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内容梗概 

 

防災教育に関しては、専門家の側にのみ知識・技術の「送り手」としての役

割を付与し、他方で、非専門家の側には、知識・技術の「受け手」としての役

割しか認めないという「二項対立」の構図、言いかえれば、「欠如理論」に基づ

く実践が、これまで支配的であった。そして、この構図のもとで行われる「伝

達型」の防災教育が、専門家による多量かつ一方向の知識・技術の伝達に対す

る非専門家の無関心を招いたり、「伝達型」に対置されたはずの「参加型」の防

災教育が実際には「伝達型」に終始したりといった形で、専門家と非専門家の

間で種々のコミュニケーションギャップを産んできた。本研究は、「欠如理論」

に代わる防災教育の新たな枠組みとして、専門家と非専門家が両者の間の障壁

を越えて緊密に影響を及ぼし合い、互いのアイデンティティや両者の関係性を

再編する過程を重視する「正統的周辺参加理論」を導入して、こうした問題に

ついて検討するものである。 

本稿の構成は以下の通りである。 

まず、第 1 章では、上記の「二項対立」の構図について、阪神・淡路大震災、

東日本大震災など近年の大災害によって浮き彫りとなった課題群を例示しつつ、

その問題性について指摘した。具体的には、防災（教育）の専門家の役割の限

界と、非専門家の専門家に対する不信感である。この課題は、たとえば、「安全

神話」、「想定外」といった用語によって象徴される。こうした課題を打開する

方策について探るため、専門家と非専門家の間に、従来の「二項対立」に代わ

る新たな関係性を構築する必要があることを提起した。 

第 2 章では、第 1 章で提起した問題について、防災教育の領域に限定してさ

らに詳細な検討を加えた。まず、二項対立を前提にした防災に関する知識・技

術の伝達を中核とした防災教育が、防災分野の専門家と非専門家の間で、伝達

の不全、つまり、コミュニケーションギャップを起こしていることを示し、あ

わせて、そうした「伝達型」の防災教育が科学技術コミュニケーション理論に

言う「欠如理論」に対応していることを確認した。次に、「欠如理論」と、「参

加型」の防災教育の基盤となっている「正統的周辺参加理論」とを対比し、後

者の導入が上記の課題を解消するための新たなアプローチとなり得ることを示

した。さらに、以上の理論的整理に基づいて、これまで実際に行われてきた防



 

 

災教育の種々の実践事例を、専門家と非専門家の関係をより包括的にとらえる

ことが可能な「正統的周辺参加理論」の観点から位置づけ直した。 

第 3 章では、「正統的周辺参加理論」の整理と理論的な再構成を行なった。

まず、同理論の中核概念である「周辺性」概念に注目しながら理論の整理と再

構成を行なった。次に、「参加型」の防災教育の成果を、知識・技術の獲得（だ

け）ではなく、参加者のアイデンティティの獲得と変容過程として評価しうる

ことを示した。最後に、「欠如理論」と「正統的周辺参加理論」との対応・結合

関係について考察した。その結果、「正統的周辺参加理論」と「欠如理論」は、

理論上、単に相対立しているというよりも、相互にその基盤を提供しあう一面

をもっていること、言いかえれば両理論の間に相互規定関係があり、両者を包

括した理論的フレームワークを構築しうる可能性が示唆された。 

第 4 章では、以上の問題意識を踏まえて実施した 2 つの実践事例について紹

介した。いずれも事例も稠密多点型の地震観測研究である「満点計画」に関わ

る「参加型」の防災学習の実践事例である。第 1 に「阿武山オープン・ラボ」、

第 2 に「満点計画学習プログラム」である。前者については京都大学阿武山地

震観測所を、後者については鳥取県日野町立根雨小学校と京都府京丹波町立下

山小学校を、それぞれ対象としたフィールド研究を実施した。 

1 つ目の事例（「阿武山オープン・ラボ」）は、地震学者（専門家）とボラン

ティア（非専門家）が協働し、「満点計画」の拠点である阿武山地震観測所をサ

イエンスミュージアムとしても機能させようとする試みである。観測所に新た

にミュージアム・スタッフとして参加したボランティアが、両者の協働実践を

通して新たなアイデンティティ（専門家と非専門家を媒介する準専門家）を獲

得したことが、両者に対するインタビュー調査の結果などを通して明らかにさ

れている。 

2 つ目の事例（「満点計画学習プログラム」）は、「満点計画」における観測活

動で実際に活用する小型地震計を小学校に設置し、生徒を進行中の地震観測研

究に参加させる試みである。5 年以上にわたる長期の参与観察研究の結果、参

加した生徒が地震観測研究の一員としてのアイデンティティを獲得したことが

明らかになった。 

第 5 章では、上記 2 つの実践の成果と課題を踏まえて、「伝達型」の防災教

育と「参加型」の防災教育の関係性について再度検討を加えた。すなわち、こ

の両者はしばしば、相互に完全に対立するものとして位置づけられるが、実際



 

 

には、両者の性質を混在させた防災教育が多いためである。この結果、理想や

理念としては「参加型」の防災教育が掲げられながら実際には「伝達型」のそ

れに終始していたり、典型的な「伝達型」の防災教育が意図せざる結果（成果）

として「参加型」を実現していたりといった、両者の間の「ねじれ」と称すべ

き事態が生じている場合がある。 

こうした「ねじれ」について理論的かつ実践的に適切に処理するためには、

第 3 章で示唆したように、「参加型」の基盤理論である「正統的周辺参加理論」

と「伝達型」の基盤理論「欠如理論」とを単純に対置するのではなく、両理論

の間の相互規定関係を表現した理論化が必要とされる。本章では、この目的の

ために、両者を統合した理論的フレームワークを提示し、2 つの実践事例に適

用した。その結果、正統的周辺参加理論が重視するアイデンティティの獲得や

再編といった実践上の変化が「参加型」の防災教育において生じるためには、

協働実践に参加する多様な関係者（地震学の専門家、小学校の教員、生徒など）

が、どの程度の知識・技術であれば伝達可能なのかについて相互に了解してい

る必要があることなどが示唆された。 

第 6 章では、今後の課題と展望を示し総括を行った。 
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第1章 はじめに 

 近年発生した大災害をめぐる検証作業で広く用いられたキーワード、すなわ

ち、「想定外」や「安全神話の崩壊」等には、一つの共通項がある。それは、い

ずれも、専門家と非専門家の関係性に焦点をあてた用語だという点である。 

例えば、「想定外」は、専門家の単なる失敗を指すというよりも、非専門家

が専門家の活動の有限性を認識したこと、あるいは、専門家の活動成果が非専

門家によって十分活用されていなかったこと（例えば、専門家のみで事前に問

題を設定することの限界として、隈本（2011）などの貞観津波をめぐる議論を

想起されたい）を意味している。また、「安全神話の崩壊」は、専門家に対する

非専門家の無前提の信頼が成り立たなくなったことを意味している。 

以上のことは、防災の専門家から非専門家に対するリスク・コミュニケーシ

ョンの不足のために、被害が拡大したことを示すものとして、通常、否定的に

とらえられている。たしかに、そのような一面はある。 

しかし、見方を変えて、上記のキーワードを、両者の関係を抜本的に見直す

ための契機として肯定的にとらえることもできるだろう。特に、これまで専門

家を中心とした防災活動とは端的に無関係な立場、もしくは、完全に受動的な

立場にあると位置づけられがちであった非専門家に新たな役割を見いだし、そ

うした非専門家との新たな関係性を根拠に、専門家の役割をあらためて問い直

すことも必要だと思われる。そこで本研究では、フィールドでの実践を基に知

識・技術の伝達を中心としない専門家と非専門家の関係を提案し、これが防災

学習として成り立つことを示し、その効果について評価することを目的とする。 

以上のような問題意識に基づき、本論文では、防災をめぐる専門家と非専門

家の関係を新たに構築するために行った実践事例を詳述する。具体的には、地

震学の専門家と一般の市民が、地震学の研究施設（観測所）を共同で地震学の

博物館として再組織化する実践（「阿武山オープン・ラボ」）と、地震学の専門

家と小学生が地震計の設置とメンテナンスを通して、地震観測研究を共同して

進める実践（「満点計画学習プログラム」）、以上 2 つの実践事例について紹介

する。 

なお、これらの実践事例については、基礎理論としてレイブら（1993）によ

る正統的周辺参加理論を用いる。学習（何かを学ぶこと）を、知識・技術の獲

得（だけ）でなく、ある実践を進める実践共同体への正統的周辺参加だと見な
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し、参加者のアイデンティティの変化に注目する同理論は、防災の専門家と非

専門家の関係性を再編し、両者が共に参加する防災実践のための共同体を構築

しようとする本研究にとって、格好の導きの糸となる。なお、第 2 章では、第

1 章で提起した問題について、防災教育の領域に限定してさらに詳細な検討を

加える。まず、二項対立を前提にした防災に関する知識・技術の伝達を中核と

した防災教育が、防災分野の専門家と非専門家の間で、伝達の不全、つまり、

コミュニケーションギャップを起こしていることを示し、あわせて、そうした

「伝達型」の防災教育が科学技術コミュニケーション理論に言う「欠如理論」

に対応していることを確認する。次に、「欠如理論」と、「参加型」の防災教育

の基盤となっている「正統的周辺参加理論」とを対比し、後者の導入が上記の

課題を解消するための新たなアプローチとなり得ることを示す。さらに、以上

の理論的整理に基づいて、これまで実際に行われてきた防災教育の種々の実践

事例を、専門家と非専門家の関係をより包括的にとらえることが可能な「正統

的周辺参加理論」の観点から位置づけ直す。 

第 3 章では、「正統的周辺参加理論」の整理と理論的な再構成を行なう。ま

ず、同理論の中核概念である「周辺性」概念に注目しながら理論の整理と再構

成を行なう。次に、「参加型」の防災教育の成果を、知識・技術の獲得（だけ）

ではなく、参加者のアイデンティティの獲得と変容過程として評価しうること

を示す。最後に、「欠如理論」と「正統的周辺参加理論」との対応・結合関係に

ついて考察した。その結果、「正統的周辺参加理論」と「欠如理論」は、理論上、

単に相対立しているというよりも、相互にその基盤を提供しあう一面をもって

いること、言いかえれば両理論の間に相互規定関係があり、両者を包括した理

論的フレームワークを構築しうる可能性を示す。 

第 4 章では、以上の問題意識を踏まえて実施した 2 つの実践事例について紹

介する。いずれも事例も稠密多点型の地震観測研究である「満点計画」に関わ

る「参加型」の防災学習の実践事例である。第 1 に「阿武山オープン・ラボ」、

第 2 に「満点計画学習プログラム」である。前者については京都大学阿武山地

震観測所を、後者については鳥取県日野町立根雨小学校と京都府京丹波町立下

山小学校を、それぞれ対象としたフィールド研究を実施した。 

1 つ目の事例（「阿武山オープン・ラボ」）は、地震学者（専門家）とボラン

ティア（非専門家）が協働し、「満点計画」の拠点である阿武山地震観測所をサ

イエンスミュージアムとしても機能させようとする試みである。観測所に新た
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にミュージアム・スタッフとして参加したボランティアが、両者の協働実践を

通して新たなアイデンティティ（専門家と非専門家を媒介する準専門家）を獲

得したことを、両者に対するインタビュー調査の結果などを通して明らかにし

ていく。 

2 つ目の事例（「満点計画学習プログラム」）は、「満点計画」における観測活

動で実際に活用する小型地震計を小学校に設置し、生徒を進行中の地震観測研

究に参加させる試みである。5 年以上にわたる長期の参与観察研究の結果、参

加した生徒が地震観測研究の一員としてのアイデンティティを獲得したことが

明らかにする。 

第 5 章では、上記 2 つの実践の成果と課題を踏まえて、「伝達型」の防災教

育と「参加型」の防災教育の関係性について再度検討を加える。すなわち、こ

の両者はしばしば、相互に完全に対立するものとして位置づけられるが、実際

には、両者の性質を混在させた防災教育が多いためである。この結果、理想や

理念としては「参加型」の防災教育が掲げられながら実際には「伝達型」のそ

れに終始していたり、典型的な「伝達型」の防災教育が意図せざる結果（成果）

として「参加型」を実現していたりといった、両者の間の「ねじれ」と称すべ

き事態が生じている場合がある。 

こうした「ねじれ」について理論的かつ実践的に適切に処理するためには、

第 3 章で示唆したように、「参加型」の基盤理論である「正統的周辺参加理論」

と「伝達型」の基盤理論「欠如理論」とを単純に対置するのではなく、両理論

の間の相互規定関係を表現した理論化が必要とされる。本章では、この目的の

ために、両者を統合した理論的フレームワークを提示し、2 つの実践事例に適

用する。その結果、正統的周辺参加理論が重視するアイデンティティの獲得や

再編といった実践上の変化が「参加型」の防災教育において生じるためには、

協働実践に参加する多様な関係者（地震学の専門家、小学校の教員、生徒など）

が、どの程度の知識・技術であれば伝達可能なのかについて相互に了解してい

る必要があることなどを示す。 

第 6 章では、今後の課題と展望を示し総括を行う 
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第2章 先行研究―防災教育とサイエンスコミュニケ

ーションの系譜 

第 2 章では、これまでの防災教育研究の変遷を、科学技術コミュニケーショ

ンの観点から見たコンセプト面と、既に各地で実際に行われている防災教育の

事例を分類する実践面に分けて整理紹介した。ここでは、「正統的周辺参加理論」

を用いて前記の社会的課題を解消するための新たなアプローチを探索した。 

 

2.1 防災教育のコンセプト 

 阪神・淡路大震災以降、構造物等のハードウェアによる防災だけではなく、

災害情報や避難情報等のソフトウェアによるものも含めた防災の必要性が広く

認識され、東日本大震災以降改めて注目を集めている防災教育もソフトウェア

の防災の一つとして位置づけられる。 

矢守(2007)は、「防災教育の究極的な目標は何かという問い」に対しては、

「災害で命を落とさないため」という目標が一般的であるとし、さらに、この

上位目標を達成するための具体的な下位目標として、「防災の知識・技術の習

得」が設定されるのが通例だと指摘している。 

この現状に対して、防災の専門家が防災教育に取り組む際には、どの程度の

知識・技術をどのように伝えるのかという問題をめぐって試行錯誤をした後に、

結果としてやみくもに知識を増量するか、防災施策本体の充実に立ち戻る傾向

があるとする。   

一方で非専門家は、専門家の知識・技術を無前提に信じなくなりつつある。

しかし、専門家の知識・技術がどのような必要性とどの程度の確実性を持つの

かという前提は、それを知りたい（信じたい）非専門家にうまく共有されず、

この結果としてごく一部の人が過度に悲（楽）観的な姿勢をとり、残りの大多

数は無関心な態度を選択する傾向があるとした。 

城下(2010)も、戦後の防災教育のレビューを行い、同様のことを指摘してい

る。戦後日本では、防災領域に限らず、専門家によって開発された科学技術の

発達が大きな社会的成功を収めてきたが、その一方で非専門家の専門家への過

度の依存と専門家の分野ごとの過度の専門分化が同時に進んだ。そして、これ
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が、阪神大震災後の「安全神話の崩壊」として露呈したとしている。東日本大

震災後の「想定外」についても、ここでは背後に同種の構造があるもとして捉

えられる。 

欠如モデルとは、科学分野一般についてのコミュニケーションで、暗黙の前

提として置かれる仮定のことである。藤垣ら(2008)のサイエンスコミュニケー

ション理論によると、この仮定は、「公衆の科学に対する懐疑的態度、論争の対

象となっている問題(原子力発電の安全性や遺伝子組み換え食品の安全性など)

に対して人々が懐疑的態度を示すのは、一般の人々に理解や知識がないせいで

ある」というものであり、この暗黙の前提に基づき専門家から非専門家に向け

ての知識・技術の伝達が図られる。つまり、欠如モデルの「欠如」とは一般市

民の正確な科学的知識の欠如した状態を意味し、その「欠如」を埋めるために

知識・技術の伝達という方法でコミュニケーションを取ろうとするのが欠如モ

デルの考え方である。この欠如モデルを筆者が再解釈し、専門家から非専門家

への知識・技術の伝達関係として抽象化した概念図を図-1 に示す。 

 

図-1 欠如モデルの概念図 

 

