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フィールドデザインセンターの「PBL デザインスタジオ」は、社会のフィー

ルドに存在する、正解のない具体的な課題に取り組むデザイン・プロジェクトを

遂行します。教員やメンターは一方的に教えるのではなく、プロジェクトの進行

に応じて参加者が考えてきたことや制作物に対して批評やサジェスチョンをあた

え、時には同じ立場で課題解決に対して議論し、共に考えることで、参加者が「意

地悪な問題」にアタックするために真に役に立つスキルやノウハウ、そしてマイ

ンドセットを身につけることを目標とします。

世界は、自律的に行動する様々な存在が、互いに影響を与え合う、複雑

なネットワークだとみなすことができます。この存在をアクターと呼ぶな

ら、アクターは人間とは限りません。動物はもちろん植物さえも（移動し

ないのだとしても）行動し、互いに働きかけ、影響を与え合っています。

さらには天候や地形などの自然の要素、組織や制度などの人工のシステム

も、それぞれの内的論理を持って存在し、他者に力を及ぼすアクターだと

いえます。そして、アクターどうしの関係は動的で刻々と変化しています。

関係は常に変化してはいますが、さらにその背後に変わらずに保たれる構

造があります。

世界を、無数のアクターたちが関わり合うダイナミックなネットワーク

として構造的に読み解くことは、すべてのデザインの第一歩です。

圧倒的な豊かさを持って眼前に迫る鳴子の森。その構造を解き明かすべ

く、慎重に分入っていきましょう。

FDCセンター長 本江 正茂

はじめに
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鳴子におけるVESTAプロジェクトは、増築を繰り返した温泉旅館に似て

います。目の前の問題をとにかく解決することを繰り返すうちに、気がつ

けば複雑な迷路のような状態になっていた。しかし、だからこそ感じられ

る豊かさがある。そこには、どんな構造が隠されているのでしょうか。

このスタジオでは、鳴子における VESTA プロジェクトの諸実践が、細

分化されてしまった専門分野の枠を越えた、総合的な知性による社会問

題解決のモデルになるものと考え、そこで起きている複雑でダイナミッ

クな諸関係の構造を、ブリュノ・ラトゥールの「アクター・ネットワーク

理論（ANT）」を援用しながら可視化することを試みます。

VESTAプロジェクトは、宮城県鳴子温泉周辺の中山間地域で森林資源を余す

ところなく活用するカスケード利用を実践し、建築、家具、再生可能エネルギー、

環境教育等々に関わる新産業を創出しようとするもので、地域資源を多面的に活

用することで、エネルギーの内部循環を基調とした持続可能な地域社会を実現し、

未来の環境を守ることができると考え、精力的に実践しているプロジェクトです。

地域内で循環する暮らしを目指して

教育事業の中枢を担う「鳴子温泉もりたびの会」

現在は、森づくり、生産・製材、家具やエネルギーの加工、暮らしの建築、教育という計 5

つのフェーズでカスケード利用を実施。この事業を細分化し、以下のような関係会社 6 社でプロ

ジェクトを推進中です。それぞれ独立した企業でありながら関係会社として繋がりを有している

ため、副産物や残余物をスムーズにカスケード利用できるというメリットがあります。

鳴子温泉もりたびの会は、地域内の宿泊業者や飲食業者、林業従事者、行政等により設立され

た協議会です。宮城県大崎市の森林の約 7 割が鳴子地域にあることに着目し、この森林資源を活

用した自然体験や文化体験、環境体験など、多様な体験プログラムの提供を通じて、鳴子地域の

新たな旅のスタイルの提案を活動目的としています。

鳴子の森の

アクターネットワークを可視化する

VESTAスタジオ2021テーマ

V
E
S
T
A
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
？

鳴子温泉もりたびの会 会員一覧

NPO 法人しんりん　（株）サスティナライフ森の家

（株）くりこまくんえん　（株）VESTA・CHP

林業、エネルギー

鳴子こども園　鬼首山学校　SomeSpice　くりこま高原自然学校教育、自然ガイド

藤島旅館 　越後屋旅館 　旅館ゆさ　玉造荘　高東旅館

山ふところの宿みやま　湯あみの宿ぬまくら　旅館大沼　扇屋

宿泊

カガモク　うるしものヤマミチ舎　桜井こけし店

工房とみはり　こけしの岡仁　さとのわ

工芸・クラフト

島島価値創造事務所　大崎市　一般社団法人みやぎ大崎観光公社自治体、アドバイザー

教育

熱のESCO事業・エンジニアリング

バイオマス発電・ペレット製造

森林整備・保全活動・森林管理
NPO法人しんりん

自然素材住宅の建築・家具製造

製材・チップ・住宅資材加工

エコヴィレッジ開発

（株）VESTA・CHP

（株）ウェスタ

（株）くりこまくんえん

（株）サスティナライフ森の家

（株）サスティナヴィレッジ

鳴子温泉もりたびの会

VESTA
プロジェクト
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2021年  9月21日[火]

2021年10月  1日[金]

2021年10月  6日[水]

2021年10月11日[月]

2021年10月16日[土]

2021年10月17日[日]

2021年10月29日[金]

2021年11月10日[水]

2021年11月17日[水]

2021年11月28日[日]

2021年12月  3日[金]

2021年12月11日[土]

