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 みんなの市民佐鳴湖学へ 「見て・調べて・考える」3 日間 

今、佐鳴湖の「秘めた力」探る 8 月 18 日 

- 附属浜松中学校生も参加し静大フィールドワーク研究体験 – 

 佐鳴湖は今、どうなっているかという総合テーマの下、湖の何が今問題なのかという意識をシリ

ーズ学習で養う第 1 回目の研究体験会(静岡大学)が 8 月

18 日、大平台高校生や附属浜松中学生、家族連れの一

般市民も参加して同湖岸で開催された(写真=同湖漕艇場

前で) 。現地で見たり調査したりする野外学習とともに、

その成果を大学に持ち込み、生物解剖実習や一連のフィ

ールド体験をもとに、また教員との対話をもとに発見的に

学ぶ。今回に続いて第二回(外来種問題)は 9 月 15 日、最

終の第 3 回(捕獲カメの解剖学習)は今月 16 日に開かれる。その具体的な内容やスケジュール、

申し込み方法などは本記事最後に掲載。 

 以下は、現在、佐鳴湖地域協議会で策定中の次の佐鳴湖行動計画で求められている市民参

画の新しいあり方とその具体化方法を探るため同行した小紙記者の現地イベント報告である-。 

 お知らせ  戦争を考える池内了講演  「ピカソで国を守ろう」  6 面 

四季ごとに定例になっている新指標に基づ

く「夏」水質調査(パックテスト)見学では、南岸

漕艇場はじめ 4 箇所で参加者たちはみずから

水質調査の実際について調査員や指導員(静

大工学部の戸田三津夫氏、かつて静岡県戦

略課題研究統括マネージャーをつとめ、はま

なこ環境ネットワーク代表兼技術コーディネー

ターの芥川知孝氏)の解説で体験した。 

● 毎回参加の大平台高校生たち 

 各調査地点への移動途中では、指導員から

在来種の生息を脅かす外来種アサガオの生

息状況などについて、実際にアサガオを手に

とって説明に聞き入っていた(写真右)。湖の近

くにある大平台高校の生徒は初めて参加した

感想として、湖周辺にはごみが多いと話し、

「プラスチック問題が話題になっていることの

実情を実際に確かめられたのがよかった」と

話していた。 

 水質調査の後

で は 、 地 域 協 議

会の「佐鳴湖生き

もの代表種を選

ぼう＜総選挙＞」

の投票も行った(写真上)。魚類、植物、鳥部門

別にパネルを参考に代表種だと考える種を記

入してい

た。しか

し、鳥部

門のカワ

セミ以外

はほとん

ど実物をみた市民はいなかった。魚類部門で



も、ウナギ以外には投票はほとんどなかった。

市民と湖の関係がきわめて希薄なことがうか

がわれる。水質については、この 10 年、大幅

に改善されたが、在来種の生きものたちの生

息状況や最近の在来種に対する外来種の問

題についての参加者たちの問題意識や知識

はほとんどない印象。 

● 附属浜松中学生たちが投網実演見学 

  そうした中で、注目されたのが附属浜松中

学 生 た ち の

魚 類 投 網 捕

獲の見学(写

真左=新川放

水路付近)。

参 加 前 に 自

分たちであら

かじめまとめ

た調査報告パンフ「佐鳴湖を見つめて 秘め

た力」(写真下)のように、水質調査や湖で活動

する団体がどのような連携や取り組みをして

いるかネット調査していた。しかし、実際の投

網で魚類を捕獲する様子を間近で見学して、

佐鳴湖の魚種や捕獲高が少なくなったとはい

え、次々に投網にか

かってくる雑多な魚

類に驚きを示してい

た。この日の投網(元

浜松北高校教諭の辻

野兼範氏による実演)

では、大きなフナの

仲間をはじめ、コノシ

ロ、クロダイなどが採

集された。中学生の

中には、投網でウナ

ギが獲れないかなど

と話していたが、ウナギ魚は特殊な筒仕掛け

で捕獲するものであることを、今回初めて知っ

たという生徒もいた。 

 当初予定されていた仕掛け魚類調査の見学

は、台風の接近もあり、24 日に延期された(24

日の成果は右上写真のように貧果)。最近は

魚種、匹数ともに著しく減少している。このこと

が今回の体験会でも裏付けられたといえるだ

ろう。 

● 今後の学習スケジュールと申し込み 

９月１５(日)１３時 外来生物について学ぶ 

 8 月 18 日に続く第 2 日目では、公園北岸管

理棟に集合し、外来生物について学ぶ。次い

で、緊急対策が求められている外来種、ミシシ

ッピーアカミミガメについて、湖に捕獲のため

のワナを北岸周辺に仕掛ける。ここ数年アカミ

ミガメの捕獲

調 査 に 取 り

組 ん で い る

昆虫食倶楽

部の協力で、

その実際に

ついて 体 験

する。公園北岸管理棟前に集合し解散(17 時

予定)も同所で。 

 

