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お知らせ  尾関章の「風に鳴
な

れ！里
さと

湖
うみ

ジャーナリズム」    連載  7 面 

                      

編集長の目                               

   リニア問題  不信感の連鎖、断ち切る潮目の時 

こう着打開へ、国交省提案「専門家会議」に一理   

合理的な土台づくり、公正な人選がかぎ握る 

昨年夏以来の混迷のリニア水問題は、静岡県知事が、1 月 30 日国提案の専門家会議設置に

条件付きで参加することに合意、大きく動き出した。計画

認可の国交省が、1 月 17 日水問題を検証する新たな専

門家会議の設置という打開案を静岡県に提示したことを

受けたもの。同省は愛知・静岡両県合意の交通整理役と

して動き出したが、今がこう着状態打開の潮目である。 

 新提案をめぐっては、すでに流域市町の首長を含めさまざまな憶測、疑念、期待が広がってい

る。しかし、これ以上の不信の連鎖をまず断ち切り、静岡県と愛知県とが国の調整にすでに合意

した三者協議を軌道に乗せる、いわばお膳立ての好機ととらえるべきだ。 

というのも、以下の 4 つの理由により、水問題を検証する提案専門家会議の設置には一考に

価する「理」がある。その土台づくりの鍵を握る公正な会議メンバーの人選、公開性など会議の枠

組みのあり方、検証論点の整理などを通じて相互の信頼関係の修復につとめ、建設的な一歩を

踏み出してほしい。最終的な決着は、あくまでも今回提案された検証会議による科学的、工学的

な評価結果を受けて開かれる三者協議という政策的、政治的な調整の場である。急がば回れで、

性質の異なるこの二段階分離方式には複雑にからまった糸を織物に使えるよう整理し直し、元

のそろえた糸束に戻す絶妙な工夫がある。               関連記事 =  4 面 

写真右上 = 大井川流域減水問題がテーマの「掛川の水を考える」シンポ (昨年 12 月、掛川市) 

国交省は、2027 年開業スケジュールに遅

れが生じるとの年末の JR 東海社長の強い懸

念表明の中、県有識者会議の従来の議論を

前提にしない専門家会議を、別途省内に設置

したいとの提案回答書を静岡県側の難波喬

司担当副知事に提出した。この回答には静岡

県が調整役の国にさまざまな論点や具体的な

個別問題点についてこれまで要望していたの

にもかかわらず、直接触れられていない。この

ことから静岡県は「肩すかし」との受けとめ方

もあるようだ。しかし、からまった糸を元に戻す

という観点からながめると、これには一考に価

する「理」がある。 

● 第一の「理」  環境省と農水省の関与 

 リニア建設の意義については評価している

川勝知事ではあるが、JR 側からの回答だけ



では流域住民の深刻な不安を解消できず、こ

れまでの回答はきわめて不十分と考えている

ようだ。とするならば、第一の「理」には強く求

めている環境省や農水省の科学的な知見に

基づく第三者の意見を専門家会議で納得いく

まで聴取できるという合理的な利点がある。こ

の点で、一定の知事への配慮がある。何でも

反対の成田闘争の場合とは異なる。 

リニア問題を担当する静岡県副知事が提

案後の先日、事前連絡なしに電撃的に突然

国交省に乗り込み「地元は(水問題では)甘くな

い」と担当鉄道局審議官との面談でクギをさし

たのも、単なる駆け引きなどではないはずだ。

問題の所在の核心、解決への急所を肌で感じ、

それを直接説き伝えたものであろう。 

 この意味で県専門部会メンバーを会議に加

えるかどうか、会議の公開性など、公正な人

選や提案の枠組みづくりのほか、県専門部会

での議論を踏まえ扱うテーマを絞り込むなど

公正な交通整理役が国交省に求められる。 

 ● 第二の「理」 愛知県、JR 東海も期待 

 第二は、一方の愛知県や JR 側は提案を大

筋で支持している点である。早期建設推進派

で、静岡県知事などの最近の動きを「時間稼

ぎ」ではないかとの疑念を懐いていた愛知県

知事も「議論がぐるぐる回るのは誠実な対応

ではない。専門家の検証を前提にしっかり協

議することが必要」として提案に期待を示して

いる。公正な人選や枠組みづくり、テーマの絞

込みには触れてはいないが、JR 東海社長も

「有効な手段」として期待感を示している。 

提案側の国交省鉄道局局長も、静岡新聞

の取材に対し「人選や議論の進め方は(静岡)

