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             福島の放射線「データ不正・ねつ造」疑惑 

「バカな間違い」と重大さ認めるも、論文取り下げには言及せず 

    東大名誉教授、早野龍五氏、静岡市で「測って伝える」講演会 

電力業界の全面支援を受けて活動する中部原子力懇談会(名古屋市)が主催する「測って伝え

る 物理学者、早野龍五からみる福島の 7 年」と題する講演

会が 2 月 23 日静岡市で開かれた(写真)。講師は東大名誉教

授の早野龍五氏。内容自体は、昨年 11 月に静岡県掛川市で

同懇談会が早野氏を講師に迎えて開いた講演会とタイトルも

含めて、ほとんど同一であり、新味はなかった(掛川講演の内

容詳細は静岡新聞広告特集として静岡講演でも大々的に配

布された= 記事末参照)。しかし、その後の 1 月上旬、今回の講演と密接に関係する福島原発事

故に伴う放射線についての同氏解析論文に「不同意データ使用およびデータ解析ねつ造」疑惑

が発覚した。このことから、「測って伝える」を信条とする早野氏が一般参加者に、どう釈明するの

かが注目された。以下は講演後の早野氏本人が疑惑発覚後初めて公の場で疑惑について釈明

した部分について、関連情報も補足しながら、取材記者がまとめた現場からの報告である。 

お知らせ 戦略課題研究報告から 10 年、市民佐鳴湖学「新連載」 6 面 

● 会場では質疑応答できない〝独演会〝 

この講演会で注意すべきことは、通常の講

演とは異なり、講演した内容について講演後

会場から質問し、講演者に答えてもらうことが

できないやり方が採用された点である。という

のも、講演する早野氏への疑問・質問につい

ての回答は、参加申し込み時にあらかじめ提

出した質問のみであり、当日の質疑応答は行

わない旨のアナウンスが講演会に先立ってな

された。事前質問についても、一問一答では

なく、事務局が事前に概括的に分類、その分

類ごとに早野氏が一方的にこれまた概括的に

回答したことである。 

従って、200 人ほどの参加者のあった 2 時

間の講演会中、(咳ひとつさえもないほど異様

に)会場からの声はいっさいなかった。静岡講

演そのものは、福島の 7 年間に、外部被ばく

や内部被ばくについて、先の掛川講演の通り、

早野氏がいかに「正しく測って正しく伝える」こ

とに貢献してきたかということについて、写真、

暮らしに音楽を 
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グラフ、数値をスライドで多用し、いわば早野

氏の独演会さながらだった(そのほかあったの

はアナウンサーの質問回答時の早野氏への

「よいしょ」声と事務局長の冒頭の主催者ごあ

いさつのみ)。 

また、質問項目については「これからの日

本のエネルギー対策はどうすべきか」など通

常の質問 73 項目のうち、「問題となった(早野)

論文、(疑惑浮上の発端となった高エネルギー

加速器研究機構名誉教授の)黒川真一氏の

指摘について、なぜこのようなことが起きたの

か?(掛川市、男性)」、「伊達市住民の被ばく線

量データの不同意使用はどうして起きたのか? 

(三島市、男性)」など、今回の疑惑関連やマス

コミ批判の質問は計 6 項目だった。 

●累積線量、大幅過小評価だが問題ない ? 

