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佐鳴湖地域協議会 湖面安全利用、総合「ルールブック」作成へ 5 面 

  ある獣医師から  <正義>の生物学とは何だろうか  後編    4 面 

   ボラ大量死  終面                             

   

これが、当事者たちの 10 すくみの構図 

既得の「水返せ」か、物言わぬ「生態系」の重視か         

リニア中央新幹線南アルプストンネル工事の生態系への影響を検討する国(国交省)の有識者

会議が先月 6 月 8 日、委員を代えて第 2 ラウン

ドの初会合を開き、議論を再開した。初会合後、

座長は最初に結論ありきではない、と明言し、

1-2 年で結論を出すとも語っている。これまでと

かく軽視されてきた環境アセスメントの真価が

問われる大詰めに差し掛かっており、骨太な

審議を期待したい。以下は、再開を前に、リニ

ア問題の地元事情に詳しい戸田三津夫氏(静

岡大)に、川は誰のものかを念頭に今、水問題

の何が問題であるか整理していただいた。同

時にそれがいかなる過去の経緯から起きたも

のなのかなどについて大井川の上流、下流域の現状を俯瞰しながら論じてもらった。 

上図 =大井川の現代水騒動 10 すくみ相関図(戸田氏作成) 

SDGs はすっかり聴き慣れた言葉になった

が、斎藤幸平氏は著書『人新世の「資本論」』

で、これを「大衆のアヘン」だという。真っ向な

環境対策ではなく、地球という金のガチョウを

可能な限り使い続ける方便だというのである。

SDGs は人類の幸福追求を第一目標に据え、

それを旗印にして誰一人取り残さず発展して

いこうと呼びかけており、そこには先進国と新

興国、開発国との駆引も垣間見える。しかし、

私たちの金のガチョウはすべてを背負えるよ

うな力はない。 

リニア中央新幹線静岡工区を舞台に繰り広

げられている騒動にも、これと同様の構図が

見える。大井川の水資源はすでに利用し尽く

されている。時には断流し、「越すに越されぬ」

川の流れは洪水時にしか見られない。流域市

町はこの水資源を今後も利用し続けたい。そ

こへ、水が減るかもしれない事業を JR 東海が

持ち込んだ。さあ、大騒動である。 

リニア中央新幹線南アルプストンネルの影



響で大井川の水量が減るとすれば、その問題

点は大きく二つある。一つは現在使っている

水資源が確保できなくなるかもしれないことで、

これはつまり、電力会社を除けば、主に下流

域の市町の問題である。もう一つは田代ダム

よりも上流の、ヤマトイワナが生息すると言わ

れている源流域の環境破壊である。南アルプ

ス直下でトンネル掘削により大量の水抜けが

起こると、たとえ出た水を全量大井川に戻した

としても源流域は沢枯れしその生態系は壊滅

する。二つの問題はかなり性格を異にする。

解決が困難なのは生態系保全問題の後者だ

が、その価値は自然遺産的なもので経済的な

価値は評価されにくい。静岡県の検討委員会

の委員も、生態系、地質、水文学などの立場

から、どちらに重きを置くかは様々であろう。 

本稿では、最近 JR 東海により提示された

東京電力田代ダムの取水量制限により、下流

の大井川水量を減らさないという対策案に着

目して、問題に関わる当事者の構図を整理し

てみた。当事者は、流域市町、静岡市、静岡

県、東京電力、中部電力、特種東海製紙グル

ープ、国（国土交通省水管理・国土保全局、国

土交通省鉄道局、農林水産省）、JR 東海。大

井川自体は物言わぬ存在である。現在のこの

10 すくみの状況を以下に紹介する(図参照)。 

【流域市町】 流域市町にとっては、大井川

は生活用水、農業用水、工業用水の源である。

用水により上水道、灌漑、工場に水が供給さ

れ地域の生活と産業を支えている。流域には

養鰻業者や酒造業者もあり、地下水も盛んに

利用されている。牧之原台地での茶生産には

大井川からの農業用水が欠かせない。 

【静岡市】 1969 年に井川村が合併したこと

により大井川上流域が静岡市となった。南ア

ルプストンネルが通る県内最北区間はすべて

静岡市である。水資源や産業など静岡市の中

心部への影響はあまりないものの、資材や人

員の輸送ルートの県道に事業費 140 億円の

全てを JR 側負担でトンネルが建設される。リ

ニア工事現場周辺の林道東俣線の通行を静

岡市が認めるかわりにこれを勝ち取ったと見

られる。 

【静岡県】 県は河川法許可権限を根拠に

工事の着工を認めていない。政令指定都市

静岡市にはすでに多くの権限が県から委譲さ

れているが、河川法許可権限は委譲されてお

らず、これを根拠に県は水資源の保証なしに

は工事の着工を認めていない。 

【電力会社（東京電力と中部電力）】 大井

川の水で現在発電をしているのは、東京電力、

中部電力、新東海製紙である。発電事業者は

通常、河川から水を取水し導水管で発電所に

落とし、落差のエネルギーを利用して発電を