県とよく相談して決め、流域市町が納得のいく

専門家会議にする」と、公平性の担保につと

める考えを示したという。さらに、踏み込んで

「(静岡)県の有識者会議(専門部会)のメンバ

ーにしっかり伝わる仕組み(づくり)を県と相談

する」とした(1 月 24 日付静岡新聞朝刊 1 面)。

行司役ないし交通整理役として、静岡県に対

し、政治のかけひきの場である三者協議につ

いてはともかく、検証の場としての専門家会議

については、交通整理役の立場から静岡県に

対し一定の理解と配慮を示している。 

 ● 第三の「理」 信頼関係の修復の場 

 さらに「理」を挙げると、検証の場としての専

門家会議には、愛知・静岡両知事、地元流域

住民・首長と JR 東海の間のゆらいでいる信頼

関係の回復を図ることができるというメリット、

先行きを見通した「理」があることだ。政治の

場ではないという点に着目した理である。今後、

建設が始まってからも、事前には予測できな

い不測の事態、事故や環境破壊に対する補

償問題が生じることは避けられまい。この事

態のスムーズな解決には、互いの意思疎通

が不可欠であり、また早期の開業にも欠かせ

ないだろう。 

 ● 第四の「理」 国と地方のあり方見直す 

 最後の「理」は、国民的な論議としての「理」

である。リニアに限らず、とかくこれまでの環

境影響評価(アセスメント)は軽視されがちであ

り、おざなりになっている。その原因は事業決

定後の無理やり「アワスメント」行政だからだ。

真の意味で本物の、つまり計画を事業化する

かどうかという段階での「アセスメント」行政へ

と転換を図る好機としなければならない。この

大義の「理」と使命が専門家会議にはある。 

 今回のような県境をまたぐ巨大プロジェクト

では、国と地方の関係のあり方が今後も問わ

れる。地方分権の時代と言われて久しいが、

それにふさわしい国と地方の関係を見直す具

体的な機会でもあることを忘れてはなるまい。 

 その意味で、リニア水問題は、水問題だけで

はなく、地方が国にばかり頼らない、主張すべ

きは主張する地方自治のあり方そのものを模

索する格好の具体事例である。 

 その意味で、国交省は、「お上」意識から抜

け出し、勝ち負け判定の行司ではなく、地方

自治のあり方を高める交通整理役に徹してほ

しい。次の段階の三者協議という政治の場で

は、両県も互恵と互譲の精神が求められる。 

               (編集長 井上正男) 

   リニア、今年に入っての動き=  ６面 
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       榊原
さかきばら

真理/弘招
ひろあき

 さん  

(ともに建築士、浜松市西区入野) 

