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お知らせ 現代アート「ことばのまわり」展イン藤枝を訪れて 編集長の夏休み 3 面 

                                        

元新聞記者からの「残暑お見舞い」 尾関章 

浜松４１.1℃、歴代全国 1 位から見えてくるもの 

浜松の最高気温日本一。 

「日本一」とは響きがいい。でも、こんなことで祝意を表すのは、ためらわ

れる。浜松市の気温が 8 月 17 日昼すぎ、41.1℃に到達、埼玉県熊谷市が

2 年前に記録した国内最高気温に並んだ話です。41℃と言えば、お風呂

なら適温。でも、この温度の空気に全身浸かっているとしたら、耐えられま

せんね。半月遅れで、残暑お見舞い申しあげます。( 編集部注  写真上は

8 月 18 日付中日新聞(東海本社版)トップ記事「極暑」。同日付静岡新聞も「危険な暑さ」市民悲鳴と主見出し) 

               

今回考えてみたいのは、日本列島は年々

暑くなっているのか、ということ。 

 気象庁の公式ウェブサイト（2020 年 8 月 20

日時点）を開くと、「歴代全国ランキング」のペ

ージに「最高気温の高い方から」という表が出

てきます(文末に表)。「静岡県浜松」「埼玉県

熊谷」41.1℃、「岐阜県美濃」「岐阜県金山」

「高知県江川崎」41.0℃……というように観測

地点を順位づけているのです。 

 驚いたのは、そこに並ぶ最高気温が新しい

ものばかりであること。上位 10 地点のうち 9 地

点は 21 世紀に入ってから、うち 8 地点は 2010

年以降の記録でした。20 世紀でトップテンに

食い込んでいるのは、1933 年に 40.8℃を記録

した「山形県山形」（8 位）だけです。 

 ランキング・データの落とし穴、要注意 

 列島の夏は猛暑化しているのだなあ、という

のが最初の印象ですが、元新聞記者は取材

データの落とし穴を警戒します。このランキン

グも要注意。地点ごとの史上最高気温を比べ

たものなので、それぞれの地点で最高気温が

更新されるたびに過去の記録は順位表から

外れていく。昔の高気温が隠されている可能

性があるのです。 

こんなときに助けになるのが新聞の記事デ

ータベース。朝日新聞 2007 年 8 月 17 日付朝

刊に前日の暑さを「埼玉・熊谷、岐阜・多治見

で 40.9℃ 74 年ぶり国内最高気温」と伝える

記事を見つけました。そうか、ランキングにあ

る山形の 40.8℃は 74 年間独走状態だったの

だ、ところが 2007 年以降、それを超える猛暑

が次々と各地を襲っているのだ――そんな経

緯がわかりますね。 

 やっぱり暑くなっているようだ。そう思いつつ、

科学記者はなおも懐疑します。近年は観測網

が充実したので局地的な異常気象を拾いや

すくなったのではないか？ たしかに気象庁の

サイトによると、ランキングには、1970 年代半

ばを境に地域気象観測システム（アメダス）の

データも反映されるようになったとのことです。

ただ、2010 年前後にそれほど大きな条件の変

化があったとは思えません。列島は年々猛暑



の度合いを強めているとみてよいでしょう。 

 念押しをもう一つ。それは、同じページで見

つけた「最低気温の低い方から」のランキング。

極寒地点の順位づけですね。こちらは 1～10

位の観測値が全部 20 世紀。21 世紀の今、寒

暖計の暖ばかりが記録を伸ばしているようで

すね。 

 

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（5ttps://ozekibook.com/）。 

 編集部から-  

気象庁 HP より 8 月 28 日現在 

 本当に年々熱くなっているのか、この余白を

利用して、編集部からも「念押しをもう一つ」。 

日本全国それぞれの地点について、横軸に

西暦(右に行くほど時がたつ)、縦軸にその年

の最高気温(上にいくほど高温)のグラフをま

ず作成。そのほとんどのグラフが時間とともに

右肩上がりのトレンド(傾向)を示していれば、

そして、その傾きがほぼ同じ程度であれば、こ

れこそ間違いなく、温暖化の証拠ではないで

しようか。コレ、当たり前の愚論 ? (い) 

 いろいろ考えさせる残暑見舞いに、感謝。 

 星座と富士山     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 
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編集長の夏休み 