行う。発電効率が最大の関心事だが、水が必

要なわけではないので発電後は水を川に戻

す。しかし、導水管が並行する区間の河川水

が減少し、ダムに堆砂がたまり、生物の往来

ができなくなるなどの影響は回避しがたい。発

電後の水は大井川水系に戻るが、唯一、最古

の東京電力田代ダムだけは、落差を最大にす

るために富士川水系の山梨県早川に水を落

としている。現在、大井川で最大規模の発電

事業を行っているのは本流に 5 つと支流にも

多くのダムを持つ中部電力である。 

大井川流域では、発電事業により大井川の

水が減ってきたことに対して「水返せ運動」が

繰り広げられてきた。長い交渉の末、東京電

力田代ダムと中部電力塩郷堰堤での河川の

維持水量を勝ち取った歴史がある。この運動

では、地元の住民、市町とともに静岡県（知

事）が重要な役割を果たした。 

【特種東海製紙グループ】 大倉財閥をル

ーツに持つ企業グループである。古くから大

井川流域での林業、製紙業、発電事業を基盤

として、現在も静岡市最北部一帯の広大な山

林を保有する。赤松発電所は社有。椹島ロッ

ジや二軒小屋ロッジなどの運営や山岳観光も

グループ会社の特種東海フォレストが担う。 

【国】 一級河川大井川の下流域を国土交

通省水管理・国土保全局が管理（他の流域は

静岡県管理）。リニアの鉄道事業の管轄は、

国土交通省鉄道局。流域の灌漑用水を含む

国直轄の水道事業の管轄は、農林水産省。 



【JR 東海（東海旅客株式会社）】 リニア中

央新幹線の建設を進めている民間企業。国

鉄民営化により誕生し、東海道新幹線（東京

―新大阪）とエリア内の在来線を運営する。 

JR 各社の中で突出した高利益を有し、コロナ

前の営業利益は年間 6000 円億円を超えてい

た。中央新幹線が国の整備新幹線計画の中

で上位になかったこと、超伝導リニアの研究で

一定の成果をあげたことから、リニア中央新

幹線建設を、品川―名古屋間 2027 年開業を

目指して自社事業として開始した。 

以上、当の大井川の河川環境や生態系を

ほとんど顧みることなく、当事者の「10 すくみ」

が現在の状況である。鍵を握るのは静岡県で

ある。従来の国事業の整備新幹線計画であ

れば、国と県、地元市町の調整は事前に完了

していた。状況が大きく異なるのは、この事業

が民間事業である点に尽きる。そのために、

国とJR東海の間の調整は完了していても、県

や地元市町との調整が取り残された。大井川

を利用するのは、農業者を含む地元市町と特

種東海製紙グループなどの企業、電力事業

者。大井川の水資源を消費しているのは地元

市町と地元産業である。その意味では、地元

も川に対して罪がないわけではない。水資源

は必要に応じて利用すべきだが、今回の「水

返せ運動」が既得権確保の水騒動なのか、大

井川の流れや生態系を守る運動なのかによ

って見方が変わる。静岡県も 2015 年の田代

ダム水利権更新に際して行動していない。 

JR 東海に対しては貴重だと強調する上流域

の生態系についてもこれまで積極的に保護活

動を実施してこなかった。ここにきてそれを振

りかざしていることにも違和感がある。JR東海

と東京電力、中部電力の関係にも注目したい。

JR 東海は電力会社にとって大口顧客であり、

リニア開業後はさらに取引が拡大する。多少

の無理を聞いても全く不自然ではない。 

大井川を〝大衆のアヘン〟にするな 

これまで私は本紙に、JR 東海がリニア事業

を決断せざるを得なかった事情、超伝導リニ

ア方式が中央新幹線の唯一の選択肢ではな

いこと、また、南アルプスルートを最小限の変

更により椹島（さわらじま）経由にすることで多

くのメリットがあることを論じてきた(注記)。 

また、静岡県は東京電力より毎年 3000 万

円ほどの流水占用料を得ており、早川町と静

岡市もさらに多い電源立地交付金を得ている

という。年 3000 万円は静岡県が死守したい金

額とは思えないが、地元市町にも中部電力の

発電所に関連して同様の恩恵はあるはず。ぜ

ひ、大衆のアヘンのような結論にならず、大井

川も活かす着地点を見出して欲しいと願う。そ

れにしても、田代ダムの取水量よりも多い出

水があった場合はどうするのだろう。 

   

写真 = リニア予定ルートの長野県大鹿村の

山頂に市民の訴えでかろうじて残ったブナの巨樹

2 本(樹齢 300 年)。周りはリニアへの電力供給用

鉄塔建設で地元電力会社がバッサリ。今後これで

巨樹は生き残れるか。 -  6 月 11 日放送 BS プレ

ミアム「神様の木に会う」の画面から。  

注記 具体的には、小紙月刊さなるこ新聞

デジタルの以下の号に掲載。2019 年 6、7、11

月号および 2021 年 3 月号と 8 月号の 5 本。 

戸田または編集部に連絡していただければ、

これまでの 5 論文を一括してまとめたリニア戸

田別刷集(2022 年 6 月発行。電子版別刷 第 4

号 )をメールでお届けします。 

 