オンライン／キックオフ、講義と討議1「VESTAプロジェクトの活動」

オンライン／講義と討議2「アクター・ネットワーク理論」

オンライン／講義と討議3「里山資源を活用したエコ技術とエコ社会の協奏的創出」

オンライン／宿題講評

現地日帰り／ワークショップ：現地見学1日目

現地日帰り／ワークショップ：現地見学2日目

オンライン／エスキス：進捗共有

オンライン／エスキス：進捗共有

オンライン、フィールドデザインセンター／エスキス：AND作図

現地日帰り／ワークショップ: 現地取材

オンライン／エスキス：進捗共有

オンライン／ワークショップ：成果共有

※上記スケジュールと並行し、参加教員の専門性を活かした4つのSIG（Special Interest Group）による活動を実施しました。

実施場所
オンライン：オンライン会議システムZoomにて実施 現地：宮城県大崎市鳴子温泉郷エリア

スケジュール

PBLデザインスタジオ VESTAスタジオ2021 基本情報

本江 正茂 　　東北大学大学院工学研究科

 　　都市・建築学専攻 准教授

丸岡 伸洋　　東北大学多元物質科学研究所

廣木 雅史　　東北大学大学院法学研究科

 　　公共法政策専攻（公共政策大学院）教授

スタジオマスター

参加者

鈴木 杏奈　　東北大学流体科学研究所 准教授

友渕 貴之　　宮城大学事業構想学群 助教

加賀 道　　　鳴子温泉もりたびの会

齋藤 理　　　鳴子温泉もりたびの会

佐藤 美桜　　東北大学医学部 1年

濱地 峰史　　東北大学工学部 4年

松實 秀磨　　東北大学工学部 4年

水口 竜一　　東北大学工学部 4年

吉野 舜太郎　東北大学工学部 4年

小林 央　　　東北大学工学部 3年

前根 優也　　東北大学工学部 3年

金山 侑真　　東北大学工学部 2年

河井 智　　　東北大学工学部 2年

菊地 優斗　　東北大学工学部 2年

栃原 悠佑　　東北大学工学部 2年

加藤 秋桜子　東北大学工学部 1年

久田 幸輝　　東北大学工学部 1年

受講生

深谷 峻大　　東北大学工学部 1年

熊谷 果穂　　東北大学農学部 1年

鈴木 葵　　　東北大学農学部 1年

前田 遥海　　東北大学農学部 1年

岡田 夏苗　　東北大学法学部 1年

亀井 健矢　　東北大学理学部 2年

有川 周志　　宮城大学事業構想学群 4年

三浦 綾音　　宮城大学事業構想学群 2年

山崎 実莉　　宮城大学事業構想学群2年

君島 真叶　　宮城大学事業構想学群 1年

箭子 優羽　　宮城大学事業構想群 1年

八幡 泳美　　宮城大学事業構想学群 1年

山﨑 侃之介　宮城大学事業構想学群 1年

初回は、鳴子の地域資源を様々な方向から活用し、それにより持続

可能な地域社会を実現するため鳴子の森のアクターネットワークを可

視化するというスタジオ全体の課題共有と、VESTA プロジェクト代

表 大場隆博さんによる活動紹介が行われました。

キックオフ、講義と討議 1「VESTA プロジェクトの活動」

DAY 1｜ 2021年9月21日

私たちが目指しているのは、サスティナブルな

地域社会の実現と未来の環境を守る取り組みであ

り、森林資源のカスケード利用による地域再生や、

再生エネルギーなどの新たな産業の創出とCO2

の削減です。カスケード利用とは、1つの原材料

から出た廃棄物や残余物を別の用途に使い、そこ

で出たものも捨てずに活用することを言います。

プロジェクトの対象地域は鳴子や宮城県です。

この活動を外へ広げるのは他の人々の役割だと考

えているので、私たちは鳴子を中心とした地域循

環のしくみづくりに取り組んでいます。原材料を

都会へ納め、そこで作られた完成品を購入するの

が従来の産業の流れですが、これからは一次産業

が全て担うことを目標とし、まずは地域外から最

も購入しているエネルギーの産業化に着目。私た

ちが取り組むのは、森林資源を新たに伐採するの

ではなく、環境へ負荷をかけないよう副産物や林

地残材を活用する新たなエネルギー産業です。

VESTA プロジェクトが目指すこと

新たな地域産業の創出

業従事者や温泉旅館、飲食店、教育関係者、行政

などの多様なメンバーからなる協議会で、現在は

自然体験、文化体験、環境体験という3 軸での事

業構築を進めているところです。

こうした活動も含め、森林との共存〜製材〜加

工〜建築〜暮らし〜教育までと、森林資源を活用

した山からの一気通貫体制の確立を目指し、更な

る事業の展開に取り組んでいきます。

2018 年には、地域森林資源の活用を目的とし

た「鳴子温泉もりたびの会」を設立しました。林

Q1　木造建築の需要はどれほどあるのでしょうか？

A1　現代の住宅では集成材などの工業製品が多用さ

れていますが、木材の需要はどんどん開発していける

と考えています。例えば日本の住宅で使用されること

の多いプリント合板を、本物の木材に置き換えるだ

けで需要は増加しますよね。また、建材製造時のCO2

の排出を削減できれば、需要は更に増えると思います。

Q2　大量生産された工業製品よりも、工業素材とし

ての木材のほうが高価なのではないでしょうか？

A2　2020 年の場合は、40年前と同程度の安めの価

格帯でした。もちろんプリント合板などを使用すれば

いくらでも安く住宅を建てられます。しかし、どちら

を選択するかは価値観の違いによるものであり、使用

したい人が使用できれば良いと考えています。

Q3　エネルギー事業の現状を教えてください。

A3　エネルギー事業は東日本大震災以降にスタート

したため試行錯誤中です。費用等の数値や結果はまだ

明らかになっていませんが、現時点では電力会社やプ

ロパンガス販売店などの料金を元に算出しています。

次回までの課題　本スタジオのテーマに関係する先行研究論文等を読む。テーマについて周りの友人らと話してみる。近くの山を歩いてみる。

大場 隆博
TIMBERWORK グループプロジェクトリーダー

さん

VESTA プロジェクト代表
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はじめに、東北大学 柳井良文さんより「アクターネットワーク」

の基本的な考え方等をご講義いただきました。後半では、AND作成

と並行して実施する SIG（Special Interest Group）について各担当教

員が説明。SIG では視点・関心に応じて論点を深堀りしていきます。

講義と討議 2「アクター・ネットワーク理論」

今回は東北大学 中安祐太さんをお招きし、ご自身の研究テーマで

ある持続可能なライフスタイルのための木質バイオマスの多角的な利

用のほか、宮城県川崎町を拠点とする合同会社百
もも

が取り組む森林事業

や教育事業などについてお話いただきました。

講義と討議 3「里山資源を活用したエコ技術とエコ社会の協奏的創出」

里山とは大自然と都市との中間地帯のことで、

自然と人間の居住地の境界線を担っています。

元々は人間と動物の干渉地帯でしたが、現代では

里山が手入れされておらず、人が立ち入らないた

め、猪や熊による被害が増加傾向に。また竹被害

やナラ枯れも問題となっていますが、解決のため

には、間伐や小面積皆伐を行う必要があります。

里山とは何か？

食とエネルギーの地域内自給自足を目指して

大学における研究活動について

いくことで対象への理解を深めていきます。事象

を抽象化し要約することで、全体像を俯瞰するよ

うな ( 空飛ぶ鳥のような ) 見方に対し、アクター・

ネットワーク理論では、要約の過程でこぼれ落ち

てしまいそうなささやかな事柄にも目を向け、そ

れら１つ１つを記録しながら、最終的には複雑な

全体の関係図を知る ( 地を這うアリのような ) 見

方を目指しているのです。

もちろんネットワークは新しいアクターの登場

や時間経過などで変化していきます。なのでこれ

を考える時には、それを描いている自分自身もた

だの観察者ではなく、アクターの１つとしてネッ

トワークの中で、関係性に良い変化を与えていけ

るかを考え続け、その行為自体もネットワークに

ふくめる事が重要です。森全体を俯瞰しながら通

り過ぎる鳥ではなく、森の中で活動していくアリ

としてふるまうことが期待されます。

この理論では、全ての登場人物や要素に上下関

係を持ち込まず対等な立場で扱い、各要素間での

やり取りや影響などを細かに観察し、洗い出して

合同会社百は、農業、化学工学及び里山資源工

学、林業を専門とする 3 名でスタート。「食とエ

持続可能なライフスタイルのための木質バイオ

マスの多角的な利用が私の研究分野です。バイオ

マスとは動植物由来の化石燃料を除く、再利用可

能な有機性エネルギー資源のこと。特に間伐材な

どの未利用バイオマスの研究をしています。また、

キノン系有機レドックスキャパシタ（蓄電装置）

の開発にも取り組んでおり、このキャパシタの作

製や森林資源の保守、活性炭の製造など、宮城県

の地域森林資源活用の 6 次産業化が目標です。

Q　アクターネットワークダイアグラムを描く上で、

注意すべきことはありますか？

A　特定のアクターを特権化せずに、色々なものの影

響関係を考えることが重要です。また、ネットワーク

を外から見て、アクター同士の相互作用を客観視する

のではなく、自分がそのネットワークの中で、一つの

アクターとしてどのようにふるまうかを念頭に置きな

がら検討すると良いと思います。

Q　教育に関する取り組みを教えてください。

A　東北大を中心とした環境系ボランティアサークル

の顧問を担うなど、大学生向けの教育はこれまでも取

り組んできました。小中高生向けの教育プログラムで

は、森林のみにフォーカスした内容にするなど、伝え

方を含めて今後検討する必要があると考えています。

* エコモデーション：「環境にやさしい」を意味する “Eco” と「宿

泊施設」を意味する “Accomodation” を合わせた造語。

次回までの課題　既に理解している身のまわりの何らかのシステムについて、AND（アクターネットワークダイアグラム）を描いてみる。 次回までの課題　ANDの描き方の説明動画を参考にしながら、引き続き各自作業を進める。

