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みんなの市民佐鳴湖学 この１年を振り返って  編集長の目 

さなるこウォッチャー、尾関章氏が「風に鳴
な

れ！ 里
さと

湖
うみ

ジャーナリズム」 

１月から元朝日新聞論説副主幹が新連載エッセー開始、活動の全国発信へ  

 都市近郊の里湖、佐鳴湖を、中央官庁主導の、あわただしくせかし地方同士の競争心をあおる

これまでのような環境ＣＯＤ値ランキング第一主義。そんなものに

巻き込まれるな、と小紙が主体性のある＜みんなの市民佐鳴湖学

＞を提唱して１年がたった。代わって浜名湖とつながる新川も含め

た洗練された都市景観のある創造的な「水辺の都市」を目指そうと

連載などで訴えた。今、行政が策定中の佐鳴湖水環境に対する次

期行動 5 か年計画の成案づくりが大詰めを迎えている。市民佐鳴湖学のこの１年の動きについ

て振り返えり、2 年目のステップについて考えてみたい。 

＜写真右上＞ 佐鳴湖で捕獲の外来種、アカミミガメを解剖学習する市民＝静大工学部実験棟 = 9 月 

お知らせ リニア 難波副知事 掛川講演 「泣き寝入りはしない」  ５面 

これまでの具体的な流れと簡単な報道内容

（詳細は上記題字下の「ぶろぐ」で公開）につ

いては本稿文末を参照してほしいが、活動の

活性化に意欲を燃やす新会長の下、行政が

次期行動計画づくりに動き出した第８回佐鳴

湖地域協議会（3 月 11 日）が画期となった。 

何も変わらないとの周りの醒めた空気の中、

新会長は「市民参画へ、組織のあり方を見直

す」と公式に表明した。このとき、記者席、傍

聴席いずれも人影はなかったこともあり、小紙

では「みんなの市民佐鳴湖学」の連載を本格

的に展開し始め、今日に至る。里湖創造論、

組織のあり方の市民提案、さらには、10 年前

の浩瀚な静岡県戦略課題研究「快適空間 佐

鳴湖の創造」研究報告書」の検証、さらには、

当時この報告書をまとめた課題研究統括マネ

ージャーへのインタビューと、今後の課題と提

案も取材した。７月には地域協議会事務局か

らは次期行動計画の中間報告を兼ねた素案

も公表された。 

 一方、市民参加の活動としては、市民を対

象にした静大・佐鳴湖フィールドワーク研究体

験「見て、調べて、考える」（写真上） もユニ

ークな取組みとなった。大学構内施設も取り

込んだ活動に広がった。また新たな問題意識

で外来生物と佐鳴湖についての自主的な調

査も市民団体「昆虫食倶楽部」によってなされ、

そのアカミミガメ生態調査結果報告が文化の

日に浜松市博物館で行われたり、追加報告が

なされたりするなど、体験型イベント対する一

般市民の関心が高まった。 

 一連の報道に対し、この 1 年、つぶさに紙面

を眺めた結果、活動を全国に紹介するなど、

応援していきたいとの思いで小紙連載寄稿に

みずから企画案を練って応じたジャーナリスト

が登場した。東京在住の元朝日新聞論説副

主幹で科学ジャーナリストの尾関章氏である。

いわば、さなるこウォッチャーの登場ともいえ



るが、新風が首都圏から吹き始めてきた。 

佐鳴湖やそこでの問題解決に奔走している

小紙への同氏の思いを簡単に言えば、こうだ

ろう。最近、話題となっているエコノミストの藻

谷浩介氏のとなえる「里山資本主義」のジャー

ナリズム版といえるかもしれない。里山を里湖

（さとうみ）に置き換え、グローバルなマネー資

本主義に対し、大都会暮らしでも、さりとてまっ

たくの山暮らしや田舎暮らしでもない都市近

郊の静かな里山、里湖にこそ、安心と創造的