９月１６日(祝)９時３０分、静大集合でスタート 

最終日の学習では、静大浜松キャンパスに

集合し、公園北管理棟に移動。前日に仕掛け

たワナの回収と点検。 

 昼食後、マイクロバスで大学に戻り、捕獲カ

メの解剖実習。終了予定は 15 時(静大) 

 いずれの日も定員は 16 人(保護者は定員外

で参加できる場合もある)で、天候やその他の

事情により、日時変更や学習メニューが変更

されることがある。 

● 申し込みと問い合わせ先 

 浜松市中区城北 3-5-1 静岡大学工学部化

学バイオ工学科 戸田研究室 

 電話   053-478-1146 

 メール toda.mitsuo@shizuoka.ac.jp 

 できるだけ、グループ単位で、氏名・学年・連

絡先明記の上、上記にメールか、郵送で申し

込む。申し込み期限は 9 月コースでは 9/14 日

まで。必ずしも全日程すべて参加する必要は

ない。一日参加も可。なお、いずれの日も、児

童生徒が優先。一般の参加者は開催一週間

前から応募が可能。 

 



佐鳴湖シジミ再生    

縄文楽校＋プロジェクト協議会が意見交換 

共同歩調で新計画案づくりへ 

 南岸新川放水路に実験用バイパスを検討 

 

佐鳴湖でヤマトシジミ再生に取り組む NPO

法人縄文楽校(すずき青 理事長)と佐鳴湖シ

ジミプロジェクト協議会(戸田三津夫会長)は 8

月 25 日、佐鳴湖公園北岸管理棟前で意見交

換会を開いた(写真下)。席上、お互いのこれ

までの活動を総括し、それぞれの成果や失敗

事例情報を交換、今後共同歩調で新たな計

画案づくりができないか話し合った。その結果、

シジミ受精から成育、世代交代サイクルの安

定した制御システムの確立を目指して、共同

で取り組むことを決めた。 

具体的には、永福寺付近の新川放水路や、

東岸中央部のせせらぎ水路の浄化施設を有

効に利活用できないかとの提案がなされ、今

後予算措置も含めて具体的に検討することと

なった。意見交換会後、東岸の佐鳴湖シジミ

ハウスでの種苗育成の様子や新川放水路に

並行した実験用バイパスの設置の可能性を

探ろうと現地に赴き、話し合った。 

縄文楽校では再生活動 18 年、プロジェクト

協議会では活動はじめて 10 年になるのを機

会に、それぞれ発展的な実験システムをこれ

まで模索していた。今年度が県などの行動 5

カ年計画の区切りの年に当たることを受け、こ

れまでの取り組みの合理化と、夏場の湖濁度

問題などに対する新たな発想により、シジミ再

生の確実な実現を目指す。 

 

 - 佐鳴湖公園北岸管理棟前で =8 月 25 日 

第 9 回  佐鳴湖地域協議会 7 月 16 日 

事務局、次期行動計画骨子案を提示 

市民活動活発化へ情報共有プラットホーム 

 第 9 回佐鳴湖地域協議会(下澤嶽会長)が 7

月 16 日開かれ、事務局から来年度から 5 年

間の次期行動計画の新しい基本目標として新

たに人材育成を掲げ、これを受けた計画目標

では、これまでなかった市民主体による取り

組み体制の確立など次世代を担う人材育成

を盛り込んだ骨子案を提示した。 

 具体的には上記コンセプト図(骨子案)を提示。

活動する市民団体が情報共有できるプラット

ホームを構築、活動の活発化を図る。その必

要性は県戦略課題研究報告書などで参画も

含めて認識されてはいたが、未整備だった。 
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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 (浜松市西区) 

  季節感のある雑草を毎月お届けします 



         遠藤 睦子
と も こ

 さん  

(すまいるかんぱにー代表、浜松市北区) 

