する。 

馬塚氏は、こうした問題点を改善するため法律の施行を訴えたが、改正がな

されたものの、実際は使われていないという。遠州灘海岸では堤防建設も始ま

っている。日本政府が地域に対し、13.5ｍの津波が来ると発表した途端に、建

設計画が開始されたのだ。これから訴えていかなければならないのは、次世代

に美しい海岸を残すこと、ウミガメを地域ではなく国が守ること、街頭や照明



には動物に悪影響を与えない照明を使うこと、これら三点だ。 

以上が、馬塚氏による講演の内容であった。 

 

 続くパネルディスカッションでは、パネリストに馬塚氏と、ハワイ大学海洋

生物学研究所所長のロス博士の二名が登壇し、メグ氏による司会で進められた。 

 環境保全策がどのように機能するのか、専門家の意見を聞くことは重要だ。

また、実行にあたっては、地元の人々の不安とも向き合わなければならない。

津波の被害を受けた宮城では、その後に築かれた防潮堤に小さな窓が開いてお

り、そこから市民が海を覗く形になっている。地元民はこれを「stupid windows

（馬鹿な窓）」と呼んでいるそうだ。このような問題は日本だけでなく、今、

世界各地の海岸が防潮堤によって塞がれつつある。これについてロス博士は、

次のように語った。 

人工の防潮堤に対して、自然の防潮堤、つまり、サンゴ礁の話をしたい。サ

ンゴ礁は海の熱帯雨林とも呼ばれ、たくさんの生物に生息する居場所を与える。

魚に関しては、地球上の全種類のうち25％が、一定の時間をサンゴ礁の中で過

ごす。サンゴ礁は、防潮堤の役割に加え、生物の豊かな生息場所、空気中から

二酸化炭素を取り除く働きも持っている。 

しかし、これまでの環境被害に加え、近年のエルニーニョ現象による海水温

度の上昇で、世界の約50％のサンゴ礁が既に失われた。陸で食用に消費される

70％ものプロテインは、礁の恩恵を受けて作られている、ということからも分

かる通り、これは地球上のあらゆる生物、そして私たちの健康とも関連した深

刻な問題だ。ハワイでは、地元の汚染が直接サンゴ礁に被害を与える。これに

対してできることは、人間の生活と、サンゴ礁との間に境界を設けることだ。

既に地球上のサンゴ礁の多くを失った私たちにとって、対策は決して十分過ぎ

ることはない。 

ロス博士による上記の話題に加えて、これまでの環境保全に関する議論の中

で「人間対自然」、のように語られていることに対し、登壇者二名に意見が求

められた。 

 馬塚氏は、「ウミガメの命と、人間の命、どちらが大切？」という質問をよ

く受けるそうだ。しかし、天秤にかけるのではなく、共存したい、という思考

を持ってほしいと語った。そのために馬塚氏は、市民を集めてウミガメの観察

会を行っている。ウミガメを実際に見て、触れることによって、守りたいとい

う心を育てることが目的だ。自然と人間を対立関係に捉えるのではなく、こう

した「感動教育」を行うことが重要だ、と語った。 

 更に、「今は人間が海岸の近くに住み過ぎている。このままでは、人間が海

岸のすぐ近くに住まうために防潮堤を築き、そのことによって自然の素晴らし

さも見ることができなくなる。人間は、少し離れて自然を眺め、防潮堤を作る

ことによりも、住居を後退させるためにお金を使ってほしい。」と述べた。 

 上記の馬塚氏の意見に対して、ロス氏も教育が重要であることに同意した。

例えば、サンゴ礁を見ると、白い部分はストレスに晒されて死んでしまった所

で、茶色い部分は生きている。例えば、このサンゴ礁の白化現象を知らない人

が大勢いるが、研究者として、人々に正しく伝えられていないことに責任を感



じる。正しい知識が伝わらない、誤解される、こうしたことも問題だ。 

そして、「テーマ１」の最後には、「災害復旧活動の際、念頭に置かなけれ

ばならないこと」について両者から意見が述べられた。両氏は、災害への恐怖

によって感情的に復旧策を実行に移すのではなく、その先の長い年月のことも

念頭に置いた復旧策を講じてほしい、という意見を語った。人間は、やはり災

害が起きると恐怖を感じる。10ｍの津波が来ると、すぐ10ｍの防潮堤が建設さ

れる。しかしそこで、先のことを考え、自然に対しても最小の被害で済むよう

に対応策を考えてほしい。そのためには、実行に起こすまでに、たくさんの人々

によって議論することも大切だろう。ただ日本では、防潮堤建設は地元の人に

よる要求が強く、その要望を受けた政府はすぐに建設計画を実行に移してしま

う。よって、後世のためには現代のデータを残しておき、後の判断材料とする

ことも大切だ。このような議論がなされ、会場は、両氏の実践に裏付けられた

説得力ある話に聞き入った。 

 