藤垣らは欠如モデルに基づくコミュニケーションが支配的でありながらも

それが十全に機能しているとは言えない状況を指摘し、対案として複数のモデ

ルを提示することで欠如モデルに対する批判を行った。藤垣らは欠如モデルに

基づくコミュニケーションが支配的でありながらもそれが十全に機能している

とは言えない状況を指摘し、対案として複数のモデルを提示することで欠如モ

デルに対する批判を行った。その主たる「文脈モデル」では、知識・技術の発

信者と受信者がそれぞれの文脈に含まれる情報まで明示化して、双方向的に知

識・技術の伝達を図る。「素人の専門性モデル」では、文脈モデルで伝えられる
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知識・技術を非専門家が中心となり組織化してゆく。さらに、「市民参加モデル」

では、専門家と非専門家の双方向的コミュニケーションの段階を超えて市民が

意思決定に関わる。 

以下では、科学分野一般のコミュニケーションにおける理想的な「伝達型」

を示す欠如モデルの概念の扱われ方について、「参加型」との関連から傾向を述

べる。ストックルマイヤー(2015）も藤垣ら(2008)と同様に、「20 世紀終わり

まで、主要な科学伝達は単純な情報送信であった。けれども、理想のモードは

変化した。一方向送信から、参加型の実践へと変化した」と、「伝達型」の欠如

モデルが科学分野の伝統的なコミュニケーションの理想的なあり方であること

を述べて、近年は「参加型」のコミュニケーションが理想像とされるとともに、

欠如モデルが批判対象とされる傾向を述べた。 

平川(2010)は、欠如モデルの考え方は暗黙の前提として使われるために自覚

することが難しいことを強調しながら、「『一般市民は科学の正しい理解が欠け

ており、そのために不安になったりするのだ。だから正しい理解を広めれば不

安はなくなる』という考え方が隠れている。」と、その意味を説明した上で、「こ

れに基づいて、『ご理解下さい』＝『安心して受け容れてください』と説得する

のが伝統的なやり方だったのだ。」と、欠如モデルの考え方が適用される場合の

実践上の目的について述べた。 

欠如モデルによるサイエンスコミュニケーションの不調の問題は、防災分野

にも当てはまる。つまり、専門家が暗黙の前提としての欠如モデルの制約を意

識できないまま、防災に関する知識・技術を伝達することの困難に直面してい

る現状が明らかになる。この状況における専門家と非専門家のコミュニケーシ

ョンギャップを指摘した上で、矢守（2007）は、知識・技術を媒介とする専門

家と非専門家の関係を包括的に捉え直す観点としての正統的周辺参加理論に注

目した。   

正統的周辺参加理論では、学習という行為を、それまで専門家のみによって

主導されてきた実践（「本物の実践」）に非専門家が正統的周辺参加する過程と

して位置づける。この正統的周辺参加理論の観点によって、欠如モデルの前提

に基づく知識・技術の伝達という実践に対する参加のみならず、知識・技術の

伝達でない実践に対する参加についても学習として理解することが可能になる。 
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2.2 防災教育の実践事例の紹介と分類 

防災教育の実践は災害の種類（地震、津波、水害、火山、土砂災害、火災な

ど）に関わらず広く存在する。地震や火災、あるいは津波に関しては、全国の

学校で広く避難訓練が行われている。これらは基礎的な避難行動を網羅しなが

らもよく定着していると言えるが、2011 年の東日本大震災の際に発生した津波

に対して、適切な避難が行えなかったために命を落としたと考えられる事例が

多いことが主な問題となっている。この問題に対応しうる代表的な例としては、

東日本大震災に際して多くの小学生が自主的に避難することに成功した大きな

要因となったと言える、片田(2012)らによる釜石市での津波防災教育が挙げら

れる。 

舞子高校での防災教育(諏訪,2012)は、阪神大震災の被災地にある同校に環境

防災科が設置され、2002年以降の 12年間を諏訪が初代科長として努めながら、

同震災の教訓を生かしユニークかつ継続的なプログラムを行っている。矢守

(2005)が作成したカードゲームであるクロスロードは、阪神大震災の経験の聞

き取りを基に作成されたものであり、災害の状況を追体験しながら意思決定と

対話を基調としたリスクコミュニケーションを行う。大木ら(2011)による地震

学のアウトリーチは、地震学の科学的な知識の扱いを重視することと、津波と

地震に対する実践的な対応法を身に付けることを両立させている。 

水害や土砂災害、あるいは火山に関しては、ハザードマップが全国の自治体

で広く用いられている。しかし、矢守(2013)や田中(2008)が指摘するように、

その情報を適切な受け取り方をする人とそうでない人間に生まれる知識ギャッ

プが、ひいては実際の行動ギャップが問題と言える。このギャップを埋めるよ

うな例として、瀧本(2012)らによる、災害発生時の被害の想定を地図上で行う

災害図上訓練を特色とする取り組みでは、地域住民とともに地域防災とまちづ

くりを表裏一体で関連させている。火山に関しては、島村(2015）が指摘する

ように、「現在の学問では噴火の予知はほとんど不可能である」という明言を大

前提としながらも、2000 年の有珠山の噴火の事前予知による避難成功を「例

外的に幸運」な事例として挙げることができる。これは「火山の性質が、火山

ごとに大きくことなって」おり、有珠山の場合はたまたま経験的な予知が可能

であったことに加え、有珠山のふもとに研究者が常駐し、1995 年以降に観光業

者を説得しハザードマップを定着させたこと、さらに 1983 年からの「『地域の

災害環境を学ぶ」社会教育事業を継続してきた」(田鍋, 2014)背景が注目に値す
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る。 

これらの論考を参照すると、それぞれの防災教育における内容や実施の方針

が、当地の、あるいは関連する災害発生時の社会・文化的状況を色濃く映し出

していることが良く了解できる。例えば、太平洋沿岸部で津波に関する内容を

重視することや、あるいは火山帯に位置しない関西地域の都市部や四国では火

山に関する内容が少ないことなどの地域性が見られる。 

近年の防災教育の特徴の 1 つとして、WEB 上の防災教育にあたる情報の充

実を指摘できる。例えば、国立研究開発法人防災科学技術研究所のものが、平

易でありながらカバーする基礎知識の範囲が広く充実している。他にも、ウェ

ザーニューズ社が従来の天気用法のスタイルを取りながらあらゆる災害の速報

をカバーしている。yahoo 防災速報はスマートフォン上で動作するアプリのプ

ッシュ通知で避難を促している。これらについては、全国の情報を広くカバー

しつつも、特定の地域についての情報へのアクセスが容易になっている。ちょ

うど初期のインターネットの普及と阪神大震災の発生時期が重なったこと、さ

らに近年のスマートフォンの普及時期と東日本大震災の発生時期が重なったこ

とから、新たな情報技術を使って災害情報を扱うと言う発想については何らの

抵抗なく受け入れられる人が多いものと考えられる。 

これらの実践について、活動が行われる場所として「学校内」―「学校外」

の分類軸を仮定するとき、「学校内」の実践については一般的な防災教育の発想

の枠内によく収まる。一方で、「学校外」（自治体、地域、家庭、職場、NPO、

ミュージアム、WEB 上、その他中間共同体など）で行われる実践に関しては、

呼称が、講演会、訓練、研修、地域活動、Web 上での情報共有など様々な形を

とるが、これらをまとめて広義の防災教育に分類することが可能であろう。こ

れらの広義の防災学習を含めて見たとき、活動が行われる場所として学校の内

外を基準とすること以上に、「子供」の参加の有無をもって防災「教育」の呼称

が与えられる傾向にある。「ぼうさい甲子園」や「防災教育チャレンジプラン」

の参加団体は大半が学校であるが、自主防災組織・NPO 一般社団法人などの任

意団体も含まれることはこの分類と合致する。この意味では、教育対象となる

「子供」を定義した上で、前節でコンセプト面を整理した「参加型」―「伝達

型」の分類軸からこれらの事例について考える切り口が適切のようにも見える

が、この 2 分法は 5 章で詳細に述べるように両者の微妙なねじれの問題をはら

むことから、ここではこれを採用しない。 
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種々の実践事例の分類のし方としては、むしろ矢守(2016)が提示する、「浅

いアウトリーチ」―「深いアウトリーチ」の軸が本論の趣旨を適切に支えると

言える。 

矢守(2016)によると「浅いアウトリーチ」とは、専門家が非専門家に「伝え

る」ことを中核とするアプローチである。専門家が「手取り足取り知識・情報

を親切にお伝え」することに特徴があり、「色々な意味で即効性」が期待される

が、専門家と非専門家の関係性を本質的に変えるという意味では期待が薄いと

言える。例えば、サイエンスカフェなどが「浅いアウトリーチ」の例にあたる。 

これに対して、「深いアウトリーチ」とは、専門家が携わっている活動の一

部を、非専門家が「担う」ことを中核とするアウトリーチである。「中長期的に

は、玄人と素人の境界線を再編しつつ、玄人そのもの（地震学を支える未来の

人材）の芽を育み、玄人の活動に対する素人の社会的な承認・支援の基盤を形

づくる」という点に特徴がある。 

この観点から先に挙げた防災教育事例を振り返ると、まずそれぞれの活動が

実践として高く評価できる特徴を持っていることが多い。細やかな努力や工夫

が当然のように見られ(瀧本, 2012)、災害から真摯に学ぶ姿勢や教える情熱(片

田,2007)、緊急地震速報などの技術の柔軟な適応力(大木, 2011)、例えばそれぞ

れの火山に専門家をつけるなどの形で災害の特徴をつかむこと(島村, 2015)、し

ばしば他人には代替不能な被災経験を生かされていること(諏訪, 2012)、本研究

で主に扱う実践は強いて言えば持続力が特徴でそれによる知識の定着に強み、

などが見られる。とはいえ、災害の種類や「参加型」―「伝達型」あるいは「学

校内」―「学校外」の分類を問わず、「専門家」―「非専門家」の関係性を問い

直し、実践を通して両者の関係を包括的に再考するアプローチが概して欠けて

いることは否定できない。 

しかし、自然体で「深いアウトリーチ」のアプローチを行っている防災教育

の実践事例がいくつか見られることも確かである。例えば、諏訪(2012)であれ

ば、成人した第二期生が諏訪本人に代わって高校生を教える立場を受け継ぐな

どの形で、防災教育という専門性について実践を通じた専門家と非専門家の関

係性の再編が見られる。 

それでもやはり、専門家と非専門家の関係性の再編について、明確な理論（あ

るいは理念）を提げながら行う実践が少ないことを指摘する必要がある。竹之

内による住民・自治体・気象台の 3 者の関係性の最構築の理論（理念）を掲げ
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た気象情報の共同構築(2014)の実践はその少ない例の 1 つであるが、ここでは

明確な理論を掲げることによって理論と実践の乖離も明確になるという、「深い

アウトリーチ」を目指して理論を前面に掲げた実践的アプローチに内在する問

題が顕著に現われていることを認めなければいけないであろう。この問題に関

しては、筆者自身も認める実践自体の良さについての評価とは一度切り離して

考える必要がある。筆者が本稿で扱う、専門家と非専門家の関係を包括的に捉

え直す観点としての正統的周辺参加理論には、この問題にまで切り込める強み

がある。 
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第3章 正統的周辺参加理論 

本章ではまず導入として正統的周辺参加理論の概説を行う。それに続いて、

正統的周辺参加の条件を示した上で、周辺性の概念とそこに含まれる十全的参

加者と新参者の交渉について整理する。そしてこの交渉過程を、本稿の考察目

的である専門家-非専門家の関係に対応させる。 

 

3.1.1 正統的周辺参加理論―学習の再定義 

正統的周辺参加理論とは、レイブとウェンガーによって提起された理論で、

学習（学ぶこと）の本質を実践共同体への正統的周辺参加にあると考える理論

である（レイブら,1993）。すなわち、この理論では「学習とは実践共同体への

正統的周辺参加である」ことを中心命題としている。 

この命題の中心的用語である正統的周辺参加の記述に入る。まず、「実践共

同体」とは、「ある実践に関与する人びとのまとまり」（たとえば職場、学校な

ど）である。ただし、ここでは組織や制度の形態ではなく、人々がその実践で

なされている活動へ関与する多様な形態に注目する。 

「正統的周辺参加」とは、その対象としている実践共同体の「本物の実践」

に、複数の、多様な、しかも時とともに変化する関わりを有することである。

「正統的」という語には「本物の」という意味が対応する。また、「周辺」とい

う語には、「複数の」、「多様な」という意味が対応する。この語の理解は本理論

の理解の鍵である。「参加」とは、文字通りある活動に参加することである。 

なお、以上の定義は矢守(2012)の解釈に依拠し、3.1.(2)以降の理論の再構成

は筆者による。 

 

3.1.2 正統的周辺参加の条件 

実践共同体への正統的周辺参加という形での学習を実現するには、ある必要

十分条件を満たす必要がある。この条件とは、上述の正統的かつ周辺的かつ参

加の 3 つをともに満たすことである。 

この 3 つの参加条件は、さらに具体的に 2 つの条件にまとめられる。言い換

えれば、実践共同体へアクセスが可能であること、かつ、実践共同体への能動

的な参加者が存在すること、この 2 つの条件にまとめられる。アクセス可能と

は、城下（2010）が述べた実践共同体への参加条件であり、正統的かつ周辺的
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であることを意味する。すなわち、「本物の実践」への初歩的・部分的なものも

含めて「多様な」参加形式が認められた実践共同体があることを意味する。ま

た、そこへの能動的な参加者が存在することで、アクセス可能性が確保された

実践共同体での正統的周辺参加が実現する。 

以上より、正統的周辺参加という形での学習を実現する必要十分条件とは、

実践共同体へのアクセスが提供されており、かつその実践共同体への能動的な

参加者が存在することと言える。また、当該実践共同体が存在していることが

その前提である。 

3.1.3 周辺性について 

一般的な用語法では、「中心」に対して「周辺」を設定して比較を行うこと

が前提となる。しかし、正統的周辺参加理論では、「中心的参加」とは異なる前

提を基に「周辺的参加」という概念を提示する。よって、理論を理解する際に

カギとなるのがこの周辺性の概念である。周辺性は、複数の、多様なという意

味を持つ。 

まず、あらゆる実践共同体には単一の中心的実践を設定する。これは実践共

同体のシンボルとして事実上必要であるという側面とともに、従来、学習の「中

心」と考えられていた実践である教育（＝知識・技術の伝達）とは異なる中心

的実践を、分析対象として設定可能にする意義がある。 

続いて、すべての参加を中心的実践に対する周辺的な参加として、すなわち

多様な参加形態として記述する。すべての参加が持つ周辺性には、中心的参加

者とそれ以外の参加者という 2項対立構造に依らない思考を可能にする意義が

ある。周辺的参加者のあり方の下位カテゴリーとして、レイブらはある実践共

同体における中心的実践に対して経験が豊富な「十全的参加者」とそこでの経

験を持たない「新参者」の 2 種類の形式を示した。これは、まず中心的参加が

あってそれに対して周辺的参加を定義するという思考法の代わりに、周辺的参

加それ自体として多様な参加形態の記述を可能にする意義がある。また、周辺

性が意味する複数性や多様性が、将来の実践共同体の参加者の未知の参加のあ

り方を含めて、正統的周辺参加という単一の形式で統合されていることに意義

がある。 

3.1.4 学習過程について 

ある実践共同体の中心的な実践を媒介として、十全的参加者と新参者の 2 種

類の周辺的参加者の交渉が行われるとき、この交渉が持続することが正統的周



 

 13 

辺参加による学習である。この関係を図式化すると次のようになる。 

 

 

図- 2   正統的周辺参加による学習の概念図 

実践共同体の実践には十全的参加者と新参者の交渉が伴い、そしてその交渉

の結果として次の 3 種類の変化が生まれる。すなわち、新参者が十全的参加者

へ移動するという変化、古参の十全的参加者が新参者の外部から持ち込んだ「建

設的にナイーブな見通しとか疑問」を「未経験というのは開拓されるべき資産」

（レイブら,1993）として受け止めようになる変化、そしてこの交渉の媒介とな

る実践共同体自体の変化という、3 種類の変化である。この 3 種類の変化を、

正統的周辺参加による学習の結果として観察して評価する。 

 

