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  特定外来植物 アレチウリ 「この夏場、抜き取って焼却」 

佐鳴湖周辺 専門家「在来種保護の良策、今のうちに元を絶て」 
佐鳴湖の自然環境や生物生息に詳しい静岡

大学大学院の戸田三津夫さんは、駆除など積極

的な対応が求められている特定外来植物、アレ

チウリを同湖東岸で見つけたため、早速その駆

除をこのほど実施した。周知の意味もあり、同湖

一斉クリーン作戦の機会をとらえ、一般の住民に

も協力を求めた。参加したのは外来植物に詳し

い鈴木満帆さん、市民団体「昆虫食倶楽部」代表

の夏目恵介さん、写真家や地元新聞記者たち。 

説明を受けたあと早速、参加者は在来種、カラ

スウリにツタをからみつけているアレチウリを引き抜き、焼却のためその場でビニール袋に詰め

込んだ。取材とともに本紙記者自身も実情の体験を兼ねて活動に参加した。その様子や問題点

を報告する(写真= 8 月 6 日午前、佐鳴湖東岸。赤い帽子が戸田さん。白い帽子は鈴木さん)。 

     

論説 試される積極的な住民力 

最近のヒアリ侵入が象徴的だが、外来生物法が 4 年

前に大幅に改正され法的な規制が強化されるなど、日

本は本格的な外来種の時代に入った。改正でも目的そ

のものは変わらないが、外来種から何を守るのかとい

う力点のおかれ方が問われることになった。 

そこで求められるのは、行政だけに頼らない自主的

な住民力である。今後、外来種と日常身近に向き合わ

ざるを得ない市民だが、新しい時代にふさわしいライフ

スタイルづくりや従来の行動に対する見直しを自らも行

おうという積極さこそ不可欠である。 

収めた税金以上のよりよい環境はその積極さなしに

は手に入らない。外来種が私たちに問いかけているの

は今の暮らしぶりに対する私たち自身の反省であり、

新しいあり方に向けた私たちの覚悟と実行力である。 

                                  

アレチウリは、北米原産とされるウリ科の一年生植

物。大量の種子を残して冬場に枯れる。繁殖力が強く、

しかも周りの植物にその鋭く細かいトゲのあるツルと大

きな葉でおおい光をさえぎる。周りの植物を枯らすとい
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う、いわば〝害草〟成育の様子は写真下。 

今 回 の

佐鳴湖での

活 動 で も 、

ア レ チ ウ リ

は小さな葉

のカラスウ

リにからみ

ついていてなかなか駆除に手間取った。比較写真(下)

からもわかるが、内側湾曲部分が小さく、しかも極端に

カーブしているのが外来種(写真の左側)の特徴。これ

に対し在来種のカラスウリ(写真の右側)は葉も小さく、

この部分がゆるやかなカーブになっている。 

効率のよい駆除のタイミングは、ほどよく成長した後

で、しかもまだ花と果実(中に種子)ができる前、つまり 8

月から 9 月の期間だという。白い花が8 月下旬から咲き

始めるという。特定外来種であることから生きたままの

移動はできない。活動では引き抜き焼却処分にした。 

● 全国的な拡大は 10 年ほど前から 

戸田さんによ

ると、全国的なア

レチウリの拡大

は 10 年ほど前か

ら で、 今では 農

作物被害が問題化し始めている。このことから、最近で

は積極的な駆除活動が全国で展開されている。しかし、

佐鳴湖周辺ではアレチウリを見かけるようになったの

は、この 2、3 年ほどだという。戸田さんは「拡大の様相

を見せる前の今のうちに元を絶つのが一番の良策」と

強調した。開花前の駆除活動を今後も呼びかけ、地道

に継続していきたいと話す。 

外来種問題では住民力が試される。積極的な住民

参加を本紙においても継続的に呼びかけていく予定。 

                                                  