な暮らしが広がっている。それを上手にコーデ

ィネートし、活動横断的にそこにある問題の解

決にあたるジャーナリズムの姿に共感と期待

を寄せている。もともとの提唱者、藻谷氏の 

言う「トライリーダーセクター」の役割を小紙に

期待しているのかもしれない。それはまた巨

大な商業主義マスメディアに対する不信を自

ら肌で感じ、メディアの信頼を取り戻す再生へ

の期待が込められてもいるようにも思う。  

新年１月から新連載、ご本人の希望で、 

さなるこウォッチャー、尾関章の 

風に鳴れ！ 里湖ジャーナリズム 

というタイトルで、毎月、論説エッセーをお届け

し、みんなの市民佐鳴湖学の活動などを中心

に全国に発信していきたい。なお、以下、尾関

氏の経歴を簡単に紹介しておきたい。 

 尾関章 おぜき・あきら 科学ジャーナリスト。

1951 年東京生まれ。朝日新聞社入社、科学

記者、ヨーロッパ総局員、科学医療部長、編

集委員などを務め、論説

副主幹。退職後、北大客

員教授。『科学メディア論』

など著書多数。１週 1 冊ブ

ログ「本読みｂｙ ｃｈａｎｃｅ」

展開中。 

                        

● この１年 みんなの市民佐鳴湖学の動き 

○ みんなの市民佐鳴湖学の誕生。編集長論

説 この１年を振り返って。環境ＣＯＤ主義をこ

えて。都市景観「水上の迷宮」。新川で「水辺

の都市」を目指そう。本紙＝2018 年 12 月号  

○ 市民佐鳴湖学誕生の反響特集。1 月号 

○ 市民佐鳴湖学事始め。都市の里湖、楽し

み、地域の問題解決へ、交流会。2 月号。 

○ 快適空間、県「戦略課題研究」報告から

10 年、新連載、スタート。序章＝本紙 3 月号。 

○ 次期行動 5 ヵ年計画へ組織改革に動き出

す第８回佐鳴湖協議会（写真下）。下澤会長

「市民参画へ組織見直す」と表明。4 月号。 

○ 市民佐鳴湖学、市民参画ある科学的な＜

里湖創造論＞辻野兼範氏寄稿。本紙 4 月号。 

○ 地域協議会、松尾直規浄化対策専門委

員会委員長「都市と里湖」寄稿。本紙 5 月号。 

○ 佐鳴湖シジミプロジェクトの辻野氏、里湖

創造論の持論「展開と提案」寄稿。5 月号。 

○市民佐鳴湖学に「戦略研究プロジェクトの

経験、モデルとして生かそう」寄稿。6 月号。 

○ 私が提案する＜次期行動 5 ヵ年計画 知

る、検証する、立ち上がる＞。本紙 7 月号。 

○ 地域協議会事務局、第 9 回佐鳴湖地域協

議会に組織改革も含めた次期行動 5 ヵ年計画

素案を公表（ネット上のＨＰにも）。7 月 16 日。 

○ 静大・佐鳴湖フィールドワーク研究体験会

「見て、調べて、考える」 本紙＝8、9、10 月号 

○ みんなの市民佐鳴湖学、秘めた魅力引き

出す＜市民参画へ、ステップアップを＞。「次

期行動計画に望むこと」（芥川知孝 元静岡県

戦略課題研究プロジェクトマネージャー）。７月

に地域協議会が公表した次期行動計画素案

を含めた大型インタビュー＝ 本紙 10 月号。 

○ 地域協議会、第 5 回佐鳴湖を未来につな

ぐネット 佐鳴湖を知ろう。 10 月 26 日。 

編集部注記－ そのほか、恒例の佐鳴湖ヨシ

刈り ヨシ！刈ろう！ 11 月 9 日。このほか市

民参加恒例関連イベントとして春夏秋冬期に

年 4 回水質調査も実施されている。 

佐鳴湖地域協議会＝www.sanaruko-net.com/ 
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リニア問題 どう得るか地元との合意 