3.2 学習の評価―アイデンティティの獲得 

本節では、前節で示した正統的周辺参加理論に基づき、正統的周辺参加によ

る上記 3つの変化を学習の結果であるアイデンティティの変容として評価する

方法を示す。 

レイブら(1993)によれば、正統的周辺参加理論では、学習がもたらす結果は

「アイデンティティの変容」として表せる。これは、教育による知識・技術の

伝達の結果を「獲得された知識・技術」として評価することが多い従来の考え

方とは、対照的である。このアイデンティティ概念について、矢守は以下のよ

うに述べている。  

「レイブらの言うアイデンティティは、独特の意味をもっている。すなわち、
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それは、個人の性格（パーソナリティ）や自我同一性という狭い意味ではない。

それは、もっと広義の概念で、一言で言えば、実践共同体で当人が占める役割・

立場・位置づけのことである。(中略)つまり、『共にコトをなしていく』共同体

の一員になるとなることを、学習ということの重要な要素の一つだと考えるわ

けである。」矢守(2012)。  

また、高木(1999)による正統的周辺参加によるアイデンティティの変化の解

釈は、「正統的周辺参加理論においては、このように実践共同体の中で実践を支

える正当（legitimate）なメンバーとしてある役割を担っている状態をその実践

共同体に『参加している』という。学習はこの『参加』の在り方の変化、つま

り実践共同体においてそれぞれのメンバーが担う役割の変化として捉えられ

る」であり、両者ともに、学習の結果として、知識が増えることではなく、参

加する主体の実践における役割の変容、すなわちアイデンティティの変容がお

こることを学習の結果としてとらえている。また、レイブらが述べているよう

に、この変容は、さらに参加される実践共同体の維持・変容をも伴う。 

本論文では基本的に以上の解釈に沿って実践へのあてはめ、考察を行う。す

なわち、実践共同体中の専門家と非専門家の交渉によってそれぞれの役割に変

化が起こり、その変容を媒介する実践共同体の変容も伴う。これら 3 種類の変

化をアイデンティティの変容および実践共同体の変容として捉え、考察する。 

 

3.3 欠如モデルと正統的周辺参加理論の対応関係―理論の適用条件

の考察に向けて 

欠如モデルとの対応関係で正統的周辺参加理論を考えるにあたって、科学の

問題を扱う一般的な状況で暗黙の前提として置かれる仮定を抽象化した欠如モ

デルと、ある具体的な参加型学習の方向を指し示す理想像として特殊な状況に

適用される正統的周辺参加理論の関係がどのように整理できるかという点、そ 

してそれを踏まえた正統的周辺参加理論の適用条件が問題となる。 
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図-3 正統的周辺参加理論の用語と、一般的な用語を用いた欠如モデルとの対応関係 

 

 さて、正統的周辺参加理論と欠如モデルの関係において注目すべき点は、「正

統的周辺参加理論による学習の観点自体が参加によって理解されること」であ

る。言い換えるならば、正統的周辺参加理論が広く一般に知られていないと仮

定するとき、正統的周辺参加理論が用いられている何らかの実践共同体に参加

することが同理論を理解する際に必要となる。同理論では参加の否定が非参加

ではなく無関係であることに注意して先の命題の対偶をとれば、「正統的周辺参

加理論と無関係な文脈においては正統的周辺参加理論による学習の観点自体が

理解されない」、と問題となる命題が言い換えられる。この場合には、正統的周

辺参加理論と無関係な文脈において専門家と非専門家が共有する一般的な定義

として、教育という行為を欠如モデルの観点に基づく専門家から非専門家への

知識・技術の伝達であるとすれば両理論の関係が整理できる。 

正統的周辺参加理論においては存在するすべての正統的周辺参加者は周辺

的参加者(十全的参加者と新参者)であり、中心的参加者は実践共同体の文脈に

おいて存在しない。しかしここで、中心的参加者を実践共同体の文脈には存在

しないが思考可能な概念として周辺的参加者概念とは抽象度を変えて対象化す

ること（周辺的参加者が具体的な存在の概念であるのに対して、中心的参加者

が抽象的な存在の概念であるとして、それ自体を概念として見た具体―抽象の

2 分法による分類を整理）を通して、欠如モデルと正統的周辺参加理論の間で

整合性を保つことができる。ここで行う理論的操作では、図-1 で明示化した欠

如モデルに基づくコミュニケーションの用語法（専門家から非専門家への知

識・技術の伝達）と、正統的周辺参加理論とは無関係な文脈のコミュニケーシ

ョンで一般的に用いられる用語法（正統的周辺参加理論の用語が用いられない
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一般的な状況で用いられる用語法、つまりは「中心的参加者」と「周辺的参加

者」の 2 分法）を対応させる。その中でも特に、「中心的参加者」と知識・技

術の伝達を行う「専門家」の 2 語を、同じ抽象水準で対応・結合させることで、

正統的周辺参加理論外部における「学習」の意味づけを行う。すなわちここで、

一般的な観点から見た「学習」とは、（科学分野一般のコミュニケーションにお

ける）中心的参加者である専門家から周辺的参加者の非専門家に向けて知識・

技術の伝達を行う教育行為がもたらすものである。 

 以上のように 2 つの理論の用語を対応させて、その対応関係を欠如モデルを

基礎に整理した専門家と非専門家の関係を図-3 に示す。 

さらに、正統的周辺参加理論による学習の観点が理解可能になる参加の文脈

においては、一般的な欠如モデルは具体的な周辺的参加者の主観が認識する暗

黙の前提として正統的周辺参加理論に再び内在化される。 

このように、認識を行う主体の理論における位置づけと抽象水準が正統的周

辺参加理論と欠如モデルで異なることを整理することによって、「理想」と「現

実」の間のねじれが顕著に現われる境界状態に理論を適用する 5 章の考察へと

繋げる。 
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第4章 正統的周辺参加理論に基づく防災学習の実践 

第 4 章では、3 章で紹介したフレームワークを基に、最先端の多点型地震観

測計画の満点計画と関連する防災実践の取り組みである、阿武山オープン・ラ

ボと小学生との協働による地震観測についての考察を行う。これらの取り組み

は専門家の実践に非専門家が参加する形式の防災教育実践であり、これらの取

り組みの中での専門家や非専門家のアイデンティティの変容を学習結果として

評価の対象とする。 

  

4.1 阿武山オープン・ラボ 

2010 年 12 月、京都大学防災研究所阿武山観測所の飯尾、矢守、および人と

防災未来センターの平林展示ディレクターらを中心に、「阿武山サイエンス・ミ

ュージアム構想プロジェクト」がスタートした。このプロジェクトは、それま

で同所における地震観測研究の中核施設であった観測所を、地震学の今を広く

伝える施設としても活用しようとの意図をもっていた。プロジェクトの企画段

階では、「この研究施設のこれからを構想する中で、単に学術研究のための存在

にとどめることなく、地震学史を語るサイエンス・ミュージアムとして、広く

一般に開かれ、地域に密着しながら、より多くの人に学びを提供する施設とし

て生まれ変わらせることが大事ではないか」（阿武山サイエンス・ミュージアム

構想プロジェクト, 2011）との方針が提示されていた。そして、そのような学

びを現実化するプロセスとして、施設の一般公開イベントである、阿武山オー

プン・ラボを企画し開始した。 

阿武山オープン・ラボは、見学日を予め設定して広告を行い、これに応募す

る参加者に向けて観測所のガイドツアーを行う実践である。見学日は月に 1、2

回程度設定している。また、特別の催しを行う拡大公開日を年に 4 回設定して

いる。以下、これまでの主な経緯を示しておく。 

2011 年 4 月 3 日に、第 1 回阿武山オープン・ラボを行った。これが阿武山オ

ープン・ラボの初回の開催である。東日本大震災直後の実施で開催が危ぶまれ

たが、無事に第 1 回の催しを実施した。 

2011 年 7 月 31 日に、第 2 回阿武山オープン・ラボを行った。この回はター

ゲットを夏休みの親子連れに定めた各種のプログラムを行った。この回の盛況
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で一定の手応えを得たことが、ボランティアサポーターの導入を検討する契機

となった。 

2011 年 11 月 5 日に、第 3 回阿武山オープン・ラボを行った。この回はこれ

までの成果を踏まえて、サイエンス・ミュージアムとしての阿武山観測所の可

能性について、参加者とともに学習し、学び語り合う機会を設けることを目的

とした。この回のイベントによって、サイエンス・ミュージアムとしての観測

所の運営を支援するボランティアサポーターを募集するという方針がプロジェ

クトメンバーに共有された。 

2012 年 6 月 2 日、3 日 「ボランティアサポーター養成講座」と題して、阿

武山オープン・ラボの拡大公開講座を行った。この回では、ボランティアサポ

ーターを養成する研修プログラムを行い、プログラムの修了者をボランティア

サポーターとして認定した。 

2012 年 10 月 20 日、21 日 「ボランティアサポーター養成講座」と題して、

阿武山オープン・ラボの拡大公開講座を行った。この回では、ボランティアサ

ポーターが一般の来訪者向けのツアーを初めて担当した。 

2013 年度は 10 回（2013 年 7 月 31 日時点）の見学会がボランティアサポー

ター主導で行われた。また 2013 年 6 月 22 日、23 日には 2 回目のボランティ

アサポーター養成講座が行われ、新たなボランティアサポーターの募集と養成

が行われた。 

2013 年 7 月 27 日には拡大公開講座「ペットボトル地震計を作ろう」が行わ

れた。これは筆者が後述する小学校で行っていた防災教育プログラムの中身を、

ボランティアサポーターが受け継ぎイベントを主導した形となった。 

 

4.2 満点計画 

満点地震計は京都大学防災研究所阿武山観測所の飯尾らのグループによっ

て、2008 年に作成された地震計である。満点地震計は、従来の約 1/2 の省消

費電力により、各地震計を独立した状態で設置して連続 9 か月の長期観測が可

能である。 

飯尾らは、この満点地震計を、地域を選択して集中的に配置し、電源の確保

や通信網の制約を受けない高密度の地震観測を行っている。これが満点地震計

による稠密多点型地震観測計画の「満点計画」である。 
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満点計画は、目標観測点数が一万点という「万点」の意味と、これ以上ない

という意味の「満点」の二つの意味をこめて名付けられた。2014 年 7 月時点で、

近畿地方の北部に 82 か所、鳥取県西部から島根県東部にかけて約 50 箇所、他

に長野県西部地区、濃尾地区、九州やニュージーランド等に合計 250 点の満点

地震計を設置し観測体制を敷いている。 

 

4.3 小学生との地震観測の取り組み 

 

4.3.1 下山小学校 

 京丹波町立下山小学校は京都府中部の中山間地帯に位置する、全校生徒 80

名程度の小学校である。 

2009 年度に、「満点計画」における地震計の観測点増と防災教育授業の実践

とを目的として小学校の敷地内に、生徒も手伝って地震計が設置された。最先

端の地震観測研究（「満点計画」）の推進と小学校での防災教育の充実の両方を

相乗的に推進するためのアイディアとして阿武山観測所が提案し、小学校の了

承を得た上で実現の運びとなった。 

高槻-有馬断層のある大阪府北部と兵庫県の一部から京都府中部と滋賀県西

部にかけては、微小地震の多発区域として満点計画の地震観測網が敷かれてお

り、地震計はその新しい 1 点として設置された。この設置以降、地震計のデー

タ交換のタイミングごとに作業を生徒と共に行い、教室で地震計と関連したテ

ーマでの授業を行うという形式で、防災教育授業が続けられている。 

 

4.3.2 根雨小学校 

鳥取県日野町立根雨小学校は、鳥取県西部の中山間地帯にある小学校である。

児童数は全学年で約 100 名の小規模校である。 

同校のある日野町は、2000 年の鳥取県西部地震で最大震度 6 弱を記録し、

同地震で最も大きな被害の出た地域である。地震から 10 周年にあたる 2010 年

度に、「鳥取県西部地震から 10 周年事業」で防災教育を推進する取り組みとし

て、根雨小学校での防災教育授業を企画しようとしていた。その関係者と阿武

山観測所に接点があったこと、同地域が「満点計画」の観測網内（約 50 点に

地震計）に位置していたことから、同校にも地震計が設置され教育プログラム
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が開始されることになった。 

防災教育プログラムの実施の前に、同校の敷地内に地震計を置くことを念頭

に、飯尾らによる設置場所の調査が行われた。しかし、近くの国道や鉄道など

ノイズが大きいため、地震計は学校内ではなく、約 2km 離れた地点（校区内）

に設置することになった。地震計は、2010 年 5 月 17 日の第一回の授業の開催

時に生徒の手を借りて設置された。 

また、同小学校ではこの他にも、家族や地域の人や災害ボランティアの人た

ちに聞き取りを行う授業や防災教育授業が行われており、それを通じて学んだ

ことを防災フォーラムや学習発表会で発表するなど多様な防災教育のプログラ

ムが実践されている。これらの取り組みが評価され、同校は防災教育の取り組

みについて平成 23 年度の鳥取県教育委員会表彰を受けた。 

 

4.3.3 小学生との協働による地震観測の取り組みの概略 

2 つの小学校では、地震計の設置以降に、地震計のデータ交換のタイミング

ごとに生徒と筆者」らが共に作業を行い、教室で地震計と関連したテーマでの

授業を行うという形式で防災教育授業を続けている。近年の地震計の多点化に

伴い、地震観測の専門家だけで担いきれなくなった観測点の 1 点の維持を、こ

れまで防災の知識・技術の単なる受け手と考えられてきた小学生が（初歩的・

部分的な形であれ）担当することに目的と実践上の意義がある。 

これまで下山小学校では計 17回、根雨小学校では 15回の授業を行っている。

本論文で紹介するのは 2011 年度から 2012 年度のそれぞれ 7 回の授業である。

本稿ではその概略のみを記述する。特に注意しない場合は両校の共通部分につ

いて述べる。 

上述の授業はそれぞれの小学校の 6 年生を対象とし、1 年間で全 4 回の授業

プログラムを提供している。授業プログラムでは最先端の地震計である満点地

震計のメンテナンスを生徒と筆者らが共に行い、教室の授業では満点計画につ

いても学ぶことで、地震学の専門家の役割の一部を実感してもらうことを実践

上の目的としている。生徒が地震計のメンテナンスに参加する程度は各回にお

いて異なるが、まず生徒を数人ずつ 3 グループに分け、各グループが「観測終

了の手続き」、「電池と CF カードの交換」、「観測再開の手続き」のそれぞれの

作業を担当することが標準的であった。 

2011 年度は東日本大震災が起こったために変則的な構成の授業プログラム



 

 21 

となった。第 1 回目の授業では東日本大震災を通して地震と満点地震計につい

て学び、第 2 回目の授業でペットボトル地震計の工作を通して地震計の仕組み

について学び、第 3 回目の授業で満点計画と専門家の役割について学んだ。第

4 回の授業では下山小学校が阿武山観測所を実際に訪問し、これらの内容をよ

り深く学んだ。根雨小学校は阿武山観測所からの距離が遠く訪問が困難だった

ため、根雨小学校の地震計で観測した波形の読み取りグループワークを行い、

専門家の役割の一部を体験した。 

2012 年度も同じ目的の授業プログラムを行った。前年度根雨小学校の観測所

訪問が困難とわかったため、これに代わるプログラムとして、阿武山観測所-

根雨小学校-下山小学校の 3 点をインターネットで結んだ遠隔授業を行った。こ

のプログラムの目的は、満点地震計を使った地震観測の拠点である阿武山観測

所との交流により、地震観測についての理解を深めることである。 

4.4 阿武山オープン・ラボにおけるアイデンティティの獲得 

4.4.1 ボランティアサポーターのアイデンティティの変容 

阿武山オープン・ラボにおけるボランティアサポーターのアイデンティティ

の変化は次の点に現われている。それは、プログラム実施以前には地震観測の

専門家と無関係だった参加者が、阿武山オープン・ラボの実践共同体における

専門家との関係でボランティアサポーターとしての役割を担っている点である。 

最初は一般の来訪者という立場で養成講座を受けた人物がボランティアサ

ポーターとして認定され、さらに学習を積んだボランティアサポーター自身が

今度はガイドツアーを一般の来訪者に向けて行うという循環の学習過程（＝ア

イデンティティの変容）が生成したことがわかる。また、この過程ではボラン

ティアサポーターと地震学の専門家がガイドツアーを行うための学習過程（＝

専門家と非専門家の交渉）を共にしている。 

このボランティアサポーターというゼロから生まれた阿武山オープン・ラボ

の実践共同体中の役割が、3.2 で述べた通り正統的周辺参加理論による学習の

成果の 1 つとして評価すべきアイデンティティである。 

まず、阿武山観測所でローカルに共有されているボランティアサポーターの

役割を示す。彼らの役割は、これまで専門家が行っていた観測所のガイドツア

ーを行うことであり、これが中心的な実践である。それだけでなく周辺的な実

践としてオープン・ラボの受付や館内の展示の作成、ガイドツアー用の資料修
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正や自主トレーニング、オープン・ラボの準備や館内の掃除等も行っている。 