● おしどりで〝ふわっと〟した家づくり 

 世界的なフランス人近代建築家によると、建

築とはその中で人々が快適に暮らす機械であ

る。老記者は佐鳴湖のほとりの高台にあるそ

んな、かなり古い公営集合住宅に暮らしてい

る。では、夫の弘招さんは一級、妻の真理さ

んも二級建築士なのだが、どんなご自宅に暮

らしているのか。住所と表札をたよりにお訪ね

した。いかにも「住む機械」というようなオシャ

レな家は近くに何軒かあったが、目指す家は

それとはずいぶん違った。外観は普通の和風

なのだが、廊下の途中に洗面台がしつらえら

れていたりして、ちょっとびっくり。第一印象は、

遊び心の感じられる「ふわっと」した家だった。 

 真理さんには建築図面を引いたりする仕事

部屋で話をうかがう。3 人の子育てをしながら

建てた自宅づくりについて 20 年前の図面を見

ながら話は弾んだ(写真右)。子どもたちの成

長に合わせてドア

や間仕切りを変え

たりができるよう工

夫をしたそうだ。キ

ッチンや子ども部屋

など女性の目が入

った家づくりを心掛

けているという。そ

んな話をうかがいながら、気付いた。写真奥

に使い込んでノコ目が片方ほとんどなくなった

ノコギリが大事に額装されている。右手の壁

には 20 本近いノミが整然と額装。長年使い込

んだことが歴然。夫の弘招さんの父親の大工

道具だそうだ。オヤジの手仕事を尊敬し、その

背中を見て自分も建築士になろうとしたことか

わかる。そして、その夫の姿をみて、真理さん

もその道に入ったことは、あえて聞かずとも伝

わってくる。 

 そんな真理さんも現在は子育てが終わり、

最初は佐鳴湖周辺、そして今は市内の高校、

あるいは中学校を対象に、赤ちゃん子育て中

の親子とともに出向き「赤ちゃんとのふれあい

体験」活動を展開している。親子で出かけるこ

とで、子どもたちに親はいかに赤ちゃんに愛

情をそそいでいるのか、実地に知ってもらおう

というのだ。保育園や幼稚園ではなかなかで

きない活動だ。中学生や高校生が赤ちゃんを

あやす。抱っこする。そんなコミュ二ケｰション

機会は、少子化で兄弟姉妹が少なくなって来

ている今日、とても貴重な体験だろう(参加親

子募集中。文末にアクセス HP)。 

 インタビューの最後に、夫の弘招さんが現在

注文を受けて建築中の現場に押しかけた(写

真左)。建築士として

当然だが、なんとか施

主の注文に応えようと

奮闘していた。しかし、

使えなくなったときの家の解体のことまで考え

て注文をする、材料を吟味する、そんな施主

はまだまだ少ないという。だから、せめてでき

るだけ長く快適に暮らせる家づくりを心がけ、

経験も織り交ぜ相談に応じているらしい。 

共通の趣味は沖縄の海に潜るスキューバ

ーダイビングという、おしどりダイバー。帰りの

車中、ご自宅の玄関脇の車庫内の小さな一

角が、ふと思い出された。そこにはご主人のも

うひとつの趣味、ミニチュアカー数十個がコレ

クションされていた。しかし、いずれ車庫スペ

ースのすべてがミニカーで占領されてしまうの

だろう。そう想像させるほど、そのつくりは、母

屋同様、どこかやわらかく、暮らしの変化に合

わせてふくらんでくるような〝ふわっと〟したも

のだった。 

家づくりは機械づくりではない。家族だ。弘

招さんの大工仕事ぶりを見て、そう気付いた。 

ふれあいサポートネット 「ふわっと」HP = 

https://fuwat.jimdo.com 
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困惑の JR 東海 トンネル工事協議  強気の静岡県  2020 年 2 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」。 

             (編集部注記 前号の再掲載です) 
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(前頁からのつづき) 

● リニア、今年に入ってからの動き 

○ 12月25日付静岡新聞中面。JR東海金子社長、

このままでは 2027 年開業は「難しい」 

○ 1 月 18 日付静岡新聞 1 面トップ。リニア水問題 

従来の議論 前提にせず。国交省、県に(別途の)