さて、これらの質問からもわかるが、早野論

文疑惑については、大きく分けて二つある。 

一つは、福島県伊達

市住民の外部被ばく線

量についての生涯累積

放射線量予測の解析

結果についてまとめた

論文に対するもの。放

射線防護の国際学術

誌(JRP 誌)に掲載され

た 2017 年の論文(第二論文。不同意データが

含まれるとされている第一論文は 2016 年)で

ある。これについて専門家(高エネルギー加速

器研究機構の黒川真一氏)から、同誌に学術

的な疑義があるとの問い合わせ(黒川氏によ

ると実は学術論文)が届いたので、見解を回

答するよう同誌に求められたのが、疑惑発覚

のきっかけだった。早野氏によると、昨年 11

月のことである(写真上=疑惑について回答す

る早野氏、2 月 23 日、静岡労政会館)。 

疑義指摘に基づいて論文を見直した結果

については、1 月 8 日に早野氏は文部科学省

記者クラブ(質疑のある記者会見ではなく掲

示)や自身のツイッターで「70 年間の予測累積

線量を(正しく評価していれば得られたはずの

数値の)1/3 に(過小)評価していたという重大

な誤りがあることに(黒川氏の指摘で)初めて

気づきました」と計算ミスであることを強調した

上で認めている。誤りの原因説明の図まで添

付しているが、(一部で言われているように)意

図的ではないと理解を求めている。 

今回の講演会後の釈明でも、その重大性を

「バカな間違いがあった」との一言で片づけ、

論文を修正したい意向を明らかにした。しかし、

論文自体の取り下げには言及しなかった。こ

の論文の主要な結論、つまりたとえ累積線量

を 3 倍上方に「正しく修正しても、健康被害は

ないと思っている」との早野氏の釈明について

は保健医学の専門家でもない

核物理学者の回答としてはい

かにも説得性に乏しいのでは

との意見が講演会終了後の会

場から出ていた。具体的には

記者取材に応じた参加者(写真 = 焼津市か

ら参加、JR 静岡駅前で)は、それでいいのか、

釈明に釈然としなかったとした上で、「日本の

将来のエネルギー政策について提出した質問

に真正面から答えてほしかった」ともコメント。 

さらに付け加えるならば、掲載した JRP 誌

は過小評価数値など指摘のあった複数の疑

義という「誤りは論文の主要な結論に影響す

る可能性がある」との異例の声明をすでに発

表している。今回の釈明回答では過小評価だ

けを単純ミスであるかのように述べているよう

に感じられ、記者自身は不誠実の印象だ。 

そもそもの黒川氏の疑義指摘ではさまざま

な疑問や疑惑が述べられているというが、こ

の点のきちんとした真正面からの釈明はなか

った。今回の質問に対する回答は、とても科

学者らしい誠実さとはほど遠い。正直に言え

ば、疑惑解明をはぐらかされたという印象を、

取材記者はもった。JRP 側に指摘された「誤り

は主要な結論に影響する可能性がある」との

声明に、もっと誠実に具体的に応えてもらいた

かった.ことを付け加えておきたい。 

というのも、会場で配布もした静岡新聞広

告特集「測って伝える」(本記末尾の写真)で

「福島で測ったデータから見えたこと、伝えて



共有し、考えてほしいこと」とフロントページで

読者に訴えているからだ。あまつさえ中面で

は具体的、詳細に福島での 7 年半の自らの活

動を 7 枚もの自身のカラー写真入りで紹介し

ているからだ。 

 ● 不同意データ使用「再解析したい」 

もう一つの疑惑は、昨年 12 月、一部大手報

道機関の報道で浮上したもので、第一論文、

第二論文に共通して用いられた伊達市民の

被ばく状況記録データの一部には使用に同意

していないか、同意しない市民のデータも含ま

れており、解析にも使われているというもの。 

こうした研究倫理的な面については、今回

の釈明で早野氏はあらためて同意データを伊

達市からいただけるならという前提の下、再解

析したいと釈明。累積線量の導出の誤りにつ

いても、重大だが意図的ではないので、第一、

第二論文ともに修正したいとの見解を示した。 

また、こうした研究倫理やねつ造疑惑につ

いて調査するため、伊達市民からの訴えで 2

月に入って設置された東大の本格的な調査

委員会については、設置は「承知しているが、

まだ委員会から呼び出しも受けていない段

階」と状況説明の釈明にとどめ、論文取り下

げには触れなかった。現時点では申し上げら

れないとのニュアンスが発言からうかがえた。 

再解析の結果、主要な結論に影響するの

ならどう対応するのかなどを含め、あいまいな

釈明を明確にするため、中部原子力懇談会事

務局(小川十永事

務局長)を通じて早

野氏に、この場で

インタビューしたい

旨強く申し込んだ

が、時間もないの

で遠慮してほしい

と、取材を断られ

たことを付け加え

ておきたい。疑惑

渦中の早野氏に直

接取材されることを恐れるのか、局長を含め

複数の懇談会事務局員は取材申し込みに困

惑の様子だった。そこに講演会全体にただよ

う誠実さの欠けた雰囲気があらためて垣間見

えるようだったことをここに報告しておきたい。 

論説ノート   

著書 『知ろうとすること。』のこと 

 - 誠実さ欠いた早野「測って伝える」講演 – 

 物理学者、早野氏には売れっ子コピーライタ

ー、糸井重里氏との共著『知ろうとすること。』

(新潮文庫)という一般向け著作がある(写真

下)。科学的に考える力の大切さを糸井氏と対

話形式で語り合った文庫本である。今回の講

演会場でも参加者全員に無償で配られた。 

新聞記者あるいは新聞社で論説委員を長く

つとめていたこともあり、この本のタイトルは

魅力的であり、内容にもほぼ共感もできる。わ

かりやすくもある。理系大学院出身でもあった

ので、今回の講演を間近に聞くことがなかった

ら、あるいは後進に好著として推薦していたか

もしれない。しかし、講

演を聞いたあと、それら

はいずれも消えてしまっ

たことを正直に書いて

おきたい。 

それはなぜだろうと

講演後浜松に戻る JR

電車にゆられながら考

えた。自戒も込めて言えば、真実の前に、誤り

の前に誠実に対応しようという科学者としての

責任と良心が講演や釈明から感じられなかっ

たからだと思う。科学者にもある人間の弱さと

言えなくもない。しかし、それは怖いことである。

洋装の上にオシャレな和風の羽織を一枚羽織

って登場した早野さんの姿は、どこかチグハ

グであり、危うさを見て取った。あるいは感じ

取ったのは記者ひとりだけではなかっただろう。

早野氏の今後の言動を注視していきたい。 

  (井上正男 取材記者=編集長) 

写真左= 会場で配られた「静岡新聞広告特集」(原

子力懇談会)。広げると新聞紙 1 頁分の広さ。 

追記 黒川氏の早野論文批判記者会見 2 月 22 日             

動画は「早野龍五 IWJ」で検索(福島県政記者クラブ) 