● 垣根のない社会へ、スマイル 

 インタビューのため、久しぶりに若き日の徳

川家康と老獪な武田信玄が 450 年ほど前に

相まみえた三方原台地を訪れた。今は車が頻

繁に往来する浜松環状線が東西に走る。戦

後の食糧難を打開した入植者の苦難を記念

するりっぱな御影石碑「三方原開拓防風林」も

立っていた。近くには開拓の三方原用水が松

林の中を南北一直線に流れてもいる。話はそ

んな歴史と現代がクロスする台地の珈琲店で

うかがった(写真=浜松市北区三方原)。 

 発達障害のある小さな子どもを育てている

遠藤さんは、「垣根のない社会へ今できること

を」の合言葉の下、この 5 年、催ものやバザー

ル販売イベント「すまいるまーけっと」を毎年 2

回続けてきた。今年も、地元気賀の「みをつく

し文化センター」で 9 回目を開く(9 月 29 日)。 

 今年 4 月から新たに日常的な活動として、よ

り広い立場から子育ての悩みを語り合う子育

てママさんの居場所づくりに週3日取り組み始

めた(北区三幸町、KuRuMix＜クルミックス＞)。

わが事の目線で語り合い、「悩まない、抱え込

まない」居場所づくりを目指す。他人事ではな

く、わが事として語り合おうという姿勢を彼女

は強調していたのが印象的だった。 

 同時に、ちょっと面白いのは、話の接ぎ穂と

して生まれ持っている惑星の位置でその時々

の悩みを、ちょっとしたノリで読み解こうという

「星読み」を取り入れていること。悩みが深刻

であるだけにこの試み、若い女性の星占い好

きにもマッチしているのか、なかなか好評だと

いう。すまいるかんぱにーでは、このほか、ワ

ークショップやミニミニ販売会も適宜、開いて

いる。 

 話をうかがっていると、遠藤さんの忙しさと

苦労が伝わってくる。最後に取材ノートを閉じ

て、フランクな趣味について雑談を始めた途

端、驚いた。これまでバンド(ベース担当)、楽

器好きであり、たとえば 10 年前まではエレクト

ーンに熱中、ビートルズファン。ハードロックも

好き。かと思うと、ハーブ栽培と研究 10 年、手

作りドライフラワー趣味も。あわててノートを開

いてメモしようとしたが、幾つか書き漏らした。

確か、作曲もすると話していたような気がする。

とにかく、多趣

味。それでわ

か っ た が 、 こ

れらが遠藤さ

んの現在の多

彩な活動にう

まく生かされ、

人と人とのつ

ながりを、結びつきを生み出す土台、財産に

なっている。そう老記者は気づいた。 

インタビュー終了予定の正午が過ぎると、

子どもたちの待っている家へか、歴史と現在

が交差する松風の中に車は走り去った。 

終始、笑顔で話してくれたが、その笑顔に

「今できること」の先に、自らの店を持ちたいと

いう将来の夢と、三方原の新しい開拓者たら

んとする自信をのぞかせていた。 

注記 

すまいるかんぱにー 

= http://smilecompany.hamazo.tv/ 
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暮らしに音楽を 