会議設置提案。中日新聞 1 面トップ。有識者会議

新設。国交省が提案  

○ 1 月 20 日付静岡新聞 1 面トップ。県内トンネル 

JR「工区変更も」 県外水流出増懸念。 

○ 1 月 21 日付静岡新聞 1 面トップ。国提案「中立

性に疑念」 知事・流域市町、意見交換。4 面=「時

間稼ぎだめ」愛知県知事が川勝知事批判。 

○ 1月23日付読売新聞(遠州版)。JR、(国交省提

案の)有識者会議に期待感 東海社長「専門性の

高い会議で判断してもらうのは有効」。静新 4 面= 

JR 社長「よほどのことがない限り、(工区変更は)な

いのでは」「新提案は有効な手段」と期待感。 

○ 1 月 24 日付産経新聞(静岡版)。リニア「地元は

(水問題では)甘くない」 難波副知事、国交省電撃

訪問。「今月中には国に(新提案の)回答をしたい」

とも。国交省、新提案について「人選や議論の進

め方は県とよく相談して決める」(水嶋鉄道局長)。 

○ 1 月 25 日付中日新聞。国交省案への県回答

案、流域 10 市町に提示へ。川勝知事「これしかな

いのではないか」と前向き姿勢。国提案では論点

は「トンネル湧水の全量回復方法」と「大井川中下

流域の地下水への影響」の二点を主要課題と総

括。県は残土問題、南アの生物多様性への影響

問題など多角的な課題も受け入れ条件に。 

○ 1 月 29 日付静岡新聞県政。知事会見、国

専門家会議、受け入れへ。新設提案、条件付

で調整。1 面トップ=県有識者専門部会長森下

祐一「国交省設置の専門家会議 公開を」 

 

        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   
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第 9 回 佐鳴湖交流会 

口頭発表 ポスター掲示発表 募集中 

 ２月２２日土曜日 １３時３０分 

 佐鳴湖地域協議会は、毎年この時期恒例と

なっている佐鳴湖交流会を、2 月 22 日土曜日

13 時 30 分から静岡大学浜松キャンパス(中区

城北 3 丁目、佐鳴会館ホール)で開催する。佐

鳴湖に関心を持つ市民が一堂に会し、日ごろ

の活動や湖の現状、将来について自由に語り

合う。この四月から、新たな行動 5 カ年計画が

スタートすることを受け、活発な意見交換が期

待される。同時に、個人や団体のネットワーク

を広げるのが狙い。 

 口頭発表(一人 15 分)、ポスター発表、それら

の後のテーマを決めての意見交換会で構成さ

れる。発表申し込みや問い合わせは、 

電話 053-462-8804/FAX053-462-8851 

まで(鈴木、伊藤)。ポスター発表ではポスター

のサイズやその枚数も。申し込みには、団体

名、氏名、電話番号、FAX 番号、メールアドレ

スを、電話または FAX で。郵送なら、浜松市東

区天竜川町 303-6 株式会社フジヤマ「都市・

地域創造部」 鈴木/伊藤へ。 
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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 