これらの活動のプレゼンスを示す数値データをいくつか紹介する。たとえば、

2012 年に認定されて以来継続的に参加を続けているボランティアサポーター

の人数は 15 人である。その男女比は 4:1 であり男性が多い。年齢に関しては、

その多くが定年退職後の 60～70 歳代である。2013 年 7 月 31 日時点では、ボ

ランティアサポーターの活動延べ人数は 211 人である。 

次に、一般の来訪者との関係を媒介にボランティアサポーターの役割を考察

する。（図-4） 

 

 

図- 4 阿武山オープン・ラボの実践共同体を媒介にした、ボランティアサポーターと来訪者の交渉 

 

一般の来訪者に対してボランティアサポーターが観測所のガイドツアーを

行うという関係を考慮に入れることで、阿武山オープン・ラボという実践共同

体におけるボランティアサポーターの意義は明確になる。 

観測所のガイドを行う人員としてボランティアサポーターが存在すること

が、専門家の飯尾らのみでは対応しきれない数の来訪者を受け入れる必要条件

となることがわかる。逆に参加者として一般の来訪者が存在することが、ボラ

ンティアサポーターの役割であるガイドツアーの実践を成立させる必要条件と

なっていることがわかる。 

さらに、3.2 で述べた通り学習の結果をアイデンティティの変容として評価

するにあたって注目すべき意義として、ガイドツアー開催のために相互に必要

である両者の関係が、必ずしも固定されたものではない点が挙げられる。一般

の来訪者の役割はガイドツアーで知識の受容を行う役割であるが、そこからさ
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らに実践的に学習を深める機会として、ボランティアサポーターとして阿武山

オープン・ラボへの参加の可能性がある。事実、ボランティアサポーター自身

も最初は一般の来訪者の立場であったことは明らかである。 

ボランティアサポーターの役割が成立するためには一般の来訪者が必要で

あることが分かった。しかし、この 2 者の関係だけでは実践は成立せず、地震

学の専門家の役割との関係を考察する必要があると考えられる。 

そこで、ボランティアサポーターという役割の意味をさらに異なる観点から

考察するために、地震学の専門家との関係を媒介にボランティアサポーターの

役割を考察する。（図-5） 

 

 

図 5 阿武山オープン・ラボの実践共同体を媒介にした、専門家とボランティアサポーターの交渉 

 

ボランティアサポーターに対して専門家が地震学の知識の伝達を行うとい

う関係を考慮に入れることで、阿武山オープン・ラボにおけるボランティアサ

ポーターの役割の一面が明確になる。すなわち、専門家の知識を受容し、それ

を一般の来訪者に対してガイドツアーの形式で伝える役割である。この役割の

実現のために専門家の存在が必要条件となることが分かる。  

逆に専門家に対するボランティアサポーターの関係は、単に地震学の知識の

受容を行う役割であるという、一般的になされる理解の枠を超えた活動を共有

するものである。つまり、その知識を使いガイドツアーを行う自身の役割を自

覚した上で、そこから逆算して専門家とのコミュニケーションをとる必要があ

る関係である。 

コミュニケーションの前提になる中心的実践の観測所ガイドツアーが媒介
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として共有され、そこでは十全的参加者である専門家とそれとは異なるバック

グラウンドを持つ新参者の間で、暗黙知の交換と共有が行われていると考えら

れる。例えば地震計を前にして専門家とボランティアサポーターがガイドツア

ー実施の事前学習を行う際に、固有周期という（ある物体の自由振動の周期を

表す）専門家にとって自明の用語を使って地震計の動作の説明をする事があっ

た。これに対してボランティアサポーターが「固有周期とは何ですか？」と質

問をして、専門家がその解説をするというやり取りが見られた。さらにその後

に、ボランティアサポーターが地震計中の振り子の役割をする部分の模型を自

作し、それを使って来訪者に固有周期の説明をする様子が見られた。 

ボランティアサポーターはすでに来訪者としてガイドツアーに参加してい

た。これにより地震計に振り子が含まれていることをすでに前提知識として得

ていたが、質問をした時点で振り子の運動の固有周期という性質については知

識を持っていなかった。（一方で専門家は、固有周期の概念について理解してい

るが言葉で完全な説明はできない状態であった。） 

ボランティアサポーターは専門家との交渉で何か分からないものに出会い、

固有周期という概念の存在を知ることにより何が分からないかが分かった。そ

してその理解を示す表現として、来訪者への説明の中で固有周期の概念を直観

的に理解可能な形で提示する模型を制作した。 

暗黙知の交換と共有とはこのように、お互いの自明の前提が異なる際に、そ

れを明らかにして共有しながら段階的にコミュニケーションを行うこととして

考える。 

この暗黙知の交換の過程で一見して明らかなのは、固有周期の概念を知識・

技術の伝達として共有した事実である。しかし、その知識・技術の直観的な把

握の過程においては、知識・技術の伝達を中心としない学習として、ボランテ

ィアサポーターという役割の自覚を過去の体験と照らし合わせ、目の前の地震

計と専門家の姿勢から無言のうちに学習の姿勢を学び取っていることが事実の

ように思われる。 

これは、前提知識を共有した専門家同士で行うコミュニケーションとの相違

点である。暗黙知の交換自体は専門家同士でも行われるが、専門家としての前

提知識を持たない非専門家の暗黙知や見通しが専門家の実践に影響を及ぼす点

が相違点である。 

ここでボランティアサポーターの役割を一般化して、逆に一般的な用語にフ
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ィードバックすることによって、冒頭で提起した専門家と非専門家のコミュニ

ケーションについての問題を整理し直す。ボランティアサポーターを、専門家

と非専門家の間に立つ“準専門家”として一般化すると、次の 2 つの条件によ

って一般的な用語の準専門家を定義できる。 

準専門家はまず、十全的参加者（専門家、地震学者）に対する新参者（未経

験者）としての性質を持つ。第二の性質として、新参者（非専門家、来訪者）

に対する十全的参加者（経験者）としての性質を持つ。また、具体的な実践共

同体（阿武山オープン・ラボ）からこれらの条件を満たす参加者を見つけ出し

て記述することで、準専門家の役割（ボランティアサポーター）が実現する。 

準専門家としてのボランティアサポーターが、受容した知識を使って非専門

家の来訪者に向けてガイドツアーを実践する役割を負うことで、専門家が発信

する知識が過度の悲（楽）観的な姿勢や無関心な姿勢で受け取られる問題に対

するコミュニケーションのあり方を変える可能性を示していることに、実践的

な意義がある。ここでは準専門家としての両義性により、専門家にとっても非

専門家にとっても妥当な前提を持つものとして、知識を使う状況が生まれてい

ると考えられる。例えばボランティアサポーターが固有周期を表す模型を自作

して来訪者への説明に用いた学習過程は、この裏付けになっていると考えられ

る。 

またこれは、単純に量的に見ても非専門家に対して知識・技術を共有する機

会の拡大となっていると考えられる。 

4.4.2 専門家のアイデンティティの変容 

本項では、専門家（飯尾）について考察する。理論的には、新参者が十全的

参加者へ移動するという変化、古参の十全的参加者が新参者の提出する「建設

的にナイーブな見通しとか疑問」を「未経験というのは開拓されるべき資産」

として受け止めるという、十全的参加者である専門家の認識の変化という角度

から、専門家のアイデンティティの変容を評価する。 

「阿武山オープン・ラボを行ってきて、飯尾教授自身が変化したところはあ

りますか」という筆者の質問に対する飯尾の回答は次のようなものであった。 

「自身の研究について、分業をしながら先人の（業績）の上に成果を積み上げ

ていくという作業は、（自分の関与している学問）全体から見ると非常に細かい。

自分の研究内容を一般の人に伝えようと思うと、専門家（自分）が階段 10 段

分理解していたとすると、専門家でない人に対しては 1 段分しか伝わらない。
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専門家向けの説明では飛ばして伝えなくていい部分があるが、前提が本当に共

有されているかは心配。階段（論理）が繋がっているか、少なくとも自明では

ない。自分の研究は階段の段数を減らして、研究自体をシンプルにしていきた

い。また、ボランティアサポーターがいることで、大きな進歩があった際にそ

れが伝わりやすい体制になっているのはよいと思う。 

10 年ほど前に、独立行政法人防災科学技術研究所の管理研修で、どういう人

が研究ができるのかという話を聞いた。その答えは『教養課程で一般向けの授

業を行っていること』で、『予算や立派な研究所があること』等ではなかった。

この話は非常に面白く、強く印象に残っていた。『自分の研究に関して言えば、

それを知らない人に伝えるときには、自分の中で説明し直して理解し直す必要

がある。（研究には）基礎に戻って繰り返し理解することは必要』だということ

は、自分の研究のあり方として本当にそうなんだろうと、それ以来ずっと思っ

ている。」 

さらに、「阿武山オープン・ラボの取り組みを通して、研究自体に関する考

え方は変わられましたか？」という質問に対する回答は次のようなものであっ

た。 

「歴史的な地震計の説明をしている中でも、じゃあどういう成果が出るんだ

ということは、ボランティアから常に聞かれる。いい成果を出さないとなとい

うことは常に思う。 

自分の研究に関して言えば、それを知らない人に伝えるときには、自分の中

で説明し直して理解し直す必要がある。（研究には）基礎に戻って繰り返し理解

することは必要で、阿武山オープン・ラボの取り組みは雑用ではなく、直接役

立っている。」 

これらは十全的参加者である飯尾が阿武山オープン・ラボの実践共同体にお

いて、専門家としてのアイデンティティを再確認したものと捉えられる。ここ

では、まず十全的参加者の飯尾がガイドツアーにおける新参者の存在を認識し、

さらに彼らの存在をボランティアサポーターという新たな十全的参加の形式と

共に認知したことが言える。その上で専門家としてのアイデンティティの再確

認とは、専門家が新参者の参加によって生じた実践共同体自体の変化を認識し、

またその中で専門家としての自分の根拠である地震学の知識体系の枠組みを客

観的に振り返ることで、両者のバランスをとって改めて専門家が自分自身の実

践共同体中の役割を再定義したことと言い換えられる。 



 

 27 

4.5 小学生のアイデンティティの変容 

「満点計画」と連動した防災教育プログラム（小学生との地震観測の取り組

み）の目的は、地震計のメンテナンスという役割を生徒に担ってもらうことで、

本物の地震観測に参加する形での防災教育を実現することであった。ここでは

「小学生」という地震観測の実践共同体に対する新参者が、初歩的・部分的で

あれその実践の一部を担うという参加形式は実現できている。しかし、阿武山

オープン・ラボのボランティアサポーターの役割の変化に見られたようには、

小学生が初歩的・部分的な参加形式を手掛かりにさらに多様な実践中の役割を

担うという展開は実現できていない。そこで、これまで実現できたことと課題

を整理し、その考察を行い、今後の展望を示す。 

まず 2014 年 7 月時点での学習成果として、これまで約 4 年半にわたる継続

がされていることを指摘できる。2 つの小学校で、これまでに 100 人以上の生

徒が地震計のメンテナンスに参加している。また、年 4 回程度の地震計メンテ

ナンスと授業という時間枠は、満点地震計の機能や、これまでの実践の経過の

中で定まってきたものである。筆者はこれを、実践を長期に渡り無理なく継続

するための妥当な条件として考えている。 

次に、下山小学校の先生や生徒が地震計を気遣う様子が常にあることも、さ

さやかながらも達成点である。この例として、下山小学校では地震計を囲う「祠」

を先生が建て、観測中の地震計を目立つ形で保護して、生徒がむやみに触れな

いようにしている。また、地震計にノイズを与えないように、今まで鬼ごっこ

やかくれんぼをしていた校舎裏に近づかないようになったという生徒の発表も

見られた。 

これらの学習成果と課題について考察する。現状を欠如モデルの観点から捉

えるとすれば、小学生に知識を伝えるのに必要な時間（や小学生の能力）が足

りないため、生徒自身による地震計のメンテナンスは困難である、という推論

が可能である。これらの欠如を補うために、小学生が普段から地震計に接して

自主的な学習を行うことを一種の理想として設定できるが、それも実現できて

いない。 

しかし、正統的周辺参加理論を適用して異なる解釈を行うことも可能である。

すなわち、分析の対象を中心的実践である地震計のメンテナンスに設定し、非

専門家（小学生）が学習成果として準専門家のアイデンティティを獲得したと

する。さらにそれとの比較によって自ら何が足りないか考え行動したと推論す
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ると、地震計に近づかないという観察された行動の説明が可能である。つまり、

小学生にとって地震計のメンテナンスを行う役割が理想だが、実際にはメンテ

ナンスができないのでせめて邪魔をしないようにしたという推論によって、観

察された行動の意味付けが可能である。 

ここでは、生徒にとって年 4 回のメンテナンス時以外は地震計に近づく必要

がなく、むしろ普段は地震計に近づかない事が必要であるという、地震観測の

実践共同体の文脈についての現実的な理解が読み取れる。これはまさに学習の

成果として捉えるべき点である。 

前者の欠如モデルによる解釈であれば、さらに知識・技術を伝えるための時

間が必要だが実際には不可能であるという、悲観的な結論が導かれる。後者の

正統的周辺参加理論による解釈であれば、新参者に対するアクセスを確保しつ

つ地震学の協働実践を継続していくことで、小学生に準専門家として自ら何が

足りないかを知り行動する機会を開き続けることができる。一見すると消極的

な形であるが準専門家の役割を認識する傾向がすでに現れており、これは現実

的に継続可能な方法として、そもそも必要な知識・技術は何かという前提を共

同で形成するコミュニケーションと考えられる。 

このように肯定的に捉えることができつつも時間数には制約がある現状で、

小学生の側からのさらに能動的な参加を促す仕掛けとしては、授業の成果物の

アウトプットを行い、その成果物を見て生徒自身がメンテナンスを行う準専門

家としての役割を認識するようなプログラムを作っていくことが考えられる。

例えば具体的には、「満点計画とは何か」、「地震計のメンテナンスをどのよう

に行うか」というメッセージビデオを目標の成果物として設定することで、メ

ンテナンス作業で数人にしか見えない手元の様子を皆で共有して 6年生自身の

役割の認識を深めることができ、さらにその映像を次年度の新 6 年生へ受け継

ぐことで、次年度の新 6 年生の参加をより深いものにできるのではないか。 

6 年生は、知識・技術の伝達される文脈として、欠如モデルの観点からでは

捉えられない実体のある実践共同体を認識している。一方でこの実践共同体の

準専門家である 6 年生の役割は、阿武山オープン・ラボのボランティアサポー

ターのように明らかに実体のある役割ではなく、むしろ必ずしも明確な実体を

持たない理想像として機能していることに注目できる。 

理論的にこの違いを整理するカギとなるのが、中心的参加者の概念と考えら

れる。ここで準専門家の 6 年生の役割を、まず正統的周辺参加理論において存
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在しないが考察可能な対象である中心的参加者として位置づけた上で、一般的

な欠如モデルの知識・技術の伝達関係の発信者側に対応させる。すると、一般

的な観点から見た小学生との協働による地震観測の取り組みは、中心的参加者

の 6 年生から周辺的参加者の 5 年生への知識・技術の伝達による教育として整

理できる。この関係を図 6 に示す。 

 

 

図- 6  小学生との地震観測の取り組みにおける 6年生から 5 年生への知識・技術の伝達 

 

6 年生が地震計メンテナンスについて新参者の 5 年生に対する十全的参加者

として獲得したアイデンティティの自覚は、直接観察することこそ不可能であ

るが、心理的にその実体が無いと否定することは困難である。これに対して、

地震計メンテナンスという中心的実践が学年を越えて繰り返し成立した事実が

明らかに観察されたが、6 年生から 5 年生に向けて地震計メンテナンスの知識・

技術の伝達を行う行為は観察されておらずその実体が無いと言える。(新 6 年生

に地震計メンテナンスの知識・技術の伝達を行うのは毎回筆者らであった。) 

