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 市民佐鳴湖学 県「快適空間」創造戦略報告から 10 年 

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 芥川知孝氏(元研究統括マネージャー)  

静岡県が県内の研究者を結集し 2005 年度から、現状を知り今後に向けた課題を明確にする 3

年間の快適空間＜佐鳴湖の創造＞研究プロジェクト。1 年間のフォ

ローアップ研究も追加し、その成果が 600 ページ近い浩瀚な報告書

(写真下=2008 年 3 月)として提言とともにまとめられて 10 年がたった。

プロジェクトは視野の広い総合的な取り組みではあったものの、主な

動機は水質問題。スタートした時点前後では水質指標(いわゆる

COD 値)は全国の主な湖沼のなかでは「ワースト 1」だったが、それ

までの水質改善の取り組みの成果(湖底や川底の浚渫など)により、

報告書がまとめられた時点ではすでにワースト 4 と〝最悪〟事態は

抜け出していた。このことは国による単純なランキング付けが何ほど

の意味を持つか疑問も残した。ただ、総合的な報告書によって都市

近郊の湖を快適空間として創造するには、水環境だけではなく周辺住民とのさまざまなかかわり

方がより重要であるという新たな認識を市民に知ってもらう土台や機会を提

供したという意義は大きい。 

 現在、来年度からの新行動 5 カ年計画について佐鳴湖地域協議会(下澤

嶽会長)事務局で検討されており、今夏 7 月には骨子案も公表された。そこ

で上記報告書の統括マネージャーとして、また現場をよく知る県内民間企

業出身者として柔軟な発想で提言もまとめた芥川知孝氏(写真上)に、この

10 年を振り返り、次期行動計画に望むことについて語ってもらった-。 写真 = 10 年前の報告書を

前にインタビューにこたえる芥川氏。佐鳴湖公園北岸管理棟前で、9 月 15 日。    ( 編集部 ) 

  お知らせ  強制起訴の東電、「無罪」判決文を読んで       6 面 

上記の動機でスタートしたプロジェクトは図

1(文末参照)に示すように 4 研究分野に分か

れて取り組まれ、報告書としては佐鳴湖の歴

史的な背景(第 1 章)も含めて全部で 5 章にま

とめられた。 

それらを総括し、今後取り組むべき戦略的

課題として浮かび上がった提言については第

6 章に明記された(文末図 2 参照)。 

 ● 3 つのポイントがいまだ未整備 

 これに基づいて本紙のインタビューに応じ、

話したが、結論・ポイント部分をまず箇条書き

風にまとめると、以下のとおりである。 

 ポイント①  

 現行の行動 5 カ年計画を含めて、この 10 年

2 回の計画が実施されてきたが、提言(第 6 章)

で明記された課題、自然科学的なアプローチ



と社会学的なアプローチとの間の情報共有イ

ンターフェースがいまだ十分ではない。 

 ポイント② 

 提言にはないが、漸近的に計画目標を達成

しようという場合の常套手段として、当然行う

べき折り返し点(今の場合、3 年目)でのフォロ

ーアップ検証会議が地域協議会の内部に存

在しないという組織のあり方には問題がある。

取り組む力点を適宜修正できる人材あるいは

活動市民などによる、いわゆる PDCA サイク

ル活動を整備すべきである。 

 ポイント③ 

 ポイントの①、②とも関連するが、提言で活

動の活性化を図るために協議会に提案した活

動市民、活動 NPO、学校教育関係者、環境企

業などで構成する佐鳴湖ネットワーク会議が

いまだ未設置である。提言では専門知識のあ

る統括マネージャーが支援、バックアップする

と踏み込んでいる。活動のほとんどすべてが

行政お任せになっているという現状は本質的

な活動の活性化をもたらさず、運営なども工

夫すべきだと思う。 

 以下、それぞれについて補足や検討を試み

たい。 

●外来種時代、在来種にとっても快適空間に 

 ポイント①については、水質汚濁の解明や

その浄化技術の研究、あるいは水辺環境の

研究がプロジェクトにおいて、まず重点が置か

れた事情もあり、当初の水質保全目標はおお

むね達成されているようだ(今春の第 8 回佐鳴

湖地域協議会での松尾直規浄化対策専門委

員会委員長の検証提言書 = 本紙 5 月号に

その検証など詳報。編集部注記)。また、「今

の佐鳴湖の水環境は里湖としては理想の状

態にある」との山室真澄東大教授の評価もあ

る(本紙 2018 年 1 月号にその根拠など詳報-

編集部注記). 