月刊さなるこ新聞デジタル 2022 年７月号

   

           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 



  編集長のティタイム      後編   <正義>の生物学 とは何だろうか   

 講演後に ある獣医師からの投書「人間非中心主義に立つ一蓮托生論」 

     生命の多様性に驚嘆し、生かされているという謙虚な感性を育む 

前号(6 月号)本欄では、近著に『<正義>の

生物学』という著書のある生態学者、山田俊

弘さん(広島大教授)の「トキやパンダを絶滅か

ら守るべきか」という講演を前にして、その元

になっている近著もあえて読まずに、まず自

分なりに、考えたことを紹介した。答えよりもそ

こに行き着く自分なりの論理を大切にしようと

いう山田さんの講演趣旨に賛同したからだ。 

後編の今回は、その近著(写真下)を読み、

講演内容もメモし、かぎカッコ

なしの正義の生物学とは何

かについて紹介してみたい。 

 前号の前編については、芳

蘚寺(浜松市中区、真宗大谷

派)の門徒で、動物病院を経営しているらしい

獣医師から、細かい字のはがきが届いた。な

んと上記山田さんの近著を買って読み、「第 5

章の<正義>の生物学、とくに人間非中心主義、

それもヒトと動物は違う? 動物に知性はある

か、は大変に参考になった」(一部要約)という。

動物は機械にすぎない? には反発していたが、

最後に、 

「現存人類(ホモ・サピエンス)は動物の中でも

すぐれた知性を持つ。(であるならば)自らも自

然という生態系(を形づくる種)の多様性の一

部分と認識し、(ほかの動物と同様、運よく)生

かされてきたのだという謙虚な発想を持つこ

と」(カッコ内加筆)と結んでいた。 

 日々、ネコやイヌなどの命と向き合っている

獣医師としての信念と、真宗大谷派の門徒と

して命あるものに対し、人間とほかの動物とを

差別しないで等しく帰依する真摯な態度が伝

わってくる。一読して強く思うのは、一連托生

論ということ。一蓮托生とは、都合の悪い結果

(たとえば種の大量絶滅)にならないよう責任

ある行動をするという覚悟の言葉であり、そこ

には人間中心主義のような役立つ利己的効

用論のにおいはない。多様性保全の一連托

生論には見返りを期待しない、あるいは自己

犠牲さえも辞さない利他性があり、人間社会

でたとえれば、それは家族愛に当たるであろ

う。この考え方を、人間非中心主義に立ち、数

十億年、連綿とつながってきた、あるいは理不

尽にも絶滅させられていった生命進化全体に

広げようというのが一蓮托生論である。 

前回も指摘したように、『生命の多様性』の

最後でウィルソンは「したがって人類の倫理的

な義務は、何よりもまず慎重さということであ

る。私たちは生物多様性のどんな小さなかけ

らであってもひとつひとつをかけがいのないも

のとし、それを利用することを学び、それが人

類に対してどんな意味を持つのか理解しよう

と努めるべきである」と指摘した。 

人類の未来を確かなものにする謙虚な道 

以上、かぎカッコなしの正義の生物学とは

何か。それは、これからの宇宙生命探索の時

代、多様性に育まれた生命の尊厳とは何かを

考える上で、地球に限定しない宇宙生物学と

も両立できる生物学のことであると思う。それ

は同時に知性ある人類の未来を確かなもの

にする謙虚な道にもつながるだろう。 

 このほか、前編「注記」に、ウィルソンの『社

会生物学』ではヒトもアリも行動の根は同じと

あったが、具体的に知りたいというのが届いた。

「ナショナル ジオグラフィック」(日本版 2006

年 10 月号)のウィルソン自身による「アリの社

会」は必見。本能とばかりは言えないアリの社

会性の驚くべき行動が多数のカラー写真で紹

介されている。なお、同雑誌2010年2月号「小

さな世界の豊かな生態系」特集には、世界各

地の多様性の実態が巧みな手法と美しいカラ

ー写真で紹介されている。ここでもウィルソン

が解説文を寄せている。 (  井上正男  ) 
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佐鳴湖地域協議会 総会  

             全景写真 終面(第 13 頁) 

湖面安全利用「ルールブック」本格審議 

たたき台「現状と課題」を事務局が提示  

佐鳴湖地域協議会(下澤巌会長)が 6 月 29

日、浜松市市民協働センター(浜松市中区)で

開催され、事務局から提案の決算報告、活動

報告など協議事項について審議した。 

 数年前から公園の安全管理問題が浜名湖

の場合に比べて不十分だと、たびたび指摘さ

れてきた。これを受け、今総会では総合的な

ルールブック小冊子の作成、配布のため、こ

れまで 2 回にわたるワークショップ(入野漁協

組合などがメンバー)の検討から、公園内の火

気の在り方など以下のたたき台が示された。 

総会では、現行の法律や条例などに基づく

規則として「守るべきルールとその根拠法令を

明確に(ルールブックに)示す」ことや、その上

で今後の検討事項としては「佐鳴湖の自主ル

ール」「地域のルール」を作成することの重要

性が示され、審議継続が了承された。 

 