佐鳴湖シジミプロジェクト協議会 辻野兼範 

  本紙１１月号１面「塩坂講演」を読んで 

 最近になって、ようやく国も、ＪＲ東海も、そし

て静岡県側も、今までつんぼ桟敷においてい

た住民の理解と合意を得ることこそが問題解

決の核心であると気付いたようだ。この点を、

私の苦い経験も踏まえて考えてみたい。 

リニア中央新幹線は JR 東海という一企業

の事業であるが、公共交通機関が公共性の

ある建設事業をするのであるから公共事業性

の高いものである。1、2 年前までは関係する

県や地域の自治体からは強い反対はなく、む

しろ夢の新交通システムとして期待を寄せ、

川勝知事もリニア中央新幹線に賛成している。

しかし、最近１年間、工法にもからむ大井川流

域の水減少問題をきっかけに着工に直ちには

同意をしかねる姿勢に見せ始めている。 

静岡県の南アルプスは中部山岳地帯に広

がる破砕帯（断層帯で脆弱な岩盤）の一部で、

掘削すれば地下水が漏出し、生態系にも大き

な影響（破壊？）があることは当初から予測さ

れていたことである。リニア中央新幹線に私

は基本的に賛成するが、その工法により大井

川流域が水不足になり、流域の人びとの暮ら

しと経済に悪影響が出ることで、その対策が

きちんと講じられるまでは工事着手を認めな

いのであれば、もっと早い時期から問題点を

指摘し、静岡県と JR 東海の双方が納得し工

事が進むように準備をすべきであった。講演

講師の塩坂邦雄氏のような専門家は当初より

問題点を把握していたと思われるが、それが

事業主や関連行政や住民に理解が広がって

いなかったのも問題。リニアに限らず公共事

業を進める上での課題といえる。専門家は自

ら積極的に市民に向けて発言をする責任があ

ることを強調しておきたい。 

静岡県知事は湧水や漏水を大井川に全量

戻すことを着工条件にしており、塩坂講師提

案の地下ダムがそれを可能にするかどうかは

私にはわからない。そもそも工事による漏水

を 100%戻すということは技術的に不可能であ

り、妥協点を探る以外に方法はないと思う。可

能な限り漏水を戻す工法を専門家が提案して

検討に入ることが、現実的である。  

知事としては今更 JR 東海側に妥協できな

いため、国が調整役に出ることで、補償、代償

を引きだし、結局、知事のメンツが保たれて終

わりになるかもしれない。 

というのも市民側がいったん動き出した公

共事業を問題ありとして途中で止めるのはほ

とんど不可能で、これまで唯一なのは、中海・

宍道湖の干拓淡水化事業の中止である。この

中止成功の要点は島根・鳥取両県の行政と

住民の反対運動との意見が一致し、県と市民

が協働で国に対して埋め立て不要の根拠を

示すことができたからである。リニア問題に関

しては、県と住民が危機感を共有しているの

かどうか。最近の知事の強い反対表明が流

域自治体や商工会議所を連携させたものだろ

う。住民の主体的な活動によるものではない

と私は思う。 

● 市民参画の社会システムが要る 

今回のことから何を学ぶか。まず、市民・専

門家が参画する社会システム構築の必要性

である。リニア中央新幹線計画は、旧国鉄以

来 50 年の道のりがある。国交省の実施計画

認可後の JR 東海の振る舞いは、開業を急ぐ

あまり、最初に地域行政や民意を聞くというこ

とがなかったことがそもそも問題の始まりであ

る。これは今回に限ったことではなく日本に常

態している問題で、現状のままでは同様の問

題はリニアに限らず、いたるところで起きる。 

限界はあろうが、事業主と関係行政、市民

が同じ場で予測できる問題点を事前に協議し、

事前に解決するシステムの構築が必要である。

事業が進行してから異議を唱えても事業を変



更することはなかなか難しい。事前に同意し

た内容で事業を実施し、しかも事業内容を公

開する仕組みは、民意を大切にする「新しい

市民社会の構築」ともいえる。環境アセスメン

トもこの仕組みの中に組み込めば、事業主側

に立った〝アワスメント〟的な調査は行われ

ないようにできる。環境アセスメントに限らず、

専門委員会の問題点は、意思決定の権限は

とかく事業主側が握っており、専門家の判断と