「ことばのまわり」展を訪れて 

ドローイングとクリック・ストリーム 

変化の予兆感じとる感性と技術 

現代アートのことなどまるで知らないのに、

今春の小紙 3 月号の本欄インタビューで、美

術家、乾久子さんのアトリエを取材し紹介した。

幸いにもいろいろなところから彼女のドローイ

ングについて反響があった。ドローイングには

変化にかかわる何かがある。理系出身の老

生も、そう感じたが、具体的にそれが何か答

えることができないもどかしさが残った。そこで、

この 8 月中旬、取材時制作中だった作品もま

とめ「ことばのまわり」ドローイング展を出身地

藤枝市のカゲヤマ画廊で開催するというので、

コロナ禍の中、出かけてみた。アート展示の

広い現場に立って、はじめてドローイングの持

つ秘密とは何なのか、具体的にわかった。 

 

 インタビューもそうだが、わからないものを理

解するには、ま

ず現場に立っ

た時の理屈抜

きの第一印象

が決定的に重要である。社説やコラムならそ

こから見出しをとる。そこを出発点として、あと

はそれが正しいかどうか、そして理屈に合うか

どうかゆっくり論理的に考えればいい。新聞記

者経験者ならだれしも、このことは知っている

のではないか。 

 老生の今回の「ことばのまわり」展の場合、

どうだったか。会場(写真上)に入った瞬間の第

一印象は、ことばと言葉のあいだの強弱のあ

るつながりを風景として描いたもの、それがド

ローイングだというものだった。ことばが持つ

イメージではない。目や耳から入ってくる言葉

や音が生み出すつながりを、制作者の知覚と

感性で線の風景として描いたものといってもい

い。強いつながりなら太い躍動的なドローイン

グでつながる。当然だが、つながりの風景だ

から、巻物のように長くも描けるし、つながり

の遠近関係の風景だから、終わりも始まりも

ない閉じられた位相幾何学的な円図としても

描くこともできる。会場にはそのいずれもが同

等の風景として展示されていた(写真に写って

いるのはマスク姿の乾さん)。アトリエではこの

つながりの風景はまったく見えなかった。アト

リエは感性で知覚したつながりを風景としてト

ータルに表現する場所ではないからだろう。短

く言えば、耳でその風景を二次元の紙に表現

している。画家がアトリエで目の前のものを見

ながら静物画や肖像画、あるいは野外風景を

描くのとはまったく異なる営みだと感じた。 

    変化の予兆を感じとる技術 

 さて、この印象は客観的にみて、正しいか。

少なくとも、多くのひとにうなづいてもらえるも

のであろうか。帰りの JR 東海浜松行きの電車

の中で、会場でいただいた今回の作品小冊子

を開いた。最後のほうに「生命のコレオグラフ

ィー」と題して、多摩美大教授の港千尋さんが

一文を寄せ、次のように書いていた。「ドロー

イングとは、状態の変化を敏感にキャッチする

だけでなく、変化の兆候を感じとることによっ

て先に進む、予感の技術であるともいえるだ

ろう」と。 

この指摘で、強弱を含むつながりのドローイ

ング風景は、あのクリック・ストリームの芸術

版だと気づいた(事例の上から 2 番目=クリッ

ク・ストリームのソフトウェアを応用して作成さ

れたアメリカの学術地図)。この円図はつなが

りから今後どの分野が注目されるかを位相幾

何学的に描いた学術地図であり、さまざまな

分野名のつながりから今後発展するのではな

いかという分野の予兆分析に応用されている

(「GRAPHICATION」2012 年 11 月号<文と理は