テーマ２は、「Sustainable 

Management of Fisheries（持

続可能な漁場／漁業管理）」

を議題に、マーガレット・ス

プリング博士による「Seafood 

Watch（シーフードウォッチ）」、

その後カトリーン・ナカムラ

博士と井植美奈子氏によるパ

ネルディスカッションが、ス

プリング博士の司会のもと行

われた。 

モントレー・ベイ水族館で

副館長を務めるスプリング博士は、水族館からシーフードウォッチ・プログラム

を発信している。水族館の使命は、人々に海への関心を持ってもらうことだが、

海は、このままの国際的な漁獲需要に応え続けることはできない。持続可能な

漁業を考える必要があるが、海の健康を守ることは、一国ではどうにもならな

いことは明白だ。よって水族館からは、現状改善への共通意識を広く世界中に

持ってもらうため、アイフォンのアプリからも、モノレーベイ水族館のシーフ

ードウォッチが公開されている。 

スプリング博士による講演の後、パネルディスカッションでは、顧問会社

Sustainability Incubatorの創設者カトリーン・ナカムラ博士と、セイラーズフォ

ーザシー日本支局の井植氏が持続可能な漁場／漁場管理について議論した。 

井植氏からは、日本を中心としたプロジェクトが紹介された。周知の通り、日本

人の多くは寿司が好きであり、とりわけマグロ、ウナギなどの人気が高い。だがこ

れらの種は個体数の減少が観測されており、すでにレッドリストに登録されている。

これらの漁業資源保護の啓発を目的としてロックフェラーJr.氏が中心となってシ

ーフードウォッチポケットガイドを構築した。教育的な視点からもレッドリストに

掲載される種の選択を避け、食べるのにもっとも良い魚種を選択できることがこの



シーフードウォッチの特徴である。これらの内容を常に身近に持ち歩き、いつでも

確認できるようにしたものが、このシーフードウォッチポケットガイドである。ま

た、このシーフードウォッチにならい日本人向けに持続可能な魚種資源の保護を訴

えるブルーシーフードガイドも構築された。シーフードウォッチとブルーシーフー

ドガイドの違いは、日本人向けに魚種の選択を否定的な選択から肯定的な選択へと

更に強く推し進めた点である。また教育的な観点からも、海洋資源を次世代に引き

継ぐための取り組みも重要である。福島の例では、3.11の際漁業が衰退した結果、

3年後にはヒラメの個体数が圧倒的に増加した。このように海洋資源はその漁獲量

によってたった数年で驚くほどの回復が可能である。政治、教育、市場、メディア、

これら全てを結びつけて保護を変えていく必要があることが示された。これらの一

環で京都大学では教育的なブルーシーフード啓発を兼ね、昨年、ロックフェラーJr.

氏を招きブルーシーフードカレーを学生に食べてもらう試食会が実施された。また

日本のレストランなどでもその啓発は進められており、事実、ホテルオークラ東京

などでもブルーシーフードを推し進めるプログラムが進んでいる。 

このように、井植氏とカトリーン・ナカムラ博士とのディスカッションはシーフ

ードウォッチやブルーシーフードのような科学的知見に基づいた素材を活かしな

がら、様々な団体と協力的な関係で海洋資源の保護を行っていくことが肝要である

という旨で締めくくられた。 

 

  



３．参加した「Panel by Students」セッションの概要 

 