は反対の決定がなされることがままある。この

ような弊害もこの仕組みだと防ぐことができる。

このような仕組みづくりは、事業主側は望まな

いだろうから、組織づくりをある程度法的な措

置で行う必要もある。事業主の立場や事業の

大小に関わらず、「市民参画のシステムづく

り」は市民主体の社会づくりに必要である。日

本の民主主義はまだこの点で大いに欠けてい

ると考える。よらしむべし、知らしむべからず

のお上意識から早く抜け出すときだ。 

● リニアで今問われているものとは 

 計画が持ち上がった当初から、自然破壊

（生態系破壊）懸念や、計画そのものの必要

性の観点から反対する動きはあった。塩坂講

師も巨大地震に対する脆弱地盤から生じる災

害は免れないとして建設には賛成していない

ようである。日本は反対を表明（抗議）する表

現の自由は認められているが、何度も言うが、

計画段階から事業主と同じテーブルで議論す

る有効な仕組みはないのは残念だ。事業を理

解してもらうための住民説明会は実施するが、

事業の是非を議論するものではない。 

いずれにしろ、計画段階から問題について

話し合う機会があれば、住民が妥協できる計

画に変更できたかもしれない。法、条例の制

定は市民を代表する議員や行政の役割であ

る。発生する問題を予測して先取りした形で

法令や条例を決めておくことが必要であろう。

それには、最初に提案したように、市民と専門

家が日頃の活動において連携する仕組みが

必要となる。この点では地域の大学や研究者

の社会的な責任もまた問われるように思う。 

 関連記事＝ 難波静岡県副知事 講演 ５面 

                           

高校生のための化学講座 

「化学と電気の意外な関係」講演会 

日本化学会東海支部 １２／１５ 開催 

 同東海支部会は、12 月 15 日（日）13 時から

静岡大学浜松キャンパスで、3 講師連携によ

る講演会を開催する（共通教育棟 21 教室）。 

 講演は「電気はいかにして生み出されるか」

（喜多村雄一氏・電源開発株式会社）「電気を

貯める技術と次世代の二次電池」（冨田靖正

氏・静岡大学）「くらしをささえる電力設備」（北

原慶吾氏・中部電力浜松営業所）の授業。 

申し込み先は 432-8561 浜松市中区城北３－

５－１ 静岡大学工学部 戸田三津夫。 

電話＝０５３－４７８－１１４６ 

メール＝ toda.mitsuo@shizuoka.ac.jp 

 「化学聴講希望」と題記し、氏名、学校名・学

年、代表者連絡先などを明記の上、前日まで

に申し込む。定員 200 名で、参加費は無料。 
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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 



困惑の JR 東海 トンネル工事協議  強気の静岡県  2019 年 12 月号  

「泣き寝入りはしない。地下水は県民共有の貴重な財産」 

難波副知事、焦点のリニア水問題掛川シンポで基調講演 

開業に向けて黄信号が灯る中、リニア新幹線の４つの中間駅の中で最初の工事が先月からＪ

Ｒ東海道本線橋本駅（神奈川県相模原市）の地下深くで

本格的に始まった。そんな中、掛川市は、12 月 3 日リニ

ア中央新幹線の南ア・トンネル工事をめぐる大井川水

系の流量減少問題をテーマとした「掛川の水について

考える」シンポジウムを同市生涯学習センターで開いた。

これに先立って、難波喬司副知事が難航する焦点の新

協議体づくりも含め基調講演し、「泣き寝入りはしない。地下水は県民共有の貴重な財産」と強調

した。新協議体をめぐる先行き不透明感に光を見出すには、今、住民の信頼と理解を得ることの

重要性に、静岡県はじめ、行司役の国側、地元自治体訪問を強く意識し出したＪＲ東海も気付い

たようだ。以下、記者からのシンポ核心報告である。写真上＝掛川市生涯学習センター、１２月３日 

                                                                             