中安 祐太
合同会社百 業務執行社員

さん

東北大学学際フロンティア研究所 助教

アクター・ネットワーク理論とは、ブリュノ・

ラトゥールらが提唱した科学技術社会論のことで

す。人間だけでなくモノ（非人間）をも行為の主

体（アクター）として見なし、それらの相補的関

係のネットワークを詳述しようとする考え方であ

り、異種混交のネットワークの中で社会事象の構

成原理を見ることを目的としています。

複雑なものを理解しようとする時、もしくは説

明しようとする時に、抽象化したり単純化したり

することで難易度を下げてわかりやすくすること

が多々あります。しかしながら、その過程で無視

されたり、意味が変わる要素もあるのではないか

という考え方からこの理論は生まれました。

例えば、世界大都市におけるマラソン大会や、

ニーマイヤー文化センターがグローバルに展開す

るための文化戦略の検討時にアクター・ネット

ワーク理論が導入されています。

アクター・ネットワーク理論とは

考え方、視点の持ち方

柳井 良文 
東北大学 大学院工学研究科 都市・建築学専攻 助教

さん

ネルギーの地域内自給自足」を体験できるエコモ

デーション*の運営と木質資源の新しい価値の創

出を目指しており、里山文化と科学技術を組み合

わせたベーシックインフラの自給自足を目標とし

ています。2019 年には杉山を購入し、平地を皆

伐・造成。そこへ、自伐林業・自然乾燥・その場

製材にこだわった宿泊施設を伝統工法で建設しま

した。尚、エコモデーションの事業戦略として「里

山 Joy !」の運営や、温泉排水を活用したカカオ

栽培、ワーケーションの実施など、メンバーの持

つ多様なネットワークを活かしながら、顧客獲得

に向けた様々な取り組みの推進中です。

またエネルギー事業においては、誰もが真似を

しやすい「やさしいエコ」を普及させるために、

放置されている里山の広葉樹林を自伐し薪ストー

ブ等の熱源として利用するなどといったバイオマ

ス熱循環システムの構築に取り組んでいます。

DAY 3｜ 2021年10月6日DAY 2｜ 2021年10 月1日
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参加者それぞれが身のまわりのシステムについて描いたAND* を

発表。今回はアクター同士の関係の構造に特化して描かれたAND が

多く見られましたが、次のステップとして図の描き方や見せ方の工夫

に取り組んでほしいとのアドバイスがなされました。

宿題講評

チキンカレーのシステム

AND ❸

鍋内での具材の関係を表現できるのではと

考え、この図を描きました。レシピの時系列

表示を解体したこと、材料と感覚の関係を図

示したこと、調理者の特権を排除して描いた

ことがポイントです。（松實）

日本国内における古着の動き

ある高校の吹奏楽部の定期演奏会

AND ❹

AND ❷

日本国内で古着がどのようにやりとりされている

のか、できるだけ詳細に記載するよう心がけて作

成。これまでは存在をあまり意識していませんでし

たが、調査を進めるうちにクリーニング業者が重要

な役割を担っていることが分かりました。（加藤）

演出係や美術係は独立したアクターとして扱いま

したが、実際は吹奏楽部員が担っているので、それ

をどのように表現するかが課題です。（熊谷）

それぞれが相互に関係しあっているのだと示され

ると尚良いですね。（本江） 大学図書館のアクターネットワーク

AND ❻

まずはじめに、大学を中心とした資料のやりとりと、

蔵書を中心とした情報のやりとりという 2 種類の

ANDを描き、最後にそれらを組み合わせた図を作成。

利用者への貸し出しだけでなく、各所からの寄贈や、

処分について記載したことがポイントです。AND を

描いたことで、図書館には周囲に多くのアクターがお

り、それによってサービスが成り立っているのだとい

うことが明らかになりました。（小林）

異なる観点で描いたANDを最後に統合するという

手法が良いですね。蔵書がアクターとして登場してい

るのもいい感じです。（本江）

次回までの課題　今後の参考にできるよう、自身や他の参加者のANDを見直す。

ワクチン接種会場の内側

AND ❺

東北大学の新型コロナウイルスワク

チン接種会場におけるアルバイト経験

をヒントに図を描きました。（前田）

ワクチンがアクターではない点が、

アルバイトならではですね。（鈴木）

八木山動物公園のAND

AND ❶

八木山動物公園は仙台市の公共施設であるた

め、経済面を含む様々な情報が公開されている

ことから、ANDで表現してみたいと考えました。

凡例に記載されていない緑色の矢印は、餌や道

具、木材などの動きを示しています。（吉野）

[ これらの他に描かれたANDのテーマ ]

・電力の需要と供給　　　　　　・自身の家族の関係図

・塾、家庭教師のシステム　　　・書籍ができるまで

・1 つの音楽を中心としたAND　・フリマアプリ

・教科書の製造 〜 学生の手に渡るまで

・野球場のショップとゲームブース

・アイドルとそれを取り巻く産業等との関係

・大学教授と学生の構造、大学のシステム

・昼休憩時の飲食店利用者に影響するもの

DAY 4｜ 2021年10月11日

* AND：アクター・ネットワー

ク理論を元に描いた図「アク

ターネットダイアグラム」の略。
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1 32 4
初日は VESTAプロジェクトの事業実施現場を中心に見学。まずは、