小学生との地震観測の取り組みでは分析対象の中心的実践を、知識・技術の

伝達とは異なる地震計のメンテナンスに設定している。しかし、実践共同体に

内在する暗黙の前提の欠如モデルを基礎として、学年を越えた地震計メンテナ

ンスの知識・技術の伝達という理想像の認識が参加者間で繰り返し成立するこ

とにより、実践共同体を象徴する理想像は知識・技術の伝達関係として生成し

たと考えられる。実体を持たない知識・技術の伝達行為が理想像として実践共

同体の内外で共有されることには、未来の参加者が存在するという見通しと共

に、伝達すべき知識・技術とは何かについてのコミュニケーションを発生・継
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続させる契機となる実践的な意義があると考えられる。ここでは、一般的なサ

イエンスコミュニケーションにおいて批判対象であった欠如モデルを正統的周

辺参加理論に組み込み、これらを肯定的に捉えられる形に再構築した理論的な

意義を合わせて指摘できる。 

欠如モデルに基づく必要な知識は何かというコミュニケーションの中身は、

それぞれの小学校や地域の特徴に合わせて今後変化していくことが予想され、

その徴候はすでに現れている。 

下山小学校では、前述のように地震計を校舎内に設置している。この扱い方

が一見消極的に見えることからは、生徒が欠如モデルに基づき知識・技術を伝

える筆者らの思惑を受け入れつつも、正統的周辺参加理論の観点から見た地震

観測を担う役割も心の中に持っており、それらと外的現実をきれいに調整する

姿勢が読み取れる。特別な苦労の跡は読み取れないが、そのままで十分に肯定

できるバランス感覚が働いていると言えるだろう。 

根雨小学校では、授業の中で集めた質問で、「もし、他の土地で被災した人

がいたら、何ができるのか。」などの、下山小学校では出なかった災害と自分の

関係についての関心を表す問いが複数見られた。ここで挙げた例からは、生徒

が東日本大震災などの被災地の出来事に共感して考えている姿勢が読み取れる。

さらにこの姿勢の背景では、生徒が生まれる前後に起こった鳥取県西部地震が、

それを自分の問題として認識させる形で、関心のありようを限定する特殊条件

として働いていることが推察される。この特殊条件を、より判明な形で理論的

に整理することが今後の課題となる。 

小学生が自主的に地震観測を担うという役割は、現時点で単なる理想に過ぎ

ないとも言える。さらに、仮に今、同地域で実際大きな地震災害が起こったと

しても、すでに明らかになっている防災の知識を十分に生かして対応できる状

況と言うのは極めて困難だろう。 

しかし、知識の定着には時間を含めたコストがかかり、大きな災害には被害

の予測が不可能なリスクが伴うことを考えたとき、必要な知識が何かを厳選す

ることは合理的な判断である。防災に関する重要な知識を伝えても受け取られ

ない、あるいは信じられないという閉塞状況も合わせて問題を考えてみると、

正統的周辺参加によるアプローチがかえって現実的な解を提供できると考えら

れる。具体的な実践共同体の中で実践を長期間継続しながら、そこに固有の問

題とともに必要な知識を把握し共有してゆく方法は、専門家と非専門家のコミ
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ュニケーションギャップを橋渡しする興味深い観点をもたらすものと思われる。 

4.6 今後の展望 

阿武山オープン・ラボの専門家と非専門家の交渉は、異なるバックグラウン

ドを持った人材同士のコミュニケーションを通じて学習が続けられることで、

アイデンティティの生成・変容とともに、実践的に地震学の知識が共有・生成

されていく過程を記述した。これは「何が分からないか」という前提が異なる

立場の参加者同士のコミュニケーションを深めていくことで、何がお互いにと

って「想定外」なのかという前提を共有しながら、専門家と非専門家の信頼関

係を構築していく一つの方法となると考えられる。 

また、小学生の一見消極的にも見える参加形態については、正統的周辺参加

理論の観点からの分析でこれに肯定的な意味を見いだした。ここでは、知識・

技術の伝達を中心としない実践への参加による学習について、知識・技術の伝

達という実体の無い理想像をコミュニケーションの中心に据えることで、一般

的な欠如モデルの前提を基に正統的周辺参加の論理を再構築する方針を示した。

以上に述べたような形で、正統的周辺参加理論によって、具体的な実践共同体

の文脈で防災学習を議論することが可能になり、専門家と非専門家のコミュニ

ケーションギャップをより現実的な形で把握する一手法が実現すると考えられ

る。 
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第5章 防災教育における「伝達型」・「参加型」モデ

ルの関係性 

防災教育は、理念的には、知識・技術の伝達を重視するモデル（以下、「伝

達型））と現実の防災実践への参加を重視するモデル（以下、「参加型」）の 2

種類に大別できる。前者の代表例として山田(2007)の、公的な学校教育の授業

でなされる「伝達型」のスタイルを最大限生かすことを念頭に置き、実践的な

防災知識について扱う種々の取り組みが挙げられる。後者の代表例として竹之

内ら(2014)による、地域住民と自治体や気象台が連携し、地域特性と制度設計

の両面から気象情報の最適な扱い方を模索する、地域気象情報の共同構築とい

う「参加型」の実践が挙げられる。しかし、現実の防災教育は、「伝達型」と「参

加型」の方式を混在させた両義的な性質を帯びていることが多い。このため、

それぞれのモデルが目指すべき目標として掲げる状態（以下、「理想」）が、実

際に現場で展開されている防災教育（以下、「現実」）において、そのまま純粋

な形で実現していることは必ずしも多くはない。たとえば、竹之内ら(2014)に

よる地域気象情報の共同構築の実践において「参加型」の「理想」が目指され

るなかで、「現実」には、自治体や気象台から住民への「伝達型」の教育が主要

な役割を果たしていることはその典型である。つまりそこには 2 種類のねじれ

－すなわち、「参加型」と「伝達型」との間のねじれ、および、「理想」と「現

実」の間のねじれ－が観察されることが多い。 

本研究では、このような 2 種類のねじれを伴いつつ進行する防災教育の実態

を適確に表現し、あわせて今後の指針を得るために、まず、防災教育の 2 つの

理念的なモデルを支える理論的基盤について整理する。すなわち、「参加型」の

理論的基盤となっている「正統的周辺参加理論」と、「伝達型」の理論的基盤と

なっているサイエンスコミュニケーション理論における「欠如モデル」の間の

関係性を理論的に整理する。次に、2 つの理論を、「参加型」の防災学習を掲げ

て実践されている、ある防災学習（3 章で紹介した「満点計画学習プログラム」

を継続した、2013 年度と 2014 年度の実践）の「現実」の分析に適用すること

によって、「伝達型」、「参加型」それぞれの「理想」が、どのような意味で「現

実」を有効に導いているのか、また逆に、どのような課題を「現実」にもたら

してしまっているのかについて考察する。最後に、以上を踏まえて、両理論の
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適用条件と実践的な意義について整理する。 

さて、本研究で考察対象とする「満点計画学習プログラム」、および、その

理論的前提となる「正統的周辺参加理論」については、先行研究(岩堀ら, 2015)

が存在する。そこで、本論に入る前に、まず、その成果と課題について要約し

ておく。岩堀ら(2015)は、防災の専門家と非専門家のコミュニケーションにつ

いて、特に、阪神・淡路大震災と東日本大震災のそれぞれの大災害発生後に盛

り上がりを見せた議論において、地震防災の専門家の側から多くの有用な知識

が提供されているにもかかわらず、非専門家が関心を示さない、あるいは過度

に悲（楽）観的に受け取るといった問題が発生していることを指摘した。その

原因は、専門家／非専門家の間の知識のギャップ（知識が十分伝わっていない

こと）にあるのではなく、両者の関係性（知識に関わるときの両者の役割＝ア

イデンティティ）にあるとした。 

そこで、特に、これまで専門家を中心とした防災活動とは端的に無関係な立

場、もしくは、完全に受動的な立場にあると位置づけられがちであった非専門

家に新たな役割を見いだし、そうした非専門家との新たな関係性を根拠に、両

者の役割についてあらためて問い直すことを提案した。 

そのための基礎理論として、レイブら(1993）によって提起された正統的周辺

参加理論を導入した。この理論は、「参加型」理論の代表例であり、学習（何か

を学ぶこと）を、知識・技術の獲得（だけ）でなく、ある実践を進める実践共

同体への正統的周辺参加だと見なし、学習の結果として参加者のアイデンティ

ティの変化に注目する。この観点に基づき知識・技術の伝達（つまり、「伝達型」）

を中心としない専門家と非専門家の関係を提案し、この関係が防災学習として

成り立つことを示し、その効果について評価した。 

以上の問題意識を受け継ぎ、本章では、以下の順序で考察を進める。まず、

理論的考察の対象となる具体的な実践事例として、岩堀ら(2015)が進めてきた

「満点計画学習プログラム」の 2013 年と 2014 年の実践について詳述する。こ

れは、具体的には、地震学の専門家と小学生（非専門家）が地震計の設置とメ

ンテナンスを通して、地震観測研究を共同して進めつつ防災学習を展開する実

践である。続いて、用いる理論として、「伝達型」のベース理論となっている「欠

如モデル」と「参加型」のベース理論となっている正統的周辺参加理論の 2 つ

の理論を、3 章で単一の理論の形に整理・統合したものを採り入れる。最後に、

理論と実践を対応させることで、この実践の成果と課題について、特に、小学
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生のアイデンティティの獲得・変化に注目しながら、「参加型」（正統的周辺参

加理論）と「伝達型」（欠如モデル）の間の 2 種類のねじれに焦点をあてて考

察を進める。 

5.1 実践の記録―「満点計画学習プログラム」 

本節では、最先端の多点型地震観測計画の満点計画(地震予知研究センター, 

2014)の地震観測に小学生が参加する防災学習である満点計画学習プログラム

について、フィールドでの実践の記録を示す。この取り組みは専門家の実践に

非専門家が参加する形式の防災教育実践であることが特長だが、一方で、教室

での授業もその重要な部分を占める。この「参加型」と「伝達型」の両方の性

質を持つ現実の取り組みに対して、3 章で整理した理論的フレームワークを適

用して分析・考察を行う。 

 

5.1.1 満点計画学習プログラムの概略 

2 つの小学校では、地震計の設置以降に、地震計のデータ交換のタイミング

ごとに生徒と筆者らが共に作業を行い、教室で地震計と関連したテーマでの授

業を行う形式で防災教育授業を続けている。近年の地震計の多点化に伴い、地

震観測の専門家だけで担いきれなくなった観測点の 1 点の維持を、これまで防

災の知識・技術の単なる受け手と考えられてきた小学生が（初歩的・部分的な

形であれ）担当することに目的と実践上の意義がある。 

2015 年 12 月時点で下山小学校では計 23 回、根雨小学校では 21 回の授業を

行っている。本論文で紹介するのは 2013 年度から 2014 年度のそれぞれ下山小

学校で 8 回、根雨小学校で 7 回の授業である。両小学校における 2013 年度の

学習プログラムの概要を表-1 に、2014 年度の学習プログラムの概要を表-2 に

示す。本稿ではこれらの概略のみを記述するが、特に注意しない場合は両校の

共通部分について述べる。 

上述の授業はそれぞれの小学校の 6 年生を対象とし、1 年間で全 4 回の授業

プログラムを提供している。授業プログラムでは最先端の地震計である満点地

震計のメンテナンス（以下、本節ではメンテナンスと略記）を生徒と筆者らが

共に行い、教室の授業では満点計画についても学ぶことで、地震学の専門家の

役割の一部を実感してもらうことを実践上の目的としている。生徒がメンテナ

ンスに参加する程度は各回において異なるが、まず生徒を数人ずつ 3 グループ
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に分け、各グループが「観測終了の手続き」、「電池と CF カードの交換」、「観

測再開の手続き」のそれぞれの作業を担当することが標準的である。 

2013 年度は次のようなプログラムを行った。第 1 回の授業では満点計画と満

点地震計について学び、第 2 回の授業でそれぞれの小学校の大地のでき方を学

び、第 3 回の授業では下山小学校が京都大学宇治キャンパスを訪問し、メンテ

ナンスで回収した CF カードがどのように処理されているかなどについて学ん

だ。根雨小学校は京都大学からの距離が遠く訪問が困難だったため、インター

ネット回線を通して満点計画の本拠地である京都大学阿武山地震観測所との遠

隔授業を行った。第 4 回の授業では、下山小学校は阿武山観測所を訪問し飯尾

教授らとの授業を行った、根雨小学校では生徒から集めた質問を基に地震に対

して何ができるかを学んだ。 

2013 年度の実践を終えた段階で、学習プログラムを継続的に実施できる見通

しは立っていたが、それとともに 1 年単位で出来ることの制約が複数の面から

明らかになった。まず学習プログラムを行う時間枠についての制約として、1

年間で 3~4 回という授業数の限度が浮かび上がった。これは、本来は年 2 回の

メンテナンスの設定を学習プログラムに合わせて年 3~4 回に増やした状況で、

メンテナンスが必要となるタイミング以外であえて授業を設定することの負担

が小学校と著者らの双方にとって大きく、両者がこの年 3~4 回という授業数を

学習プログラムを無理なく継続するための上限として了解したことを示す。授

業内容の制約としては、小学校の理科の大地のでき方の単元では震度とマグニ

チュードの知識が含まれず、それらを基礎知識とする内容を授業で扱うには多

くの時間を割く必要があることを確認した。他にも、メンテナンスに関する難

点として、メンテナンス作業の手元の様子は間近で作業している数人以外には

見えず作業の全体像が掴みにくい点や、根雨小学校では地震計が校舎から遠く

にあり日常において存在感が薄いことなどが明確になった。 

2014 年度は、前年度に明らかになった伝達可能な知識・技術の制約を踏まえ、

教える知識内容は生徒全員を対象に定着できる範囲に絞るとともに、さらにメ

ンテナンスを生徒に任せてこれを小学校に定着させることを目的とした。限ら

れた時間の中で学習プログラムの質を高めるための道具として、授業の様子を

撮影した映像を授業の中で取り入れる手法を活用した。映像を用いることには

複数の実践的な目的がある。主な目的は、メンテナンスの手元の様子を皆で見

て共有することを通してその作業を生徒に任せること、授業で学んだ内容のア
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ウトプットを映像で行うこと、前回授業の様子の映像を復習に用いて知識を定

着させること、およびその映像で 6 年生から次の年度の 6 年生へのメッセージ

の受け渡しを行うことである。第 1 回の授業では満点計画と満点地震計につい

て学び、2013 年度の 6 年生のメンテナンス作業を写した映像を用いて地震計メ

ンテナンスの方法を伝え、筆者らの誘導のもとで 2014 年度の 6 年生が実際に

メンテナンス作業を行った。第 2 回の授業では、それぞれの小学校の周辺の大

地のでき方を学ぶと共に、下山小学校では生徒の手だけでメンテナンスを行っ

た。根雨小学校では授業日に台風の上陸が重なったためにメンテナンスを延期

し、次回授業時に改めて行うこととした。第 3 回の授業では、下山小学校は京

都大学宇治キャンパスと宇治川オープンラボを訪問した。根雨小学校の第 3 回

の授業では、第 1 回の授業のメンテナンスでボタンを 2 度押ししたために観測

再開の手続きに失敗していたことを授業の素材として取り入れ、改めて生徒の

手だけで行うメンテナンスに成功した。下山小学校の第 4 回授業では、地震に

対して何ができるかの具体的な対策について学んだ。 

 

表-1 2013 年度の満点計画学習プログラムの概要 

2013年6月11日 根雨小学校 第1回「満点計画って何だろう」 

6月24日 下山小学校 第1回「満点計画って何だろう」 

9月30日 下山小学校 第2回「下山周辺の大地のでき方」 

10月7日 根雨小学校 第2回「根雨周辺の大地のでき方」 

11月29日 下山小学校 第3回「京都大学訪問」 

12月2日 根雨小学校 第3回「阿武山観測所との遠隔授業」 

2014年2月10日 下山小学校 第4回「阿武山観測所訪問」 

2月24日 根雨小学校 第4回「災害に対して何ができるのか」 

 

表-2 2014 年度の満点計画学習プログラムの概要 

2014年6月6日 下山小学校 第1回「満点計画って何だろう」 

6月16日 根雨小学校 第1回「満点計画って何だろう」 

9月30日 下山小学校 第2回「下山周辺の大地のでき方」 

「地震計メンテナンスに挑戦」 

10月6日 根雨小学校 第2回「根雨周辺の大地のでき方」 

2015年1月9日 下山小学校 第3回「京都大学訪問」 

1月27日 根雨小学校 第3回「地震計メンテナンスに再挑戦」 

2月13日 下山小学校 第4回「災害に対して何が出来るのか」 

 