進む「砂丘ど真ん中」防潮堤 

遠州灘中田島 「本当にこれでいいの?」 

住民ネット 市民シンポを呼びかけ 

   第一報  現状と問題提起 

2020 年完成を目指し、今急ピッチで進められている

遠州灘防潮堤。今年 12 月には総延長 17.5 キロのうち

約半分が完成する見通しだ(整備事業にあたる静岡県

のまとめ)。砂丘のど真ん中を横断する中田島砂丘工

区も現在、おおむね半分くらい出来上がっている。 

東北原発大震災直後の 2013 年に着工して 4 年、さ

なるこ地域住民ネットワークは、「海岸侵食災害を考え

る会」会長の長谷川武さん、砂丘の変貌を撮りつづけ

ている写真家、木下孝司さんを招いて、「風の舞う丘、

中田島砂丘を考える」学習会をこのほど佐鳴台協働セ

ンターで開いた。 

住民の命と海岸景観の将来についてどう折り合いを

つけるのか、その折り合いをつけるにあたって進行中

の「砂丘ど真ん中」防潮堤建設が本当に多様な市民の

意見を吸い上げ慎重に検討した結果なのかどうか、早

期着工という大義名分や多額の寄付金の前に「着工あ

りき」の拙速はなかったのかどうかなど、さまざまな不

安や疑問が参加者の討論であらわになった。 

その結果、地元住民の命と海岸景観の折り合いにつ

いて広く知ってもらう、市民砂丘シンポジウムの呼びか

けの意見があり、多くの参加者から賛同する声が上が

った。 

以下に、中田島砂丘の現状をクローズアップ写真で

紹介する。問題提起の論説も最後に掲載。 

包括的な「第二報」については、近々創刊の全国版

「市民環境ジャーナル」(9 月 15 日発行)に掲載の予定 

 

 

       = 2017 年 5 月 撮影 (一読者から提供) 

 

 = 2017 年 8 月 (「考える会」長谷川武会長 提供) 



 

         = 静岡県防潮堤整備事業の全体計画図 

論説 「急がば回れ」で立ち止まる勇気 

学習会参加者の中には「ど真ん中に防潮堤ができる

とは知らなかったが、いまさらどうにもならない」という

はやあきらめの声も聞かれた。お上が決めたことに自

ら案を出し、再考をうながすことを躊躇する意識が根強

い。ここには浜松市民の封建的なお上意識が垣間見え

る。「オール浜松」の掛け声はあるものの、行政のほう

も住民に対してどこかに「由(よ)らしむべし、知らしむべ

からず」の上から目線がありはしなかったか。 

まだ間に合う。半分出来上がった今こそ、急がば回

れで一度立ち止まって、住民の命と海岸景観の将来と

いう未来からの視点で、本当にこれでいいのかと広く問

いかけ、討論し、集約する機会が必要ではないか。将

来に禍根を残さないよう市民力が問われている。また、

ひとり住民だけではなく、訪れる多くの観光客の旅情が

消えていったり、その心が浜松から離れていったりして

はなるまい。地元以外や県外の声にも耳を傾ける機会

として、できれば、このシンポ、工事進行中の中田島砂

丘の「風の舞う丘」で開くのも意義があろう。 

                           

■ イベントポスターの紹介 ■  

      9 月 9 日(土) 中田島砂丘 

午前 10 時半  砂丘クリーン運動 

    午後 3 時半   音楽ライブ 

   

     問い合わせ 053-441-3994 (長谷川)              

       9 月 3 日(日) 午後 1 時 

      浜松市楽器博物館 2F 

        研修交流センター 

  

  このほか、9 月 16 日午後から、「山川里海」大交流

会が、じばさん三重(四日市市)で開かれる。主催 NPO

法人 地域の未来・志援センター(052-936-3213)。 

 

 記者ノート 草笛モロッコ紀行 論説ノート  

 前号の本紙(8 月 1 日号)で、草笛パフォーマーの加茂

光廣さんが私たち住民ネットの勉強会で「花も草笛もあ

る人生」について語ったのを紹介した。そのおり、人生

の締めくくりとして、大道芸のお祭りが毎年開かれてい

る砂漠の国、モロッコの首都、カサブランカで自分の吹

く草笛を世界に披露したらどんな反響があるのか、ぜ

ひモロッコに行って試してみたいと抱負を語っていた。

広葉樹林文化から生まれた草笛とは異質の地域だか

ら、さてどうなるか、面白くはある。それがなんと学習会

での討論も縁で、この秋11月にドバイ経由でモロッコ草

笛演奏に出かけるとのハガキをいただいた。いかにも

草笛海外三千里の行動派、加茂さんらしい。いつかモ

ロッコ草笛紀行の顛末話が聞けるのを今から楽しみに

している。コラム子と同様、加茂さんも団塊の世代。あ

あ、夢多き団塊の男たちよ、残る人生、のびのびと浪漫

的自由に生きようではないか。団塊世代が好きな映画

「カサブランカ」の主人公たちのように。 (  い )  