哲学を通じて連関する>、富士ゼロックス情報



誌)。グラフィックによるコミュニケーションのツ

ールソフトともいえそうだ。より身近に平たく言

えば、アマゾンで本など商品をネット注文する

と、不思議なことに本のタイトルや商品名から

「この商品を買った人は、次の商品も買ってい

ます」としていろいろな関連商品を表示してく

れるあのソフトである。   

少し高尚な実例を紹介すると、この 100 年

間のアインシュタイン相対論の分野ごとの広

がりや時代的な深化を図示したものもある(事

例最下段から 2 番目=日経サイエンス 2015 年

12 月号)。各研究分野(キーワードとして重力、

ブラックホール、ひも理論などが表示されてい

る)の論文キーワードを手がかりにつながりの

程度(そのキーワードを選択した論文数)から、

今なおそれぞれがどのように影響し合ってい

るか、一目でわかる予兆風景を時系列ごとの

変化としてダイナミックに描き出している。さら

に、この二次元風景を、引用論文数の軸を円

図に加えて 3 次元化した「光の花束」もあり、

先ほどの港さんの「変化の兆候の先を読む」

こともできるような 3D 風景も紹介されている。

乾作品はことばの変化を風景にしている。 

生命のクリック・ストリーム 

主にコロナ感染拡大の中で制作された作品

の多い「ことばのまわり」展とのかかわりでは、

このソフトの応用として、世界のどの国やどの

地域が、いつどの程度の強さで、コロナの

DNA でつながっているのかという、いわば新

型コロナウィルスの足跡のつながりの風景も

公開されている。今後の拡大の予測につなが

るとして、日本の国立感染症研究所でもネット

上に常時公開している(右事例の最下段)。 

 まだまだ理解が未熟だが、こうした対比から、

大雑把に言えば「ことばのまわり」展のドロー

インクとは、刻々と変化する言葉のまわりをア

ーティストの感性でつなぐ「生命のクリック・ス

トリーム」であるような気がする。 

かくして老生の、骨まで溶けるようなうだる

「真夏の夜の夢」、夏休みの宿題は終わった。

芯を穿っているかどうかは別にして。 

  

編集長の「キーワードのまわり」展 

 

 

 

 

乾作品(小冊子) 

 

   

    アメリカの学術連関地図 

 

 

 

 

乾作品 

 

      

    アインシュタイン相対論の相互連関の広がり 

 

  
      コロナ DNA 変化の足あと追跡図 

      月刊さなるこ新聞デジタル 2020 年９月号 



新連載  浜松南病院  各科  私の一言健康インタビュー       

佐藤 慎祐さん       

放射線科 (診療放射線技師) 

 

見えないコロナに見えない放射線 

で立ち向かう笑えない緊張の日々  

 今年の流行語大賞になりそうな「3 密」だが、

病院ではその状況はどうなのだろう。そう単純

には事は運ばないのではないか。というのも、

コロナ感染は肺炎症状と無関係ではない。む

しろセットであるという厄介な側面がある。い

わゆる CT 検査が必要となる状況が生まれる。

そのとき事はなかなか面倒なことになる。 

 佐藤さんによると、笑うに笑えない緊張の職

場なのが、肺炎かどうかを診断する狭い密閉

空間で放射線を扱う CT 検査室。コロナ感染

が否定できない場合には放射線技師は密閉

の検査室で患者と密接場面とならざるを得な

い。技師は放射線防護のため鉛入りの重いベ

スト(プロテクター=写真下で佐藤さんが着用)