現地の実状や事業ごとの関係性を学びながら、事前説明だけでは見え

てこなかった鳴子のアクターをリサーチしていきます。

現地見学 1 日目

次回までの課題　見学を通じて得られた情報を整理してAND 作成に備える。

エコラの家
宮城県大崎市鳴子温泉字玉ノ木70

エコラの森〜キャンプサイト
宮城県大崎市鳴子温泉字玉ノ木70

サスティナヴィレッジ鳴子
宮城県大崎市鳴子温泉沢14

準喫茶カガモク
宮城県大崎市鳴子温泉川渡 49

加賀さん、齋藤さんが所属するもりたびの

会のメインフィールドは川渡温泉であり、エ

コラの家も拠点の一つです。初日は、VESTA

プロジェクトを始め、鳴子で行われている

様々な活動を改めてご説明いただくところか

らスタート。まずは鳴子にどのようなアク

ターがいてどんな働きをしているのか、2 日

間の見学を通じて探っていきます。

まずはプロジェクトのバイオマス発電事業

の要となるCHP*とチップボイラの見学から。

余剰電力を極力生まないよう、ここで発電し

た電力は㈱かみでん里山公社へ販売し、ヴィ

レッジ内の電力は同社から購入しています。

また、ヴィレッジ内のアパートにはチップ

になるはずの木材を多用するなど、森林資源

を無駄にしない取り組みがなされています。

最後は、加賀さんが営んでいるこけし雑貨

と喫茶のお店「準喫茶カガモク」へ。壁や装

飾などあちらこちらにこけしが隠れている、

こけし愛とユーモアに溢れた空間です。

「カガモク」では、月に一回「カレーの会」

と題した地域の話し合いの場を開催。鳴子地

域におけるコミュニティの形成の中枢として

も重要な役割を担っています。

エコラの森は「セブンの森」や「私学の森」

など、様々な名前で呼ばれています。元々こ

のエリアは、リゾート開発に失敗したのちに、

乱伐され放置されていた荒廃林でした。現

在はNPO法人しんりんが中心となった森林

整備や、もりたびの会などによって森林資源

を活用したプログラムが実施されています。

また、エコラの森では針広混交林を目指し

た森づくりにも取り組まれており、こけしの

森と呼ばれるエリアにはこけしの材料である

ミズキの植樹が行われてきました。地球温暖

化防止と生物多様性の維持・保全のために森

林を守りたいという思い、先人たちが残して

くれたこけしを次世代につなぎたいという願

いを込め、2019年よりこの活動が続けられ

ています。
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DAY 5｜ 2021年10月16日

*CHP：“Combined Heat and Power”の略。発電と熱供給を

同時に行うシステムのことをいう。
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2 日目は鳴子全体の環境に焦点を当て、もりたびの会のメイン

フィールドである川渡温泉だけでなく、中山平、鳴子、東鳴子と、広

域に渡ってフィールドワークを実施しました。

現地見学 2 日目

1 32 4

次回までの課題　現地見学の印象が薄れないうちにANDの原案を個人で作成し、それを持ち寄って各チームでの議論を開始する。

南原穴
あな

堰
ぜき

周辺、中山平温泉
宮城県大崎市鳴子温泉南原地内、

宮城県大崎市鳴子温泉星沼18-9

越後屋旅館、川渡共同源泉
宮城県大崎市鳴子温泉川渡、

宮城県大崎市鳴子温泉字川渡 24-9

東鳴子、鳴子
宮城県大崎市鳴子温泉

潟沼
宮城県大崎市鳴子湯元地内潟沼

「南原穴堰」は、1640 年代から現在まで

農業、生活用水路として使用されている総延

長 1,880ｍの灌漑用水路です。水を地表に

通すことで、米の栽培に適した水温に調整す

るという方法（ぬるめ水路）がとられています。

中山平温泉しんとろの湯は、100℃前後の

蒸気泉を使用する造成温泉。蒸気泉の熱は熱

交換され、シャワー等に活用されています。

歴史ある湯治場の東鳴子には、重曹泉（炭

酸水素塩泉）を中心に様々な泉質の温泉が。

一方、鳴子の源泉には硫化水素が多く含ま

れているため、他のエリアよりも街全体で硫

黄の香りが強く感じられます。また、足湯 

下地獄源泉敷地内の小屋には温泉水の通るパ

イプが設置され、その熱で小屋内のものを乾

燥させる取り組みもなされています。

現地見学の最終目的地は、鳴子エリアの全

ての温泉地の熱源となる火山につながる潟沼

です。ここでは、鳴子にはどのようなアクター

があり、どのようなエンゲージメントがある

かをディスカッションすることに。まずはマ

ンツーマンで話をし、その後ペア同士で 4 人

1 組になり再度ディスカッション。最後に各

グループごと得られた知見を発表しました。

川渡温泉 越後屋旅館 吉田さんより旅館の

温泉利用についてご紹介頂きました。自家源

泉の温泉水は40℃程度のため、地下から汲

んだものを熱交換し使用されています。

また、川渡地区公民館敷地内にある共同源

泉からは 55℃ほどの温泉水が側溝を通り各

所へ流れていきますが、その際に発生する熱

は特に活用されず、地表に放熱されています。
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人 酸性土壌
改良、稲作

火山

鳴子(温泉)

噴火

音

薬師如来

信仰

源義経

子供?

病気治癒
災難除去

江合川

氾濫、飲料、農業

鳴子ダム

治水
発電

治水

温泉神社(権現造)

信仰、奉納相撲 遊佐大神碑
記録

現地見学で得られた知見を元に、チームごとにAND の草案を作成。

アクターの洗い出しから着手するチームもあれば、まずは方針を定め

るチームもあるなど、それぞれ試行錯誤しながら作業に取り組みます。

エスキス：進捗報告 1

次回までの課題　チームごとにANDの作成を進める。現時点で複数枚ある場合は1 枚に集約する。

DAY 7｜ 2021年10月29日

Team A Team D

Team B Team E

Team C

温泉、地質、地域振興、エネル

ギー関連の可視化、資源や森など

興味の対象が幅広いことから、ま

ずは個々人の得意なところをベー

スに進め、それを元に全体の道筋

を探っていく予定です。

また、鳴子、川渡、中山平温泉

に関する論文を元に❶のような図

を作成しました。

オンラインホワイトボードを使

用して、見学時の気づきやアイデ

アを集約。これを元に議論する中

で、鳴子地域には時間的な深みを

感じたという意見から、時間を基

盤として ANDを描いてはどうか

という案が出ています。

地熱資源と森林資源に着目し、

どのような方向性で描き進める

かを議論。その結果、1 つのアク

ターをベースにして広げる案（❷）

と、フローやしくみをベースに見

ていくという案（❸）を組み合わせ

て検討することに（❹）。これに加

え、歴史の織り込み方や馬（の歴

史）と地域の人々、観光客のつな

がりを示す方法などを検討したい

と考えています。

メンバーの興味対象が多様で

あったことから、まずは各自で大

まかなAND 図を作成することに。

それぞれの共通項を探るなかで、

人と自然、過去と未来、自然と人

とをつなぐものというキーワード

が見えてきました。

森・水・人というキーワードを

元にアクターを洗い出し、それら

をどうつなげられるか考えていく

ことに。最終的に3Dで表現して

みたいという意見も出ました。

1

5

6

7 8 9

10 
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3

岡田  栃原  山﨑  山崎  吉野 亀井  河井  前田  松實  三浦

有川  加藤  佐藤  久田  水口  箭子 菊地  小林  鈴木  濱地  前根

金山  君島  熊谷  深谷  八幡
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2 回目のエスキスではそれぞれのANDにチームごとの特色が見ら