   新刊案内      

 浜松の淡水魚観察図鑑 

浜松水辺を愛する会  

「浜松水辺を愛する会」（会長中村芳正

氏）が 30 年の歴史に幕を下ろした。魚と魚取

りがめっぽう好きな大人たちの団体。浜松の

希少淡水魚の保護、

小学校授業での魚

取り指導と環境学習

への協力、佐鳴湖で

のミニ水族館、佐鳴

湖はじめ各水域の

魚類調査などの活

動を続けてきた。夏

休みの浜松市動物

園恒例イベント「ミニ

水族館」が記憶に残っている方もあるのでは

ないか。精力的に活動をしてきたが、会員の

高齢化と常時行動できる会員の減少により、

これまで通りの活動が困難になった。 

節目もあって、会ではこの度、会員の小杉

正則氏が中心となり「浜松の淡水魚 観察図

鑑」を編集、自費出版した。A5 版オールカラー

128 ページの本格的な内容。板井隆彦氏（静

岡淡水魚研究会会長）監修。浜松で見られる

主な淡水魚が多くの生態写真により紹介され

ている。特に、開発により様変わりした佐鳴湖

西岸谷戸の根川の様子が貴重な昔の写真に

より示されている。魚だけでなく、テナガエビ、

ヌマエビの仲間が識別のしかたとともに掲載

され、カニのページもある。 

会では、本書を市内の各図書館、学校、

協働センター、関係団体や施設、関連の行政

各課、報道機関などに無償配布する。 

本書は書店流通していない。入手ご希望の

方は私：toda.mitsuo@shizuoka.ac.jp まで連絡

を。発送可能（頒布価格 2000 円、スマートレタ

ーで送料 180 円の予定）。なお、私自身も会の

会員で、本書の編集にも協力をさせていただ

いた。           (紹介 戸田三津夫)  
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日曜日の早朝と夜に 