5.1.2 実践の記録・データ収集 

前項までに述べた一連の「現実」の実践について、筆者自身が記したフィー

ルドノートや、メンテナンスや授業後に生徒に対して実施した知識テスト、関
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係者に対するインタビュー調査などによって得られたデータをとりまとめ、考

察のための基礎資料とした。 

以下では、まず、2015 年 2 月 13 日に実施した、下山小学校の 6 年生 14 名を

対象に行った知識テストを基に、小学生のアイデンティティの変容に注目して、

考察を進める（5.1 節）。知識テストの質問項目を表-5 に示す。14 名の回答者の

属性は、性別が男子が 8 名、女子が 6 名である。 

次に、生徒の手だけで行うメンテナンスに成功するなど一定の成果をあげた

時期、2015 年 1 月 27 日に根雨小学校の先生に、2015 年 2 月 13 日には下山小

学校の先生にも詳細なインタビュー調査を行い、正統的周辺参加理論の適用条

件を考察する上での資料とした。このインタビュー調査の実施概要を表-3 に、

インタビュー項目を表-4 に示す。各学校では満点計画学習プログラムに関わっ

たそれぞれ 2 名の先生に事後インタビュー調査を実施し、生徒の変化、生徒地

震計に関する行動、今後の学習プログラムについて、教育効果の見通しなどを 

表-3 調査の実施概要 

調査期間 2015 年 1 月 27 日、2 月 13

日 

調査地域 根雨小学校（1 月 27 日） 

下山小学校（2 月 13 日） 

調査方法 インタビュー形式 

回答人数 4 人(各校 2 人) 

 

表-4 インタビュー項目 

Sr. 項 目 内 容 

（１） 生徒の変化 
一年間の学習を通して生徒

に変化があったか 

（２） 
地震計に関する

行動 

生徒が普段地震計とどのよ

うに接しているか 

（３） 
今後の学習プロ

グラムについて 

地震計メンテナンスを受け

継ぐ来年の 6年生や、今後の

学習プログラムに何を期待

するか 

（４） 
教育効果の見通

し 

これまで教育に携わった経

験から、何年先の見通しを持

って教えているのか 

（５） その他 

地震計メンテナンスの改善

点、教育上の指導方針、防災

への関心など 
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表-5 知識テストの質問項目 

問１：これ（満点地震計)は何でしょう? 

問２：たくさんの地震計は何のために置いてあるだろう？ 

問３：満点地震計のメンテナンスは、どのような流れです

るだろう？ 

 

7

10

14

7

4

0

0% 50% 100%

Q3

Q2

Q1
正解

不正解

 

図-7 知識テストの結果(N=14) 

 

表-6 地震計メンテナンスの役割の継承 

専門家 準専門家 非専門家 
飯尾ら →（なし） 

↓ 
（なし） 
 

飯尾ら 筆者ら 
↓ 

2014 年度
当初の 6
年生 

飯尾ら 2014 年度の 6 年
生 
↓ 

2014 年度
の 

5 年生 
 （2015 年度の 6

年生） 
 

 

聴取した。インタビュー調査は、2014 年度の学習プログラムの最後のメンテナ 

ンス直後に、表-4 の項目を中心に実施したが、対象者の自由な発言を促すこと

を重視して半構造化インタビューとし、被験者の感じた自由な意見を聴取する

ことを重視した（5.2 節）。続けて、筆者のフィールドノートを活用して、欠如

モデルの適用条件と意義について考察を進め（5.3 節）、最後にこれらのまとめ

を行った（5.4 節）。 
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5.2 満点計画学習プログラムにおけるアイデンティティの獲得 

本節ではまず、満点計画学習プログラムの地震観測への参加による学習の結

果を、アイデンティティの獲得という形で評価する。これを確認した後に、満

点計画学習プログラムにおいて 3.3 で示した正統的周辺参加理論と欠如モデル

の関係が「現実」においてどのように具体化されているかを、2 つの「理想」

的な理論の適用条件と実践的な意義の観点から分析する。 

 

5.2.1 知識・技術の伝達による変化 

技術の伝達については、下山小学校と根雨小学校で生徒のみで地震計のメン

テナンスを行い、これに成功した。つまり地震計メンテナンスの技術が伝達で

きた。 

知識の伝達については、2015 年 2 月 13 日の下山小学校の知識テスト結果を

図-7 に示す。2014 年 9 月 30 日の授業以来復習なしで実施した知識内容につい

てのテストであったことを踏まえれば、授業形式の知識・技術の伝達の結果と

して、知識が定着したと言える。 

 

5.2.2 実践共同体の変化 

地震観測の共同実践中で、矢守研究室から下山小学校と根雨小学校の 6 年生

に、地震計のメンテナンスの役割を継承した。さらに、 6 年生から 5 年生への

メンテナンスの役割継承も実現した。 

約 5 年間の実践の中で、年 4 回の授業サイクルの習慣が構築された事実も見

られる。 

これらを総合すれば、地震計のメンテナンスの役割が小学校に定着する傾向

にあると考えられる。 

 

5.2.3 役割の変化  

小学生との協働による地震観測の取り組みにおける中心的実践である、地震

計のメンテナンスの役割に注目する。すると、この準専門家の役割の継承過程

が学習の結果の一面として現われる。これを表-6 に示す。 

なお、ここで準専門家とは、岩堀(2015)が定義した、十全的参加者の専門家
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に対して新参者であり、新参者の非専門家に対しては十全的参加者であるとい

う両義性を持つ用語である。 

地震計の設置当初は飯尾ら専門家が行っていたメンテナンス作業を筆者が

引き継いだ後、下山小学校では 2014 年 9 月 30 日に、根雨小学校では 2015 年

1 月 27 日に、生徒のみでメンテナンスを行うことに成功した。 

 

写真-1 6年生のアイデンティティの変容を表すと考えられる 

映像 

 

 

図-8 6 年生が十全的参加者のアイデンティティを獲得した状況における学習の構図 

 

5.2.4 考察—アイデンティティの変化 

知識・技術の伝達による変化、実践共同体の変化、役割の変化の 3 種類の変

化が実践の結果として得られた。これらを根拠として、観察不可能な対象であ

るアイデンティティの変化についての推論を行うことで、考察とする。 

まず、実践共同体の変化として 2014 年度の 6 年生から 2014 年度の 5 年生へ

の地震計のメンテナンスの役割の継承の見通しが生まれた。また、知識テスト

の結果から 6年生の生徒は満点計画や地震計のメンテナンス方法についての知

識を持っている。さらに、下山小学校の生徒に対して行ったインタビューの、
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「地震計のメンテナンスを自分たちでやってみた感想はどうですか」との質問

に対する、「先輩がやっているのを見て、うらやましかったけど自分たちでメン

テナンスができてうれしい。」 、「6 年生にも頑張って欲しい」などの答えを合

わせて推論すると、生徒が継承された地震計のメンテナンスの役割を自覚した

ことで、準専門家としてのアイデンティティを獲得したという考察ができる。

写真-1 は、それらの答えが記録されたメッセージビデオの中の、6 年生のアイ

デンティティの変容を表すと考えられる箇所である。 

すなわちここでは、下山小学校の 6 年生の、当初実践に対して無関係であっ

た非専門家としてのアイデンティティが、準専門家としてのアイデンティティ

に変容したと考えられる。言い換えれば、先の 3 つの要素を統合的に理解し把

握する主体がまさにそのアイデンティティを獲得する主体であるので、考察し

た生徒の意識変化とは、「知識・技術」とそれが使用される「実践共同体」およ

びそこで演じるべき「役割」の 3 つを統合的に理解・把握するようになった変

化であると言える。図-8 は、正統的周辺参加理論に基づく分析で、6 年生が 5

年生に対する十全的参加者としてアイデンティティを獲得した状況における学

習の構図を示す。 

根雨小学校についても同様に、後輩へのメッセージとして、「日野町は安全

だけど、いつか（地震が）来るかもしれないので」、「失敗してもいいけど、そ

れを」、「楽しくやってほしい」、「ボタンの争いをしない、仲良く」、な 

どのコメントが見られたことから、下山小学校よりやや判明さに欠けるが、

地震計メンテナンスの役割を行う準専門家のアイデンティティを獲得する傾向

が伺える。 

 

5.3 正統的周辺参加理論の適用条件と意義 

本節では、前節で確認したアイデンティティの獲得がどのような条件の基で

現われたかの整理を行った後に、その実践的な意義について考察する。 

まず、正統的周辺参加理論の適用条件について考察する。 

2015 年 2 月 13 日のメンテナンス後の、下山小学校の教務の先生へのインタ

ビューでは、 

「一年間の学習プログラムで、生徒に意識の変化はありましたか？」 

との筆者の問いに対して、 
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「6 月に初めて触ったときには、そこには（地震計が）置いてあるのはみんな

知っているやろうけれども。これは何するもんや、どういうもんやってのがわ

からなかったのが、4 回やってくなかで自分らでも出来たっていうのは大きい

かな。何回もやってる中で自分らが次伝えなあかんという気持ちもできてる思

いますけどね。」 

との回答を得た。さらに、 

「その『伝えなあかん』という意識は、どのタイミングで生まれたものでし

ょうか？」 

という筆者の問いに対して次のような返答を得た。 

「これだけちごて（これだけではなく：筆者注）、他の行事でも自分らがリーダ

ーでやっていたことを、5 年生なり下級生に伝えていくって言う、うちやった

ら、鼓笛っていうのを運動会でやってるんですけど、6 年生を送る会のときに

5 年生に引き継ぐみたいなこともやっているんで、そうしたものと同じように、

下山小学校の伝統やからずっと受け継いできたもんやから、次の学年に自分ら

が引き継がなあかんものやなという気持ちは、6 年生の後半になってでてくる

ん違いますかねー。自分らが下山小のリーダーやでって言うて一年間やってき

て、したら終わりじゃなくて、伝えていかなあかんというのでやってるので、

その中の一つとして、大きなポジションじゃないかと思いますけどね。」 

このインタビューから、次の 6 年生が存在することで役割を受け継ぐ見通し

があることとともに、メンテナンスの習慣を小学校で継続的に実施可能な伝統

と相容れる形に落とし込んでいたことが、正統的周辺参加理論によるアイデン

ティティの獲得の基礎的な条件と言える。 

続いて、正統的周辺参加理論の意義について考察する。根雨小学校の校長先

生へのインタビューでは、「今日の学習で地震計のメンテナンスを来年の 6 年

生に受け継ぐ見通しが立ちましたが、この学習プログラムで来年の 6 年生には

どのようなことを期待したいですか？また、30 年ほど教育の分野に関わってお

られると思うのですが、どの程度先の見通しを持って関わっておられるのです

か？」という質問に対して、「欲を言うとすぐにでも、6 年生も結構大人なのだ

から、6 年生として自分ができることがあるように思う。例えば地震に備えて

家に常備するものをチェックしたり、うちの家で地震が起こったら家族でどこ

に逃げようとか、家におばあさんがいるから誰がおんぶして行こうとか、そう

いう具体的に動けるような、今からでもできることがあるのではないかと思
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う。」との返答を得た。 

しかし、その数日後に以下のようなメール（一部抜粋）を頂いた。 

「『何年後の効果を期待しますか？』に対して、『今すぐにでも、小学生とし

てできることを。』と言いましたが、後で考えてみると、『長い目でみた効果も

良いのではないか。』と思いました。例えば、この学習から地震に興味を持って、

将来、地学（地球の構造）や広く防災（津波、台風、噴火、洪水等）について

勉強したり、耐震構造から始まって建築・設計関係に興味を持ったり、地震の

研究をする大学院生さんに接して話すことも一つのキャリア教育かなと思いま

した。」 

これは、将来の見通しについて悲観的であったからこそ、長期的な展望を肯

定的に述べる代わりにすぐに役に立つ具体的な効果への期待を述べていたもの

が、実践を媒介としたコミュニケーションで将来の見通しに希望を表すように

なった変化を示す好例と考えられる。 

下山小学校では、根雨小学校とは異なる側面から正統的周辺参加理論に基づ

く学習の意義が見出される。下山小学校作成の防災ハンドブックは平成 25 年

度以降、同校で自主的に作成しているものである。下山小学校では満点計画学

習プログラム外でも主体的な学習を行うことで、防災知識が定着する傾向があ

ると捉えられる。 

続けて、満点計画学習プログラムの実践的な防災としての意義についての考

察を行う。現状として、基本的な知識および地震計メンテナンスの技術の伝達

とその定着までがこれらの学習プログラムの枠内で実現していることであり、

既存の避難訓練への上乗せとなる実践的な災害対策は学習プログラム中で出来

ていない。つまり満点計画学習プログラムの実践を知識・技術の伝達の側面か

ら見たときに、地震計メンテナンスの知識・技術の伝達を行っている点を除け

ば、一見従来の防災教育と同じに映る。しかし、冒頭で指摘した「専門家の側

から防災の知識が豊富に提供されているにも関わらず、非専門家がそれに関心

を示さない。あるいは過度に悲（楽）観的な姿勢で受け取られるという問題」

に対する対応策となりうることにこそ、実践共同体を媒介した防災学習の意義

があると考えられる。 

どちらの小学校においても、満点計画学習プログラムは長期の継続性が特徴

である。この継続性を考慮に入れることで、実践共同体中の役割をアイデンテ

ィティとして獲得した参加者の成長・成熟を待つことができる。アイデンティ
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ティとは、たとえそれが人格全体が持つ多様性の一部だとしても、その人が生

きていく限り必要なものである。ここでは理論化の対象を観察可能な具体的な

役割についてではなく、観察不可能だが客観的に実在するアイデンティティに

設定することで、生徒の卒業後も獲得されたアイデンティティは持続すると考

えられる。このように、理論を適用して評価された学習結果が長期的に保持さ

れる展望が得られることで、将来の見通しに希望を持ちやすくなっている。こ

れは実践自体の実践的な意義とは別に、抽象的な理論が持つ実践的な意義と考

えられる。 

 

5.4 欠如モデルの適用条件と意義 

本節では、正統的周辺参加によるアイデンティティ獲得の前段階で、「理想」

の欠如モデルが「現実の」実践共同体に及ぼしていた影響を明らかにすること

を通して、欠如モデルと正統的周辺参加理論の適用条件の吟味および欠如モデ

ルの意義の再評価を行う。 

 

5.4.1 コミュニケーションの継続・導入 

3.3 で示した理論的仮定により、欠如モデルは具体的な参加者が認識する暗

黙の前提として実践共同体に内在しており、満点計画学習プログラムの参加者

も当初からすでにこれを学習していたと考える。 

満点計画学習プログラムは、当初から参加型実践であることを理想として掲

げていたが、専門家と非専門家が共有する一般的な所与の条件としてある欠如

モデルの前提により、現実としても理想像としても、専門家から非専門家に向

けての知識・技術の伝達の方法による授業形式の実践がまず図られ、これが継

続された。このことから、欠如モデルの意義として、防災教育を開始し、さら

にそれを継続するための一般的な契機としての機能が見て取れる。 

 

5.4.2 欠如モデルの「まなびほぐし」 

授業で知識・技術の伝達を行う役割は表-7 のように継承された。以下、本節

ではこの役割の継承過程に注目して考察を進める。満点計画学習プログラムの

中心的実践を知識・技術の伝達である授業に設定して分析を行う場合には、専

門家は小学校の先生(特に 6 年担任)にあたる。この先生の役割を筆者が引き継
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いだ後、映像中の 2013 年度の 6 年生が先生の役割を引き継いだと解釈し整理

する。 

 

 

表-7 知識・技術の伝達の役割の継承 

専門家 準専門家 非専門家 
6 年担
任 

→（なし） 
↓ 

筆者ら 
 

6 年担
任 

筆者ら 
↓ 

2013 年度当
初の 6 年生 

6 年担
任 

2013 年度の
（映像中の）
6 年生 

2014 年度当
初の 6 年生 

 