 筆者の参加したセッション

「Panel by Students」では、日本

とアメリカ、それぞれの大学から、

エッセイによる選考を通過した学

生がパネリストとして招待された。

登壇者は、東京大学大学院に在籍

する辻匠、京都大学大学院に在籍

する山口優輔、ハワイ大学に在籍

するデビッド・ナカニシ、同年秋

よりペンシルバニア大学に入学予

定（当時）のジェニファー・ヒガ、

以上の四名で、安倍昭恵氏が司会を務めた。 

 海洋環境問題に限らず、様々な問題に向き合うとき、賛成か反対に二分して

しまい、意見が対立してしまうことも大きな問題だ。環境問題について考える

際にも、賛成反対に留まらず、1000年後の地球までを見つめて、どのような環

境が人間にとって大切なのかを考えることが重要である。議論は、このような

安倍氏の意見が述べられ、これについて若者の視点から考えてほしい、という

ことから始まった。 

 セッションの全体的な流れは次の通りだ。まず、登壇者による活動内容を含

む自己紹介、次に、シンポジウム

においてこのセッションまでに行

われた議論に対する感想、そして、

「若者（自分）にとっての幸せ（豊

かさ）とは何か」という問いに対

して各自の考えを述べ、最後に、

シンポジウム全体に向けての感想

が登壇者一人一人によって語られ

た。これより議題に沿って、発表

者の順番に、その発表内容（敬称

略）を記す。 

 

筆者、山口優輔は、生物学の視点に立った海洋生態学への意見を述べた。活

動内容に関する発表内容は「５．参考」に詳しく記載する。このセッションよ

り前の議論に対する感想としては、「環境」というもの自体が定義し辛く、こ

の定義が無くして環境問題に対する解決策を実行するのは困難なのではないか、

ということだ。人間の手が介在すれば、環境は必ず本来の姿から遠ざかる。よ

って、環境に対して積極的に何か行うことで改善させよう、という考え方より

も、人間は環境に対して、積極的に何も干渉しないことを勧めたい。本シンポ

ジウムでもこのような意見はあまり見受けられなかったが、そこからも、環境

保全に対して、人間が手を加えることで良くしていこう、という思想が環境学



の基盤となっていることを感じた。 

辻匠は、教育政策を専攻する中で、学校で学ぶ学力以外にも重要だと考えら

れる教育、例えば、環境教育、食育、キャリア教育などの教育について学んで

いる。農学部にて食品、栄養区画を学んでいた辻は、人々が栄養についての指

導を受けることで健康になる、という流れから、食育の可能性を知ったという。

その上で、これまでの議論に対しては、馬塚氏の語った「感動教育」に共感し

た。子どもでも、学校で教わるだけだと退屈で、自分がその課題に直面してい

るという実感を持つことができない。よって実感の芽生えを助ける、感動を伴

った教育こそが最も大切だ、と述べた。 

ジェニファー・ヒガは、入学予定のペンシルバニア大学で、政策などに加え、

栄養科学についても学ぶ。将来の夢は、レストラン、フードビジネスに関わり、

地域産で持続可能な野菜、シーフードなどの食材を使ったレストランを持つこ

とだ。彼女は、2011年に東北地方太平洋沖地震で津波の被害を受けた、仙台で

レストランを経営する渡辺氏と出会い、地元を活性化させ、社会的、環境的に

優しい食品を用いるその活動内容に感銘を受けた。日本という島国で育ったこ

とは、彼女に海の環境をより大切に感じさせ、彼女はこのようなメンタリティ

ー、そしてメッセージを、今後アメリカにも拡散していきたいと考えている。

そしてこのセッション以前の内容に対する感想として、環境に対して小さい頃

から関わりを持つことの重要性を述べた。 

デビッド・ナカニシは、これまで団体にて環境保全のための清掃などの活動

を行ってきた。そうした中で、東北地方太平洋沖地震の後、被災地で海岸沿い

に住んでいた子どもたちと接する機会があった。子どもたちは、防波堤などの

問題に対しても対立する大人双方の意見を日頃から聞いており、その中で、自

分たちの意見を持っている。これらの問題は、政治、観光、災害、様々な事情

が絡み、さらに複雑なものになっている。よって、こうした課題を、複数の人

間とシェアできることは非常に有効だ。他のセッションに対しては、やはり幼

い頃からの教育が大切だということを述べた。小さな子どもたちにとって、問

題の全てを理解することは不可能だが、関わりを持って継続するために、学校

のカリキュラムに組み込むことなどはこれから可能なのではないかと述べた。 

 以上が、登壇者の紹介と他のセッションへの意見で、環境と経済発展のバラ

ンスは本当に難しいが、次の世代にも環境の大切さを伝えてゆくために、やは

り教育が大切なことは共通の認識となった。進行は次の「若者（自分）にとっ

ての幸せ（豊かさ）とは何か」という問いに続いた。 

 