れるようになってきましたが、更なる表現の向上を目指し、当初設定

したスケジュールに追加してエスキスの時間を設けることに。

エスキス：進捗報告 2

次回までの課題　11月18日に、各チーム1 時間程度で ANDのグラフィックデザイン等に関するテコ入れを行う。

DAY 8｜ 2021年11月10日

Team A

Team D

Team B Team E

Team C

各自の案をまとめ(❶)、作成す

るANDの方針を決めました。こ

こからは、鳴子に元からいる人と

後から来た人という分類や、鳴子

の内外どちらにいるかでアクター

を分類するという案を元に、検討

を進めていきます。

各自の ANDを育てても良いが、

それぞれを先鋭化するのではな

く、1 枚に集約する作業を何度か

行ってみてほしい。（本江）

私たちが未来を考える立場にな

ると想定して、時間軸でアクター

ネットワークを表し、更に自分達

自身もアクターのひとりとして図

に配置したいと考えています。

未来を考える際に、鳴子の人々

が何を求めているか尋ねたり調べ

るだけでなく、こちらから提案を

することも大切ですね。（本江）

アクターに関する単語を並べ

（❷）それぞれの接点を探すという

方法で図を描こうと考えました。

ただ、メンバー間で各アクターの

扱い方などに差異があり、それを

どうまとめるかが課題です。

まずは両視点で描いてみてほし

い。アクターを並べ変えるだけで見

えてくるものがあるのでは。（本江）

左右に人と自然、上下に未来

と過去の軸を設定し、そこにア

クターを配置してみました（❻）。

現時点では抽象的な部分が多いの

で、今後具体化していきます。

過去を知ることは地域を知るこ

と。本スタジオでは、あるべきで

あってほしい未来を考えることが

目的のため、歴史を知ることは重

要だと思います。（廣木）

始めにブレインストーミングを

行ってアクターを洗い出し（❸）、

人に着目するという方向性のも

と、並べ替えを行いました（❹）。

もりたびの会が教育を提供する

など、両者の関係性が分かる描き

方にしてみては。（本江）

2 6
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金山  君島  熊谷  深谷  八幡
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これまでANDを描くなかで浮かんだ疑問等を解消するため、鳴子

の現地取材を再度実施。木材や観光資源を中心に、グループに分かれ

ながら調査を進めていきました。

現地取材

次回までの課題　取材で得られた知見を元に、ANDをブラッシュアップする。

1 3株式会社くりこまくんえん
宮城県栗原市鶯沢袋島巡 44-7

鳴子エリア内各施設

くりこまくんえんでは、製材、チップ、木

材の加工のほか、サスティナヴィレッジ等の

椅子、机等の家具制作を行っています。収入

源はチップと製材品がどちらも全体の1/3

ずつ。建築材として売っている木材全てを間

伐材にすることが目標です。また、自然素材

を使ってもらえる仕組み、つまり地元にお金

が流れるしくみの創出を目指しています。

再び 4グループに分かれ、鳴子ダム、桜井

こけし店、みやま旅館、サスティナヴィレッ

ジ鳴子の視察を実施。ここでは、VESTAプロ

ジェクトが直接取り組む事業や活動に加え、

それらを取り巻くアクターに焦点を当てたリ

サーチや、各SIG のテーマに沿った情報の収

集等を行いました。

2川渡エリアの温泉宿
宮城県大崎市鳴子温泉川渡

4グループに分かれ、玉造荘、藤島旅館、

湯あみの宿ぬまくら、越後屋旅館を視察。入

浴などを通して、各宿の特徴を調べました。
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DAY 10｜ 2021年11月28日

オンライン及びフィールドデザインセンターにて、各チーム 1 時

間程度で ANDの作図集中エスキスを実施。アクターネットワークの

構造を保ちつつ、変形させて図としてのレイアウトを考えることで、

メッセージのあるダイアグラムを作り出すための議論をしました。

エスキス：AND作図

DAY 9｜ 2021年11月17日

次回までの課題　プレゼンテーションへ向けて、ANDと成果共有資料を完成させる。

※ TeamA はメンバー不在のためエスキス未実施。

「森林資源」と「地熱」の利用のされ方と流れを考え、そ

こに人を当てはめるという方法で作図を進行中です。

森の恵みをバイオマスとして温泉で利用することで森と火

山をつなぐ回路ができる。VESTAの取り組みは森と火山を

つなぐものである、というような展開にできるのでは。（本江）

鳴子地域を、ドラえもんの「ガリバートンネル」のような

成長の装置と見立て、それを様々な鳴子のシステムが駆動す

るとのだと表現するというアイデアを得ました。（本江）

まずは鳴子の全体図をまとめ、アクターを人に限定しては

どうかと考えていますが、人の動きの表現で難航しています。

各アクターのつながりを大まかに描きながら、表現方法を

探りつつ、AND に求められていることを見直しています。

例えば自然の領域を鳴子の地形の谷に見立てて下部に置

き、谷に包まれるよう人工の活動を置けば、鳴子の地形が生

み出す関係をより直截に表現できるかもしれません。（本江）

Team E

人工と自然を横軸、過去と未来を縦軸とし、そこにアクター

を配置するという方法で AND の作図にトライしています。

既存の軸が垂直方向に中心を貫く二重の同心円があり、そ

の内側を鳴子内部、外側を鳴子周辺のネットワークとし、そ

の間に関わり合いがあるという構造も表せそうです。（本江）

菊地  小林  鈴木  濱地  前根

3

1 2

4

Team D 亀井  河井  前田  松實  三浦

Team B 有川  加藤  佐藤  久田  水口  箭子 Team C 金山  君島  熊谷  深谷  八幡
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ついに最後の進捗報告会。プレゼンテーションまでの残りわずかな

時間で、自分たちの考えをどれだけクリアにANDとして表すことが

できるか、ギリギリまで試行錯誤が続きます。

エスキス：進捗報告 3

次回までの課題　プレゼンテーションへ向けて、ANDと成果共有資料を完成させる。

DAY 11｜ 2021年12月3日

※TeamDはメンバー不在のためエスキス未実施。

Team A

Team E

ミクロ（❶）とマクロ（❷）の

視点で作図。

ミクロ視点の図では、鳴子内外

の人々と移住者の関係性と、お金

の流れの把握しやすさを念頭に置

いています。特に、人々の属性ご

とにマトリクスを作成したことが

ポイントです。また、鳴子外と移

住者のマトリクス間に矢印があり

ませんが、ここに新しく創造され

た価値こそが鳴子もりたびの会で

あると考えています。

マクロ視点の図では、VESTA

プロジェクトとしての取り組みを

伝えるために、外部との関わりも

詳しく記載しました。

この図が、VESTAプロジェクト

の何を表現しているのかを常に問

いながら作業を進めてみてくださ

い。（本江） 時代の異なる4 種類の図を作成

中。6 つの軸でアクターを書き出

し、鳴子内外関わり方に焦点を当

てて描いています。

VESTAプロジェクトが鳴子にエ

ネルギーを生み出したことを示す

ため、過去の図の記載内容を検討

してみては。（丸岡）

プロジェクト代表の大場さんも

アクターとするなど、関わる人々

の想いに焦点を当てるという方針

で検討しています。

関わるアクターを全て記載する

のではなく、説明したい事柄に

よって情報の取捨選択を行うと良

いでしょう。（本江）

3

4

1

2

岡田  栃原  山﨑  山崎  吉野

菊地  小林  鈴木  濱地  前根

鳴子へ訪れると様々な知識を得

て成長できることを示すため、鳴

子自体をトンネルとみなして作図

を進めています。

潜ると成長できるトンネルの中

を覗くことだけでなく、そこへ入

るためのしくみを示せると尚良い

ですね。（本江）

5

Team C
金山  君島  熊谷  深谷  八幡

Team B 
有川  加藤  佐藤  久田  水口  箭子
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岡田 夏苗