を着込み、フェースシールドやゴーグルをかけ、

その上にさらに従来ならしなくてもいい密接場

面回避用の感染防止ガウンを着込む(写真で

はこれから着ようと左手に持っている)。放射

線技師は「放射線とコロナ感染という、見えな

い 二 重 の

防護を強い

られながら、

検査室を出

入りする」と

佐藤さんは

苦笑する。

完全装備をした場合の検査は、感染対策の

考え方、ガイドラインより、現場ではよほど大

変らしい。 

だから、検査はこれまでの 1 人対応から技

師 2 人で対応せざるを得ないという。患者に付

き添う技師と機器操作の技師のペアである。

佐藤さんの話を、現場の検査室で聞きながら、

検査室には、その機能上、換気設備がほとん

どないことから、当然、簡易換気装置も必要に

なるだろうと想像した。 

 佐藤さんの高校時代の部活は野球部。ポジ

ションは内野手、なかでもセカンドだった。そ

の後就職で病院勤務の放射線技師になりた

いと思ったのは、身近に画像診断の面白さを

教えてくれた人がたまたまいたこと。「それま

では、放射線とか、X 線とかいうものがどんな

ものか、まったく知らなかった」。ただ、患者の

体内に巣食う病変を画像で発見できるという

ことに強い興味を持ったという。 

国家資格を取得して 25 年、「画像診断で救

命可能な胃がんを発見した時には、(絶好のタ

イミングで)ホームランを打ったような気分にな

った」と振り返る。がんが良性なのか、悪性(が

ん)なのか、画像でわかるものかと尋ねると

「病変画像の顔つきでわかる」。「?」「悪性の顔

は、ゴツゴツ、トゲトゲ、形もいびつ」。「対して、

良性はきれいで美しい。がんは岩(がん)で、硬

い」とユーモラスな話ぶりにも熱がこもる。 

 見えないコロナに見えない放射線で立ち向

かい打ち勝つ<ファクターX>とは何かとたずね

てみた。「ホームランはないと思う。チーム連

係プレーだと思う」。野球の強豪に勝つコツだ

とも言いたそうだ。いかにも元内野手らしい回

答だった。かつての部活が今に生かされてい

る。野球経験は、これからの季節性インフルエ

ンザと第二波新型コロナとが混在するややこ

しい状況にもきっと生かされることだろう。 

  「私の一言」健康法   

ジョギング。スポーツジムへ、筋トレ通い。 

かつての野球部仲間との飲み会やゴルフ 
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        第二部          鈴木潤子 

日本がアニメ大国になったのは 

ペーパーレス化と言われて久しいけども、そ

うそう紙はなくならないと思うね、この日本から。

紙への依存と信頼の高さといったら、それはも

う、諸外国の比じゃないね。書道が発達したの

は何を隠そう紙の文化のおかげですよね。 

手紙というものについて、俵万智が語って

いたことに感動したことがありました。手紙を

書くという行為は、かつて、紙を選ぶことと墨を

選ぶことから始まっていたのだと。郷里から遠

く離れて勉学に勤しむ青年は、自分の充実し

た日々を両親に伝えるために、紙は厚手の美

濃紙を選び、墨は松を使いどこまでも黒く磨り

出し、太めの筆にたっぷりと含ませて、大きな

字で力強く書くのだと。反対に、悲しい気持ち

を表すときは、薄い紙に薄墨で、細い筆先で

繊細な文字を

使うのだそう。

それを思うと、

文字を書くとい

うのは、本来、

字面でなく、本

当に「表現」な

のだなと改め

て感じました。 

私が毎月原稿を書いている情報サイト『い

いとこ静岡』も、参考文献は絶対に紙ベースの

ものでないと引用を認めてくれません。研究社

や三省堂のオンライン辞書もあるんですが、

そういうのも一切ダメで、印刷されていない情

報への不信感というのはまだまだ強い。でも

悪いことじゃない。印刷物は、やっぱりそこに

至るまでのハードルが結構高いもんね。 

日本がアニメ大国になったのは、前段階に

雑誌としての「マンガ」の隆盛があったからだ。

紙の文化が前提にある。ちばてつやが出版社

に持ち込んだ最初の原稿は、チラシのウラに

描いたものだったんですよ。 

「フランダースの犬」のネロは、焚き付けに使う

板に木炭で絵を描いていた。「赤毛のアン」の

中で、子どもたちはノートでなくめいめいの石

板にチョークで書いていた。大好きなマンガ

『宇宙兄弟』では、ロシアの宇宙飛行士試験は

ペーパーテストでなく口頭試験だった。 

プログラム言語とか PC が欧米諸国で発達し

たのは、アルファベット文化だったのもあるけ

ど、紙が乏しかったからじゃないか。 

      本多勝一の南京証言集 

 とっても誇るべき日本の「紙の文化」だけど、

イヤなこともいっぱい！紙がなきゃ、書類がな

きゃだめなの。ハンコがなければだめ？指紋

捺印しないとだめか？南京事件を立証するた

めに本多勝一が集めた証拠は、実際に当時

ひどいめにあった中国の人たちの、ものすご

い数の証言でした。紙になった資料を重んじ、

口述資料を軽んじる国に対し、本多は次のよ

うにかっこよく言うわけです。「…一般的に言う

と、歴史学者は、文献つまり活字になったもの

を、あるいは何らかの形で字として残されたも

のを対象にする傾向があるんですけれども…

その当時は生きた人の証言だったわけですね。

…逆に、もしこれから百年たてば私自身のこ

の証言集は全部活字でしか残っていないわけ

です。そういう意味で、（文献も口述も）どちら

も証拠としては意味はあまり変わらないのじゃ

ないかと思います」（『南京大虐殺と日本の現

在／本多勝一』（㈱金曜日 2007 年 12 月 13

日発行 pp24-pp25）。 

そうだよねえ！第一さ、日本書紀や源氏物語

はあるけどさ、大昔の庶民の生活や思想がな

かなか研究しにくいのは、そもそも、紙を使っ

て記述を残せる立場の人間ってのが、筆記用

具を持っていて書くヒマのある金持ち、つまり、

権力者だけだったからじゃんねえ～ それだけ

が歴史と思われちゃあ困っちゃうよねえ～！ 

                (浜松市、つづく) 
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寄稿 コロナ危機「移動の自由」から考える 