欠如モデルに基づく知識・技術の伝達の実践と地震計メンテナンスの実践を

並行して習慣化させる中で、伝達可能な知識・技術の制約を明らかにして、そ

の制約のもとで地震計メンテナンスの実践に必要な知識・技術を伝達する変化

が起こった。すなわち、2014 年 6 月の両小学校での、2013 年度の 6 年生の映

像を用いた初めての授業を終了した時点で、欠如モデルの暗黙の前提を外す方

向へ、実践共同体の非連続な変化が起こったと考えられる。 

 2014 年 6 月の両小学校での、2013 年度の 6 年生の映像を用いた初めての授

業の反応として、下山小学校では、教室での満点地震計を使った実験よりも、

「メンテナンスが楽しかった」という感想が初めて聞かれた。 

この日初めて満点計画学習プログラムに参加した下山小学校の校長先生の、 

「この学習の意義は、（地震計）メンテナンスについて学ぶのではなく、メ

ンテナンスを通して学ぶことだと考えています。」 

とのコメントは、地震計メンテナンスが学習の目的ではなく手段であること

を明確に表現している点で、学習プログラムの当時の状況と意図を的確に把握

していると考えられる。 

2014 年度の根雨小学校の 6 年担任は、2011 年度にも同小の 6 年担任で満点

計画学習プログラムに関わっており、その中心的実践である地震計メンテナン

スが学習の有効な手段と成り得る形になった変化について次のように述べてい

る。 

「3 年前のときは、結局、地震計の（置いてある足場に上った）高いところ

にいる子しか中が見えなかった。今回は、ビデオで撮影されていたので、中で
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どういう作業があるか、ランプの意味などが分かった。」 

写真-2 はメッセージビデオの中の CF カードの交換の手順を示す箇所であり、

この話を裏付ける一例である。 

これらの実践共同体の変化に関する表現が指し示すことは、これまで欠如モ

デルの暗黙の前提に基づいて知識・技術の「伝達型」の授業を実質的な中心的

実践として続けられてきた学習プログラムが、地震計メンテナンススを実質的

な中心的実践とする「参加型」学習プログラムへと変化したことだと言える。 

 

 

写真-2 地震計メンテナンスの映像 

 

欠如モデルの暗黙の前提を外すことの意味は、佐伯(2012)が提唱する、「まな

びほぐし」の概念を用いて理解できる。佐伯は、「まなびほぐし」による学習の

あり方を、「これまでの『まなび』を通して身に付けてしまっている『型』とし

てのまなびの身体技法（まなび方）について、それを改めて問い直し、『解体』

して、組み替えること」であるとする。 

この概念を援用すれば、欠如モデルの暗黙の前提を外すことの意義は、城下

(2010)が指摘した非専門家が専門家から伝達される知識・技術に依存する構造

の固定化を防ぐことで、大量の知識に対する無関心や悲観的な態度を「まなび

ほぐす」ことにあると考えられる。 

 

5.4.3 空白期間―アイデンティティの模索 

映像を用いた授業では、映像の中で 2013 年度の 6 年生が地震計メンテナン

スの方法を示すことで、2014 年度の 6 年生にその引き継ぎを行ったことをすで

に述べた。このことについて、筆者らから 2013 年度の 6 年生へ（地震計メン

テナンスの）知識・技術の伝達の役割が継承されたと解釈し、理論的に整理を
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行う。ここで 2013 年度の 6 年生が担ったとする知識・技術の伝達の役割は、

後に現実に観察された 2014 年度の 6 年生の地震計メンテナンスの役割と比べ

たとき、映像としてまとめられた形式によってのみ実現した理想的な役割とい

う性質が際立つ。そこで、この 2013 年度の 6 年生の知識・技術の伝達の役割

を、現実的な実体を持たない理想像として扱うことで、3 章末で整理した理論

と対応する表象を行う。 

この理論的な整理のカギとなるのが、中心的参加者の概念である。ここでまず、

準専門家である 2013 年度の 6 年生の知識・技術の伝達の役割を、正統的周辺

参加理論において存在しないが考察可能な対象である中心的参加者として位置

づけた上で、一般的な欠如モデルの知識・技術の伝達関係の発信者側に対応さ

せる。すると、一般的な観点から見た満点計画学習プログラムは、中心的参加

者の 6 年生(2013 年度の 6 年生)から周辺的参加者の 5 年生（2014 年度の 6 年

生）への（地震計メンテナンスの）知識・技術の伝達による教育として整理で

きる。この整理による表象は、一般的には専門家と対応する中心的参加者の概

念が、準専門家の 6 年生と対応することで現実の特殊条件を表現している。こ

の関係を図-9 に示す。 

 

 

図-9 満点計画学習プログラムにおける 6年生から 5 年生への 

知識・技術の伝達 

 

実践共同体の外部から見たときには、6 年生から 5 年生に地震計メンテナン

スの知識・技術の伝達を行ったという形で、満点計画学習プログラムの意味を

把握することができる。以上のように、実践共同体の内部で欠如モデルの前提

を外す変化が起こった際に、実践共同体の外部から見ればその変化の意味を欠
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如モデル的に把握できることは興味深い観点である。この実践共同体内外の認

識のギャップが生まれることには、正統的周辺参加理論によって学習の結果が

アイデンティティとして判明に確認される前段階の空白期間の学習プログラム

に対して欠如モデル的な意味づけがなされることで、アイデンティティの獲得

に向けた一見無意味にも見える試行錯誤に対する外部からの意味づけの機能を

担うことに、実践上の意義があると言えるのではないか。このように考えたと

き、欠如モデルは、当初とは違う形で再び防災教育を継続するための契機とし

て機能している。 

 

5.4.4 双方向の知識伝達の可能性 

一方向的な知識伝達を表す欠如モデルが現実を離れて再び理想像として機

能し始めた背後で、双方向的な知識伝達の形で現実のコミュニケーションが行

われている側面が見出せる。現実の知識・技術の伝達の役割が 6 年担任から筆

者らに受け継がれる過程にそれが現れる。2015 年 2 月 13 日の地震計メンテナ

ンス後のインタビューでは、筆者の、 

「先生は 1 人 1 人を平等に扱う印象があるのですが、これは個人的な教育方

針ですか、それとも小学校の教育方針がそうなのですか。」 

との質問に対して、 

「基本的には、子供たちを平等にということは、（小学校の）基本の教育方針

にはあるんですけど（と前提した上で）。人を大切にできるということは、こち

らが大事にしてこそ、平等に扱ってこそ、子どもたちも平等に人を見 

る目が育つのではないかなあと、自分自身からそういう 

風にしていくことが大事やなと思って、心がけています。」 

と述べた。また、 

「一年間の学習を通して生徒に変化がありましたか？またこの学習プログラ

ムに期待できるとしたらどのような点だと思いますか？」 

という質問に対して、 

「（前略）最近でも小さな地震が多いですよね、子供たちも最近（有感）地震

がたくさんあるというようなことも、学習したから口に出せるようになったと

思うので、備えとして地震に対する知識を持つということを子供たちに勧めて

行きたい。（地震が）無くってちょうど、まあお守り代わりっていうのはあれな

んですけど、安心して備えていられるかなと。それでも行動するときは慌てて



 

 49 

大変やと思うんです。」 

と答えた。さらに、 

「20 年ほど教育という分野に関わっておられると思うのですが、どの程度先

の見通しを持って関わっておられるのですか？」 

という問いに対しては、次のように教育効果の見通しを示した。 

「すぐ目に見える学力と、なかなか目には見えないけれど大人になったときに

それが生きてくる学力があるので今教えていることがすぐ効果があるっていう

んじゃなくて、いろいろな判断力をつけるための学力をつけさせている形で、

細かな積み上げとして学習しているということは常々言っている。地震のとき

逃げる判断力や、善悪の判断がつけられる大人になってくれたら、先の見通し

で、教えたことがさっと頭にかすめてくれたら、いいかなくらいに思いながら

やっています。」 

ここでは、課題意識を共有しながら知識・技術の伝達の現実の役割を継承す

ることで、小学校での実践の特殊条件が浮かび上がっている。それが学習プロ

グラムの方針にも影響を及ぼす形で、知識伝達の双方向性が現実のものになっ

ていると考えられる。 

このことから、知識・技術の伝達という現実の役割の継承は、すでに蓄積さ

れた知識や、実践共同体の特殊条件を明らかにする機会として機能する意義が

示唆される。 

5.5 欠如モデルと正統的周辺参加理論の適用条件のまとめ 

本節では理論の適用条件と意義についての議論を通して、考察のまとめを行

う。その方針を図-10の理論の適用条件と意義を表す2軸分類図を用いて示す。 

 

図-10 理論の適用条件と意義を表す 2軸分類図 
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 図-10 では、「参加型」の「伝達型」（正統的周辺参加理論と欠如モデル）お

よび、「理想」と「現実」の 2 軸で作られる 4 つの象限を用いて、参加型学習

の段階を以下のように分類する。まず欠如モデルの理想の共有によって現実の

参加型学習が「伝達型」として開始され（右上①）、参加型実践の進行と共に 2

種類のねじれが顕著に現れることで学習のあり方が多重化の様相を示し（右上

①、右下②、左下③）、その後に本研究のポイントとして「参加型」学習の結果

が獲得されたアイデンティティとして現実化し（左下③）、さらにその実践的な

意義が「参加型」学習の理想によってもたらされたものとする（左上④）。以上

の分類を行った上で、それぞれの段階における学習の意義と共に、学習の各段

階の間での移行が起こった条件を整理する。 

まず「伝達型」の理論である欠如モデルは、防災教育によるコミュニケーシ

ョンを開始し、さらにそれを継続するための一般的な契機として機能している

（右上①）。 

欠如モデルに基づく知識・技術の伝達の方法で伝えられる知識・技術に制約

があるときには、学習を深める方向性を示す理論として、「参加型」の正統的周

辺参加理論の適用が有効と考えられる。満点計画学習プログラムで、「まなびほ

ぐし」としてその「参加型」学習の現実化に向けた移行（右上①→左下③）が

起こった条件は、欠如モデルに基づく知識・技術の伝達の実践と地震計メンテ

ナンスの実践を並行して習慣化させる中で、伝達可能な知識・技術の制約を明

らかにして、その制約のもとで地震計メンテナンスの実践に必要な知識・技術

を伝達することであった。 

この移行過程を実践共同体の外部から事後的に見た際には、変化の意義を欠

如モデル的に把握できた。この実践共同体内外の認識のギャップを、中心的参

加者概念との対応により記述することで、一方向的な知識伝達が理想像とされ

ながらも（再び右上①）、現実には双方向的な知識共有（右下②）とアイデンテ

ィティの模索（左下③）がなされる状況を把握し得る。このとき、欠如モデル

が再び防災教育を継続するための契機として機能している。 

正統的周辺参加理論によるアイデンティティの獲得は、観察不可能だが実在

するアイデンティティについて理論化を行ったことで、アイデンティティを可

視化（左下③）するとともに、考察された学習の長期の見通しについて希望を

持ちやすくなっている（左下③→左上④）。この見通し（左上④）は、冒頭で述

べた非専門家の過度に悲（楽）観的あるいは無関心な姿勢という問題に対して
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も、理想的な指針として現実的な解を導きうる。 

 

5.6 結論 

下山小学校では、被災未経験の地域に防災に関する知識が定着する傾向が見

られた。 

根雨小学校では、被災経験を持つ地域ゆえの悲観的な見通しを変える傾向が

見られた。 

「参加型」の正統的周辺参加理論と「伝達型」の欠如モデルは相互補完の関

係にあり、両者を対応させる意義は参加型実践の各段階での学習の方向を指し

示すことにある。一般的な欠如モデルの暗黙の前提に基づく知識・技術の伝達

の制約を外して、正統的周辺参加理論に基づくアイデンティティの獲得という

方向に実践の変化が起こる条件は、満点計画学習プログラムにおいては、「伝達

型」の教育としてどの程度の知識・技術であれば相手に伝わるかについての制

約を各参加者がお互いに了解し、その制約のもとで「参加型」の地震計メンテ

ナンスの実践に必要な知識・技術を伝達することであった。一般的な欠如モデ

ルと特殊な正統的周辺参加理論の適用条件が、他の実践事例においても同様に

成り立つかの考察は今後の課題である。 
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第6章 今後の展開 

本章では満点計画学習プログラムの今後の展開について略述する。新たな道

具立てである満点箱と、防災学習プログラムの参加者の長期（追跡）調査の 2

点について記すとともに、それらが満点計画学習プログラムにもたらす今後の

展望を示す。 

6.1 満点箱を使った授業 

本節では、満点計画学習プログラムのこれまでの盲点を補完する道具である

満点箱の概略を記す。 

 

6.1.1 満点箱 

満点箱は、満点地震計、オシロスコープ、モニタを合わせて一つの箱に収め

た学習用の実験器具である。写真-3 に小学校に設置する前の満点箱の様子を示

す。 

 

写真-3 小学校に設置する前の満点箱 

 

6.1.2 設置の経緯 

 満点計画学習プログラムは、その立ち上げ当初から、本物の地震観測に参加

する防災教育という看板を掲げていた。 

 実際の学習メニューとして、波形の読み取り授業やデータの読み出しを小学

校で行うこと（あるいは満点計画学習プログラムの HP の立ち上げ）などを行
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ったが、特に後者は小学校側の負担が大きいことから定着しなかった。 

 生徒が地震計に触れるのは、年数回の地震計メンテナンス時のみで、その存

在感が普段は薄い。特に根雨小学校では、地震計が校舎から 2km 離れた場所に

設置されているという状況から、この傾向が顕著であった。 

 満点計画学習プログラムが継続し、データの読み出し以降の作業を小学校で

行うことを諦め地震計のメンテナンス部分だけに絞ったメニューが両校に定着

した段階で、看板（本物の地震観測への参加）と実体（地震計のメンテナンス

のみ）のギャップが固定化した。 

 2015 年度の災害情報学会の口頭発表後の質疑応答で、「地震計で波形のリア

ルタイム表示などはできないのか？」という趣旨の質問を受けたことで、この

ギャップが顕在化した。その対策として、波形をリアルタイムに表示し記録す

る満点箱を制作した。 

 

6.1.3 満点箱を使った授業 

 2016 年度はこの満点箱を使った授業を計画中である。具体的には、波形の読

み取り授業、動作ログ機能の実装、満点箱のマニュアル作成といったプログラ

ムを準備している。満点計画学習プログラムの理念が示す「本物の地震観測へ

の参加」という理想を踏まえた学習のあり方が、生徒が満点箱を使った学習プ

ログラムを通して専門家の役割についての理解を深める形で、より実態に即し

たものになることが期待される。 

6.2 長期調査 

前章までに整理したフレームワークで参加型防災学習の効果について考察

するにあたり、参加型防災学習アイデンティティの獲得の原因の推定や再現性

やといった観点を一度離れて、同一の参加者の継続的な学習過程に注目するこ

とができる。言い換えれば、学習プログラム参加者についての長期調査（ある

いは追跡調査）が、よりより防災学習のあり方を知る上で有効の手段の一つだ

と考えられる。 

 

6.2.1 興津の例 

長年津波防災に取り組む高知県四万十町興津地区のインタビュー調査が、長

期調査の 1 つの良い例である。同地区では 2005 年以降、防災マップの作成な
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どの防災学習を継続的に行っている。その初期の防災学習の参加者が、同町の

役場の危機管理課で勤務するようになった例がある。この間の過程について聞

き取りを行ったインタビューの概要を表-8 に示す。 

 

表-8 調査の実施概要 

調査期間 2017 年 5 月 31 日（火） 

14:00〜 ＠四万十町役場  

調査地域 四万十町役場 

調査方法 インタビュー形式 

回答者 H さん 

調査者 千々和、齋藤（共に矢守研究

室所属） 

 

以下はインタビューの抜粋(千々和, 2017)である。 

小学校時代の防災教育については、 

「H）5,6 年から防災をやっていたような。6 年で町に調べに行って、防災マッ

プ作って、避難場所を書いたり、大きいやつにこの避難所が危ないとか書いた

のを覚えています。」 

と述べている。 

 

さらに、高校時代に防災プロジェクトチームに参加し、役場の危機管理課に

勤務するまでの出来事については 

「H）そんなに熱心に防災プロジェクトチームやってなかったんですけど、運

があったんですかね。防災の方に。 

千）役場に入ったのは、地域に残りたくて？ 

H）教師に勧められるまま（笑）受けたら受かって。 

千）危機管理課に配属されたのは希望とか？ 

H）面接で話すことなかったので、防災のことを推しました。これを押せばど

うにかなると思って笑」 

と語っている。 

 