 しかし、図 1 にある残りの「生態系の姿の研

究」分野や、ふるさとの森と湖づくりというコン

セプトの下に打ち出された「景観の研究」分野

(静岡文芸大分担)では、不十分ないしほとん

ど手付かず状態だといえまいか。プロジェクト

の出発時点では外来生物対策という発想は

乏しかったが、現時点では生物多様性という

観点から重要視すべき課題でもある。 

● オピニオンリーダー、文芸大への期待 

 景観の形成だが、提言では「本研究のガイド

ラインを基に佐鳴湖に関係するすべての住民、

団体、行政機関、研究機関が情報や意見を交

換し、目指すべき姿の合意を図る必要があ

る」と指摘、水質浄化と並行して早期に行動す

ることが重要であるとしている。この点では、

文芸大の下澤嶽会長の手腕に期待するところ

が大きいと思う。そのためには、ポイント①や.

②の整備は欠かせないだろう。 

● 骨子案「プラットホーム」について 

 公表された次期行動 5 か年計画骨子案では、

さまざまなジャンルで活動する市民団体をまと

めるプラットホームという考え方が打ち出され

ている。ポイント①の情報共有インターフェー

スの未整備を受けたものとも考えられるが、

今後の詰めた論議を注視したい。骨子案では、

計画目標としてこれまでにはなかった持続可

能な取組体制の確立のための人材育成を打

ち出している。その基本政策として次世代を

担う人材の育成が掲げられ、その政策の内容

として市民主体による取組体制が骨子案に盛

り込まれている。成案づくりまでにもっと詰め

た、そして市民参画のある形で論議することを

期待したい。 

● 結論として、みんなの市民佐鳴湖学へ  

 いずれにしても、みんなの市民佐鳴湖学に

向けて湖の秘めたる魅力を引き出すには、結

論として、協議会の組織のあり方も含めて研

究から実践に向けて活動のステップアップを

図ることを強く求めたい。ステップアップに向

けたこれからの成案づくりにあたっても、若い

活動人材を発掘しながら市民参画してもらう

必要があるのではないか。 

いい意味で、強い責任感を伴うセクショナリ

ズムに縛られがちな行政だけでは、今後計画

をステップアップするにはなにかと限界がある。

民間企業で環境問題に取り組み、元研究統

括マネージャーとしての私自身の反省も込め



て、そう思う。しかし同時に次期骨子案に接し、

その限界を越え市民参画のある成案がまとま

るのではないかという熱い期待も持っている。 

- 編集部注記  

・次期行動計画骨子案 佐鳴湖地域協議会 

http://www.sanaruko-net.com/ 

・インタビュー構成 : 編集部 

 図 1 快適空間＜佐鳴湖＞の創造研究体制 

   - 同研究報告書(2008 年)の序章から 

 

 図 2 佐鳴湖に対するアプローチ 

    - 同研究報告書(2008)年の提言から 

 

 図 3 次期計画の骨子案(2019 年 7 月) 

- 佐鳴湖地域協議会 HP から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若者たちの指導に当たる芥川氏 

       佐鳴湖漕艇場で=8 月 18 日 

 

         地 域 協 議 会     

第 5 回佐鳴湖未来へつなぐネット      

     10/26  佐鳴湖を知ろう 

  佐鳴湖地域協議会は 10 月 26 日午前 9 時

30分から西岸漕艇場で「魚」をテーマに第5回

佐鳴湖未来へつなぐネットを開催する。指導

講師は①中村芳正さん(浜松水辺を愛する会

会長)②矢島広之さん(佐鳴湖公園管理者)。

対象者は小学生以上で参加無料。 

問い合わせ先 =  053-453-6144 (浜松市

環境保全課)まで。  
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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 



 

      寄   稿    

                      

辻野兼範氏 

佐鳴湖シジミプロジェクト協議会、元高校教諭 

 

あえて「あふれさせる治水」に成功 

住民参加で計画立案、佐賀県「アザメの瀬」 

 