リニア新幹線は今、社会基盤として本当に必要か  

地域の自然観、都市の自然観の創造こそ、国づくりの土台 

大熊孝 (新潟大学名誉教授 河川工学) 

5 月末に新著(書評欄=次頁)を出版したが、

「コロナ禍」については「あとがき」で少し触れ

ただけである。ここで、土木から見た「コロナ

禍」の問題点と所感を率直に述べてみたい。  

近代文明は「結婚の自由」、「就職の自由」、

「移動の自由」、「思想の自由」などさまざまな

自由を確保してきたが、その中で土木技術が

担当したのが「移動の自由」である。このコロ

ナ禍を止めるには、人が動かないことが最善

策であり、自宅に籠もることが強く要請された。

その結果、世界経済はもとより身近な生業も

立ち行かなくなり、社会的弱者に犠牲が強い

られ、近代文明が非常に脆弱であることが明

らかになった。今後、我われはどのような社会

をつくっていくべきなのか？  

私が参画している三人委員会哲学塾では、

いままでグローバルな思想に対してローカル

な思想を対置し、身近な自然空間の中で、今

生きている者だけではなく死者をも含め、関係

性を重視した社会システムを構想してきた。換

言すれば、少々コストがかかっても、「あたた

かいお金」を循環させる社会システムを考え

てきた。ただ、グローバル化を排除するもので

はなく、ローカルな社会システムを基軸としな

がら、世界に繋がる重層的なシステムを構想

している。 

今後の社会のあり方として、すでに世界で

は、いろんな動きがある。例えば、国連は

2018 年に「小農と農村で働く人びとに関する

権利 国連宣言」（小農の権利宣言）を発し、

現在、「家族農業の 10 年」 が進行中である。

宣言は賛成 121 ヵ国、反対 8 ヵ国、棄権 54 

ヵ国で決議された。反対にはアメリカ、イギリ

スなど、棄権には日本が含まれている。基本

的に先進国は施策に乗り気でないといえる。  

この宣言は、農業の大規模化、効率化、企

業化では地球における人間生命の持続性が

担保できないという考えに立脚している。換言

すれば、グローバルな自由市場経済システム

では自然と共生した持続的な地域社会が築

けないという認識である。哲学塾で目指してき

た社会システムに通じるところがある。こうし

た社会づくりこそ、今回のようなコロナ禍に対

して対応力・復元力が高いのではないか。 

突き付けられている課題は、今までのよう

な無制限の「移動の自由」 を許すかどうかで

ある。しかし、なんでこんなに急いで世界中を

飛び回る必要があるのであろうか？今までの

世界は、物や人を安いコストで、できるだけ早

く動かすことで、お金を儲け、それが偏在する

社会をつくってきた。もう少しゆっくり動いて、

儲けが少なくても何百年も持続可能な社会を

つくることが大切なのではないか。 

たとえば、今建設が進むリニア新幹線も本

当に必要なのかどうか再検討すべきだろう。 

今後、急ぎの仕事はリモート会議などで済ま

せ、出張の必要性は減少する。さらに人口減

少も加速化し、リニア新幹線は本当に採算が

とれるのか心配である。今までの土木は「早く、

安く、自由な移動」を目的に、自然の制約を克

服し、世界規模の自然破壊を行ってきた。こ

れからは「もう少しゆっくり、儲けがなくとも、安

全で持続的な楽しい移動」 を目的に、地球環

境との共生を重視するとともに、地域の自然と

の関係性を再構築し、農業を大切にする社会

が求められていると考えている。    □ 



 ■  書 評        

洪水と水害をとらえなおす  

大熊 孝 著 

人との関係取り戻す警告と提案の書 

本書は、大熊先生からの日本人への、“自

分自身と家族の命、国土を守るために書き遺

す警告の書”である。同時に、後輩河川工学

者や河川管理者へ、ぜひとも伝えておきたい

ことをまとめた書でもあると思う。 

主題は、水害の犠牲者をなくすこと、人と