 ● 「一番の力は県民の挙げる声」とも 

 難波副知事の講演（写真下）を一言で評す

れば、語り口は物静かだったが、国交省技術

総括審議官だった土木技術のプロ（工学博

士）らしい、説得力のある論理的内容だった。

その真骨頂は配布した資料「トンネル工事の

位置と周辺環境及び工事の影響」についての

一連の映像解説。記者もこれまで何度か拝見

した図だが、大井川の下をトンネルが通ること

の重大性を強調した。その上で、社長を含め

てＪＲ東海側が

主張 する「 トン

ネ ル 工 事 で 湧

水 が 県 外 に 流

出しても、大井

川（水系）の水

は減らない」という根拠不明な理屈について

「まったく理解できない」と徹底して論破し、あ

きれていた。地表を流れる大井川だけに固執

するＪＲ側に声を荒らげて批判した。現地をつ

ぶさに歩いて確かめていることも伝わってきた

が、そうではない側との違いを見せ付けた。 

さらに、地質構造がほかとは違い極めて特

殊で複雑な南アルプスについて言及。たった２

箇所の（水平）ボーリングをしただけというの

は、「環境影響評価としてはいかにも不十分」

と断じた。その上で、このままでは南アの自然

環境や生態系に壊滅的な影響が出ると予想さ

れると指摘。湧水流出、渇水という水問題以

外にも多くの疑問点があると懸念を表明した。 

こうした一連のＪＲ東海の状況について、副知

事は「いまや静岡県は、ＪＲ東海のコンサルタ

ント」と指南役になっている状況を皮肉った。リ

ニア整備については賛同するが、「泣き寝入り

はしない」との信念を表明、「その一番の力は

県民の挙げる声」と締めくくった。 

● 掛川市長「全量戻すのが合意の条件」 

 基調講演に続いて、主催者の掛川市は、松

井三郎市長をコーディーネーターとして、利水

側のさまざまな意見を聞くシンポジウムを開い

た。市長は、掛川市は水確保に苦労してきた

100 年の歴史があるとして、その現状を紹介し

た。ここでも、最後に発言した難波副知事は

「後になって、泣き寝入りにならないよう、今か

ら、減水したことやその影響をきちんと証明で

きる態勢や、それに伴う補償の取り付け」（要

約）の必要性を繰り返した。最後に、発言者の

意見も踏まえ、松井市長は、シンポのまとめと



してトンネル工事で出た湧水は「全量戻すこと

が（ＪＲ東海との）合意の条件」と強調した。 

 今回の講演会では、水は誰のものか、河川

と社会など、さまざまな視点が提示された。水

環境基本法や静岡県地下水採取条例など、

水は、あるいは地下水は国民共有あるいは県

民共有の貴重な財産という考え方への認識を

深めたと感じた。と同時に、国を行司役とする

これからのリニア協議の合意に向けた取り組

みは、国と地方の自治体との新たなあり方が

鋭く問われているものとも言えるだろう。 

                      