 H 自身が防災教育の意義について 

「H）こどものころからやっていくって大事ですよね。 
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大人とかの意識を変えるのは難しいけど、こどもなら洗脳していけば笑 

千）それは感じる？ 

H）危機感は親とかと比べてはんぱないないって思います。津波とかにびびっ

ているんで。 

H）親に言っても無駄なんで、自分でお金をもらい始めたので、ちょっとコツ

コツやっていこうと考えています。 

とりあえず持って逃げるものすらないので、私の家。そういうの買ったり、耐

震の診断とかもなんとか家でやろうぜって言ってみようかなと思っています。」 

  

これらの言葉からは、Ｈが小学校時代から高校時代にかけて、各種の防災学習

に特別に熱心に取り組んだというよりは、ごく自然体で活動していたことが伺

える。ところが、そこで学んだ防災の理念を自ら語ることが、現実の進路選択

に影響を及ぼしていることをはっきりと読み取ることができる。それだけでな

く、子どもの頃からの防災教育の効果が、単に防災の理念を知っているという

ことに留まらず、それに即して実際に出来る行動をする傾向として定着してい

ることが、Ｈが語る親世代との意識の差からは推し測られる。 

 満点計画学習プログラムについても、このような形で長期的な学習の効果が

見られるかについての調査を計画中である。 

 

6.2.2 下山小学校での長期調査 

下山小学校では、既に繰り返し述べたように、「満点地震計」を使った本物

の地震観測活動に小学生が参加することを特徴とする防災教育プログラムを、

2009 年度から、6 年生を対象に実施している。この学習プログラムはこれまで

約 8 年間継続中であるが、第１回授業を受けた 6 年生が、2018 年 1 月に成人

式を迎える。 

そこで、この新成人に対してインタビュー調査あるいはアンケート調査を計

画している。「小学生当時の学習と現在への影響について」、「現在の状況と将

来の希望について」、「後輩へのメッセージ等」などの質問項目を予定している。 

 

6.2.3 根雨小学校での長期調査 

根雨小学校では、生徒だけでなく、教員の追跡調査を予定している。 

地震予知研究センターの飯尾教授らは、2017 年度に鳥取県西部に 1000 点の
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地震計を置いて集中的な地震観測を行う計画を進めている。これが 0.1 満点計

画である。 

2016 年 11 月 22 日に、飯尾らがこの 0.1 満点計画に向けて新たな地震計の設

置点を探していたところ、根雨小学校の元教頭先生と偶然に再会した。元教頭

先生と飯尾教授は、地震計設置のために、区長の許可をもらいに行った上で現

地の下見を進めた。林道のゲートを空けて、1.5km 先の下見場所まで同行し、2

点の地震計の新点設置場所の確認を行った。 

0.1 満点計画の新点の設置が 2017 年 3 月に予定されており、その際にまた元

教頭先生とお会いする見込みであることから、インタビュー調査を計画してい

る。 

6.3 課題と展望 

本章では、満点計画学習プログラムの新たな道具立てである満点箱と、防災

学習プログラムの参加者の長期（追跡）調査の 2 点について記した。これらは、

持続する実践共同体において参加者が入れ替わりながらもそこでなされる活動

が成熟していく過程の記述と、同一参加者の継続的な追跡調査という 2 つの課

題に対応する。あるいは、これらを両立することには、1 年単位で実行できる

学習プログラムを現実的に組み立てることと、長期的に見て理念が実践に及ぼ

す効果を期待することの、相互補完的な作用を持った学習プログラムの構築と

いう側面がある。 

参加型防災学習を通じた専門家と非専門家の関係性の再構築について、正統

的周辺参加理論に基づく学習の評価については一定程度の成果を得たが、ある

意味ではまだ始まったばかりだとも言える。ここからさらに、専門家としての

人材そのものを育むとともに、非専門家の活動の社会的な承認・支援を行う学

習の実践共同体の構築を目指すには、長期的な展望を持って参加者の成長を待

つ見通しと合わせて、理念と現実のギャップを適切に補完する自然な想像力や

経験の成熟が必要と言えるだろう。 
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るものでした。田中先生には地震ザブトンの段取りでお世話になりました。今
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トレートでいながら柔らかな京都弁が印象的でした。森先生からは、時には教

育に必要になる、生徒と向かい合って引かない強さを学んだような気がしてい

ます。下和田剛先生、木村先生、前谷先生、まだ柳澤君と後輩がお世話になる

と思いますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。京丹波町の西村公貴さん

には、ケーブルテレビの取材の形をとってお世話になりました。改めて皆さま

に深く御礼申し上げます。 

 下山小学校ではそれぞれの学年ごとに、生徒達が 6 年間かけて熟成させた空

気感と先生方の色が混ざった雰囲気が少しずつ違って、何にも代え難い固有の

記憶になっています。特に 2013 年度から 2014 年度にかけての一見研究が何も

進んでいないように思えた時期に、むしろさらに自分が何も動かないような学

習プログラムにするという方向へ舵を切っていった頃が、振り返れば一番実り

豊かな時間だったように思えることが不思議です。生徒の皆さんには拙い授業

にご参加いただきましてどうもありがとうございました。また機会があれば京

丹波でお会いしましょう。 

 根雨小学校では、野口信也先生はいつも励ましの言葉を下さるとともに、朗

らかな語り口調が印象的でした。そして、唐来秀夫先生の応援があったからこ

そ、ここまで長く根雨小に関わることができたと思います。神庭賢一先生、生

田求先生からは常々陰ながらのサポートを頂きました。恵比奈宏志先生には、

2 度も満点計画学習プログラムを持っていただき、「教える」という初めての経

験へのアドバイスも頂きました。長井理先生は一緒に試行錯誤してオープンな

授業を作って下さいました。柴田年美先生からは、特に責任感を持って生徒に

接するという姿勢を学びました。長谷部崇樹先生は、満点箱を使った試行錯誤

に気長にお付き合い下さいました。改めて、どなたのサポートが無くても活動

が成り立たなかったと思います。皆さまに心から感謝申し上げます。 

 根雨小学校の生徒達と毎年対面することは、成人してから見れば取り留めが

なかったように思えた自分の小学校時代を振り返り、自己形成に強く深い影響

を及ぼした価値ある時間だったと心底からの確信を伴った再発見をする場でも

ありました。また 2013 年度以降には、つまり鳥取県西部地震以降に生まれた

生徒達と対面することは、自分が生まれる以前に祖父母が経験した福井地震に

想像力を巡らせることでもありました。生徒の皆さんは拙い授業にご参加いた

だきましてどうもありがとうございました。また機会があれば根雨でお会いし

ましょう。 
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 京都大学防災研究所の先生方・職員の皆さまには、普段研究の話をあまりせ

ずに、研究中・お仕事中にお邪魔しては雑談ばかりしていたような印象があり

ますが、それでいてしばしば助けて頂くとともに、とても深い影響を受けたこ

とは間違いありません。畑山満則先生からは時折、例えば実は卒業論文の審査

の時点で既に博士論文で扱った問題を指摘して頂いていたことなど、思わぬ角

度から未来を先取りするアドバイスを頂きました。牧紀男先生からは、廊下で

すれ違う度にちょっとした一声を掛けて頂くということが、新たな知的刺激に

なっていたように思います。Ana Maria Cruz 先生からは、しっかり研究をしな

がらも、人生をちゃんと楽しむところで変な罪悪感を持ったりしないというよ

うな自然体の姿勢に、しばしば勇気づけられる思いがしました。横松宗太先生

には、先生の研究室のメンバー共々いつもお世話になりました。横松先生の普

段はまず絶対表に出さない厳しさを感じてこそ、かえって身が引き締まる思い

がすることは多いように思いました。そして Cruz 研究室の面々に加えて、災

害リスク研究室時代のメンバーまで含めて、石渡裕明さん、和田尚之君、詩雨

さん、梶原哲郎君、藤田陽介君、須田遥樹君、井上孝太郎君、清原桂子さん、

ボンジュンさん、大庭凌輔さん、マリナさん一家、アルバン、フロリアン、ガ

エタン、石井祐充君、張さん、ムハンマド、ジュゼッペ、大坪君、皆さまお世

話になりどうもありがとうございました。大西正光先生は、着任されてからと

いうもの私にかかるプレッシャーがすうっと軽くなり、以後研究に専念できる

ようになりました。どうもありがとうございました。鈴木進吾先生は、内陸地

震に偏りがちな私の関心を津波にも開いて下さりました。時折、鈴木先生のお

部屋に遊びに行くのは落ち着くひと時でした。平石哲也先生には、小学生に宇

治川オープン・ラボのご案内を頂きどうもありがとうございました。先生の人

柄と合わさってこそ、生徒にとって楽しい学習になったと思います。James 

Goltz 先生、Lubica 先生には、英語を見て頂いたり母国のお話を聞いたりしな

がら、普段見聞きできない発想を頂きました。どうもありがとうございました。 

 防災研究所技術室の米田格さんには満点計画関連で、三浦勉さんにはデータ

処理やトラブル対応で、冨阪和秀さんと澤田麻沙代さんには地震予知センター

の見学で、松浦秀起さんには防災ミュージアムの見学で、小松信太郎さんと中

川潤さんには満点箱の作成でお世話になりました。地震予知センターの技術補

佐員の田中三恵さんはじめとした皆さまには、地震計のメンテナンス道具のや

り取りなどでお世話になりました。特に米田格さんには、阿武山でも宇治でも
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常々お世話になりました。皆さまに心から御礼申し上げます。 

 防災研究所所属で博士課程に進学した友人からも多くの影響を受けました。 

千葉慶太さんからは、地震学について教えて頂きました。玉置哲也さんには学

部時代からお世話になり、抽象的な数学への関心を持ちながらもそこに真っ直

ぐ進まず色々な巡り合わせで周り道をするのを見て、自分も地に足をつけて今

後の道を歩もうと気持ちを改めました。小谷仁務さんとは、特に博士課程 3 年

時に、学際領域の似た問題を、どちらかと言えば小谷さんは理系の側から、僕

は文系の側から議論をしたりと、共に切磋琢磨する貴重な時間を過ごさせて頂

きました。蒋新宇さんからは、外国の生活に適応して弛みなく研究を進める姿

勢を学ぶとともに、卓球の強さに打ちのめされもしました。長嶋史明さんから

は、地震学と建築分野の接点のことを教えて頂きました。中居楓子さんは、フ

ィールドに溶け込む姿勢に感服しました。三宅英知さん、吉澤源太郎さんは、

2 足の草鞋を履きながらも、お会いする度着実に進歩している様子に尊敬の念

を持っていました。カナダで博士課程に進んだ肥後英志朗君は、自ら甘えの効

かない状況に飛び込んで腰を据えたことに、尊敬の念を持っています。 

 社会情報学専攻の博士課程に進んだ同級生にあたる、後藤真介さん、金月寛

彰さん、亀山紗穂さん、吉田奈緒さんとは、時たま会った時の近況報告で起こ

る異分野への関心が刺激になって、論文が社会情報学専攻だからこそという構

成になっていったように思います。 

 社会情報学専攻の三田村啓理先生、大島裕明先生、清水敏之先生からは、折々

に励ましの言葉を頂きました。 

 大阪大学の渥美公秀先生からは、英語論文の執筆に行き詰った際のアドバイ

スをはじめ、度々鋭い示唆を頂きました。 

 福井高専の岡本拓夫先生からは、満点計画を異なる角度から見る観点と共に、

地震学を教えることの情熱を頂きました。 

 京都大学防災研究所矢守研究室では、まず先輩方へ、周りには後輩ばかりに

なってしまいましたが、先輩方も矢守研究室の一員としてお礼をさせて下さい。

城下英行先生には、よく研究の相談に乗って頂きどうもありがとうございまし

た。城下先生から受け継いだものを、時間をかけて自分なりに消化して、ほん

の少しであれオリジナルな組み替えができたように思います。近藤誠司先生、

竹ノ内健介さんの、頭脳明晰で常に大人の振る舞いができる身のこなしの妙味

は、それこそ世間では常識かもしれませんが、私にとっては刺激的でした。宮
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本匠先生は、矢守研究室にアカデミックな雰囲気を植え付けて行かれたという

印象が強いです。私自身、宮本先生から紹介を頂いた「まなびほぐし」がとて

も気に入るなど、大きな影響を受けました。孫英英さん、李フシンさんからは、

以前に学んだ専門分野や出身国の文化の違いから、議論や普段の何気ない会話

の度にいつも新鮮な視点を頂きました。 

あくまで形式上ではありますが、ここからは同級生および後輩への謝辞とな

ります。まず、入学年度が近い谷口慎一郎さん、河田慈人君、伊勢正さん、杉

山高志君とは、会う頻度は違っても研究面で刺激し合える関係だったように思

います。そして、お伝えしたい事がございます。次はあなた方の番ですよ。中

野元太さん、岡田夏美さん、博士課程は不安もありながら、希望に満ちた時期

でもあると思います。持ち味を生かして頑張ってください。山内太郎君の、程

よい脱力感にはほっとすることがしばしばありました。谷澤亮也君、中西千尋

君とは、一緒に自主的な勉強会をしたり、フットサルをしたりなど、学生らし

さが濃い最後の時期を過ごしました。日岡淳さん、足立智美さん、細谷良夫さ

んが論文を書いていた年は、研究室のチームワークが確立してくるとともに、

2011 年度を更に越えて個性の強いメンバーが揃っている印象深い時期でした。

野嶋太加志さん、千々和詩織さんには、指導らしいことはほとんどしていませ

んが、やるべきことは安心して任せていられる後輩だったと思います。齋藤美

歩さん、柳澤航平君、高橋孟紀君は、それぞれに違った学びのモチベーション

を大事にして欲しいと願っています。 

巨大災害研究センター秘書室の松本充代さん、酒井順子さん、西村有希子さ

ん、清水豊子さん、大橋由紀さん、西田真理子さんには、いつもご迷惑をお掛

けしてしまいましたが、変わらぬ笑顔で対応して頂きありがとうございました。   

多々納研究室秘書の山下さま、田中研究室秘書の白石さま、池辺さまにはい

つもお取次ぎの労を取っていただきどうもありがとうございました。 

最後に少しだけ不思議な話をしますが、2007 年 11 月頃から 2009 年 4 月頃

までの約 1 年半の間に、博士論文の根本的な要素の出し入れと組み替えは既に

終わっていて、あとは長い時間を掛けてそれを再構成しただけだという印象が

どうしても拭えません。むしろ博士論文の大半を書き終えた今、その印象は増々

強まっています。特に、2008 年 1 月 17 日が肝で、前の晩遅くに「web 社会を

どう生きるか」を読みながら大学入学以降の経験を分野を越えて統合する見通

しを一挙に掴んで、昼間たまたま大学の図書館で河田恵昭先生の「都市大災害」
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を手に取ったという偶然が重なった一日に、決定的な移行があったように思い

ます。その結果、学部が土木系の地球工学科で、大学院は情報学研究科の社会

情報学専攻、主要な所属と活動の舞台は防災研究所で、理学系の地震学の分野

の人達と防災教育を行いながら、師事する指導教官だけが理系では無い社会心

理学の専門家、という不思議な重なり方をした領域に辿りつきました。（1 年間

の留年の間に河田先生は退官され、情報が少ない中研究室選びの競争の 2 択の

あみだくじで○を引き当てたことで、後任の矢守先生への入門を決めると同時

に、思わぬ文転も決まりました。）博士課程こうあるべきたる一般論もマニュア

ルも上手く適用できない入り組み方をした状況で、自分なりの見通しを得るべ

く試行錯誤した果てには、何だか最初見た景色にかなり近いところに帰って来

ました。新たに出会った人たちからの深い影響を考慮に入れながらも、なおそ

こに何らかの予定調和があるとするのならば、より必要なのは、努力ではなく

忍耐であり、東日本大震災後の一時の興奮ではなく長く静かな持続であり、目

的に向けた段取りではなく成熟のための時間だったのだと思います。そのよう

に思えればこそ、博士課程の時期だけに絞っても挙げきれないたくさんの人達

の支えや心遣いで初めて研究活動と生活が成り立ったことへの、感謝の気持ち

も新たになります。  

 そして、折に触れて励まし支えてくれた、友人・知人たち、親類縁者の皆に

向けて、ここに深い謝意を記します。 

 最後に、いつも信頼して支えてくれた家族に心からなる感謝を述べて、筆を

置きたいと思います。 
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