● グーグルアース号で「現場」入り 

 本紙編集長は、当欄に「さなるこウォッチャ

ー」という冠をかぶせてくださいました。メディ

ア用語に「○○ウォッチャー」という言葉があり

ます。「チャイナウォッチャー」と言えば、中国

の動静を追いかけている専門家。必ずしも、

中国で暮らしたことのある人ばかりとは言えま

せんが、訪中経験が豊富な人が多いのは事

実でしょう。そう考えると、私は佐鳴湖に一度

も赴いたことがありませんから、「ウォッチャ

ー」の名に恥じることになりますね。 

 だが、この時代、昔にはなかった強力な道具

があります。それは、グーグルアース。旅の疑

似体験ができる魔法の絨毯のようなアプリで

す。タブレット端末に「浜松市 佐鳴湖」と打ち

込んでタップすると、一瞬のうちに湖の上空に

たどり着く。鳥のように飛びまわり、そこから湖

岸や湖面へ舞い降りることもできるのです。 

 で、今回は、取材記者の気持ちでグーグル

アース号に乗り込み、佐鳴湖を探訪してみる

ことにしましょう。それによって私が受ける印

象は、旅人が抱く浅はかな感想に過ぎないで

しょう。でも、なかには地元の人々には新鮮に

感じられる発見があるかもしれません。 

 空からの眺めで私がもっとも驚いたのは、佐

鳴湖が住宅地のど真ん中にあるということでし

た。視線を西に移すと浜名湖周辺にも住宅地

が見えますが、佐鳴湖は内陸にあって面積が

小さい分、その印象が強い。高度を上げて俯

瞰してみると、宇宙空間の空洞（ボイド）――

銀河団の間にぽっかり空いた領域――のよう

に見えるから不思議です。 

余談ですが、グーグルアースでうれしいの

は、地上の目印を教えてくれること。佐鳴湖の

周辺で言えば、湖北に「静岡県立浜松北高

校」の名が書き込まれています。数多くの著名

人を輩出した伝統校。新聞社にいたころ、同

僚がここの卒業生だったことを思いだしました。

そうか、キミの母校はここにあったのか！ 

同僚が通学していたころ、一帯の風景はど

うだったのだろう。当時から、こんなに家々が

建ち並んでいたのだろうか？ まだ田園が広

がっていたのではないか？ いつのまにか、時

間軸の旅まで楽しんでしまいました。 

閑話休題。さなるこウォッチャーの本業に立

ち戻りましょう。東岸に着地して、遊歩道を野

鳥観察舎のあたりから、せせらぎ水路へ向か

って歩いてゆくと、突然、左側の視界が開けて

きます。ここでわかるのは広がっているのは湖

面ではない、ということ。それよりもずっと大き

なものが目の前にある――そう、空です。 

 今、大都会の人々は、これほど広大な空を

目にすることはないでしょう。東京では街の真

ん中に遊休地ができて空が一瞬広がったよう

に感じても、すぐに再開発が始まり、ビル街が

それを狭めてしまいます。広い空を手に入れ

る方法は、タワーマンションの高層階を手に入

れることぐらいしかないのかもしれません。 

 里湖には、空の広がりという余禄がついてく

る。もしかしたら、みんなが共有できる開放感

は余禄のほうが大きいのかも。遊歩道のストリ

ートビューで出会った湖岸の人たちがうらやま

しいなあ、とつくづく思いました。 

 

         

－ グーグルストリート

ビューの撮影器材背負う 

写真家、木下孝司。  

佐鳴湖で本人撮影 

 

 

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（http://ozekibook.jugem.jp/）。 
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        第二部          鈴木潤子 