   何
な に

木
き

明男氏  (ギター設計開発者、 

ヤマハ ギター開発グループ) 

● 静かなる「サイレント人生」、飄 々
ひょうひょう

と 

 上級の演奏テクニックが求められるギター名

曲「アルハンブラの思い出」。この曲をヤマハ

本社(浜松市中区)内にある楽器ミュージアム

の一角、クラシックギターコーナーで演奏して

みせてくれた。理工学部の学生時代以来のギ

ター好きというだけあって、音楽素養のない記

者にも相当な腕前だとわかった。 

「でも、僕が 20 年近く前に着想し、自ら開発

にかかわったのは、こうしたいわゆる普通の

ギターではなく、今でこそ世界に知られていま

すが、胴のない、音の静かなサイレントギター

でした」と何木さん(写真下)。しげしげと拝見す

ると、胴がない分軽く、弦はナイロン製。自宅

で静かに練習でき

る。最近ではプロ

のギタリストもステ

ージで使っている

らしい。そんな「サ

イレントの思い出」

を何木さんに語っ

てもらった。 

 きっかけは、同社初の全社員を対象にした

「商品プロデューサー」公募の案内だった

(2000 年 4 月)。それまで、サイレントバイオリン、

サイレントチェロの開発を手がけていた何木さ

んは、ギターこそサイレント向きだとして迷うこ

となく応募した。 

 しかし「応募段階から、売れないと評判は

散々だった。その秋の市場調査でも、社内的

にも社外的にも、9 割がたは否定的だった」と

何木さんは笑った。しかし、公募が経営陣直

轄であったことから、当時の重役の〝勇気〟

ある決断で開発が決まった。総合楽器メーカ

ーとして「組織」の力を重視するのは当然だが、

感性がものを言う音楽文化の場合、「「個」も

大事だというわけ」。画期的な商品開発では

「多数決は禁物」と懐かしそうに当時を振り返

った何木さんだが、経営陣の期待に応えなけ

ればならないという重圧

と、「売れない」という前

評判を跳ね返すため販

売促進の前線にも立た

なければという悲壮な

覚悟がその話し方から

うかがえた。乗越えられ

たのは「トップの決断も

ありがたかったが、つらい転属で培った幅広

い人脈と経験が生かせたこと。そして学生時

代からのギターへの情熱」だった。その意味で

長い間、異なる部署への転属、そしてまた転

属だったが、今から思うと、それもこれも静か

なるイノベーション〝ブランク〟だったらしい。 

● 実りもたらしたイノベーション〝ブランク〟 

そんな開発の思い出を、何木さんは中国の

古典を引用、「人間、万事塞翁(さいおう)が馬」

ともたとえる。人生、何が「吉」で何が「凶」なの

か、その禍福はだれにも予測できないという

意味だろう。逆に言えば、人生の本舞台は常

にその人の将来にあるともいえる。 

 お酒好きで、自ら作曲もする。どんな曲を、と

問われて、恥ずかしそうに「富士山と平原」と

応えてくれた。聴いてみると、いかにも広々と

した山ろくの草原を馬が疾走しているような曲

想だった(聴くには文末 YouTube にアクセス)。 

インタビューを終え、イノベーションロードと

名付けられたミュージアム( 写真上 )を出よう

とすると、何木さんは何を思ったかソロギター

の名曲「愛のロマンス」 ( = 映画「禁じられた

遊び」のテーマ曲)をそっと弾いてくれた。後進

の指導に忙しい何木さんだが、人生の本舞台

はこれからだと言っているようにも聴こえた。 

何木明男作曲「富士山と平原」= 

https://www.youtube.com/watch?v=jAgwUF1wIzs 
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                    鈴木潤子 