洪水を災いとせず、むしろ恵みに変える逆

転の住民発想で、見事に佐賀県松浦川の「ア

ザメの瀬」がこの 18 年で再生された-。そんな

住民参画により立案し、実践した成功事例が

セブン・イレブン記念財団の「みどりの風」

(2019 年 夏号 里山に学ぶ防災の知恵)にル

ポ風の記事(写真下)が掲載されている。記事

によると、今ではアザメの瀬は日本を代表す

る「グリーンインフラ」の事例として世界的に注

目されるまでになっている。 

詳しくは同記事を読んでもらうとして、ここで

はこの事例を参考に、積極的な市民参画が求

められている佐鳴湖の次期行動 5 カ年計画を

視野に、住民参画のあり方、特にその方法と

実施のあり方について箇条書き風にまとめて、

述べてみたい。 

● 事業化案の公募化 

① 事業化案を公募し、佐鳴湖地域協議会な

どでプレゼテーションする。 

② 事業化計画段階から市民が参加、市民主

体で事業を進める。 

③ 実施では必要な予算を負担する行政と公

募者が参加することを原則とする。 

④ 事業の実施は公開を原則とし、事業の結

果・効果を市民に報告する。 

⑤ 活動が長期に継続できるように行政と住

民の連携で互いに配慮する。 

● 期待される効果 

本提案は、市民の意思を行政支援で具体

化し、これまでに例のない「市民主体による取

り組み」の実践例となりえると考える。行政に

とっても市民参画はボトムアップという性格が

あり、メリットがあるだろう。 

さらに、地域社会を担う市民の育成ができ

る点である。地域社会のリーダーとして活躍

することが期待できる。 

少し、この点について、「みどりの風」記事

の取組みも参考にしながら、具体的に指摘し

てみたい。 

まず、指導者の育成―教員による佐鳴湖

の自然の教材化の指導である。未来につなげ

るためには子供たちの教育が重要である。 

子供を育てるためには、教師が佐鳴湖やそ

の流域に関して子供たちを指導する実践力を

身に付ける必要がある。実践力とは、知識だ

けではなく、河川や佐鳴湖で指導できる知識、

経験、技術を身に付けることである。 

次に人工湿地を造成し、ヤマトシジミの浄

化機能による浄化試験を実施するというのは、

どうだろうか。 

 

 なお、以下に上記「みどりの風」記事のポイ

ントの部分を、読者のよりよい理解の一助とな

るよう、ここに写真で引用しておきたい。 

     - 「みどりの風」(2019 年夏号)より 
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         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   「 赤とんぼ 」  