 

● 第 6 回 ●  市民科学者として生きた高木仁三郎さんの決意と気骨   

安全保障技術研究推進制度の応募状況と採択結果が公表された。予算総額 110 億円(2017 年度)に対し応募 104

件、うち大学からのものは 2 割。採択総数は 20 件で前年度の倍増、その代表者の所属には大学名はなかった。 

ドタバタの続く今、忘れてならないのが大学教員を自らの信念に基づき退職(1973 年)、市民の高い目線から科学

のあり様を評価する市民科学者として生きることを生涯貫いた高木仁三郎さんのことである。今回の応募状況を高

木さんが知ったら、あるいは今春の学術会議の腰の引けた決意を知ったら、大学のふがいなさを強くなじったことだ

ろう。 まもなく高木さんの命日。その研究者としての決意と気骨を紹介する。     大学軍事研究取材班  

 

高木さんには亡くなる前年にガンと闘いながらも書

き残した遺書ともいうべき著作『市民科学者として生

きる』(岩波新書、1999)がある。この本の最初のほうで

「では、『市民科学者』とは何か、私がこれまでの60年

の人生を通して、いかにして、その立場にたどりつい

たか、それが本書の物語である」と書き記している。

いわば自伝風エッセーなのだが、威勢のいい、自らを

ウソまがいで飾り立てた通常の自伝とは違って自分

の弱さや迷いを正直に吐露している。 

● 立ちつくす市民の側に立つ決意 

高木さんは、科学者になるという青雲の志を持って

東大に入る。やがて東大原子核研究所助手として核

化学者の道を歩み始める。しかし、ここから高木さん

の科学者としての苦悩が始まる。その後の学生運動/

学園紛争の盛り上がり、三里塚闘争の現実を目の当

たりにして大学教員という科学専門家の感覚と市民

感覚や目線とのあまりの違いに自分はこのままでい

のかと心はゆれ、自問する。研究のための研究に疑

問を感じはするが、さりとて大学ポストに見切りをつけ

られない自分を責めたりもしている。科学の恐さに慄

然、立ちつくす市民の心に寄り添い、その側に立つ決

心がつかない。そんな中、荒野に自分を押し出すため

の手段として大学教員退職(1973 年)を決断する。 

決心がついたあとの高木さんの行動はすばやく、

志を同じくする仲間たちに呼びかけた自主グループ、

プルトニウム研究会の結成、退職 2 年後には市民の

側に立った原子力資料情報室を立ち上げ、代表とし

て「市民の科学」への模索を始めている。 

正統派とされている大学での研究スタイルとは別

個のもう一つの科学としての「市民の科学」とは何か

ということについては、これまた遺著といってもいい

『市民の科学をめざして』(朝日選書、1999)があり、そ

こに至る紆余曲折も含めて、詳しく語っている。 

大学の研究スタイルとしては、研究の自由、要素還

元主義、成果の論文主義といったことがよく知られて

いる。そうした、いわゆるプロ科学とは異なる目線で、

つまり生活する市民目線で問題解決を図ることを目

指すのが市民科学。市民の側に立った、自分ごととし

て当事者意識をもった科学といってもいい。高木さん

はそんなことを、抽象的ではなく、具体的な自らの行

動を通じて考察している。ここが単なる科学論を述べ

たものとは異なる。 

● 一貫した気骨のプルトニウム政策批判 

その代表が退職直後から一貫して取り組み続けた

気骨のプルトニウム政策批判。プルトニウムに未来は

ないことを見抜いていたその慧眼は今も色あせない。 

以上を要するに、市民の、市民による、市民のため

の科学が市民科学である。問題の、出来事の局外に

超然卓立するという「研究の自由」の立場はとらない。

「社会の中の科学」という視点から問題を社会的に位

置づける。それが市民の科学であるというわけだ。 

軍事研究の是非にゆれる大学だが、現状は、学問

の自由がおかされると声高に叫ぶ大学の、大学によ

る、大学のための職場闘争ないし資金獲得論議に終

始している。そこには、高木さんのように、立ちつくす

市民の声に耳を傾けようという真摯な姿勢はない。 
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