川との関わりを取り戻すことの提案であり、先

生の仕事の集大成といえる。口調は穏やかだ

が、先生が最も伝えた

いことは「水が出るとこ

ろに住まないでほしい、

命を守る知恵と技術は

すでに我々の手にあ

る」だと感じた。先生は、

危険が予測される箇所

の水害を「分家の水害」と呼び、あまりにその

例が多く、防げる被害が出ていることを嘆いて

おられる。本書から私なりに読みとったことを

私見を交え、紹介してみたい。 

● 技術をその規模から 3 分類する 

人は、水から離れると不便を感じ、水に近

すぎると水害に会うが、明治以降、特に戦後

は機械力と技術を得て、容易に河川を管理で

きる気になった。本書第 3 章では、技術をコミ

ュニティと技術の規模から「私的段階・小技

術」、「共同体的段階・中技術」、「公共的段

階・大技術」に分類している。川が個人や集落

の手から離れ、公の管轄になると住民の時間

的、労力的負担は減るが、一方では地域固有

の対応や住民の関心、経験、危機意識が失

われる。堤防は切れにくくなるが、切れた際の

被害はかえって拡大することもあり、その結果、

水害はなくならない。治水ダムは限界まで貯

水するが、今般のニュースでもわかるように耐

え切れず緊急放流をすることがある。実際に、

西日本豪雨では自然ではありえない急激な増

水に避難が間に合わず大被害を出した。 

「公共的段階・大技術」においても、かつて

は暗に破堤場所が設定されていた（213 ペー

ジ）。現在では同一基準で水害対策が行われ

る傾向が強く、破堤箇所が予測できず被害規

模もかえって拡大する弊害が生じている。本

来、水害対策は一滴も堤防を越えて溢れさせ

ないことではないと大熊先生は書いている。

仮に越流はさせても破堤をさせない堤防作り

を第一に、破堤してもゆっくり破堤させて避難

の時間を確保できる構造にすることを第二に、

そして、最悪の事態を想定して破堤する箇所

を用意し人的被害の及ばない遊水池をセット

で作っておくべきであるとしている。 

思うに、一律基準の水害対策は一見平等

に思えるが、ブレーカのない配電盤、安全弁

のない圧力鍋のごときもので、危険極まりな

い。一方では、下流の水害を防止する治水ダ

ムの建設のために上流の住民を移転させると

いう不平等があるが、都市の論理におされて

とかく問題にされにくいのが現状である。 

●土木工学界はなぜ行政批判を控えるか 

本書では、私(評者)も長年関心を持って研

究や具体的な提案をしているダムについても

多くを述べている。大熊先生はダム不用論者

ではないが、治水対策としてのダム建設と運

用は得策でないという立場をとる。これは、主

にダムの治水能力に大きな限界があるという

ことに加え、住民の水害に対する危機意識が

薄れることによる被害拡大を心配してのことで

ある。私もこの考え方に同感である。 

その関連で先生曰く。ダム関係に限らずい

ろいろな河川土木の会議に出席する河川工

学者のほとんどは国土交通省の代弁者であ

り、行政批判や事業に異を唱えることはほと

んどない（56 ページ、181 ページ）。 これは、

土木工学界においては行政と企業所属者の

発言力が大きいことが影響していると思う。立

石裕二氏によると、各学会役員に占める行

政・企業所属者の割合は、土木学会（60％）、

応用生態工学会（44％）、日本生態学会



（13％）、日本陸水学会（11％）、環境経済・政

策学会（9％）（出典=『環境問題の科学社会

学』、178ページ、世界思想社、2011年）であり、

大熊先生の発言を裏付けている。 

●なぜ水害や公害の教訓は生かされないか 

水害や公害の教訓が的確に生かされて来

なかったことについても、本書の中で水俣病

の教訓が生かされずに起きた第二水俣病な

どを例に記されている。あらゆる検討が客観

的に論理的に行われる土壌が養われている

とは言い難い現状がある。  