下のピン止め、ダブルクリック！ 



        第二部          鈴木潤子 

⑦ 美名も汚名もすべて負う覚悟 

先月、福祉学部研究室で作業をしていると

き、力なさそうにドアを開けて学部の教授が入

ってきました。「先生、私専門家としてどうした

らいいの」と、その教授が私のクライアントで

ある准教授に切実な表情で訴えました。彼女

の話によると、前日彼女はショッピングセンタ

ーにいた。 

するとどこかから女性の金切り声が聞こえ

る。どうやら自分の娘の名を呼んでいるようだ。

はぐれたらしい。それにしてもなんとヒステリッ

クな叫び方だろうと少々いぶかしく思い、声の

する方向に足を向けたところ、ちょうどその子

が現れ、かけよった母親は何をするかと思うと

いきなりその子を平手で殴り倒した。 

倒れたその子をぶってぶってぶちまくってい

た。そばを歩く人、商店の人々は見ているだ

けで何もしない。思わず自分は走り寄ってそ

の子をかばい、「何をするんですか！やめなさ

い！」と制止したところ、「しつけているんだ！

あんたには関係ないだろ！」とさらにぶとうと

する。 

「私は福祉関係の者です！これ以上続ける

ならば訴えます！」とすごんだところ、母親は

引き下がり、子どもの腕をひっぱってその場を

去った。教授は続けました。「その時は、そう

すべきだと思って行動したの。でも、もし、私が

そうしたために、帰宅してからあの子がもっと

ひどい目にあうことになるかもしれないと気が

付いて、不安で不安でしょうがなくなってしまっ

たの。でも先生、福祉の専門家として、私はあ

の時ほかにどうすればよかったの？」。教授

の言葉は、最後は怒りと涙で震え声になって

いました。 

でも、私は絶対に思います、その教授が

「思わずとってしまった」行動は、結果その母

親の虐待に拍車をかけたかもしれない、でも

絶対に、その子の心にかすかな光を投げかけ

た。帰宅して改めてひどい虐待を受けている

かもしれない、けど、ぶたれている間中、絶対

に思ったはずだ、自分を大事に思ってくれる大

人がこの世に一人はいたのだと。絶対に忘れ

るはずない。 

教授、私に任せて！私はうまくやります。私

がその場に居合わせたら、その母親と取っ組

み合いをする、激しく激しく。そうすると絶対に

誰かがお巡りさんを呼びます。そして二人で

事情聴取です。その親子の情報はくっきりと

記録されるでしょう。もちろん警察なんて誰で

も犯人扱いしますから、私だってプライバシー

ベロベロでしょうよ、でも、そういうときこそ、そ

の 子 の

た め に

私 の プ

ライバシ

ー は 捧

げます。

私 が そ

のような

状況になっても、家族はきっと「かーからしい

ね！」と言ってくれます。自分のやりたいことを

通すのに、すべての人が笑顔で穏便に、なん

て無理です。 

プロになるぞ！と初めて人生に生きがいを

見出していたジョーが、丹下段平ジムが日本

プロボクシング協会の認定を受けられないた

め、リングにすら上がれないと知ったとき取っ

た行動は…。ボロボロに血だらけになり認定

をもぎとったジョーを抱きとめ、段平「こいつめ、

ついに、明日への橋を、橋をかけやがった～

～うおおおおお～～～!!!!」（段平号嬉泣）の、

このシーンから、美名も汚名もすべて負う覚悟

で生き抜こう！と私は決めて、今日に至るの

です。 

       (  つづく 西区大人見町 ) 
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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 

  



 