随時連載 ② 大河ドラマの女たち 

「鎌倉殿の 13 人」、こわい〝極道の妻〟 

今年 1 月にスタートした日曜日の大河ドラマ

「鎌倉殿の 13 人」は、6 月 5 日に第 22 回「(北

条)義時の生きる道」が放送されて、ドラマは

いよいよ後半に入る。兄の源頼朝(大泉洋)が

天下人の征夷大将軍(1192 年)となる。鎌倉で

幕府を開き、朝廷(後白河法皇)にも足場を築く。

北条一族の根拠地、伊豆(伊豆の国市)では北

条義時(小栗旬) が義弟として頼朝を支える。

そして鎌倉と伊豆を行き来する北条政子(小池

栄子)。頼朝の後妻であり、義時の実の姉であ

る。ここまでは「清く、正しく」の世界だった。こ

こから先が何でもありの「そして最後はダーク

に」の武士の世へ日本で唯一の革命、承久の

変(1221 年)。義時(と政子)の真価が問われる

大河ドラマの見せ場、というのは男の視点。変

後の 69 歳まで生きた政子など北条一族を中

心にバラバラで複雑な対立関係を「13 人」を

交えながらの今後のドラマ展開が楽しみでは

ある。まずは、これまでのドラマを女の視点で

まとめると、政子は、征夷大将軍、頼朝も恐れ

る「関東武士の大親分」なのである。 

流刑人とはいえ、政子のほうから貴種の頼

朝に伊豆で積極的に近づき、ある意味、略奪

的に後妻におさまることに成功している。頼朝

の伊豆挙兵は後妻の「覚悟」が後押ししたこと

は確実であろう。この政子の「女の覚悟」こそ、

彼女の、そして頼朝の生涯を決めたといえる。

この経緯は、吉川英治『新・平家物語』の「火

の国の花嫁」に活写されているが、女の視点

からの総括を、ここでしてみたい。 

新春 1 月の「鎌倉殿の 13 人」サミット

(NHKBS 放送)の番組で、井上章一国際日本

文化研究センター所長は、政子のことを広域

暴力団「関東源組」の姐御(アネゴ)とその核心

をフリップに書いている。さらに「極道の妻」と

語ってもいる。かつての同じテーマの大河ドラ

マ「草燃える」(1979 年放送)では、政子役を岩

下志麻が、頼朝役には石坂浩二が演じている。

大河ドラマの終わった 1980 年代の映画「極道

の妻」シリーズで、岩下は人気を集めている。 

それにしても、政子に限らず、役にふさわし

く、みんな個性

的に過ぎる女

優が配されて

い る 。 頼 朝 の

乳母、比企尼

(草笛光子)は

頼朝より頼朝を利用して実家大事で行動する。

義時の父親、時政の後添え、京都から迎えた

牧の方(宮沢りえ)も野心家。頼朝の愛妾、亀

の前(江口のりこ)は、そんな政子の振る舞い、

実家が大事の「政子は政子」につかれた癒し

の 2 号。ひとり、義時の妹、実衣(宮澤エマ)、

実は現代女性視聴者代表だが、たくましく冷

静に生きようとする。まとめると義時の初恋の

人、八重(新垣結衣)以外は出すぎたパワフル

女のオンパレードなのだ(写真上=伊豆の国市蛭

ヶ小島に立つ政子と頼朝夫婦像 筆者撮影)。 

   けなげな良妻賢母の「おんな太閤記」 

一方、6 月 5 日日曜日の早朝の大河ドラマ・

アンコール「おんな太閤記」(橋田寿賀子脚本、

1981 年初回放送)は第 10 回「小谷落城」であ

った。岐阜城からの織田信長上洛の障害を取

り除こうと、信長が実の妹、お市の方を近江の

浅井長政に嫁がせる。数年後、信長と敵対。

木下藤吉郎が浅井・小谷城を包囲する。 

以上はよく知られた男の視点からの話。女

の視点から追うと、お市の方(夏目雅子)は、

「実家より嫁ぎ先の浅井家が大事」と長政とと

もに自害を決意する。しかし、結局は小谷城

落城直前に包囲する木下藤吉郎(のちの秀

吉)の下に子供たちとともに届けられる。良妻

賢母の典型である。脚本の橋田寿賀子のす

ごさは、第一回「出会い」で、秀吉の生涯にか

かわる家族や縁者のほぼ全員を登場させて

いる。こどもに恵まれなかったねねとの出会い

こそ、最後まで秀吉を支えた尾張「ワン チー

ム」の結束力となった。 ( 編集長 井上正男 ) 
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朝日新聞浜松支局記者   まちなか講演 

名古屋本社元編集局長 長谷川 智さん   

    連載 3 年、やらまいか「遠州考」 

持論「励ましのジャーナリズム」の総決算 

新聞記者が講演会を取材し、記事化する機

会は多い。しかし、自らの職業や人生をその

経験をもとに定年を前に振り返えり市民に向

かって発信するという機会は珍しい。 

  掛塚出身の長谷川さんは、自社紙面(静岡

版)に 3 年にわたって毎週 1 回、「遠州考」と題

して連載、書籍化した。講演は、その取材体

験をもとに遠江「やらまいか」の精神的土壌に

ついて考察し、先月6月26日磐田市で大勢の

市民に語った(写真上=ワークピア磐田。主催

は静岡県民俗学会/遠州常民文化談話会)。

「自分は一体何者なのか」という自分への問

いかけでもあったであろう。講演内容の結論を

最後に箇条書き(写真右)にまとめてもいる。 

 スライドの中には連載執筆の流れとして、通

常公開されることのない〝企業秘密〟の数々

が箇条書きにまとめられているなど、老取材

記者として有益な講演であった。中でも勘所と

して「執筆力点は『自由な精神、豊かな感性』

を尽くして訴求、ときに遊び」と喝破し披歴して

いる。 

 長谷川さんには、『人間を考えるヒント ダー

ウィン紹介者・丘浅次郎の知恵』(注記)という

著作があり、同郷の丘氏の地域学、社会観に

共感し、地域の声を大きくしようという考え方

を持論としているらしい。地域学は「ないもの

探し」ではない。声を大きくして、言いたいこと

を言う、知りたいことを知る、そして表現したい

ことを表現する「あるもの探し」であると講演で

強調した。「力なき者たちの力、というのはどう

だろうか」とユーモア交じりで呼び掛けた。 

  「報恩の輝き」では、積小為大(せきしょう 

いだい)について語っている。小さなことを積み

重ね、偉大なことを為すという意味らしいが、

もっと拡大し、再評価しようではないかと熱く

語った。さらには、遠州の文化遺産である遠

州の祭りの深層(地域の魂)を解き明かし、神

事、屋台、おはやし、イベントのそれぞれに愛

着を持つ「あるもの探し」、やらまいかの発生

源は江戸期の学びのネットワーク、つまり国

学にあるとも分析した。 

やらまいか、良性ウイルス充満の地域学に 

 まとめると、権力を監視する番犬的なジャー

ナリズムも大事だが、市民とともに行動し、考

える「励ましのジャーナリズム」も大事との持

論を大いに語った。今回のやらまいか講演は、

その有言実行の報告であり、また記者として

到達した総決算とも位置付けられる印象を受

けた。同時に、今後も、やらまいかという、良

性ウイルスを地域に充満させ、あるもの探し

の地域学を目指そう、というのは「どうだろう

か」と好きな言葉で締めくくると会場からは一

斉に拍手が起きた。 

 そのほか、

講 演 後 の

会場との質

疑応答では、

焦点のリニ

ア問題につ

いて個人的

意見と断った上で「水、生態系だけでなく、もっ

と多様な論点があってもいいのでは」と話す。

リニアが開通した場合、東海地方が「史上はじ

めて〝裏街道〟になるかもしれない」と。読者

のみなさん、この指摘、元気な地域学からは

「どうだろうか」。 

(注記)  詳しくは、小紙月刊さなるこ新聞デジ

タル2020年10月号の本欄を参照してほしい。 
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編集長の好きな言葉  逆境の冤罪再審 

   明けない夜もある  『絶望名言』 より 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野の花と赤富士     投稿   

山下文一     静岡市 
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佐鳴湖 散歩が楽しくなる 

私の風景「楽」        

 

 写真家 市川恵美 (浜松市西区) 

   季節感のある景色を毎月お届けします 
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天の恵みを受けるなら 