⑥ ジョーの泪橋にて 

大学の同級生でもう一人仲の良かったお嬢

様、いづみちゃんは留年が決定していました。

遊びまくってどうしようもなくて「卒論時給 2000

円で書いてくれる人募集」と大学の掲示板に

張り出していましたが、だめでした。 

漫画音楽三昧から、大学生活でやっと活字

に目覚めた私は、就職せずに卒業後数年間

読書三昧の日々を送ると強く心に決めていま

した。「それにしたって生活費は稼ぐんでしょ

う？私が卒業するまで代わりにつないどいて

よ」と、いづみちゃんから、彼女が就職する予

定だった小さなシンクタンクのバイトを急に紹

介されたのは、卒業して 4 月に入ってすぐのこ

とでした。そこで今年で結婚 25 年目になる今

の夫と出会うというオマケつきでした。 

ある日「路上生活のおじさんたちが凍死しち

ゃうから…」と、冬の間「おじさんおばさん道で

寝ちゃダメ声掛け運動」の手伝いを彼に頼ま

れました。彼は治療院終了後、山谷でホーム

レスのおじさんおばさんの治療ボランティアを

していたのです。 

ある冷たく晴れた夜、協力団体から受け取

ったおにぎりや毛布を抱えられるだけ抱え移

動し始め、私はハッと気が付きました。交差点

に「泪橋」と書いてある。「泪橋？！ここ、ジョ

ーの？！」私は未来の夫に連れられ、初めて

泪橋に立ったのです。なくなったと勝手に思い

込んでいた泪橋は、かかっていた思川こそ暗

渠になっていましたが、交差点の名前としてく

っきりと残っていたのでした。 

「泪橋から明日に向かって再出発しなくち

ゃ！」と小躍りする私を理解する人は、治療ボ

ランティアの中にも慈善団体の中にもいませ

んでしたが、泪橋を知った喜びはどうにも止ま

りませんでした。ホッカイロをどうやってあった

めたらいいんだとモタモタしているおじさんた

ちに「こうするの！」とシャカシャカ振って「姉ち

ゃん、センズリこいてるみてえで恥ずかしい

や！」と笑われたり、「あたしら今度レンタカー

で温泉行くんよう。お姉ちゃんも一緒に行く？」

とおばさんに声かけられて「えっ 家をなくして

しまっても免許持っているの？」なんてすごい

失礼なこと言ってまた笑われたり。初めての

「寝ちゃダメ運動」は、凍死しそうな悲しいおじ

さんおばさんには一人も出会わない、笑い声

いっぱいの夜になりました。 

多くの人はあまり思い出さないかもしれない

けど、ジョーがボクシングに入るまでの序盤は

結構長くて、それは生活漫画家と呼ばれるち

ばてつやの見せ所でもあるんですが、ドヤ街

の子どもたちを連れて廃墟に上り、自分の夢

の構想を語るシーンがあるのです。 

きっとこの山谷あたりを見下ろしていたに違

いないのです。「まちの真ん中にでっかい工場

を作るんだ。おっちゃんたちはみんなそこで働

く。家もある。それから病院、学校。それから、

でっかい遊園地だ！」ジョーは、幸せを実現さ

せるものが何なのか知っていたのです。「幸せ

は誰かの不幸の上に成り立っているもんだ

よ」現実見ろよ的に賢そうにそう語る人確かい

ますね。冗談じゃない。幸せは幸せの上にあ

るに決まってるだろが。私だって、力足りない

でも、自分とみんなの幸せを現実にする、そ

の一翼を絶対に担っていく。ジョーとヨーコみ

たいに、自分が信じるものへガーーン！って

飛び込んで、絶対にそうしていくんだ。 

 

(第一部 おわり。西区大人見町) 
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新連載 都市近郊の快適空間、佐鳴湖 住民とのかかわりの創造 