事業を改善していく手法に PDCA（plan, do, 

check, act）があるが、巨大ダムで代表される

近代河川事業はdoあるいはdoneの段階であ

り、最近になってようやく大規模水害や地震津

波、台風などによる check を受け始めた段階

と言える。巨大土木工事は時間スケールが人

間の勤労期の 40 年や一生の 80 年を超え、重

大な問題が短期に露見しない限り、なかなか

PDCA サイクルが 1 サイクルすら回らない。多

くの場合、施工時の担当者は構造物に問題

が発生した時点で、もはや生存しておらず

PDCA がつながりにくい。加えて事業はさらに

近代化という巨大化と複雑化に向かっている。

ニューディール政策で作られた初期の大ダム

フーバーダムでさえ 1936 年完成であり、まだ

100 年を迎えていない。環境への影響や経済

効果、耐用年数などの総決算はこれからであ

る。このことも大熊先生の主張が採用されにく

い原因の一つであるように感じられる。 

● 川と謙虚に付き合う自然観こそ 

以上、冒頭に述べた概観的な結論を踏ま

え、まとめると次のようになるだろう。 

水害をいかに封じ、いかに利水するかに終

始した明治以来の河川行政は、中央と大都市

の価値観による効率と経済性を重んじるあま

り、発電や利水のためだけの河川をいくつも

出現させ、信濃川などではサケが産卵場まで

行くことを阻み、川の恵みと川そのものから

人々を遠ざけた。富国強兵、近代化の過程で、

日本人は技術の威力と利便性、生産性という

表面的な価値を輸入したが、西洋文明にも当

然ある人間らしい精神性や思想に目が向かな

かった。幕末・明治の来日外国人に、“清潔で

美しい国に住む世界一幸福そうな人々”と言

わしめた日本人は、”ほほえみを忘れた従順

な国民”となった。近代化と経済成長に邁進し

一定の成功を達成したが、決して美しい国土

を守り幸福な生活を続けているとは思えない。

これを是正するために、川とのつきあい方を

振り返り、しなやかでたくましい日本人を取り

戻すことを切に望んでおられるように感じた。 

さらに言えば、ダムを作るにしても謙虚に、

「作らせていただく」くらいの気持ち（69 ペー

ジ）でとも。洪水を排除してもそれはどこか他

へ向かう。下流にいち早く流せば下流で惨事

が起こる。水害対策もむかしの「水をいなす」、

「水をもたせる」発想で柔軟にしなやかに対処

していくことを提案しておられる。 

付け加えるならば、本書には「大熊先生の

川の定義最新版」と「武田信玄の治水の再検

討」が掲載されている。ぜひ読まれることをす

すめたい。先生の著書で知って入手した映画

「阿賀に生きる」は、「私的段階・小技術」が

「公共的段階・大技術」に蹂躙された事例が描

かれている。新著にも登場するビデオ「柳川

掘割物語」に描かれているのは「共同体的段

階・中技術」が辛くも「公共的段階・大技術」の

支配から掘割を守った事例である。評者(戸

田)もまた、新著を読み終えて、この二作をもう

一度拝見し、考えを深めてみたい。 

最後に一言。新著には、先生のご自宅の

庭にかつてあった大きな欅(ケヤキ)について

語った「あとがき」がついている。自宅のシン

ボルツリーとしたそうだが、今は伐採してない

という。評者の自宅にも、20 年くらい前に天竜

川支流で見つけた実生から育てた欅が植わっ

ている。今ではその太さが 10 センチにもなっ

ている。大熊河川工学の高い志のシンボルと

して、大切に育てていきたいと思う。 

 ( 農文協、2700 円、2020 年 5 月 ) 

評者=戸田三津夫 (静岡大学工学部) 

toda.mitsuo@shizuoka.ac.jp 
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 喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