今月の歌   「四季の歌」  

下のピン止め、ダブルクリック！ 


Inoue
添付ファイル
四季の歌.MP3



        第二部          鈴木潤子 

⑥ 私だけが知っていても 

中国江西省から嫁いできたミンさんに「東京

みたいなところを期待して日本に来たんでし

ょ？それなのに農業やるなんて、ガッカリじゃ

ない？」と尋ねたら、「そんなことないよー。日

本は機械を使うから楽。私の家は収穫も全部

鎌だもん！」と笑っていました。 

25 歳くらいのときに訪れたホーチミンシティ

では、大勢の女の子の家にお世話になりまし

た。ロアンさんは、「味の素」の CM が出ると必

ず「ジュンコ！日本よ、日本が出たわ」と呼ん

でくれました。チャムさんは「私ね、日本のスポ

ーツ習ってるんだから！」と言って、披露してく

れました、テコンドーを…。ヤオさんは「私の一

番上の兄はシャイで、下の 3 人の兄はみんな

結婚しているのにまだ独身なの。ジュンコ、ど

う？」と、多分半分本気で迫ってきました。 

桂林の夜店で果物を選んでいたところ、「日

本の留学生？」と上下ジージャンの若者、葉

斌（ヨウ・ビン）さんが話しかけてきました。新

潟出身だと話すと、葉さんは「にいがた、ああ

ああ～～?!」と急にハイテンションになって、お

もむろに何を取り出すかと思ったら田中角栄

の自伝でした。日中国交正常化を実現させた

田中角栄は中国では人気者でした。北京大学

のエリート（東大よりもずっとレベル上）葉さん

は、私を自転車の後部座席に乗せて、まちを

あちこち案内してくれました。 

海沿いのまちブラジルはサントスに滞在中、

町中ノリノリ大騒然。さすがサンバの国だよな

～とブラジルを体感していたところ、遠くから、

両脇をかっこいい少年 2 人に支えられた松葉

杖のかわいい女の子が、騒ぎをかき分けなが

ら、明らかに、まっすぐ私に向かって歩いてき

ます。何事かと思ったら握手の手を私に差し

出して、「あなた日本人でしょ！これね、空手

で骨折したの！私アナ。手紙ちょうだい」と、少

年に自分の住所を書かせて、私に押し付けて、

そのまま私たちは、音楽のこと、ブラジルのこ

と、カラテのこと、他愛のない楽しいことを、薹

（とう）の立ったおじさんと巨乳巨尻美女軍団

がトラックの荷台で踊りまくるのを眺めながら、

ずーっと語り合いました。 

 ジョーでまちおこしをしていた山谷の商店街

のアーケードが取り壊されると聞き、二度目の

山谷訪問に出かけました。ジョーが西とトレー

ニングした玉姫神社には、ヨーコとジョーが同

じ方向を見つめている、等身大の看板があり、

胸がきゅんとしました。ジョーが流れ着いたと

きの山谷に比べれば、ずいぶん小ぎれいにな

ったのでしょうが、やっぱり、おじさんたちが朝

から焼酎を飲

ん で い た り 、

デカい声でガ

ハハと盛り上

がっているの

を見かけたり

し ま し た 。 そ

ばを通ったと

きに目があう

と、女装のお兄さんが「なあ、それ、頭にのっ

けてんのか？」と私のお団子ヘアーを指して

言いました。「いえ、ただのお団子ヘアーです

よ… 髪の量が少ないので、ふわっとさせた

ハリボテですよ」と答えたら、アハハと笑って

「それにしてもでかすぎるぞ！」とコメントされ

ました 

こうした輝く思い出がちりばめられているか

ら、農家さんが「ベトナム人になんか土地は貸

さない」とか、ご近所が「この前の車上狙いは

絶対にブラジル人だ」とか、友達が「ライブに

行ったら中国人がいてイヤだった」等聞くと、

「みんな何をどれだけ知ってるっていうん

だ？」と疑問に思ったり、がっかりしたりです。 

 

       (  つづく 西区大人見町 ) 
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戦争を考える  再掲            月刊さなるこ新聞デジタル 2019 年 9 月号  

講演    文化あふれる国づくりこそ 

＜軍拡パラドックス＞と積極的非暴力平和主義   

                       池内 了 氏 

軍学共同反対連絡会 共同代表 

世界平和アピール七人委員会委員        

                    写真右 = 講演中の池内氏(名古屋市内、7 月 20 日)

                                                           

● 本記 

 「核戦争に反対する医師の会・愛知」(名古

屋市、浅海嘉夫世話人)は、名古屋大名誉教

授で、世界平和アピール七人委員会委員の

池内了氏を迎え、軍事に頼らない平和を求

めてと題し 7 月 20 日名古屋市で講演会を開

いた。大量破壊の「核の時代」といわれた現

代では、合理的に考えれば大国間の国際紛

争を軍事力で解決しようという時代はもはや

なくなった。にもかかわらず、依然として軍拡

はますます拍車がかかり、最近では通常兵

器の自律型 AI ロボット兵器の開発に大国は

しのぎを削っている。このパラドックス(逆説)

の背景や、安倍政権が進めようとしている積

極的平和主義戦略に対する批判的な持論、

積極的非暴力平和主義について、熱弁を振

るった。 

 結論として、文化あふれる国づくりこそ、パ

ラドックスを乗り越える本道であると訴え、非

暴力による積極的平和主義を展開した。こ

の点で次世代を担う批判精神のある若者に

も期待を込めた。なお、池内氏は、大学の軍

事研究に強く反対する軍学共同反対連絡会

の共同代表。 

 以下に、池内氏の了解の下、講演要旨を

掲載する。 

 - 「記者ノート グレードの高い平和」 

 