                  月刊さなるこ新聞デジタル 2019 年 3 月号  

戦略課題研究報告から 10 年、みんなの市民佐鳴湖学へ 

研究報告の提案「情報共有インターフェース」は構築されているか 

現行行動 5 カ年計画 生態系の保全など 3 つの目標は今、どうなっているか 

   序章   辻野兼範氏の 未来につなぐ＜ 里湖創造論 ＞     編集部 

浜松市という都市近郊にある佐鳴湖をいか

にして快適な空間としてよみがえらせ、さらに

未来に向かって里湖をいかにして創造するか

という目標を静岡県が設定し、その戦略的な

課題研究をスタートさせたのは、2005 年。そし

て 3 年の研究期間を経て、 

静岡県戦略課題研究 

「快適空間、佐鳴湖の創造」 研究報告書 

として 2008 年 3 月にまとめられた。県下の 5

大学、5つの県試験研究機関を中心に11チー

ム、20 を超える課題に取り組んだ。最終的な

研究成果や戦略課題のとりまとめ、それにも

とづく提言作成に当たる研究統括マネージャ

ーには、専門的な知見だけでなく、環境と社会

という広い社会的な視野と実績があり、しかも

民間企業で活躍していた芥川知孝氏が選ば

れており、このことがこの戦略課題研究のプロ

ジェクトとしての成功の一因となった。 

 あれから 10 年、今、どの程度、まとめられた

戦略課題や提示された提言が達成されたの

だろうか。科学的な知見に基づくアプローチと、

「科学と社会」という観点からの社会的合意を

得るための社会学的なアプローチとの間の情

報共有インターフェース基盤づくりは、いまど

うなっているのか。 

以上の問題意識をもって、研究者と協働し

ながら行動する「みんなの市民佐鳴湖学」を

提唱するこの新連載では、湖周辺に暮らし、

活動する主な市民にインタビューしながら、都

市近郊にある理想の里湖の未来について、考

えてみたい。 

● 点検が求められる足元の行動計画 

このことは、2015 年にスタートし、現在 4 年

目の佐鳴湖地域協議会の現行 5 カ年行動計

画「みんなでつくる 生命の源 佐鳴湖」のな

かに掲げられている数十項目にわたる数値目

標の達成度を具体的に総点検することにもつ

ながるだろう。生態系の保全など 3 つの行動

目標は今、どうなっているのか、達成には今、

何をすべきなのかということは、長期の戦略

目標の設定と行動とともに足元の、そして具

体的な点検なくしては未来につながらない。 

●活動 10 年の市民科学者、辻野氏に聞く 

 さて、大学研究者の多い中、先の県戦略課

題プロジェクトに特別協力したのが、当時浜松

北高校教諭の辻野兼範氏(写真)で、テーマは 

 ヤマトシジミの蘇生をめざして 

であり、その成果は最終報告書にも盛り込ま

れている。そのなかにさま

ざまな提案も市民科学者

らしい目線でまとめられて

いる。同氏は現在も、佐鳴

湖シジミプロジェクト協議会副会長として、東

岸シジミハウスを中心に精力的に活動を続け

ている。 

 同氏は、戦略課題研究後のこの 10 年の活

動経験をふまえながら、＜未来につなぐ里湖

創造論＞の考え方について、概略、次のよう

に述べている。 

 「里湖として望ましい佐鳴湖とはどのような

水環境なのか。私たちはどのような佐鳴湖を

望み、未来の市民にどのような佐鳴湖を(地域



の宝として)受け渡すのか。そのような快適空

間づくりは、現在の湖の現状と課題を整理し、

その知見を(大学の研究者だけでなく周辺市

民全体で)共有するところから得られるもので

ある。そこから都市の中、近郊にある佐鳴湖

をこれまでの活動経験から考えてみたい。 

 その場合、注意すべきことは、たとえば自然

の景観について個々の感性だけで論じ判断し、

市民個人の感性が心地よいものとして満たさ

れればそれでよいとするのでは、とても社会

的合意のある、つまりまとまりのある景観はで

きない。みんなが合意する望ましい湖を実現

したいのであれば、そこに納得性が必要であ

り、市民には科学的な考え方を学び、理解し

ようという意識を持ち、知識や知見、さらには

一定の判断力を養うことが求められる。できる

だけ、あやふやな感性には頼らず、科学的な

知見や考え方を中心に、みんなで考える市民

佐鳴湖学にしたいし、そうでなければ(戦略的

な、あるいは行動計画的な)目標に向かった効

果的な発展や進展はないだろう。 

その先に現在のような一喜一憂の COD 第

一主義にとらわれない理想の湖の姿をとらえ

ることができるだろう」 

 ● 重視したい合意形成のある市民科学  

このことに関し、先の戦略課題報告書でも、

芥川知孝氏が研究統括マネージャーとして提

言をまとめている。目標達成のアプローチとし

て、自然科学的なアプローチによる知見と、社

会的合意に向けた社会学的なアプローチによ

る行動との整合性のある情報共有インターフ

ェースの構築の重要性の指摘であり、今後の

戦略課題だとして強調している。得られた知

見は関係する人すべてに納得性のあることが

重要であり、社会的な合意形成の要(かなめ)

であるとして報告書の中では図入りでわかり

やすく提言している。 

 連載では、そうした湖と住民とのかかわりの

創造というインターフェースづくりを視野に入

れた議論を重視したい。そのためには、辻野

氏のような、大学研究者と協働できる自立し

た市民科学者や、成果の情報共有のための

市民記者の育成についても、具体的に提案し

ていきたい。 

 ● 時代の求める新たな戦略課題も視野 

さらには、10 年前にはなかった新たな戦略

課題、たとえば、愛知ターゲット国際会議

(2010 年、名古屋市)以降の生物多様性問題と

外来種問題、さらに浜名湖と佐鳴湖とを結ぶ

新川の重要性、合意形成の土台となる都市

景観としての佐鳴湖のありかたにも市民の意

見を広く紹介したい。 

 そこで次号からは、まず、トップバッターとし

て、市民科学者、辻野氏に登場していただく。 

 ・一喜一憂の水質 COD 第一主義を超えて 

 ・湖棚文化を育てる「水辺のある都市景観」 

 ・ヤマトシジミなど生き物からみた湖 

 ・浜名湖・新川など都市景観からみた湖 

 ・里湖の健全性には何が必要か 

について、順次、高校教諭として、また市民科

学者としてシジミ再生プロジェクトに 10 年かか

わってきた経験を踏まえ、わかりやすく「里湖

の創造」について語っていただく。 
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佐鳴湖 散歩が楽しくなる 

私の雑草「楽」 

  

 写真家 市川恵美 (浜松市入野) 

  季節感のある雑草を毎月お届けします 

 



Re : 編集長から読者へ  特集 佐鳴湖交流会        

大学の湖沼学と協働する   市民佐鳴湖学事始め 

自由発想の「学」から、都市の里湖を楽しみながら地域問題解決めざす「楽」へ          

                                                                   