   朝鮮半島もこのところ豪雨だが 

前回、7 月の梅雨前線による中国の話をし

ました。韓国（大韓民国）も同様に、42 日間連

続の降雨となりました。洪水や土砂崩れが各

地で発生し、首都ソウルは水浸しのところが

発生し、主要な高速道路の一部と橋が浸水す

る被害が発生しました。 

さらに、北朝鮮でも、平壌の大同江の水位

が高まり、主体思想塔近くの橋の真下まで水

位が上昇しました。北朝鮮の黄江ダム(ﾌｧﾝｶﾞ

ﾝﾀﾞﾑ）が、事前通報なく３回のダム放流したよ

うです。黄江ダムは、臨津江（ｲﾑｼﾞﾝｶﾞﾝ）上流

にある北朝鮮のダムです。韓国との軍事境界

線から約 40km 北に位置し、ダムの貯水容量

は約 3～4 億㎥と推定されています。2002 年

に建設が始まり、2007 年に完成しています。 

臨津江では、1996 年、1998 年、1999 年に

大洪水が発生し、約 728 億円の被害と 128 人

の人命が失われる大きな被害がでています。

2009 年には、黄江ダムが無断放流して、韓国

側流域でキャンプ中の６人の命が奪われまし

た。これをきっかけに南北実務会議で、両国

は黄江ダムの放流時に事前通知することで合

意しました。日本では、ダムから洪水放流をす

る場合、必ず事前に、下流の人たちに知らせ

ることが義務づけられています。今回の事前

通報無しの放流は、韓国の郡南ダム（ｸﾝﾅﾑﾀﾞ

ﾑ）の貯水位の変化で把握されました。このダ

ムは、黄江ダムによる無断放流に対応するた

めに造られました。高さ 26ｍ、長さ 658ｍ、貯

水量 70×106 ㎥の洪水調節専用のコンクリー

ト重力ダムで、2006年に着工し2010年に完工

しています。ダムは、下流域に対する武器に

もなります。長寿命ダムは、戦争で攻撃対象

にならないことが大切です。このためには、ダ

ムを造り、利用する人間の倫理、理性といった

心の質を高めなくてはなりません。ダムが関

わる地域や国々の役に立つよう、利他の心を

より高めていく必要があるよう思います。 
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    編集長ノート     

政局の時、残暑お見舞い。 

安倍首相が持病再発を理由に、先月突然

辞意を表明するという政局の秋(とき)を迎えよ

うとしている。静岡県下でも、リニア開業延期

問題をめぐって過激化?した川勝知事の主張

に、今まで沈黙していた意外な県内人物が

「川勝おろし」を画策しているとの憶測も出回

り始めた。ポスト長期政権安倍、ポスト 3 選川

勝。コロナ騒ぎの中、開業用の改良型 L0 リニ

ア車輛が先月、山梨の実験線で走行試験を

開始した JR 東海。いずれの潮目も一変する

様相の到来である。 

熊本豪雨 月刊「文藝春秋」 9 月特別号から 

  いわゆる毎年のような七夕時期の豪雨。

取材先で知ったのだが、7 月上旬の熊本豪雨

災害について、文藝春秋に藤井聡氏(京大大

学院教授、河川工学や社会工学)が、脱ダム

を厳しく批判している。買って読んでみたが、

「川辺川ダムが(完成直前にストップさせられ

ずに)建設されていたら、ここまでの被害には

ならなかった」と「脱ダムの悲劇」を糾弾してい

る。今からでも遅くないから、このダムの建設

をただちに再開せよと強く訴えている。 

 前号小紙の喜多村コラムで、同氏は、ダム

に頼らない治水(脱ダム)」とか、ダムによる治

水(いわばダム万能論)とかという単純化され

た 2 項対立の論議にならないよう訴えていた。

その通りだと思う。2 項対立という単純化では、

水害は解決しない。 

なぜなら、藤井氏は、この論考の中で、「ダ

ムによらない治水」とは何か、水害に実効性

があり、かつ予算的にも実際に実行可能な具

体的な提案があってこその話であるからだ。

それが脱ダム側から一向に提案されてこない。

この現実離れした問題点を厳しく批判している。

一方ダム治水には限界があることも事実。 

どこで水害が発生するか、具体的に予知で

きる時代に入ってもいる今、藤井氏の批判は、

一考に値する指摘。2 項対立ではない各論論

議こそ今、水害論には必要ではないか。 

戦争に翻弄された日本の核物理学者たち 

湯川博士の原爆研究と社会的責任 

老生が、今夏、もっとも衝撃を受けたテレビ

番組は、何気なく見た NHK の BS1 スペシャル

「原子の力を解放せよ – 戦争に翻弄された

核物理学者たち」(8月16日放送)である。戦争

中であり、しぶしぶでもあり、また基礎研究(ウ

ランが連鎖反応する臨界量の理論計算)でも

あるが、海軍の依頼を受けて原爆開発の可能

性研究(いわゆる F 研究)にかかわったことに

ついて「科学者としての社会的責任はまぬが

れない」。この問題を 20 年以上研究してきた

政池明氏(京都大名誉教授)は番組でそう証言

している。番組制作のもととなった政池氏の浩

瀚な著作は『荒勝文策と原子核物理学の黎

明』(京都大学学術出版会、2018)。大学の軍

事研究のあり方を問う好著。読み終えたら、も

う一度、さらに具体的に報告してみたい。 

                  

 

 

 

 

 

 

 

      

成るか、再生の逆転劇 ! 

夏の佐鳴湖ヤマトシジミ観察報告会 

( うぐいすの里佐鳴湖創生会、左端=小松錦司

代表、8 月 29 日、佐鳴湖北岸管理棟前で。右端=戸

田三津夫氏、立ち姿の奥は=報告した辻野兼範氏 
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