● 難波講演会の各紙見出し（12 月 4 日付） 

○ 静岡新聞「県内政治」＝講演、湧水「県民

共有の財産」「市民 水不足の懸念訴え」。 

○ 中日新聞「県内」面＝水問題シンポ 難波

副知事「不安解消へ対話さらに」講演で強調。

短い基調講演要旨も。パネル討論「多角的な

調査必要」。自然、生活への影響懸念。 

 「社会」面＝「地下水流出、権利ない」副知事、

ＪＲ東海念頭に批判。 

○ 毎日新聞「静岡」面トップ＝リニア工事「水、

何よりも大切」「妥協しないで」掛川シンポに

500 人。              

    ● リニア問題の最近の動き 

  以前の動きは、本紙前号（戸田論考参照） 

○ 中日新聞（10 月 12 日付）鉄道局長と 3 者

協議合意。国交省、見守るから行司役へ。 

○ 中日新聞（10 月 16 日付）「協議締結 落と

しどころ見えず」認可 5 年で難波副知事。 

○ 中日新聞（10 月 25 日付）国交次官「27 年

開業目指す」静岡県知事「流量譲れない」 

○ 中日新聞（10 月 31 日付）合意文書の文言

静岡県とＪＲ東海とで隔たり。きょう三者会談。

県「地域住民の理解得た上で進める」ＪＲ東海

「地域住民の理解得ようと努めた上で進める」 

○ 静岡新聞（11 月 1 日付）トップ＝静岡県、Ｊ

Ｒ東海と新協議体 国交省、主導権狙う。議論

打開は見通せず。 

○ 読売新聞（11 月 8日付）遠州面＝3 者協議、

先行き懸念。静岡県知事、環境省関与言及。

国交省とＪＲ東海をけん制。全国総合面＝リニ

ア、27 年開業「黄信号」静岡県・ＪＲ対立、国仲

介でも混迷。残土・用地も難航。 

○ 中日新聞（11 月 9 日付）「国側は鉄道局中

心」三者協議で国交相が見解。 

○ 中日新聞（11 月 14 日付）トップ＝ＪＲ東海、

流域市町訪問へ。社長「地元理解、原点に返

る」。静岡県副知事名の訪問自粛要請文書

（昨年 8 月 9 日付）を公開し「県側の不統一な

対応は困る」とも。要請文＝「貴社が関係利水

者および市町と個別に交渉等を行うことは、ご

遠慮くださるようお願い申し上げます」。 

○ 中日新聞（11 月 14 日付）三者協議、環境

省の参加求める。菊川市長ら 国交省審議官

と会談。 

○ 中日新聞（11 月 16 日付）地域の大切な水、

訴え。牧之原市長ら 国交省審議官と会談。 

○ 中日新聞（11 月 17 日付）トップ＝島田、掛

川、藤枝、焼津市長、水の不安 国に伝達。仲

介を期待。国交省審議官来訪。新協議体のあ

り方、進め方合意文書未策定で静岡県知事

「ＪＲ東海は反省を」。 

○ 静岡新聞（11 月 18 日付）トップ＝リニア水

問題、県専門家会議 1 年 科学的議論通じＪＲ

東海の不備露呈。国交省主導の新協議体設

置へ、静岡県「骨抜き」警戒。 

○ 静岡新聞（11 月 19 日付）1 面準トップ＝流

域 10 市町個別対応せず、ＪＲの訪問要請に。 

○ 毎日新聞（11 月 20 日付）「静岡」面トップ

＝リニア 3 者協議、定例会見で静岡県知事

「鉄道局（だけでは）仕切れない」。国交省鉄

道局主導の国交相と見解に隔たり。「27 年の

開業に間に合わすため三者協議ではないは

ずだ」とも。 

○ 中日新聞（11 月 21 日付）「県内」面＝ＪＲ

東海社長一問一答「県と国で話進めたい」。 

○ 中日新聞（11 月 23 日付）静岡「県内」面＝

袋井市長「ＪＲ東海が（自ら汗をかいて具体的

な）対応策を」。江口審議官一問一答「水問題

の懸念理解」「両者の議論がうまく進むように

交通整理の役割果たしたい」。 
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        第二部          鈴木潤子 