● 性暴力裁判の伊藤詩織さんはすごい 

女は永遠に男の敵なのよ、と大学時代に川

本静子先生がフフフっと言いました。男ができ

ることで女にできないことはないけど、女がで

きることで男にできないことは一つだけあるで

しょう、それが「出産＝自分を残すこと」だと。 

先生のこの文脈は、決して、「女性諸君、さ

あ男社会に君臨して！」って激励するもので

はなくて、その逆で。どんなに頑張っても組織

では出世できない女。どうして？我々の努力

が足りない？法律が悪い？そうじゃないのよ、

みなさんは悪くないの。『社会』が男の作ったも

のである以上、これはどうしようもないのよ。」

と言われて、私含む女子大生はがっかり。でも

先生は明るく続けました。「だから、男が言え

ば切腹になるようなことも、女は何言ったって

鼻であしらわれるだけ。それなら、何を言って

も怖くない、どんどん発言していくのよ。そうや

って、今まで、ゆっくり、時々後退しながら、で

も確実に、社会での女の待遇は良くなってき

たのよ」って。リアリティにあふれた川本先生

の言葉に、ゼミの多くは感動するとともに、ム

ダかもしれない、でも確実に発言していこう、と

心に決めたのです。だから、予測しうるあらゆ

る波風を覚悟で性暴力を訴えた裁判、勝訴し

て本当によかったな、と、嬉しかったです。 

性の異なる人間どうしが切磋琢磨しあう理

想形は、性のコミュニケーションありきと理解

する人はとても多くて、東京で過ごした 20 代の

頃、私の周りには男女関係なくそうした理解の

人たちがいました。私の会社の上のフロアに

いたヒロミさんは「男と仕事するならね、『この

プロジェクト終わったらエッチしようぜ』って言

葉が交わせるくらいにならなくっちゃ、成功しな

いのよ、ジュンちゃん」と言っていた。また、会

社の常連クライアントだった広告代理店のマ

サヒロさんは、仕事の話の合間合間に「何もし

ないからさ、今度一緒に船に乗ろうよ～」「ここ

にグラフを『挿入』。挿入～～アハハ!!!」と、そ

んなことばっかり言ってきた。「なんでマサヒロ

さんは、仕事中にいっつもそんなことばっか言

うの？」と怒って言ったら、「あああ～～ジュン

コちゃん、ダメだな～。エジプトで発見された、

人類史上最古の広告って何だか知ってる？

『オンナ、コチラ』って看板なんだよ。これはね、

人類永遠のテーマなんだよ？」と、のたまった、

東京大学卒の、朝鮮の人のことを「チョン」と呼

んではばからない、そういう人。 

幼稚園児から老人まで、性が永遠の関心事

であることは間違いない。そういうことで、何が

何でも人間は DNA を残してきている。でも、人

間のいいところは、「人ヒト」であることではなく

て、「人・間」であることなんだ。人がヒト以上に

なるのは、「間」に性以外のものが関わるとき

なんだ。私がちば

てつやの全ての

作品 に、 自分を

投影でき、友達に

「わたしが好きな

の は こ の マ ン

ガ！」と積極的に

言えるのは、ちば

作品が性関係の

描写をすることな

く、人と人との信頼関係を描き切っているとこ

ろなんだ。ちまたの大抵のマンガは、「結局、

やっぱ、これでしょ」的に、性関係を強調します。

でも、『耳をすませば』（スタジオジブリ／1995

年）を発表したとき、宮崎駿も「男女のことで、

性的なことが占める割合はとても大きいけど、

それに走ってしまいたくなかった」という内容の

ことを話していた、それに本当に共感した。内

閣総理大臣に女性が登場するのはいつか

な？自治会長はもっと保守的だな。でも私は

瞳ケ丘団地自治会誕生 40 年目にして、初の

女性三役になりました。今年で 2 年目！ 

          ( つづく、 西区大人見町) 
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長期評価、なぜ異例なほど科学的に不健全なのか 地震と社会 ③  

もうひとり、「無知の共犯者」 なんじの名はマスメディア 

      再考  ざんげ地震学会静岡シンポ「地震学の今を問う」取材ノートから

 連載の第 1 回(2019 年 12 月号)で、中日新聞

「ニュースを問う」の＜南海トラフ 80％の内幕

＞という鋭い記事について、筆者は「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」と感想を述べた。第二回