 「若者（自分）にとっての幸せ（豊かさ）とは何か」という命題は前述の通

り。安倍氏からの若者への問いかけであった。本シンポジウムでは、海洋環境

が中心的なテーマとして扱われたが、最も身近な環境、自分の身の回りから考

えてゆくことで、地球の環境に繋がる。その中で、自分はどのような環境を「豊

か」で「幸せ」だと感じるのか。人の幸せも、これからの環境を形作っていく

要素であり、それ自体が一つの環境だと言える。この問いに対して四人の登壇

者はそれぞれ次のように答えた。 

 筆者、山口にとって「幸せな環境」とは、環境として衣食住があれば不満は



ない。しかし、それは幸せの十分条件ではなく、自分にとって幸せとは、友人

と会う、本を読むなど行為を通して、対話ができる時間と空間があることが幸

せだ。また、辻にとっての幸せとは、感動することだという。新しいものに出

会ったときに感動し、そのためには行動し、新しく出会うことが必要だ。次に、

ジェニファーの回答は、国を超えてコミュニケーションできることが、幸せに

繋がるという。宗教、文化といった、様々な垣根を超えて問題解決に取り組め

ることは、例えばハワイに初めて来る人に綺麗な海を見てもらえる、といった

ことに繋がり、そのために行動できることは、人として幸せだ。そして、デビ

ッドにとって幸せとは、人の笑顔を見られるということだった。 

 

 セクションの最後に、シンポジウム全体に対しての感想が登壇者によって語

られた。ここでは、環境を人間主体でなく生き物のことを想って構築すること

の重要性、問題解決のためには人との繋がりを大切にして、価値を共有し合い、

小さなことを継続していくこと、そして、多くの人々の関心に上がるように、

声をあげてゆくことが重要である、ということが語られた。 

  



４．感想 

 

主催の一人である安倍氏によると、本シンポジウムで最も若者に問い掛けた

かった内容は、「若者にとっての幸せとは何か」というディスカッションに凝

縮されていた。海洋環境に関するシンポジウムにおいて、この議題の意味する

ところは、次のように解釈される。環境とは、我々の周りを取り巻く状況だと

理解することできる。どの範囲までを自身の環境だと認識するのか、これは、

どの範囲までの幸せを、自分の幸せだと認識できるのか、ということによって、

自分が認識できる環境の範囲を間接的に探ることのできる問いだったと感じる。 

筆者は、この問いに対して「一人で本を読んだり、人と話したりしている対

話の時間が一番自分にとって幸せを感じられる。」と回答した。この内容を、改めて

先ほどの質問の意図に照らし合わせてみると、自分が良くも悪くも個人主義的な人間で

あることを自覚した。 

また、ディスカッション内容に対する感想とは別に、今回、本シンポジウム

に参加できたことによって得た大きな収穫は、安倍夫人、学生登壇者を始め、こ

こに来ることによって知り合うことの出来た多くの人々との出会いだ。まさしく、

これからの対話を生むこれらの出会いが、自分にとっては幸せな環境なのだと感じ

る。 

上記二点を含めて、学生時代にこのような機会を得て、様々な学びや気づきを得

たことに感謝しなければならない。今後、何らかの形で「環境」というものに携わ

る身として、今回の内容を今一度咀嚼して、自身の研究や活動に活かしたいと思う

し、また他の活動メンバーとも共有していきたいと思う。 

  



５．参考：自身の発表内容 

 