● 大人の発達障害って何？ 

『大人の発達障害ってそういうことだったの

か』（内山登紀夫・宮岡等、医学書院）。たまに

こうしたジャンルの本に目を通す必要に迫られ

ます。二人のエリート医師が「発達障害」につ

いて対談形式で、恐らくコーヒー片手に、和気

あいあいと語り合っているもの。 

「異性との付き合いが下手な人が多いです。

ｐ34」「言葉づかいがペダンティック（学者ぶっ

た。JKO 注）というか、奇妙で文語的な話し方

を す る 。 ｐ 35 」

「非常に演技的

な過度なジェス

チャーをしたり

する。ｐ35」「同

年代の子どもと

ごっこ遊びをす

ることができな

い。グループの

なかに入れない。いじめられる。孤立が好き。

奇妙でエキセントリックで、まわりから見て変

わった行動をする。ｐ36」「小学生の子でも『広

辞苑』を読むのが趣味とかいう子もいるわけで

す。ｐ37」「能力的に極端なデコボコがある人

は小学校の先生にはなれないんです。でも大

学の先生は、デコボコでもなれますから。ｐ39」

「ポイント：『仲のいい友達はいますか』と聞き、

二十歳くらいでも『いません』と答えれば、発達

障害が疑わしい。ｐ51」「『最近、調子はどうで

すか』と聞くと、『悪いです…』と極端に暗い感

じで答えたり、逆に『友達はできましたか』と尋

ねたら『できました！』と明るすぎるくらい叫ん

だりとかね（笑）。ｐ52」「アスペルガーは常識

の欠如が診断基準の一つ。『今日はどうしても

急用があるので休みます』と電話をかけてきて、

『急用ってなんだったの？』と聞いたら、『ナント

カ鉄道が開通するので見に行ってきました。よ

かったです』って、ニコニコ笑いながら言うんで

す。…物事に優先順位がつけられないんです

よ。ｐ63」 などなど。 

● でさ、あんたたち一体何様なの？ 

ジョーはいつも一人。ヨーコが夢中なのはジ

ョーとボクシングだけで、全 20 巻の劇中、一度

も友達が出てこなかった。『宇宙兄弟』に出てく

る宇宙飛行士フィリップは、いつもノリノリで、

突然「ヤアマン！」と叫んでハイタッチする。

「ペダンティック」って、ちびまる子ちゃんの丸

尾君のこと？『モンシェリココ』のココはビリビリ

つぎはぎの服でファッション界に認められたの

よね。ドラえもんのメインキャラは、かなり強烈。

女の子と遊ぶのが大好きであやとりが得意で

昼寝が趣味ののび太、「お前のものは俺のも

の」と言いながら脈絡なく人を殴るジャイアン、

異常にスノッブでナルシストのスネ夫、1 日 2

回以上風呂に入る超潔癖症のしずかちゃん。

金平糖の角の数をう～んって見つめて悩んだ

り、雷が鳴るのを見てその形の不思議にむ～

んって悩んだ寺田寅彦は、普通の人が気に留

めないことを気にしまくった人なんだよねえ。

新譜の発売日で、どうしても放課後まで我慢

できなくって、5 時間目の途中で学校を抜け出

してレコード買いに行った私は「物事に優先順

位がつけられないんですよ」の人だわね、こり

ゃまったく。 

でさ、よこはま発達クリニック院長の内山さ

ん、北里大学医学部精神科学主任教授の宮

岡さん、あんたたち何様？ 

        (  つづく 西区大人見町 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  月刊さなるこ新聞デジタル 2019 年 12 月号   