 ● 学生企画  ドローンレースを湖で 

 静大浜松キャンパスで 1 月 26 日に開かれ

た毎年恒例の佐鳴湖交流会(佐鳴湖地域協

議会と静岡大アメニティ佐鳴湖プロジェクト

の共催)には、大学の湖沼学と、市民のため

の「さなるこ楽」とでもいうべきものが協働す

るという、大きな特徴があった。 

この 2、3 年この傾向が現れ始めていたが、

水環境問題をこえて、今回は、スライド発表

ではあらかじめ要旨を提出し、参加者に配布

していたこと、ポスター発表でも水環境問題

だけでなく、「ドローンレース : 佐鳴湖カップ

の企画」(静大情報学部、池田善博(学部学

生)があるなど、市民の多様な関心事に交流

会の場が利用されていることなど、市民佐鳴

湖学ともいうべき取り組みが自然に出来上

がりつつあった。子どもたち(とその親たち)の

発表「コドモーランドプロジェクトチーム」(写

真)のスライド発表には子ども目線からの提

案、湖岸にある佐鳴台中学校の生徒たちに

よる「失われてしまった景色、佐鳴八景」など

都市景観にも目が行き届いたテーマの広が

りは目を見張らせるものだった。 

 同時に、従来の水環境という地域問題の

解決では、ポスター部門で発表した高校教

諭の長野裕紀さんの生徒指導の成果がある

(写真)。これは 2018 年秋に北海道で開かれ

た「第 11 回いい川・いい川づくりワークショッ

プ」で、佐鳴湖(新川)というものを地域の資

源、宝として若者に伝えているとしてその成

果は入選の評価を得た。最近の静岡新聞(1

月 24 日付朝刊)にも大きく取り上げられてい

る。大学の湖沼学と協働してはいるものの、

ジオパークという新しい視点の社会貢献の

あり方をも提示したといえるだろう。 

 ● 交流会スナップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 「もっとアナーキー空間を」と子どもたち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 交流会でポスター発表する長野教諭 

(左の額は全国大会 WS での入選賞状) 

 

  次号から新連載「市民さなるこ学」 編集長      

  次号から、湖棚文化を育てる「水辺の都

市づくり」について提案型の連載寄稿を 6 回

にわたってお届けします。筆者は浜松北高

校元教諭の辻野兼範さん(佐鳴湖シジミプロ

ジェクト協議会会員)。 

  発行 井上正男( 浜松市中区佐鳴台 3 丁目 3 -408) 

   053-489-9189  minoue@nsknet.or.jp 

 



    編集長  論説       維新 150 年のあとさき 

  

 

 

 



喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

EU 離脱に揺れる寒い冬の欧州から     

今年 1 月末から 2 月はじめに、イギリスとオ

ランダの水理研究所を訪ねる機会がありまし

た。イギリスの EU 離脱にゆれる寒い冬の欧

州からお話したいと思います。 

● ロンドンの高潮対策、テムズ・バリア 

イギリスの「HRウォリングフォード研究所」と

いうオックスフォードに近い研究所を訪ねまし

た(上側の写真 2 枚)。ここはテムズ川の上流

部の小さな川岸にあり、1945 年に設立されま

した。1974 年から建設が始まり1984年に完成

したテムズ川の下流の「テムズ・バリア」は、ロ

ンドンの街を高潮による洪水被害を軽減する

設備ですが、このプロジェクトにこの研究所は

深く関わっていました。 

前回、ライン川の大洪水に始まったオラン

ダの「デルタ計画」を紹介しました。テムズ・バ

リアも、同じ年の 1953 年に発生したイングラン

ド東岸とテムズ湾の高潮による大被害を受け

たことが計画の契機になっています。 

● 数値解析のオランダ「デルタレス」 

一方、オランダの「デルタレス研究所」(下側

の写真 2 枚)は、1927 年に設立され 2008 年ま

での間、「デルフト水理研究所」とよばれてい

た研究所が前身。2008 年に、デルフト水理研

究所、デルフト地質研究所、応用科学研究機

構、そしてオランダ水管理省の一部が統合さ

れ「デルタレス研究所」に生まれかわっていま

す。最近の研究では、数値解析手法が多く利

用されます。しかし、なかなか実際の現象に

合わないことが多くあります。デルタレスも、

HR ウォリングフォードも、数値解析が得意で

すが、現場データや水理模型実験と比較しつ

つ課題解決を図っています。私たちの茅ケ崎

研究所でも、現場データと模型実験を中心に

実践的な手法によって、既設発電所における

課題解決をしています。研究に対する風土が

私どもと似ていることから、これら二つの研究

所とは、もう 20 年以上の交流となっています。 

さて、これらの交流を通じて、わかったこと

は、世の中、人工知能(AI)ばやりですが、超寿

命ダムを考えるとき、計算機はこちらが望むよ

うなうまい解決方法をそうそう教えてくれそうも

ないということでした。現存する古いダム、新し

いダムに潜む先人の知恵と工夫を読み解きな

がら（思い描きながら）、自分の目でみて自分

の頭で解決策を考えていくことこそが、なによ

り大切な気がします。温故知新。AI 時代の今

後も生きつづけることわざだと思っています。 

  イギリス 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オランダ 

写真はすべて著者提供 
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小紙デジタル化 2 年記念   都市近郊の小さな湖を舞台にした「ある愛の物語」 

連載小説  第 11 回     月刊さなるこ新聞デジタル 2019 年 3 月号 掲載 

   湖
う み

の星座           春夏秋冬    

                        

                   中沢 蒼  ( なかざわ あおい 、浜松市中区在住 )                            
                  