社会を再エネに合わせてみる 

 5 月の大型連休中、朝日新聞に「再生エネ 

停止要請相次ぐ」という記事が出ました（2022

年 5 月 2 日付朝刊）。太陽光や風力など再生

可能エネルギーによる発電を「出力制御」する

動きが、連休に入って国内で相次いだ、という

のです。 

 理由は、連休で企業活動による電力消費が

減り、需給バランスが崩れたため。電力は厄

介なもので、発電量と使用量が同時刻に同量

でないと周波数に乱れが生じて大規模停電に

つながりかねないのです。こんなとき、電力会

社はまず火力発電を抑え、さらに電力の余剰

分を管外へ送るなどの措置をとることになって

いますが、それでも間に合わず、再エネの抑

制に手をつけたということのようです。 

 私が驚いたのは、この記事に添えられた図

でした。四つの電力会社について、太陽光と

風力の発電能力合計と、2021 年電力需要最

小日の需要水準とを比べているのですが、軒

並み前者が後者を上回っているのです。 

 太陽光＋風力の発電能力＞電力需要最小

日の需要水準ということですね。再エネ発電

が拡大されているのは間違いないらしい。そ

れ自体は心強いことです。 

さて、この 4 社はどこも連休初めに再エネの

出力制御を決断しました。再エネの発電能力

が高いから発電量を抑えることになったともい

えますが、もったいない話ではありますね。 

この記事も、再エネの発電能力を生かす道

筋を探っています。電力会社間で余剰電力の

やりとりを容易にすること。蓄電池を世の中に

行き渡らせること。ただ、そのためには交流周

波数を変換できる連系線を増強したり、電気

自動車の普及で蓄電池の生産コストを下げた

り、と課題は多いようです。そこで私は、もう一

つ提案したいと思うのです。それは、再エネに

合わせて世の中を変えていく、ということで

す。 

たとえば、太陽光の発電量が最大化する 5

月（少なくとも、拙宅の屋根ではそうです）初め

の数日間、電力消費を集中的に減らすのは

得策ではありません。連休の祝日は動かせな

いとしても、企業活動の休業日を 4～6 月に分

散させてみてはどうでしょう。業種によって事

情は違いますから、できるところから実施すれ

ばよいと思います。一斉休暇でないと夫婦で

旅行に行けない、子どもの相手ができない、と

いった問題もありますが、通勤圏ごとに休業

日と休校日を一斉にずらすなどの方法も考え

られます。 

太陽や風の恵みを受けるのだから、人間も

自然界の事情に合わせてみる。そんな謙虚さ

があってよいのかもしれません。 

 

 

 

 

  

 

              佐鳴湖東岸にて 

      撮影 写真家 コージ・キシタ 

尾関 章 おぜき あきら 1951 年、東京生ま

れ。朝日新聞社で科学記者となり、ヨーロッパ総

局員、科学医療部長、論説副主幹などを務めた。

2013 年に退職。14～15 年度、北海道大学客員教

授。著書に『科学をいまどう語るか――啓蒙から

批評へ』（岩波現代全書）など。現在、読書ブロ

グを継続中（https://ozekibook.com/）。 

  編集部から リニアがテーマの前号本欄で「細か

な数字に目を奪われるな」との尾関氏指摘に、県内

から賛同するコメントが複数届きました。これを受け、

今号トップ論考記事では、問題点を整理し、県内識

者による俯瞰的なリニア分析を企画、掲載しました。 
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         第二部          鈴木潤子 