● 講演要旨 「ピカソで平和を守ろう」 

 話の出発点として、まず、国際社会の現状

を見回してみると、事実認識として、大国間

同士の戦争、最新鋭の兵器を動員しての戦

争は起きていない。小国間同士の確執や小

競り合い、あるいはテロはあるものの、基本

的に戦争は、国同士の対立や紛争を解決す

る有効な手段ではなくなり、世界は、大きな

流れとして戦争が終焉する方向に進みだし

ているのではないか。 

 では、なぜ、各国は、とりわけ日本は軍拡

に走っているのだろうか。一つには、軍事的

な脅威をあおる軍産複合体の存在がある。

抑止力として武器を持っていると「敵」に攻め

られないという素朴な安心感が国民に根強

いことも原因だろう。しかし、国際社会はグロ

ーバル化や高度情報社会化により、政治的、

経済的、社会的、文化的、学術的に密接不

可分に結びついている。誰が「敵」で、その

何を攻撃したらいいのか、味方の何をどう自

衛するのか。その判断は極めて複雑であり、

その結果の予測は 2 項対立のような時代と

は異なり、簡単ではない。こう考えると、現代

は戦争はもはや問題解決の有効な手段とは

なりえない、何のプラスにもならない時代に

なりつつある。 

 ひるがえってこうしたことの出発点を歴史

的に振り返ってみる。悲惨な第一次大戦直



後にできた国際連盟規約(1919 年)にある「戦

争に訴えざるの義務」「戦争の一般的な禁

止」に見ることができる。次に不戦条約(1928

年)の「国家の政策の手段たる戦争の放棄」

があり、未曾有の犠牲者を出した第二次大

戦直後に発足した国際連合では戦争の違法

化の徹底として「平和的手段による紛争の解

決」「武力による威嚇又は武力の行使の禁

止」がうたわれたのである(1945 年)。 

 以上の文言からもわかるが、日本の現在

の憲法の「戦争の放棄、戦力の不保持、交

戦権の否定」はこうした国際社会の流れの

中から生まれた貴重な所産である。戦争が

終焉を迎えようとしている中、実力組織とし

て自衛隊を憲法に明記するとなれば、どうな

るのだろう

か 。 最 初

が肝心で、

明記すれ

ばドンドン、

ドンドン改悪されていくだろう。非戦・軍縮の

歴史については、ここでは詳しく述べないが、

武器を持たないことの強みをもっと認識すべ

きであろう(写真上は講演全景)。 

 私は、10 年ほど前から、活動のキャッチフ

レーズとして もはや武力で国は守れない

「ピカソで平和を守ろう」と訴えている。その

心というのは、街中に文化が展開され、誰も

が楽しんでいる都市を「敵」は爆撃するだろう

かという意味の象徴的なフレーズである。私

も訪れたことのある街中が芸術にあふれて

いるフィレンツェ、ベニスは空襲されなかった

ではないか。現代は武力で国を守る時代で

はないのである。 

 さて、ここから「戦争と科学者」という観点に

話を移す。私は、この 5 年ほど、軍学共同反

対運動にかかわっているが、大学も含めて

軍事研究を行なったり、かかわったりした科

学者の常套句をまず紹介しておきたい。科

学者にも後ろめたさがあり、そのためのもっ

ともらしい言い訳が、「戦時には科学者は愛

国者になれ !」というのから、「この兵器で戦

争は(早く)終わる !」、さらには「人道的(道徳

的)兵器である-多数の(味方の)命を救っ

た !」という笑うに笑えない言い訳もある。 

 それに対し、一見もっともらしいものもある

からごまかされてはならない。曰く「戦争(軍

事研究)は発明の母である」「いずれ民生用

に利用すれば、人々の役に立つ」「科学(技

術が発達したではないか」などなど。軍事開

発が発明の母となったものもあろうが、秘密

研究であるため膨大な失敗があることを無

視しており、発明の母とはいえない。民生用

うんぬんについては軍事予算をはじめから

民生に回せばもっと人々の役に立ったことが

見落とされている。科学の発達うんぬんも、

成果の公開性を徹底すればもっと科学が発

達したことは疑いないだろう。 

さて、安倍政権になってから、軍学共同を

推し進める露骨な政策が急速に進展してい

ることを指摘しておきたい。政権発足直後の

国家安全保障戦略など 3 政策の閣議決定

(2013 年)、武器輸出 3 原則の見直し(2014

年)、防衛省の安全保障技術研究推進制度

(2015 年以降)などである。この推進制度は、

軍と学の具体的な結びつきを担う軍学共同

であり、研究資金不足に悩む大学側の現状

や弱みをたくみに利用した制度である。デュ

アルユース(軍民両用)論などを楯に軍との

共同を是とする科学者のいい訳はいろいろ

あるが、大事なことは科学者の責任、具体的

に言えば、科学者にも、一般のモノづくり同

様、製造した責任があるということ。製造物

責任法は科学者にも適用すべきである。 

最後に以上をまとめると、科学や技術が

政府の政策によって軍事化しないためには、

軍事に頼らない平和の構築、つまり、文化で

平和を守ろうという確信を持つことであり、た

とえ自衛のためであれ、軍事力は一切不必

要との覚悟に徹すること。一言で言えば、積

極的非暴力平和主義に徹することである。

繰り返すようだが、最初が肝心である。 

その上で、今、日本は危うい状態にあると

感じている私だが、自分も含めて強調したい



のは、孫子の世代に何を残そうとしているの

か、自国のことのみ、自分のことのみしか考

えていないのではないか、ひとり一人が今こ

そ考えてほしいということである。たとえば大

学教員なら、大学は次世代の若い人材を育

てるという重要な役割があるという責務に忠

実であるかどうか。あるいは一般市民なら、

お上意識の強い「悪法も法」「国がそう言うの

だから」という〝常識〟に安住せず、いった

んその常識を疑ってみる批判精神がなえて

いないか自らに問うことも必要ではないか。 

( 要旨作成では、講演後の参加者とのやりと

りも参考にしました       –   編集部 ) 

 

       記者ノート      

 