編集長の目 強制起訴の東電、「無罪」判決文を読んで 

     未来の安全へ、検察審査会改革の成果を生かせたか

 東京電力の原発事故をめぐり、民意を反映

させた検察審査会の強制起訴議決で刑事責

任(業務上過失致死傷罪)が問われた旧経営

陣 3 人に対する裁判。東京地裁はいずれの被

告も無罪との判決を

言い渡した。この判

決内容を一言で言え

ば、誰も対策が必要

だと意見具申するも

のがいなかったので、

経営陣が津波の「予

見可能性の有無にかかわらず当然に刑事責

任を負うことにはならない」(判決要旨結び)と、

いわゆる＜門前払い＞したといえる。 

 国民に信頼される司法を目指し、10 年前に

裁判員裁判の導入などとともに、民意をできる

だけ公開審理の裁判に生かそうと審査会のあ

りかたも見直した。これまで知られることのな

かった東電社内のメールのやり取りなど証拠

提出という形で様々な情報開示がなされた。

そのほか、東電が最大 15.7 ㍍の津波予測を

社内で計算したのも、バックチェック(2006 年

の国の原発耐震指針改定)の一環だったこと

が明らかになった。不起訴で事故の真相が闇

に埋もれるのを防止した点では評価できる。 

● 島崎邦彦氏「判決文に多くの教訓」 

しかし、同時に国民の信頼に応える司法と

いう制度改革の本旨に照らすならば、制度改

革の限界を見せ付けたともいえよう。大手マス

コミ紙では「釈然としない無罪判断」(9 月 20 日

付朝日新聞社説)、「＜人災＞の疑問は残る」

(9 月 20 日付中日新聞社説)というように、判決

に疑問を呈している。また、裁判で証言もした

島崎邦彦氏(元原子力規制委員会委員長代

理、東大名誉教授)は「判決文を詳しく読むこ

とで事故原因や真相など多くの教訓が多く得

られる」と判決直後の BSTBS 情報番組で力を

込めて語っている。 

● 控訴期限 10 月 2 日、控訴の選択も 

 検察側の控訴期限 10 月 2 日が迫っている

が、その判断が注目される。公開審理の場は

なにも刑事責任だけではなく、新たな災害源

もあぶりだす。未来の安全につながる控訴も

選択肢と言える。 

        判決(要旨)の論理構成    

業務上過失致死傷罪が成立するためには、

津波発生の具体的な予見可能性と防潮堤建

設など、津波被害という結果回避性の具体的

な認識がともに必要要件。だが、判決は仮に

事故発生までに防潮堤建設着手が早くて

2008 年前後に始められたとしても、時間的に

(出来上がるまでに 4 年はかかり)完工しないと

認定、事故は回避できたとの検察側の主張を

退けた。また予見性についてもその基礎とな

る国の地震予測長期評価(2002 年)の信用性

を検討した。その結果「3 人が認識していた事

情は、津波の襲来を合理的に予測させる程度

に信頼性、具体性のある根拠を伴うものだっ

たとは認められない」として退けた。 

 

        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) 

● 文明発祥の地、アナトリアの丘の上で 

この夏、休暇でトルコのギョベクリテペの遺

跡を訪ねました。ギョベクリテペは、トルコ南東

部（アナトリア）、シャンルウルファという街の

郊外の標高760mの丘の上にあります。ギョベ

クリテペは、トルコ語で「太鼓腹の丘」の意味。 

60 年ほど前に発見されましたが、調査が進

んだのは最近です。この遺跡の構造物は非

常に古く、紀元前 1 万年から紀元前 8,000 年と

のことです。エジプトのピラミッドでも 7,000 年

前ですから、それよりも更に古いことになりま

す。遺跡の近くには､9,000 年まえに発祥したメ

ソポタミア文明のチグリス・ユーフラテス川が

流れています。今後の調査によれば、文明の

歴史が書き換わる可能性があります。 

遺跡は、円形を基本とし、重さ平均 50t の巨

石を切り出し、加工し、基盤岩の穴にはめ込

まれています。中心部分は二本の柱が立ち、

その周りを円形の壁に覆われています。巨石

の殆どはＴ字型です。 

その装飾として野生の動物たちのレリーフ

が彫られています。牛、ライオン、キツネ、イノ

シシに、クモやサソリまでいます。巨石にこの

装飾から、神殿もしくは祭祀場として建立され

た可能性が高いと考えられています。また、石

柱は 2, 30 年ごとに埋められ、同心円上にまた

石柱を立て直すということが繰り返し行われて

います。不思議は深まるばかり。狩猟を中心

していた人々が、巨石を切り出す技術を持っ

て、この大きな建造物を造ったと思うと、私が

長寿命のダムというのはなんだか可笑しい。 

動物など描かれた巨石のレリーフには、暴

力的な描写がありません。そこからは、生き物

にたいする畏敬や感謝の気持ちが感じられ、

「信仰」という言葉が浮かびます。長寿命の構

造物のポイントのひとつは、明確な目的があ

ります。文明がはじまったばかりの時期に、

人々が造り上げた理由は何なのか、そこが解

れば、長寿命ダムになるための大きなヒント

がつかめるのではないでしょうか。 

ギョベクリテペ遺跡の丘   かつては目の前は

海だったような地形。発見時の状態を保つシェル

ターが完成。2018 年には世界遺産リストに登録 

 

 

 

 

 

 

 

   

配置されたＴ字型の巨石 基本は円形状 

 

 

 

 

 

 

 

 

動物や虫などのレリーフ 

 

 

 

 

 

 

遺跡近くには近代的なアタチュルクダム 
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   研究体験 写真アルバム   

 8 月 18 日、9 月 15 日、9 月 16 日の連続

研究体験イベントの詳細については、小紙、

月刊さなるこ新聞デジタル 8 月号トップ記事を

参照してほしい(8 月 18 日初日イベントの詳報

は 9 月号参照)。 

 

● 8 月 18 日イベント 

 

 

 

 

 

 

 

         - 佐鳴湖南岸漕艇場 

 

● 9 月 15 日イベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - 外来生物って悪者 ?  C.Cafe で 

 

● 9 月 16 日午前イベント 

 

- アカミミガメの捕獲と計測 北管理棟前で 

 

● 9 月 16 日午後 捕獲カメの解剖 (静大) 

 

- カメの解剖 静大浜松キャンパス実験棟で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

-   カメの内臓を人と比較してみると 

 

 

 

 

 

 

 

            - 親子でおそる、おそる 

 

  

 

    佐鳴湖 

せせらぎ水路 
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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 10 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） 