では原発大震災直後に地震学会が静岡市で

開催した「地震学の今を問う」特別シンポにつ

いて取材を交えて取り上げた。この共犯関係

論について、ある読者から「もう一人の共犯者

として、マスメディア報道があるのではないか」

との痛い指摘を受けた。 

● 研究者の「思いこみ」はどこから来たか 

この「もうひとりの共犯者」では、筆者も静岡

特別シンポ取材の直後、次の論考を朝日新

聞オピニオン欄に投稿した(写真右 =「地震学

の敗北 学会や報道の体質改善を」2011 年

12 月 10 日付「私の視点」)。ここに一部省略し

て紹介したい。前回の「勝ち負け論」のほか、

シンポでは研究者の思いこみ論があちこちで

聞かれた。論考では、この点を突いて、 

 「東北沖ではマグニチュード(M) 9 以上は起

らないという思い込みがあったと、多くの地震

学者たちは反省しきりだった。それではなぜ、

こんな思いこみが続いてきたのだろう。 

 私は第一に、東京大学の地震研究所を頂点

とする「学会の体質」を指摘したい。この学会

はどうも、学問的な相互批判が希薄で、「仲良

しクラブ」になっていると思えるところがある。 

 「M 9 以上だって起りうる」と、地球物理学や

地質学などを究める人は、ずいぶん前から指

摘していた。だが、過去に例がないなどの理

由で、地震学者たちは「門外漢」のいうことに

真摯に耳を貸さなかった。今回の会合でさえ、

思いこみの原因をめぐる(真剣な)激論は交わ

されなかったのである。 

 (この点の)第二の問題として、私は自戒を込

めつつ、「科学ジャーナリズムの体質」を指摘

したい。国内の報道関係者は、地震学者や学

会に依存し、彼らの研究成果をそのまま報道

しすぎたように思うのだ。たとえば、「地震予

知」という言葉。これに対する批判的な見方を

していただろうか。- (中略) - 「予知できる」を

前提としてはじめて、国から多額の研究費を

もらえる学者に引きずられるべきではない。ま

ったくの不意打ちだった東日本大震災により

予知はできないといった方が正確なぐらい、と

はっきりわかったのである。- (中略)- 

一方、科学に関する言論機関は、これまで

の報道のありかたを

批判的に総括すべき

だ。そのうえで、一定

の科学知識と自立的

な批判精神をもちうる

人材を育て、地震学者や学会といい緊張関係

を持ちながら情報発信し、こんごの防災につ

なげていくべきだ。」(投稿、引用おわり)。 

 思いこみの研究者と無知のマスメディアとの

共犯関係を指摘したわけだが、では学会と報

道界との具体的関係とは。特別シンポ用にま

とめられた会員アンケートを次回紹介する。  

 ( 編集長 井上正男 ) 
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 喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

● 古代スペイン、メリダの風に吹かれて 

昨年 11 月下旬に、長寿命ダムの調査をス

ペインで行いました。これから、3 回にわたり

紹介したいと思います。はじめは、スペイン南

西部のメリダという街の近傍にあるコルナル

ボダム(写真右)です。 

紀元前 25 年に、最初のローマ皇帝アウグ

ストゥスの時代に退役軍人が定住する古代都

市として、メリダは造られました。当時は、人

口 3 万人を誇る首都であり、円形劇場、ローマ

橋、水道橋等多くの施設が建造されました。メ

リダは、地質条件や気候条件から、水が少な

く、特に水供給に関する施設は重要です。 

コルナルボダムは、貯水容量 10×106m3

（流域面積約 7km2）、堤長約 200m、最大高さ

約20mの重力式ダムです。西暦130年以前に

建設され、約 2,000 年を過ぎてまだ運用され続

けています。流域面積は7km2と僅かで上流部

にある鞍部が洪水吐の役割になっています。 

ダムの構造材料は、石細工、石積みおよび

ローマコンクリートのコアです。また、ダム上  

流面には階段状の構造物が等間隔に設置さ

れ、下部の壁厚が増加することで、空虚時や

低水位時の下流土圧に対する安定性を増加

させる機能を有しています。 

現在は、人口約 5,000 人の近傍の村のプー

ルや灌漑用水として最大 54l/s の供給をおこ

なっています。ダム周辺は自然公園の中心で、

開発が制限され流域から栄養塩や土砂の流

入も少なく水質変化はありません。現在は、貯

水位が高いと漏水量が多くなることから、貯水

量を約 1/3 に制限し、安全性の確保を行って

います。また、堤頂部からベントナイトセメント

によるカーテングラウチングを実施し、遮水性

を高める取り組みを行っています。 

長寿命ダム秘訣の一つは、水供給という大

切な役割があること。このことが、2,000 年以

上も使われ続けるポイントではないでしょう

か？人間も、何か必要とされることがあれば、

長生きの原動力になるのでは？ 

 

 

 

 

 

 

コルナルボダム（メリダ）と貯水池の全景 

 

 

 

 

 

 

 

ダム堤体の上流面 

 

 

 

 

 

 

 

 

取水塔全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

取水塔の内部 
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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 2020 年 2 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） 