● ＜グレードの高い平和＞の時代 

万葉集研究で知られる国文学者の中西進

さんは元号「令和」の考案者だと言われてい

る。しかしご本人はその素材を提供しただけ

だと一言ことわりながらも、あるインタビュー

番組の中で「令和というのは、一言で言えば、

グレードの高い平和のこと」と語っている。池

内講演を聞いた感想を一言で言うならば、そ

して中西流に表現するならば、グレードの高

い平和に徹しようではないかと呼びかけてい

るというものだった。そして、グレードの低い

平和(積極的暴力平和主義)は、もはやオワ

コン(終わったコンテント)だと主張しているに

違いない。 

初春令月気淑(よく)風和(やわらぐ)の時代

になってはじめての戦争を考える夏を迎えた。

NHK はスペシャル番組を中心に、例年になく

戦争をテーマにし

た発掘特ダネドキ

ュメンタリーやドラ

マをこの 8 月中旬

を中心に連発放送

した。 

記者か視聴した

ものだけでも、「巨

大戦艦大和-乗組

員たちが見つめた生と死」「戦艦武蔵の最期

-不沈戦艦はなぜ沈んだか」「激闘、ガダルカ

ナル 悲劇の指揮官、一木支隊はなぜ全滅

したか」「幻の巨大空母「信濃」-不沈艦の悲

劇」。いずれも新史料に基づいたものであり、

無名の下士官たちの「死ニ方用意」を証言な

ども交えて構成していた。映画では鬼才、塚

本晋也監督・主演の「野火」(原作は大岡昇

平『野火』)が BS 放映されていた。レイテ島敗

走にまつわる人肉食を真正面から取り上げ、

鬼哭しゅうしゅう、鬼ですら泣かずにはいら

れない惨状の連続だった(レイテ戦記=写真

下)。この女性版ともいえるのが、女たちの戦

場ドラマ「マンゴーの樹の下で- こうして私は

(敗走)地獄を生きた」が秀逸。戦争を過去の

ものとして描くのではなく今につながる出来

事として描いている。 

グレードの高い平和構築には、戦争の悲

惨の「深い反省の上に立って」(先月戦没者

追悼式典での新天皇のおことば)、「令和の

視点」から過去の戦争を、これからの非戦を

考えていく必要がある。    ( い ) 
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● 解説 平和実現をめぐる論議 

 積極的平和主義は、平和の実現手段によ

って次の二つに分かれる。一つは、暴力手

段に訴えてでも積極的に平和を実現しようと

いう主義、いわば積極的(暴力)平和主義。

安倍政権が言う積極的平和主義はこれにあ

たる。もう一つは、外交、文化、経済など非

暴力的な手段を駆使して平和を実現しようと

いう積極的非暴力平和主義。池内氏の主張

はこれにあたる。 

 前文で国際協調主義を強調し、国際紛争

を解決する手段としての戦争や武力の行使

を永久に放棄すると規定する日本国憲法

は、当然のことなから、積極的非暴力平和

主義である。 なお、平和主義の対象につい

ては、戦争はもとより、貧困や搾取も含まれ

るとされている。       - 編集部 

  



 

初春令月気淑
よ く

風 和
やわらぐ

時代、グレードの高い市民目線でジャーナリズムを考える 

      新聞「日本」の 10 年、かくして＜言論の自由＞は死せり

● 「深い反省の上に立って」いるか 

 今号の池内講演の「記者ノート」に書いた

「深い反省の上に立って」という新天皇の戦没

者追悼でのお言葉は、市民の側に立つジャー

ナリズムに対しても向けられるべきものだろう。

この点で、NHK スペシャル「かくして〝自由〟

は死せり -ある新聞と戦争への道」(8月12日

放送)は、ある意味、衝撃的な番組だった。あ

る新聞というのは、最近発見された日刊紙で、

1925 年の創刊から 1935 年までの 10 年間に

約 3000 日分が発行され、軍部とも結びついた

右派メディア、新聞「日本」のことである。創刊

者は、日本こそはアジアの盟主と考えていた

閣僚経験もあった小川平吉。社論や論説担当

は中谷武世。社論としては自由主義の大正デ

モクラシーを否定し、天皇機関説を批判する

など、天皇を中心にした日本主義を唱導する。

これをさらに今風に一言で言えば、天皇ファー

ストであろう。 

その具体的な一例を挙げれば「政党政治を

排し天皇政治に帰れ」と訴え、天皇の統帥権

干犯問題に火をつけた。詳しい経緯や流れは

省略するが、このことが 1930 年代後半には

二・二六事件を経て、軍部の独走 たとえばノ

モハン事件などを許す結果を生んだ。 

新聞「日本」は創刊から 10 年後の休刊の辞

で＜新聞「日本」の 10 年は(言論の自由から

の)日本転向の10年であった＞と胸を張った。

問題は戦後、その存在や言説をひた隠しにし

ていたこの小さな右派メディアから今何を学ぶ

かである。第一は、言うまでもなく、多様な意

見を封ずる言論弾圧を看過すれば、必ずや戦

争への道につながるという歴史的教訓の再確

認であろう。 

● 市民のグレードが問われる令和時代 

その上で肝心なことは、言論の自由の下で

は、市民もまた深い反省の上に立って「グレー

ドの高い平和」を愛する見識を身につけるよう

不断の努力をしなければならないという点。武

力によらない「グレードの高い平和」は待って

いても棚から自然には落ちてはこない。 

少し踏み込んで、まとめるならば、令和の時

代というのは、国際紛争を解決する手段とし

て最後は戦争に頼らざるを得ないという、いわ

ば「グレードの低い平和」観から抜け出せるか

どうかがひとり一人の市民に問われる試金石

なのだということである。同時に 9 条をめぐる

改憲論議の核心論点といえまいか。 

 最後に一言。内モンゴル出身の静岡大学教

授、楊海英さんが 8 月 21 日付静岡新聞朝刊

ひろば欄「時評」に＜平和施設のメッセージ＞

と題する論考を寄せている。(被害者意識ばか

りが目立ち)自己と他者の関係性についての

市民自身の世界史的認識の希薄さ。原爆投

下国の「核の傘」に守られながら核なき平和を

訴えているという国家としての曖昧さ。その払

拭には「市民主体の展示」こそ、広島・長崎の

平和施設の責務ではないかと概略訴えている。

平和への本気度を問うものであり、グレードの

高い平和論として注目したい。  ( い )  