栃原 悠佑

山﨑 侃之介　

山崎 実莉

吉野 舜太郎

❶ 木材のカスケード利用と

　 エネルギーに着目したAND

❷ 鳴子内外でのお金の

　 流れに焦点を当てたAND

❸ 環境や自然との

　 関わりを示したAND

❹ 各チームのANDの構造を

　 比較しやすいように

　 表現を揃えた❶の「調整版」

❺ ❷の調整版

3 種類のANDを作成しました。1つめ（❶、❹）は木材のカスケード利用とエネ

ルギー利用に着目しており、矢印の大きさによって使用する材料や熱等の量を表

しています。2つめの図（❷、❺）では、鳴子の外へ出ているお金の量と、VESTA

やもりたびの会が鳴子へ持ってくるお金の量に焦点をことができるのか、人を

中心に示しました。更に、環境や自然との関わりを示した 3 つめのANDも作成。

森林や潟沼などの自然観光資源と人との関わりかただけでなく、裏でどのような

動きをしているかを明らかにしたいと考え、図を描きました。

最終プレゼンテーションは、オンラインにて実施。これまで検討し

てきたANDについて作成の背景や意図も合わせて丁寧に説明しなが

ら、自分達が取り組んできた活動を改めて見つめ直しました。

プレゼンテーション

Team A

DAY 12｜ 2021年12月11日

1

3

2

木
材
の
カ
ス
ケ
ー
ド
利
用
と
お
金
の
流
れ

4

5
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有川 周志

加藤 秋桜子

佐藤 美桜　

久田 幸輝

水口 竜一

箭子 優羽

❶ 各アクターの関わり方やはたらきを

　 理解してもらいやすくするために、

　 背景にイラストを配置した。

❷ ❶の調整版　　　

両極に森林と源泉と設定し、源泉は赤、森林は緑、人に関係するもの（集団組

織も含む）は黄色、森林資源と源泉が交ざっている箇所を紫色で示しました。加

えて、将来予測されるネットワークを紫色の点線、なくなる可能性があるものは

青色の点線で示しています。色分けをしたことで、森林付近には多分野の人々が

関わっており、逆に源泉付近はそうでないことから、どちらも人々の関わり方が

異なっていることが分かりました。この図により、接点を作ることの必要性と、

それを起点に活動を広げていくことの重要性を示せたのではないでしょうか。

Team B

1

2

森
林
と
源
泉
を
軸
と
し
た
鳴
子
の
関
係
図

金山 侑真

君島 真叶

熊谷 果穂

深谷 峻大

八幡 泳美

❶ 左側のトンネル入り口に近いほど

　 誰にでも取り組みやすく、

　 右に進むに連れて鳴子の内部に深く

　 関わる体験や事柄を並べた。

❷ ❶の調整版

*ガリバートンネルとは、漫画「ドラえもん」に登場するひみつ道具。トンネルの小さい口から

大きい口へ向かって進むと、人体やそれに付随しているものが大きくなるというもの。

鳴子は訪れるだけで成長できたりリラックスできる場所であることを示すため

にガリバートンネル*をモチーフに図を描きました。トンネルを通ることで、鳴

子の自然資源を使ってその循環に貢献したり、自然について考えるようになると

いう成長ができることを表しています。鳴子では豊富な自然資源を使った様々な

取り組みがなされていますが、100%は活用できていません。そこで、まずは鳴

子そのものを知ってもらうことが必要だと考え、このような図を作成しました。

Team C

1

2

「
な
る
こ
」
に
触
れ
る
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亀井 健矢

河井 智

前田 遥海　

久田 幸輝

松實 秀磨

三浦 綾音

❶ 自然をイメージしやすくため、

　 ANDの背景には山の断面図を使用。

 （位置関係は関係なし）

❷ ❶の調整版　　　

「人と自然の応答」をテーマに、自然界と人間界、その中間領域があることを

前提とし、古くから自然に向き合ってきた鳴子のANDを作成。鳴子の自然と人々

の生活には緩やかな境界があり、一定の距離を保ちながらそれらを利用して生活

を豊かにしてきた背景から、自然との関係性に着目しました。今回は、資源のカ

スケード利用によって鳴子内で循環する経済を実現し、山間地域のロールモデル

になるという目的を念頭に置いてアクターを選出。また、視認性を高めるために、

自然、自然と人工の境界、人工という分類ごとに色分けをしました。

Team D

1

2

人
と
自
然
の
応
答

菊地 優斗

小林 央

鈴木 葵

濱地 峰史

前根 優也

❶ 鳴子の各時代における状況

❷ ANDの軸に設定した7つのキーワード

　とそれを取り巻く要素

江戸時代、戦後、現在、未来という4 つの視点を元に、それぞれ鳴子内外の関

わり合いに焦点を当てたものと、鳴子内部の図示に特化したものの、計8 種類の

AND を作成。また、観光、エネルギー、交通、川、山、農産業、教育という7

つの大きな柱を据え、そこへ柱を構成する主な要素を書き出し（❷）、時代ごとに

細かなアクターを書き加えていきました。（P26）

経済や生活の状況とそれを取り巻く環境の異なる時代を選択したことで、今後

起こすべき変化が目に見えて分かるようになったのではないでしょうか。

Team E

1600年 1950年 2021年

現在
未来

江戸 戦後

VESTA

2

1

時
間
軸
で
見
る
鳴
子
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
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菊地 優斗

小林 央

鈴木 葵

濱地 峰史

前根 優也

Team E

時
間
軸
で
見
る
鳴
子
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

Actor-network Edo

江戸時代は農産業と山に関わるアクターが多かっ

たものの、それぞれが無意識に繋がっていたた

め、ネットワークとして描きにくい状態でした。

販売・整備

Actor-network Future

森林環境教育

燃料

VESTA

木(木材)

生き物

エコラの森

NPO森林

もりたびの会

農業
酪農

こけし・漆器

製材所

林業
建築

穴堰(用水路)