以上に記したようなシウポジウム内容の中で、今回、筆者は浅利美鈴准教授

の元で京都大学学内において環境保全活動を進める団体、「エコ〜るど・京大」

に所属する一員として参加した。エコ〜るど・京大は、近年、本シンポジウム主催

の一員である一般社団法人セイラーズフォーザシーと協力し、ブルーシーフードの推

進活動にも取り組んできた。それについての、現段階での活動実績報告、およ

び今後の活動予定に関する告知も含めた発表を行った。 

 エコ〜るど・京大は、前述したように大学内をフィールドとし、エコや環境に

ついて学ぶことを目的に、教職員および学生が主体となって 2013 年に発足した団体

である。名前はエコとワールドを組み合わせた造語で、それにフランス語のエ

コール（学校）をかけることで、学内でも気軽にエコについて考えてもらえる

ような団体を目指して設立された。その活動は多岐に渡るが、代表的な活動は

次のようなものだ。 

まず、「ぬか漬けチャレンジ」というプロジェクトでは、日本に冷蔵庫が登

場するまで一般的な食料保存技術であったぬか漬けを、多くの人に体験しても

らうことで、サステナブルな知恵を人々に身につけてもらおうという試みだ。

次に、「100人会議」は、京都大学に関わる、分野の異なる様々な人間が集まり、

100 年後、1000 年後の京都大学を考え、持続可能なキャンパスの実現を議論し

合う会議である。 

もう一つ、エコ〜るど・京大の活動の一貫として 2015 年初夏に発足したのが、「京

都ジャングル」というプロジェクトである。 

このプロジェクトはエコ、すなわちエコロジーを「エコ活動」としてではなく、エコロジ

ー本来の意味である「生態学」として捉え、その視点に立ち返って環境学を考ようという

試みだ。京都とは、歴史の残る町でありながら、非常に豊かな生態系が維持されている。

このような京都の自然をジャングルと見立て、この企画の参加者にはジャングルを駆け巡

るターザンになることをイメージしてもらうことを願い、本企画の名称を「京都ジャング

ル」とした。 

活動内容として、生態学を理解するため、実際に生息する生き物に触れてもらうことを目

的に、京都大学に近い鴨川へ小学生たちを引率し、生き物観察を行ったり、京都近郊の山

や川から採集した生き物を手に取って見てもらう観察会などを行った。また、川で捕まえ

た生き物は、食用が可能なものは調理し、採る・見る・学ぶ・食べる、の一連を体験して

もらうことができた。 

 

2015年秋、エコ〜るど・京大と一般社団法人セイラーズフォーザシーとの協

同で、京都大学内へブルーシーフードを広める活動が開始された。初回は、セ

イラーズフォーザシー設立者であるロックフェラー夫妻を京都大学へお招きし、

ブルーシーフードを使った「ブルーシーフードカレー」の試食会を行った。こ

の企画は大きな反響を呼び、多くの学生にブルーシーフードの概念・理念を知

ってもらうきっかけとなった。この企画より、セイラーズフォーザシー日本支局

の井植美奈子氏から、エコ〜るど・京大との共同で、京都大学にてブルーシー

フードに関わる活動を持続的に行う提案を受けた。以降、次に挙げる三つの企



画が進められている。 

 一つ目の「総長ブルーシーフードカレー企画」では、第26代京都大学大学総

長、山極壽一氏協力のもと、ブルーシーフードを盛り込んだ総長カレーの制作

に取り組んでいる。総長カレーは本来、第24代京都大学総長の尾池和夫氏が制

作したブランドであり、学内のお土産として人気が高い。そのブルーシーフー

ド版として、現在カレーメニューを開発中である。 

 二つ目の「ブルーシーフードビアガーデン企画」では、京都大学生協カンフ

ォーラの店舗にて、ブルーシーフードメニューを提供するビアガーデンを行った。

今後、前述したブルーシーフードカレーの提供も計画する予定だ。 

三つ目は、「舞鶴ブルーシーフードツアー企画」として、京都ジャングルの活

動とも連動し、地域の小学生に京都府北部、舞鶴の海を見てもらう「舞鶴ブル

ーシーフードツアー」を開催した。この企画では京都大学水産実験所の教職員

の方々にも講義をして頂き、磯遊びも通して海の生き物のことを学んでもらっ

た。以上が、現在進行中のブルーシーフード企画の概要である。 

 

そして、今後、京都大学でブルーシーフード企画を推進するにあたって、新

たな「京大版ブルーシーフード」の概念・理念の構築に取り掛かっている。ま

ずこの名称を、京都大学のスクールカラーであるダークブルー、また持続可能性 

（Continuable） から生態系について考えてほしいという思いから、京都大学

版のブルーシーフードを「ダークブルー“Ｃ”フード」と名付けた。この京大版

ブルーシーフードのコンセプトは、あくまでオリジナルであるセイラーズフォーザシ

ーの考えに則っているが、シーフードのみならず、山や川など、私たちの周りの生

態系すべてを含む「“Ｃ”フード」に目を向けた、学生オリジナルの発想を活かす

目的で作られた。 

例えば、日本では現在、鰻の乱獲による個体数の減少が大きな問題となって

いる。この原因として、生態系に対して、あるいは身の回りの生きものに対ア

して、私たちがあまりに無関心であるが挙げられる。「ダークブルー“Ｃ”フ

ード」では、特に身の回りの環境から、自分で食べ物を獲得する体験を通して、

生態系についてより深く知ってもらおうという理念のもと、今後の活動を進め

てゆく予定だ。 
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