        編集発行人  井上正男 

   浜松市中区佐鳴台 3 丁目 3 -408 

          053-489-9189   

     yhr01702@nifty.ne.jp 
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 喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

● ベトナム復興のシンボル、ホアビンダム 

ベトナムで思い出すのは、バイクの洪水で

す(写真右=2000 年代中ごろ、首都ハノイで)。

今も昔も変わらない気がしますが、歩道や中

央分離帯も

何 の そ の 、

と き に は 家

族全員（4～

5 ?人）で走

っています。

北部には日

本の原風景のような水田が広がり、山間部に

は少数民族の集落の風景も思い出されます。 

ベトナムの歴史は、大国の思惑に翻弄され

た歴史です。千年もの中国支配や 19 世紀か

らのフラ

ン ス の

植 民 時

代となり、

1960 年

代 に 始

ま っ た

ベ ト ナ

ム 戦 争

が、1975 年にサイゴン陥落で終結して、ようや

く今のベトナムになります。 

ベトナム北部のホアビンダムは、旧ソ連（現

ロシア）の支援をうけた大プロジェクトです。

1979 年から工事が始まり、10 年後の 1988 年

に完成しました。ベトナムの復興、繁栄のシン

ボル的な存在です(写真上 ホアビンダム洪水

吐 = ダムの堤高 123m、提長 743m、総貯水

容量 9.45×109m3)。 

その上流に計画されたソンラダムの設計審

査が始まった 2005 年に、完成して約 20 年の

ホアビン訪ねる機会がありました。ソンラと同

じ形式の洪水吐ですが、ちょうど洪水流が飛

びだすところの壁を補修していました。 

 

● 長持ちするダム設計、その思想とは 

設計審査で、ソンラの洪水吐の水理模型実

験を視察しました。その時、少し気になる点現

象がありました。隔壁の下流端が直線なので

す。端部が直線であると、隔壁端から衝撃波

が発生し、30～40m/s もの高速流が激しく動

揺します。実験でもその現象がみられました。

このため、洪水吐底面や壁が傷みます。まさ

に、ホアビンで工事をしていた所です。この点

を審査の中で指摘したものの、最終的には原

設計どおりとなってしまいました。 

ホアビンもソンラも基本は、ロシアの標準仕

様です。洪水吐の構造も形も似ています。構

造物の形に直線を多用するのは、型枠を簡単

にして工事を楽にする合理性です。 

 

● 佐久間ダムの「半円形」思想 

一方、佐久間ダムでは、洪水吐の隔壁端は

半円形です。工事は面倒でしたが、60 年経っ

たいまでも補修いらずの洪水吐です。工事期

間に対して、運用期間はとても長いのです。

真の合理性のポイントは、文化の違いとともに、

こんな所にもありそうです。 

- 佐久間ダムの洪水吐からの放流状況 
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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 13 回      月刊さなるこ新聞デジタル 2019 年 9 月号  

   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 )                            
                  

人は死ねばゴミになる。そう信じている緑川

真木子が一カ月前に 

「宇宙は歌いますか」 

とたずねた天文台の屋上から寒蝉総一郎と眺

めた小さな流星群の一瞬のきらめきを思い出

していた。それは一瞬きらめきはしたが、瞬く

間に沖合いに消えて行った。黒い沖合いの海

だけが残った。 

 「なんと清澄な－」 

 「いや、むしろ潔いというのかなあ」 

という総一郎のつぶやきが耳に残った。総一

郎はふと、 

 「人が死ねば、ニュースになる」 

といういつもの自虐的な言葉が口をついで出

てきた。新聞記者時代が長かった総一郎だけ

に、その思いには実感があった。 

 総一郎のニュース人生に自分とは異質な道

を歩んできた男の純情を感じてきたのだが、し

かし、真木子は知っていた。この老いという静

かな華やぎのあとに、ゴミとなる死が厳然たる

現実として横たわり、冷酷というべきか、刻々

と近づいてくることを。 

 そんな老いと死という行方も知らない舞台へ

の道行きの中でも、老いの華やぎとも言うべき

一瞬がある。天文台の屋上からみた潮騒はそ

う語りかけていた。 

 「好きにならずにいられない」 

それは華やぎを求める思いであり、ゴミにな

るという感情の裏返しなのだ。透き通るような

青いサファイアの星と、トパーズのような橙色

の星とが、それぞれがお互いの周りにダンス

でもするようにクルクル回っている白鳥座の美

しい二重星にもいつか死が訪れる。歌うのを

やめ、踊るのをやめ、老いが死に変わる。星

の世界にも、宇宙にも諸行無常はある。常な

るものはない。 

しかし、その前に、一瞬ではあるが、老いの

華やぎもある。真木子はそんな気持ちにくり返

し戻る。 

そんな日々を自宅からみえる砂鳴湖を眺め

ながら夏の近づく平穏な暮らしを続けていた。

あのときの総一郎は今、どうしているのか。 

 