暮らしに音楽を 

今月の歌 「 おさななじみ 」  

下のピン止め、ダブルクリック！ 


Inoue
添付ファイル
第九(歓喜の歌).MP3



地震と社会 ①異例なほど、なぜ長期評価は科学的に不健全なのか  

大震災直後、あれは 10 月のざんげ地震学会静岡シンポだった 

       中日新聞 ニュースを問う 「南海トラフ８０％の内幕」を読んで

● もはや「ざんげの値打ちもない」けれど 

 久しぶりに、地震と社会の関係を考える上で

示唆に富む記事を中日新聞で拝見した（写真

＝10月20日付朝刊「ニュースを問う」 小沢慧

― 社会部記者）。７回シリーズの最後「実力

不 足 の 地

震学」（12

月 1 日付）

で 、 同 記

者は「地震

学 者 た ち

が「科学的

に 問 題 が

ある」と言っている三十年以内の発生確率

「70-80％」という値を最新科学で証明された

かのように公表している違和感」からその内

幕に迫ったと語っている。 

公文書開示請求で入手した膨大な量の専

門家会議議事録（東日本大震災後の 2012 年

12 月と 2013 年 2 月）。これを基に「南海トラフ

対策ありきの都合のいい（できるだけ発生確

率の高い）モデルを（恣意的に）選択している

のなら（科学的な判断としては）問題だ」として、

地震学者と防災学者との地震対策予算獲得

をにらんだせめぎ合いの内幕に迫った。 

 この記事を読んだ感想を一言で言えば、地

震学が実力不足であるからこそ、かえって地

震学者と防災学者とは、むしろある意味、互

いの利害が一致した暗黙の〝共犯関係〟に

安住できたのではないかというものだった。 

 この感想には、根拠がある。それは大震災

と同じ年、2011 年 10 月 15 日、研究者対象の

「地震学と防災」緊急アンケート結果も携えて

日本地震学会が静岡大学静岡キャンパスで

特別シンポジウム「地震学の今を問う」を開い

た時の実名証言集ともいえる講演予稿集であ

る（写真下）。このざんげ特別シンポについて

は、小生も会場で取材したが、地震学者の地

震学に対する危機感は深刻で、北原ミレイの

「ざんげの値打ちもない」ではないが、狼狽ぶ

りは異様なほどだったと覚えている。 

● 東電「無罪判決」の論理にも、影響か 

 しかし、この確率

に基づく長期評価

は、最近の東電「無

罪判決」（2019 年 9

月）でも、国の地震

長期評価の信頼性

が判決の行方を左

右するほどの大き

な影響を与えた。 

 そこで、次回から、ある意味正直な「地震学

の今を問う」予稿集と当時の取材メモをもとに

地震学会の内幕について、次回から市民目

線で迫ってみたい。 （井上正男 編集長） 

 

        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) 

● 南アフリカの巨大ダムを訪れて 

今回の台風 19 号では、大きな被害が出て

しまいました。決壊は、7 県 71 河川 140 箇所

に及んでいます（10 月 28 日時点）。浸水面積

は 3 万 2300ha で、昨年の「西日本豪雨」を上

回っています。記録的な豪雨災害となりした。 

 私の研究所のある神奈川県の相模川でも、

城山ダムで異常洪水時防災操作（緊急放流）

が予告され、避難指示が発令されました。緊

急放流は、想定された洪水量を超え、このま

までは最高水位（サーチャージ水位）を越える

と予想されるときに行われます。 

よく、洪水調整ダムは洪水を全て貯め込む

と思われがちですが、洪水の一部を貯め込み、

安全な水量に減らしながら流すことです。先月

の市民環境ジャーナル 11 月号のトップ、戸田

先生の寄稿にもありますが、治水対策には限

界があり、ダムの容量を超えれば、流入量を

そのまま下流に流すしかありません。 

 ダム改良では 2016 年の国際大ダム会議で

訪れたラスト・デ・ウィンター・ダム（写真下= 

Google Earth より）を思い出します。南アフリカ

のプレトリアから

約 60km にあるエ

ア ラ ン ズ 川 に 、

934 年に灌漑目

的で建設された

ダ ム で す 。 高 さ    

31m、貯水容量 2,800 万 m3 さのコンクリート表

面遮水型ダムです。2012 年に再生事業ダム

の嵩上げと洪水吐の拡幅（写真右上）が実施

されました。洪水量 3,385 m3/s に対し、流下能

力が 1,835 m3/s しかないことから、緊急時に、

自然に洪水を流下させる「自由越流型ヒュー

ズプラグ式」の施設でした。世界には、この仕

組みの究極として、あらかじめ水路上に土砂

を盛っておき、洪水時に土砂を壊して急速放

流する仕組みもあります。 

 緊急放流は、普通は 100～200 年に一度と

いう想定です。今回、城山ダム以外に、塩原、

竜神、高柴、美和、および菅平ダムの 6 つの

ダムで実施されました。緊急放流が、今後、こ

のように頻繁に行われるのであれば、ダムの

機能を再考し、現実に適応するように改良し

ていくことが大切です。 

 つまり、想定内とか、想定外とかいう考え方

も、長期にわたる気候変動や社会変動ととも

に常にその内容が変わるものだという前提、

心構えを忘れてはならないのです。超寿命の

ダムづくりではなおさらです。このことを、今回

の巨大台風は私たちに具体的に教えてくれて

いるといえるのではないでしょうか。 

       新設の洪水吐（2016 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪れたときの同ダム（2016 年） 
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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 12 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） 