生き物

鳴子大橋

鳴子ダム

水

学校 インターネット

地域交流

自然体験

口承

鳴子大橋

旅館・ホテル

飲食店

鳴子ダム
温泉

こけし・漆器
紅葉

車
馬・牛

バス

自転車

鉄道徒歩

地熱

水力発電

CHP

熱 電力

認定

研究

雇用

協力

協力

伝承

通勤

通学
教育

情報提供

情報提供 熱源提供

労働

店頭販売

熱源提供

提供

共同
利用

観光

熱源提供

利用

産出

供給

場所の提供

建築

感性の刺激

情報発信

自然体験

ボランティア

伝承

レンタル

エネルギー

整備・運用

飼育

仕事

交通手段

仕事
仕事

維持管理認知・拡散

使用

使用

集積

加盟

担当

防ぐ

提供

建材
場所の提供

使用

製材

活動拠点
木材

建材

農業用水

提供

提供

場所の
提供

板倉構法

居住

育む

制作

加工木材

鳴子小学校
鳴子中学校

川渡フィールドセンター

知恵
歴史

地域愛 キャンプ
農業体験

観光情報サイト

観光情報誌

洪水

くりこまくんえん

かがもく

共同源泉

川遊び

土木遺産

匂い・音・感触

建材
紙

ペレット
職人

従業員

大崎市

地域おこし協力隊

暖房

地熱発電

先生

業者

お湯

火山

町民

子ども

山遊び

硫黄泉

ウッドチップ

大工

田んぼ

場所の提供

利用

利用

町内の移動

サスティナヴィレッジ

サステナ住宅

協力

拡大

未来の鳴子では、石油由来のエネルギーの割合が

減少し、VESTAプロジェクト主導のもと、地域内

の経済が循環するようになると予想しました。

Actor-network WW2~1980

戦後の特徴は江戸時代は閉じていた環境が外へ開

かれるようになったこと。しかしながら、内側で

の経済のつながりが希薄という一面もあります。

Actor-network 2021

現代では山を取り囲むアクターに大きな変化が。

特に、VESTAプロジェクトは複数のアクターとの

つながりを持つ重要な存在であると言えます。

Actor-network Edo

江戸時代は地域循環の支配システムが成立。馬の

取引所として藩が重宝していたため、国内で比較

的豊な街であり、兼業が多い点が特徴です。

JR

Actor-network Future

未来では鳴子がエコタウンとなることで、建設会

社やエネルギーの供給元がより鳴子に近づき、地

域内での循環に繋がっていくと考えました。

Actor-network WW2~1980

戦後は仙台近郊等の都市経済に依存。観光資源が

豊富であり第三次産業の割合が高い一方、域内雇

用の不足等で若年層の流出も激しい地域でした。

Actor-network 2021

現代では、山を軸とした箇所にもりたびの会やエ

コラの森など新たなアクターが加わったり、外部

企業との関わりが生まれています。

江
戸
時
代

未
来

現
代

第
二
次
世
界
大
戦
後
〜
80
年
代

鳴子内部の関わり鳴子内外の関わり 総 評

当初の想定よりも、様々な方向からアイデアや提案を出していただけて嬉しく

思います。経済を循環させて人口を増やすという考え方の図がありましたが、例

えば人口の増やし方を考えるだけでなく、自分たちが理想とする未来を描くのに

必要な人口を設定してみるのも良いかもしれません。また、スタジオ完了後も、

ぜひ何らかのかたちで鳴子とつながり続けてもらえると嬉しいです。（加賀）

各チームが、それぞれの視点で密度の高い図を描いていたのが印象的でした。

特に TeamEが取り組んでいたように、未来の提案を行う際に過去の流れも丁寧

に調査するという姿勢は見習っていきたいと感じました。（丸岡）

皆さんの取り組み方に大変熱意を感じました。また、地域内外の方にも今回作

成したANDを見てもらう機会をぜひ作りたいと思っています。（鈴木）

各チームの視点が、想像以上にユニークで面白かったです。また、地域の今後

を考えるうえで、過去の振り返りの重要性を改めて実感しました。（廣木）

プロジェクトが進むにつれて、各参加者がANDを着実に理解していくところ

が見られて良かったです。自分たちの図がどんな視点を元に作られたかをふりか

えると、よりブラッシュアップできるのではないでしょうか。（友渕）

今後社会に出たときに、正解のない仕事に立ち向かわなければならない時が来

るはずです。その際に、現状を把握するだけでなく、それをどう扱うか、どう変

化させるかを考えなければいけません。そこで今回取り組んだことのように、た

くさんのアクターがエンゲージメントしあっているという状況をネットワークと

して見ることが、現状を捉えるための一つの方法として有効です。今後も仕事や

研究などで、ぜひ1つのテクニックとして活用してみてください。（本江）
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VESTAプロジェクトのアクターネットワーク
スタジオで作成された AND をふまえ、VESTAプロジェクトと鳴子地域の未来図を描きました。

地産木質バイオマス
エネルギーの活用

森を活用した教育
体験プログラムの展開

鳴子地域における森林資源を活用したエコタウンの形成

印刷用紙 チップ

家具製作

木造建築

家具材

木造住宅 板倉構法

建材 製材加工
設計

施工

売電

給電

給湯

薪・ペレット
地域電力会社

植林

エエココララのの森森

キャンプ

東北大学
フィールドセンター

カガモク
バスツアー オンラインツアー

学校

家庭
サポート企業

自治体

企業・団体

鳴子温泉郷

潟沼

世界農業遺産 大崎耕土

鳴子ダム

南原穴堰
地熱利用

冷暖房
給湯

宿泊施設

一般住宅

ロードヒーティング
木質チップ
ボイラー

鳴子こけし

鳴子漆器

間伐下草刈り 主伐

CHPシステム
熱電供給

サスティナヴィレッジ鳴子

Illustration：本江正茂
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S pecial
I nterest
G roup

メインプロジェクトと並行して実施された SIG（Special Interest 

Group）は、参加教員の専門性を生かしたプロジェクトグループです。

各教員が中心となり、それぞれの視点や関心に応じて、VESTA プロ

ジェクトの実施に描ける未来像を深堀りすることを目的とし、希望者

は以下のいずれかのグループにて活動に取り組みました。

サスティナヴィレッジ鳴子のエネルギー解析

温泉旅館への薪ボイラー導入による

環境負荷低減効果・経済効果解析

行政を活用した今後のVESTAプロジェクトの展開についての検討

鳴子地域の景観資源等の活用方法検討

SIG 1

SIG 2

SIG 3

SIG 4

サスティナヴィレッジ鳴子のエネルギーフロー解析

本グループでは、まずサスティナヴィレッジにおけるエネ

ルギーのフローを理解するため、プロセスを分解するところ

からスタート。その後現地調査を行いながら、流入出量の調

査等を通じた操業データの収集と熱物質収支*の計算を行い、

エネルギーの流れを示したフロー図の作成に取り組みました。

丸岡 伸洋
東北大学多元物質科学研究所
SIG1 プロジェクトリーダー

SIG

熱交換器
2

熱交換（室内）

サスティナヴィレッジ鳴子 居住棟における
温熱利用時のエネルギーフロー

熱交換器
2

台所、風呂など

直接
利用

H.Si

ブロア

W.So

熱交換器
1

熱交換器
1

ポンプ

W.SoH.Si

熱交換（室外）

W.So H.Si

室内

室内環境

水道水

空気 温風 空気

空気

不凍液

排水

温水
（エネルギー棟より）

温水
（エネルギー棟へ）

H.Si
Heat sink
熱だまり、排熱の行き先

W.So
Work source
回転動力、電気

エネルギーの流れ物質の流れ

岡田 夏苗

菊地 優斗

栃原 悠佑

久田 幸輝

吉野 舜太郎

東北大学法学部 1 年

東北大学工学部 2 年

東北大学工学部 2 年

東北大学工学部 1 年

東北大学工学部 4 年

Member

1

* 熱物質収支とは、物体などが外部から受け取る熱（物質）及びその内

部で発生する熱（物質）と、外部へ放出する熱（物質）及び内部に蓄積

される熱（物質）のバランスを言います。
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温泉旅館へのチップボイラー導入による
環境負荷低減効果・経済効果解析