世の中、めぐりめぐって 

わたしはアルバム主義。なんの話かという

と音楽です。今の時代、アルバムを買わずと

も、1曲1曲細切れで購入できるようになりまし

た。でもそんなの絶対やっちゃいけない！アー

ティストの出すアルバムというのは、どんなも

のだってコンセプトアルバムです。 

一見別々に見える曲も、そのアーティストが、

アルバムを作ろう！と決めた、そのときに降り

てきたインスピレーションで作曲し、演奏し、録

音したものなのだから、根底には共通した何

かが必ずある。1 枚のレコードもとい CD に収

められたとき、各曲はお互いがお互いを必要

とする、形は違うけどでこぼこがカチ！とハマ

って 1 枚の作品を作る、そういうわけ。ヒット曲

のオンパレードである「ベストアルバム」が、全

体を通して聴くと疲れるのは、曲の前後に有

機的ななんのつながりもないからです（ちょっ

と待て。「ベストアルバム」が全体通して聴くと

疲れると思っているのは私だけか？！）。 

 だから私はじーっと見る！何を見るかという

と、アルバムのライナーノーツをです。通販で

中古のレコードやＣＤを買うときも、必ずライナ

ーノーツ付を選択します。どんなに安くたって

ライナーノーツがないものはダメ！収録曲の

情報はもちろん、巻末の参加アーティスト名は

要チェック。注意が必要なのはメインじゃなくて

サブの、友情出演みたいなところ。自分が好

きなアーティストのアルバムには往々にして別

の自分の好きなアーティストが参加していたり

するんですよ、なんの前触れもなく！控えめな

フォントサイズで表記された、意外なアーチス

ト名を発見したときの喜びといったら！確か 4

月号くらいの本誌でお話したと思います、わた

しが、若いころはロックやパンクスを聴いてい

たけど、今はジャズを聴いていると。ある日私

は見つけた。ジャズサックスプレイヤー ボニ

ージェイムズのライナーノーツに、ミントコンデ

ィションのストークリーの名前が小さくあったの

を～！！やっぱり、好きな人と好きな人どうし

ってのはどこかでつながるんですね！自分が

好きなことをしていると、自分が好きな人も実

は同じものが好きだった、みたいな、ぐるっと

一周回って出会っちゃったみたいな！（なんの

こと？！） 

 このめぐりめぐってあなたと出会う的感覚、

前回の本誌原稿納品後、ちょっと前にも実は

あったんですよ。作業小屋で中日の古新聞使

って野菜を包んでいたとき目に入った記事「大

庭みな子」。あ、これ大学のときやったよ、読

まなかったけど、私は津田塾大学出身ですが

（素晴らしい大学でした！）、作家の大庭みな

子は大先輩で、今度五千円札になる津田梅

子の本を書いている…という、本の紹介コラム

でした。で、津田梅子が帰国後発足させた「日

本婦人米国奨学金」制度を使って留学した河

合道が…と文章は続いて、んん？と目に入っ

たのが「恵泉女学園」。 

 

あれ、これどっかで見たな。あ、そうだよ！

ここ、先月 6 月号のこの月刊さなるこ新聞で書

いた、あの菊次郎さんのデータを保管してくれ

ている大学だ！ 
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トランプさんにならないための連載コラム 

  

  コロナ後の「科学技術と社会」  

戸田三津夫 (静岡大学工学部) 

人は進歩するほど、退化する 

進化論のパラドックス 真の適応とは 

大学院の授業で、生物学者、福岡伸一先

生の「生物と無生物のあいだ」（講談社現代新

書）を使っている。学生は意

外とこれを読んではいない。

化学とバイオ（我々の学科で

の意味はおそらく生物工学）

の学科なので、遺伝子の正体に肉薄する科

学史をテーマにしたこのベストセラーは必読で

あると思い学生に読ませている。 

この本の中に、GP2 合成遺伝子の研究の

話が登場する。GP2 は、膵液や消化器（管腔）、

糞便中に大量に見つかる糖タンパク質で、福

岡先生はその合成をつかさどる遺伝子の発

見者であった。きっと重要な機能を持つに違

いないと確信して、膨大な時

間と多くの研究費を投入して

遺伝子組み替えにより GP2

合成遺伝子が欠如したノック

アウトマウス（特定の機能：

遺伝子を取り去ったマウス）

を作成し、固唾を飲んで何が

起こるか観察し続けた。とこ

ろが、何も起きない。ついにポジティブな研究

成果が得られず、謎が残った。 

その後、この GP2 がサルモネラ菌や腸内細

菌に結合して腸管から体内に侵入するのを妨

ぐ役割をしていることが他のグループの研究

により明らかになった。つまり、ノックアウトマ

ウスは、食中毒のリスクが最小化された動物

実験飼育環境で飼われていたために、細菌に

よる攻撃を腸管に受けることがなく GP2 の出

番がなかったというわけである。マウスを不潔

なドブネズミと一緒に飼えば何かが起こったと

いうわけである。実験は一般的に、注目する

要素以外の効果を可能な限り排除して行う。

福岡先生の実験ではそれが裏目に出た。幸

い GP2 はヒトにもあって、腸内細菌やその他

の細菌が体内に侵入するのを防いでいる。こ

れがなければ信じられないほど「お腹の弱い」、

特に我々日本人は即座にお陀仏であろう。 

ヒトも過去にはそんなにお腹が弱かったわ

けではないだろう。そう考えると、“進化”だと

信じてきた私たちの体の変化が、歪なもの、

遺伝子をどんどん失う”退化”に見えてくる。お

そらく5億年くらい前、動物になった時代に多く

のアミノ酸合成酵素を作る遺伝子を失い、今

では体裁よく「必須アミノ酸」と呼んでいるもの

を摂取し続けなければならなくなった。ネズミ

なら持っているビタミン C 合成酵素を作る遺伝

子も失った。衣類をまといはじめ、特に綿を着

るようになって風邪をひきやすくなったらしい。

極度に清潔な暮らしを始めてから、アレルギ

ーがひどくなった。感染症には抗生物質など

の薬剤で対抗している。 

    便利な外部化は、適応進化か 

つまり、自身の肉体（遺伝子）が持っている

対抗手段をどんどん失い、機能を外部化して

いる。言語や文字、自動車、飛行機、コンピュ

ータ、スマホもその延長なのだろう。それを

我々は進歩だと信じてきた。しかしこれは、リ

スクをどんどん積み増して、リスクへの対抗手

段をますます複雑に外部化していることになら

ないだろうか。 

今は良いとしても、これが永遠に続くはず

がない。そのほころびとして見えているものが、

アトピーであり、パンデミックなのではないだろ

うか。そして、機械や化学が発達して大量殺

人兵器が登場した第一次大戦以降、武器の

外部化と高度化が進み、武器には武器で対

抗するようになり、第二次大戦のような事態に

なっている。経済とグローバル化、情報技術

がさらに拍車をかけ、人類は破滅の道に進ん

でいるのではないだろうか。いま一度立ち止ま

って再考するチャンスかもしれない。 
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水と世界文明 

喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

 中国の城壁にロックフィルダムの原型  

ダラ遺跡には地下貯水場 

             