 真木子がもう一度 

 「アルビレオ」 

と星空を見上げながらつぶやいたとき、天文

台の職員、杉森孝司は、寒蝉総一郎に気づ

き、 

 「アレ? 総さん、この方とお知り合いなので

すか」 

と割り込んできた。たいていの人は、寒蝉とい

う名前を 

「カンゼミ」 

と発音するか、 

「なんて、お読みするのですか」 

と聞く。以前は 

「ヒグラシです」 

と戸籍上の読み方をこたえていたが、 

「ああ、あの昆虫のセミの」 

というちょっととまどいの顔色が帰ってくる。し

かし、 

「いや、そうではなくて、それは蜩」 

と手のひらに漢字を書いて見せるのだが、な

かなか伝わらない。そのうち 

「蝉時雨の、蝉ですか」 

と話が一向にすすまなくなる。それもこれも、

段々面倒臭くなって 

「その漢字のとおり、カンゼミです」 

と応えるようにしている。それでも、親しくなる

と、どうも 

「ヒグラシ」 

というのは言いにくいらしい。今、話かけてき

た杉森孝司も、総一郎がたびたび通ってくるこ

とで親しくなったのだが、 

「総さん」 

と親しみを込めて呼んでいる。どうやら、杉山

は「その日暮らし」のニュアンスが寒蝉という

呼び方にはあり、声に出して「寒蝉」をヒグラシ

というのは避けたいらしい。しっくりこない。総

一郎自身は 

「そのとおりだよ、僕も今はもうその日暮らし、

自由人さ」 

とおどけて見せるのだが、なかなか受け入れ

てもらえないのを残念がったり、自虐的になっ

たりした。 

( - しかし、これこそ私が本当に望んでいた人

生かもしれない) 

と思うことも、砂鳴湖近くに移住してきた最近

では思うようになっていた。 

 知り合ってまだ間もない杉森の割り込みに

驚いた総一郎は 

「いや、知り合いというほどではないのですが、

湖の近くの病院で-」 

と言いかけると、緑川真木子は、すかさず、 

「ほら、あそこの」 

と杉森の目を星空に誘うように 

「ほら、あそこの、アルビレオのような神秘な

輝きの出会いでカンゼミさんと知り合いまし

た」 

とカーリーヘアーを手で少し触りながら、微笑

んだ。杉森は 

「アルビレオの出会い ? – 神秘な ? 」 

と真木子の顔を覗き込んだ。なぜか、このとき

は少し冗舌になった。 

「先ほどの話で、聞いたのですが、透き通るよ



うな青いサファイアの星と、トパーズのような

だいだいの星、それがお互いの周りにクルク

ル回っている。そんな出会いです」 

真木子はそういってから、うまい言い方だと思

った。そうそれなのだ。 

杉森は、もちろん、アルビレオが全天でもっと

も有名な白鳥座の二重星であることは知って

いる。しかし、緑川真木子の 

「アルビレオの出会い」 

という意味がわからなかった。寒蝉総一郎に

目を向けると、彼もまた 

「ここはきっと、宮沢賢治の童話、銀河鉄道の

夜の物語でいえば、アルビレオ観測所、天文

台」 

真木子も 

「そう、ここはアルビレオ天文台、あら、観測所

だったかな」 

と笑った。杉山もここまでくると、ふたりの言い

たいことがわかる気がした。 

彼は鉄道ファンで、かつて、20 年も前、青春

時代の終わりに上野駅を夜にたち、札幌に向

かったとき、当時、銀河鉄道と名付けられた寝

台特急に乗ったことがある。学生時代に通い

なれた鉄道だったが、寝台特急に乗って仰向

けに物思いにふけってールの音を聞く。聞き

ながら暗闇の中の点々とした景色が、田園風

景がまるで千切れるように後ろに消えていく。

窓をかすめるそれぞれの一瞬の風景が自分

の人生のごく小さな泡粒の記憶として浮かび

上がった。電柱の蛍光灯、遠くに見える街の

灯りやネオンのまたたき、その中を寝台特急

はまるで大空の銀河の流れの中に吸い込ま

れ、疾走しているかのように北をめざす。そん

な錯覚をしたのを、うつ伏せになっているとき

感じる。詩人、宮沢賢治はその体験を想像だ

けで童話にまとめたのであろうと杉森は思っ

たりもした。それがきっかけで天文台職員の

道を歩みだとした。そんなとき 

(- ああ、旅に出てよかった) 