VESTAプロジェクトでは、木質系材料を活用したバイオマ

ス発電事業を実施しています。今回は、実際に鳴子地域の温

泉旅館にチップボイラー*を導入した場合の効果を検証。3

つの旅館にご協力いただき、インタビューや現地調査を通し

て、チップボイラー導入の有無によるCO2 排出量とエネル

ギー利用に係る費用の算出に取り組みました。

* チップボイラーとは、木材を細かく砕いたチップを燃料とし、水蒸気

や温水などを生成する熱源機器のこと。

鈴木 杏奈
東北大学流体科学研究所
SIG2 プロジェクトリーダー

チップボイラー導入による
CO2排出量及びエネルギー利用料金の変化

チップボイラーの導入により

チップボイラー導入なし チップボイラー導入あり

年間最大87% 削減
CO2排出量

年間最大62% 削減
エネルギー利用料金

風呂 シャワー 暖房

電気 灯油料金熱

CO2

風呂 シャワー 暖房

料金 料金

CO2

チップボイラー

電気

電力会社

灯油

燃料会社

料金 料金

有川 周志

前根 優也

松實 秀磨

吉野 舜太郎

宮城大学事業構想学群4年

東北大学工学部 3年

東北大学工学部4年

東北大学工学部4年

Member

SIG

2
行政を活用した今後の
VESTAプロジェクトの展開についての検討

本グループでは、VESTAプロジェクトの活動を「普遍化」

するために、行政の力をどのように活用できるかを検討しま

した。まずは、鳴子の皆さんが「普遍化」のために今後行い

たいことや行政に望むことをヒアリングし、得られた知見を

元に各自アイデアを熟考。更に現地合宿を通じ、VESTA プ

ロジェクトの取り組みを活かした「脱炭素」と「地域活性化」

を同時に進める持続可能なまちづくりを推進するため、どの

ような施策が必要か、幅広く検討していきました。     

廣木 雅史

東北大学大学院法学研究科
公共法政策専攻（公共政策大学院）

SIG3 プロジェクトリーダー

SIG

「脱炭素」と「地域活性化」を目指した
まちづくりにおける取り組みの可能性

1
地域内で拾った木を

バイオマス資源などに有効活用。

それに対して地域通貨でリターンし、

地域経済を回す。

6
鳴子の人々それぞれが持つ

価値や課題共有を行う。

（「持ち物検査」と「課題チェック」）

IT 系産業の本拠地を移転する等、

地域の強みを発揮できる

観光以外の産業を創出する。

7 8
こけしづくりや農林業体験など、

何度も来訪してもらえるための

仕組みづくり。

年間を通じた業務の体験が可能な

林業従業者の育成事業の実施。

4

2
よそ者（もりたびの会など）の話を

地域にオープンにする場を設け、

地元住民自身が気づいていない

魅力や視点を知る。

5
地域の魅力を知るための、

「おとなの遠足」「こどもの遠足」の同時開催。

3
木の育成～椅子の制作を

体験できるコースを創設し、

鳴子外の人々にも知ってもらえるよう、

ふるさと納税の返礼品に追加する。

10
病院等の充実をアピールすることで

移住者が増加したという事例のように、

特定の要望を持つ人々への情報発信を行う。

地域教育を目的とした

世代間交流可能な幼老複合施設や、

地域の特色を生かしたこども園の創設。

9

有川 周志

菊地 優斗

熊谷 果穂

鈴木 葵

前根 優也

宮城大学事業構想学群4年

東北大学工学部2 年

東北大学農学部1 年

東北大学農学部1 年

東北大学工学部3 年

Member

3
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鳴子地域の景観資源等の
活用方法検討に向けたリサーチ

鳴子地域の集落文化の観察と可視化を軸に、本グループで

は主に景観に着目し、その活用方法検討に向けたリサーチ行

いました。1 本の木が街の中でどのように風景として再構築

されているのか、どのような作用が起こっているのかを知る

ために、まずは街を丁寧に観察。その後は 2 つのチームに分

かれ、観光資源と自然をテーマとした 2 種類のANDを作成

しました。

友渕 貴之
宮城大学事業構想学群
SIG4 プロジェクトリーダー

SIG

鳴子地域の「自然」と「観光資源」に関する
アクター・ネットワーク・ダイアグラム

テーマ「自然」 テーマ「観光資源」

[キーワード ]
地形や温泉などの自然が作り出す鳴子の風景

[ リサーチ、作図のフロー ]
❶ 国土地理院が公開している地図等を参考にし、

　 鳴子地域の地形や高低差を調べる。

❷ 現地で把握できるアクターや地形と、

　 データ上のものを比較しながらANDを作成。

★ 紙に印刷して円錐状に丸めることで、
　 アクターの位置関係等が理解しやすい

　 立体的な ANDとして活用することができる。　 

[ キーワード ]
観光客視点、鳴子住民視点、両方から見た観光資源の差

[ リサーチ、作図のフロー ]
❶ 鳴子で撮影した写真を観察し、

　 そこにどのようなアクターが存在しているか調べる。

❷ 写真に収められている様々なアクターを

　 切り貼りしてANDのモックアップを作成する。

❸ いくつかの写真を元に、様々なパターンのANDを

　 作成して比較し、そこに存在するアクターが

　 鳴子にどのような影響を及ぼしているのかを探る。

金山 侑真

河井 智

君島 真叶

箭子 優羽

八幡 泳美

山﨑 侃之介

山崎 実莉

東北大学工学部 2 年

東北大学工学部 2 年

宮城大学事業構想学群1年

宮城大学事業構想学群1年

宮城大学事業構想学群1年

宮城大学事業構想学群1年

宮城大学事業構想学群2年

Member

4
アクター同士の関係を

考える作業の中で、物

事を多面的に観察し、

共通項を割り出す力が

ついたと感じました。

エコタウン実現に向

けて精力的に取り組

む地方の方々と交流

して、自分に活力が

湧きました。

今までは鳴子に対し伝統的

な工芸品や観光のイメージ

しかありませんでしたが、

フィールドワークを通じ、

未来への熱い想いを感じる

ことが出来ました。

如何に密度が高く、且つ伝

わりやすいメディアを作っ

て発信していくか。そうし

た課題が、鳴子に限らず他

の地域にも当てはまるので

はないかと思いました。

様々な分野の人達とグルー

プワークをすることで、自

分だけでは気づかなかった

りする考え方を知る機会に

なり、とても有意義なプロ

ジェクトとなりました。

例えば、エネルギー供給ひとつ

をとっても、単に特定の組織が

全てを担っているわけではない

という、ある意味では当たり前

の事実を実感するとともに、そ

の供給体制を維持する人の思い

や関係性の複雑さに非常に驚か

されました。

旅行するだけでは見えなかった

鳴子の姿を知り、また地域創生

への興味が以前よりも湧きまし

た。その中で、地域を盛り上げ

るために挑戦する人々がいて、

その活動を外に向けて発信する

ことの難しさを実感しました。 現地でのフィールド

ワークに参加するこ

とが初めてで、とて

も楽しかったです。

様々な視点で鳴子を

考えることができ、

難しかったがとても

面白かったです。

参加者の声
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このスタジオでは、COVID-19による行動規制の間隙をつくようにし

て、機会は限られていましたが、鳴子地域へのフィールドワークを敢行

しました。場所の豊かさを知るには、そこに身を置いて、全身の感覚で

受け止める必要があるからです。並行して、様々なオンラインツールを

活用し、複数の大学、多数の専門からなるチームでの共同作業が展開さ

れました。

同じものを見ていても、そこからどんなアクターを抽出し、そのネッ

トワーク関係をいかに記述するかは、まったく異なるものになります。

アクター・ネットワークを記述しようとする私たちもまた、鳴子のアク

ター・ネットワークの一部に組み込まれているからにほかなりません。

「森」を外から操作しようとするのではなく、まず「森」の中に入る

ことからはじめる。世界の複雑さにたちむかうデザイナーとして、鳴子

での経験を生かしていきましょう。

FDCセンター長 本江 正茂

おわりに
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