世界文明の発生は、オリエントの肥沃な三日月地帯で、11,000 年前といわれています。この時

期、灌漑施設が建設され、最初の農耕が始まったといわれています。ウバイド文明と呼ばれるメ

ソポタミア最古の文明です。紀元前 3,200 年頃には楔形文字も発明されました。 

このチグリス・ユーフラテス川をはじめとして、ナイル川、インダス川、黄河流域の各地域で文

明が発達していきました。この文明は、それぞれメソポタミア、エジプト、インダスそして黄河文明

と呼ばれ、四大文明といわれています。いずれの文明でも文字が使われていました。文字によっ

て色々な情報が記述され、それらが積み重なると歴史記録となります。紀元前 3,300 年頃、メソポ

タミアにおいて生まれた都市国家化が、人類最古の国家と考えられています。 

最近の研究では、川の名前をとった黄河文明は、その起源が黄河流域だけではなく、長江な

ど黄河以外の別の川の流域でも文明が古くから栄えていたことが分かり、現在では「中国文明」

と呼ばれています。 

中国文明でも、古くは邑（ゆう）とよばれる丘の上に住居が集まり周囲を土壁と小河川で囲まれ

た都市国家が出現しました。初めは、簡単な土壁も、時代とともに黄土製の焼成された煉瓦で築

かれた城壁となり、この城壁も黄土を木枠の内側で層状に突き固めるものになっていきます。こう

して作られた城壁は、堅固な土壁となります。水に弱い黄土でも、煉瓦で覆われて防水加工すれ

ば浸食にも万全です。ロックフィルダムの原型ともいえるこの城壁構造から学ぶことが多そうです。

そして、戦争などの人為的破壊が無い限り、城壁は長い寿命を維持することができます。 

中国は、秦の始皇帝による統一（紀元前 221 年）以降、統一と分裂を繰り返して現在に至って

います。文明の産物のひとつである城壁構造（ハードウェア）も、平和な文化（ソフトウェア）と相ま

って、初めて超長寿命の構造物が受け継がれていくのでしょう。 

ダラメソポタミア遺跡(写真下)は、トルコのマルディンから約 30 キロ離れ、シリア国境から約 10 

km に位置しています。ダラの名は、紀元前 3 世紀、ダリウスがアレキサンダー大王との戦争で亡

くなった場所にダラと名付けられたと考えられています。ダラ遺跡には、地下の貯水場、それに導

水するダム水路が残っています。水需要を満たすために水路を介して都市全体に分散された水

システムと貯水槽は、都市の防衛に重要な役割を果たしました。有事には、この水資源のおかげ

で、長期間の抵抗ができたといわれています。 

 

 

 

 

 

        

 

                      月刊さなるこ新聞デジタル 2022 年７月号 



       ギョ、ギョ ! ! 佐鳴湖公園水路でボラの稚魚、大量死 

 

  6月24日、浜松市富塚町の佐鳴湖公園内の水

路で、千匹以上のボラの稚魚が死んでいるのが

見つかった(上記写真2枚。提供 戸田三津夫氏)。

浜松市環境保全課のその後の簡易検査によると、

周辺の水質にはこれまでのところ異常は見つかっ

ていない。環境保全課によると、梅雨明け前後の

この時期、稚魚は酸欠などの急激な環境変化で

大量死を起こしやすいという。今後、詳細な検査を

行うとともに原因の特定を続けるという。 

大量死の現場は公園北岸駐車場の西側に位

置する水路(右のグーグルマップ空中写真で中央

の三叉路から南、右下に向かって水辺までの一

帯)。見つかったのは、ほとんどは数センチの稚魚。

上流部は住宅街で目立った農地や工場はない。 

                           ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

  第 5 回 佐鳴湖地域協議会総会 

浜松市市民協働センター 2022 年 6 月 29 日 

 

 

 

 

             グーグル MAP 空中写真から 

◆◇◆        

編集後記   

大深度〝地下鉄〟新幹線 シンポ 

 未来の移動の在り方を現場から考えようと、6 月

27 日、オンラインシンポジウム「未来の交通インフ

ラが環境破壊 ! ?」と題して、進行中のリニア、北

海道新幹線、北陸新幹線の 3 現場から、環境破壊

につながる恐れのある生々しい最新の実態が報

告された(国際環境 NGO F to E Japan)。コーディネ

ーターにはリニアなどの取材もしているジャーナリ

ストの樫田秀樹氏で、このシンポでは問題整理を

試みている。主催者によると Zoom による動画配

信もあり、小紙姉妹紙、市民環境ジャーナル 7 月

号(7 月 15 日配信)でシンポの詳報、注目すべき発

言、参加者コメントなどを掲載します。 
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