 真木子との出会い、それも 

 「アルビレオの出会い」 

がきっかけで、寒蝉総一郎は記者時代に知り

合った並木明夫と連絡を取り始めていた。ギ

ター設計者として、並木は定年真近い最後の

製品開発にのめりこんでいたのだが、趣味は

ギター演奏と、ヒマな日曜日に小説を書くこと

らしいことを総一郎は知っていた。 

「ギターは５本指で奏でる小説だ、いや、10 本

指か、とにかく悪女の人生を奏でる小説を書

きたい。小説はギターだ、悪女ギターを開発し

たい」 

いつもそんな夢みたいなこと、というより破滅

的な夢想を飲み屋で語る。しかし明るい。飄々

とした並木が総一郎は好きだった。並木のつ

とめている楽器産業の盛んな都市近郊に砂

鳴湖があったことも、湖近郊に移住した理由

の一つだった。 

「人生最後、なんとしても ＜Ｓ－ギター＞をプ



ロデュースしたい。世界に売り出したい。この

ままたらいまわしのサラリーマン人生で終わり

たくない」 

「といっても、アイデアがあるの？」 

総一郎は華やかではあるが、激烈な生き残り

のかかる楽器産業のことはもちろん知らない。

何しろ楽譜すら読めない。そんな総一郎をあ

われむように 

「ある。あるに決まっているじゃないか。Ｓ－バ

イオリン、Ｓ－チェロを手がけてきたんだ。でき

る。ある。実現できるアイデアがある」 

「ところで、Ｓ－ギターというのは、どういう？」 

「ｓｉｎｇ ｓｉｎｇ ｓｉｎｇ だよ。要するに考える、ｔｈ

ｉｎｋｉｎｇ ギター、あ、スペルが違う」 

「ハア？ 考えるギター」 

「そう、考えるギター」 

「人工知能のＡＩギター？」 

「違う、違う、静かに爪弾くギター。今のギター

はもう古いよ」 

ここで、総一郎は黙った。いくら飲み屋での話

とはいえ、ついていけない。 

 並木のつとめる世界的な楽器メーカーでは

今、全社挙げて社内向けの新製品開発プロ

デューサーを公募している。公募に採用され

れば社長室直轄で開発を任され、会社から全

面バックアップを受けられる。同時に世界販売

を展開してくれる。 

「もちろん、開発者自身も販売戦線の先頭に

立つ」 

興奮気味にアイデアはあるという並木は 

「自分としては、もっともやりたかった開発の仕

事。なにしろ－」 

 Ｓ－ギターについてはこの全社公募前に想

定価格、機能、仕様が並木の頭に出来上がっ

ていた。 

「後はだ、Ｓ－バイオリンの基本機能にＥＱが

あれば、ほぼＯＫ」 

「ＥＱって－」 

と総一郎は言いかけたが、 

「まあ、いいから。Ｓ－バイオリンを設計してい

るときから、この基本機能はバイオリンよりも

ギターに向いていると思っていた。僕もギター

を弾くからね、わかるんだ」 

 「――――」 

「もちろん、リバーブは必須。わかっている」 

彼によると、並木自身でもエレアコでリバーブ

をかけて弾くと 

「これが、気持ちよかった経験がある」 

総一郎のほうに目をやり、「わかるかな、この

感じ」という態度で 

「響くところで弾くと、これがまた気持ちいい」 

「――――」 

「ＡＵＸはエレキ系の人がＣＤにあわせて弾い

てアドリブしたり、クラシック系の人がバンドで

も弾けるよう練習できるようにしたりと考えた」 

並木の飄々とした振る舞いは消えていた。 

「なるほど、相互乗り入れか。売るには大事」 

と総一郎が話を止めに入った。 

「ポイントは音とデザイン。それに－エレアコは

市場にたくさんあるから、どうやってその中で

優位性を持たせるか」 

さすがに、並木もしゃべりすぎたと思ったのか、

またちょっと気が引けたのか、並木は 

「ところで、総さん、さっきの話ってなに？ 悪

女の話って、アレ？」 

「その悪女なんだけれど、プロのピアニストな

んだ。クラシック系ではないようなんだけれど」 

「で？」 

並木は先を急がせた。 

「今の並ちゃんの話、プロに聞いてもらって正

直な意見、聞いたらどう？」 

「ギターは各社競合も激しく、ヒットさせること

は。まあ、至難だろう。楽譜は読めなくても記

者として社会は読めるから。それはわかる」 

「なるほど」 

「しかも、音楽現場の音楽家の感性を聞いて

おくのも必要だよ」 

「なるほど」 

「Ｓ－ギターには胴がない。響きがない、その

ハンディを聞くと、いいヒントが得られる」 

総一郎は押し込むようにいうと、並木は悪女

ピアニストに会うことに決めた。 

                  （つづく） 