あの青春時代の感慨はもう二度と戻ってこな

い。いま、そう思う。アルビレオの出会いとは

そんなものかもしれない。夜汽車の話をしな

がら、そう思う杉森だったが、しかし、真木の

反応は 

「そう、でも、賢治の列車、寝台ではないけれ

ど、夜の大空に少年二人を乗せた賢治の汽

車は-」 

と言葉を区切り 

「死者たちを乗せた夜汽車。その線路は永遠

の宇宙の果てを目指しているのよ。札幌には

着かない。それどころか、二度と地球にもどる

ことのない死出の夜汽車なの」 

「--------」 

「このアルビレオ観測所はその死出の途中に

ある出会いの場所」 

独り言のように真木子は、そう言って海のほう

を見つめた。そんな雰囲気に気づいた総一郎

は場の雰囲気を変えようとして、 

「真木子さんとは、湖の近くの総合医療クリニ

ックのボランティア演奏会で出会いました。真

木子さんの言う 

アルビレオの神秘な出会い 

かもしれない。こんなところで出会うなんて」 

と杉森に応えた。 

「でも、真木子さんの最後のキーボード演奏の

好きにならずにいられない、なんというかとて

もよかった。それを真木子さんは、アルビレオ

の出会いといったのかなあ」 

と真木子に向かっていった。総一郎が音楽の

話をするのをはじめて聞いた杉森も 

「ああ、エルビスの」 

と応えて、 

「じゃあ、総さん、緑川さん、ピアニスト ?」 

「そう、いや、じゃないかな」 

とだけ、総一郎は真木子の過去をよく知らな

いまま話した。真木子は何も語らなかったの

で、杉森は、ちらっと時計を見ながら 

「うちの友里も、ボランティアで演奏会に参加

している。介護士をしているので、病院の待合

コーナーでときどきみんなで開いているらし

い」 

「アラ、私のボランティア、ハーフアンドハーフ

というのだけれども、中途半端っていう意味だ

けど、友里さんという方がボランティアで時々



参加しています。たしか、仙道さんとか、杉森

さんとかだったわ」 

「そりゃ、うちの女房だね。彼女は家ではほと

んどボランティアの話はしないのでわからない

けど」 

総一郎も 

「何の楽器 ?」 

「うちのはカホン、最近は電子カホン。いろい

ろな音色の出るローランドのやつ。EL-カホン

といってたけど、南米アンデスの伝統楽器か

な。でもそれは、いわば電子太鼓だね」 

「間違いないわ、私たちと一緒に参加してくれ

る友里さんよ。いろいろな楽器とアンサンブル

できるので、友里さんはハーフアンドハーフで

はとてもありがたいの。何の楽器とでもあわせ

られる。アンサンブルにピッタリの楽器」 

と真木子は、先ほどの「死出の夜汽車」の話

はどこかに消え去って、 

「女性のカホン奏者はモテモテなの。なぜだか

わかる?」 

「------ ? 」 

ちょっと恥ずかしそうに 

「カホンって、箱のことで、その上に座ってね、

会場の聴き手に向かって、両足を大股開きに

するの。この演奏スタイル、これが破れたジー

パンとも相まって、会場を魅了するの。男って、

これが、たまらないのねえ」 

と笑った。 

杉山も、総一郎も 

「ほほーーー」 

と興味を持ったらしい様子で、真木子の話に

引き込まれた。 

「この話は私の友達の話だけれども、もちろん、

友里さんはまじめな方だから、そんなことはあ

りません。どちらかといえば、上品、というか上

品すぎるくらい」 

と笑った。上品ボランテイアの友里には、真木

子も物足りなさを感じていた。しかし、ボランテ

ィア演奏会で、友里が-お友達とのつながりが

増えたのはカホンをやっているおかげと、イタ

ズラっぽく、そして意味ありげな笑いをする友

里をみるのが真木子は好きだった。あるときな

ど、さすがに病院ボランティアではしないが、

若者向けの演奏会では、編み上げの黒タイツ

姿になり、余興の即興でみんなと「ルイジアナ

ママ」を歌手のビートの効いたリズムに合わせ

てアンサンブルしたときは、大声援がカホンに

集まったのを知っている。観客席のテーブル

上の喝采のポップコーンが友里のカホンにま

かれてきた。真っ赤なドレスの若いボーカリス

トを食ってしまった。友里の長い足の魅力を十

分に引き出す演奏を友里は心得ていた。彼女

のシューズはラテン系ダンス用のものだったこ

とも一層情熱的にみえた。 

「カホンは大人の楽器」 

といつも友里は真木子には言っていた。薄暗

いホールでミラーボールがクルクル回る舞台

のなか、黒い編み上げの大股開きのタイツ姿

に、リズムを取る黒シューズの演奏は介護士、

杉山友里のもう一つの、そして屈折した姿が

映し出されていることを同じ悩みを感じ取って

いる真木子は見抜いていた。 

 冗談話が一区切りついた後、あらためて総

一郎は真木子に 

「病院演奏会が開かれるのなら、次回、ぜひも

う一度あの曲を聴いてみたいので、その時、

知らせてほしい」 

と頼んだ。 

 (- アルビレオの出会いなのか。----この人

には私の知らない何かがある) 

 「ええ、いいですわ」 

真木子は、あの曲というのがどの曲かがよく

わかっていた。しかし、念押しするかのように 

「好きにならずにいられない、ですね」 

と聞き返した。そんなやり取りの中、杉森は 

 「サファイアとトパーズ、アルビレオの出会い

か。僕にもそんな時代というか、白鳥座のよう

な二重星の時代があったのになあ」 

と自嘲気味に言って、みんなを笑わせた。 

 海の彼方に目をやった真木子は、パラパラ

とした小さな流星群が一瞬きらめき、そして一

瞬で消えていった後に再び黒い海のささやき

が潮騒となって聞こえてくるように感じた。 

                  (つづく) 


