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お知らせ 緊急論説 「パンデミックの瀬戸際、新型肺炎騒動に思う」  ５面 

                      

佐鳴湖交流会                              

   動き出すか、市民参画の里山・里湖づくり 

４月スタートの新５カ年行動計画へ、相次ぐ提案   

懸案の情報共有プラットホームの具体化、月例活動サロン会も 

 この 10 年近く、毎年この時期恒例となっている第 9 回佐鳴湖交流会が 2 月 22 日、静岡大学浜

松キャンパスで開かれた。官民共同で組織する佐鳴湖地域協議会（下澤嶽会長）や静大アメニ

ティ佐鳴湖プロジェクトが主催し、湖やその周辺で活

動するグループや個人がその活動の成果を発表、話

し合う。今回は例年になく、活発な活動報告や成果発

表が行われたが、口頭発表後、新年度からスタート

する新５カ年行動計画策定をめぐる意見交換でも、イ

ベントに参加するだけでなく、計画段階から市民が積

極的に参画する仕組みづくりが、活性化には不可欠であるとの強い意見が出るなど、盛り上がっ

た。また、初参加の「食べられる里山（森）づくり」のポスター発表とスライドを使った発表や、佐鳴

台中学校の生徒 3 人による連続発表や具体的な提案が会場の注目を集めた。 

なお、この 2 年近く、「みんなの市民佐鳴湖学」を提唱し、連載・報道にかかわってきた小紙もこ

の一年を振り返って報告を行った。（会合全体のプログラムは次ページ最下段）。 

 （ 写真 ＝ 交流会の様子 ＜右端は最前列の下澤会長＞。静大の佐鳴会館、2 月 22 日 ） 

● ポスターによる発表と口頭発表 

 この 2、3 年の傾向だが、若い人たちの参加

や意見発表が多くなっている。昨年は「コドモ

ーランドプロジェクトチーム」のスライド発表が

注目された。今回は、佐鳴台中学の 3 人の連

続口頭発表があった。アンケート調査も行い、

そこから具体的な活性化提案を行っている。

具体的には、クイズ形式の情報発信、ポスタ

ーチラシをもっと多くする、それもインスタグラ

ムのＱＲコードを掲載するなど、面白いアイデ

アが披露された。 

 今回初めて参加したという「食べられる森づ

くり」などフォレストガーデン・プロジェクトを推

進している大村淳さん（造園土木。ポスター発

表の写真は次ページ））。話をうかがうと、この

プロジェクトは、自然のなかにある若い森を手

本に暮らしの中に必要な食べ物など、さまざ

まな実りを、持続可能な形で生み出す「森の

デザイン手法」だという。佐鳴湖のような「都市

近郊に位置する湖では、都市菜園という環境

づくりに最適。この湖でも、ぜひ挑戦してみた

い」とこれまでの実績や経験も含めて若さの



ある熱っぽさで話してくれた。 

 そのほか、外来種問題、とくにアカミミガメの

調査をこの 3 年ほど続けてきた昆虫食倶楽部

の発表では、アカミミガメ自体は減る傾向にな

ってきたが、クサガメが増え始めているなど、

交配と交雑をめぐる問題の複雑さを浮き彫り

にした。シジミプロジェクトの辻野兼範さんは、

流域のネオニコチノイド農薬問題について調

査結果を発表、これでにない切り口であること

から、今後問題化するのではないかと論議を

呼んだ。 

● 意見交換－新 5 カ年行動計画をめぐって 

 現在、協議会事務局で策定中の新行動計

画については、静岡県が12年前にまとめた戦

略課題研究報告書以来、懸案となっていた情

報共有プラットホームづくりの具体化に向けた

概要が提示された（次ページパネル写真）。昨

夏の新計画骨子案にも挙げられた課題だが、

活性化の具体化では次世代を担う人材の育

成が大きな柱となるとしている。全体として湖

の水環境に配慮した周辺の景観づくりにまで

視野を広げる内容になっている。 

 ただ、発表後の意見交換では、活性化や人

材育成では、やはり、毎月１回自由に集い、

活動について意見交換できる定例サロン会が

非常に重要ではないか、との識者の意見が出

された。 

● 注目の地域協議会、「延期」の可能性 

 こうした交換会の結果を受けて、今月 18 日

午前 10 時から静岡県浜松総合庁舎で開催が

予定されている第 10 回佐鳴湖地域協議会の

会議の内容は以下のとおり（傍聴可能）。 

 これまで 5 年間の第一期行動計画の目標達

成状況について／新年度からの第二期 5 カ年

行動計画について／新行動計画における組

織体制について／今年度事業報告について

／新年度の事業計画について。 

 事務局によると、新型肺炎の拡大などに伴

う事情により、延期の可能性がある。 
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美術家 乾 久子さん (浜松市西区) 

くじびきドローイング考案者 

● 現代アートが「3.11」に出合う時 

このリレーインタビュー、これまで一度も「リ

レー」の意味やルールをお知らせしたことはな

かった。実は、記事が掲載され、ご自身が内

容に同意した場合に限り、「次の人」を、内諾

を取った上で推薦できる仕組みになっている。

前回は建築士の榊原真理さんだったが、今回

の乾(いぬい)久子さんを芸術家です、といって

推薦してくれた。いつもならうれしいのだが、

今回だけは、正直困った。そこで、乾さんに取

材依頼をメールで出した際、冒頭「理系出身

の私(編集長)に芸術がわかるかどうか、不安

ですが」とことわりを入れた上で、恐る恐る出

かけることになった。 

乾さんも、不安だったのだろう、事前の打ち

合わせメールに「私のウェブサイトをご覧いた

だけましたら幸いです」として、 

http://hisakoinui.com/   乾久子の仕事 

http://kujidoro.net/  

くじびきドローイングのすべて 

と暗にアドバイスしてくれた。これだけでは、ま

だまだひどい記事を書かれるかもしれないと、

よほど心配になったのか、 

http://tinystory.exblog.jp  見つけたものたち 

というブログまで上記ふたつに付け加えられ

ていた。 

 ● 対照的な二枚の名刺 

これがよかった、助かったというのが、正直

な気持ちだった。インタビューに先立って名刺

を交換したが、上記最初のふたつについてそ

れぞれのアクセス先を刷り込んだものをいた

だいた。最初のほうの仕事の名刺は、ごく普

通の、そしてほとんど空白の地味なもので、裏

は白紙。文字ばかりがごちゃごちゃ並んでい

る老記者の名刺はいかにも田舎臭くてちょっ

と恥ずかしかった。一方、くじドロのほうは、一

転、これが現代のアーティストのものかと思う

ほどカラフルで、裏はなんと、くじドロで描いた

のであろう子どもたちの絵が一面これまたカラ

フルに印刷されていた。 

したがってこれらにアクセスしさえすれば、

「線の集積」としてのドローイングをテーマとし

ている仕事ぶり(次ページ写真)も、くじドロ活

動のすべても画像で具体的にわかる。 

            ★ 

だから、ここで紹介記事を打ち切ってもいい

のだが、そうすると、乾さんから、手抜きだとい

って「次の人」の推薦をしてもらえない。ので、

以下無用のことながら、アトリエでの彼女の印

象 や 、 な

ぜ 、 二 枚

の 名 刺 を

持つように

な っ た の

か 、 そ の

原因、きっ

かけは何だったのか、そこから浮かび上がっ

た老記者の予感、正しくは邪推を述べてみた

い(写真上＝ドローイング中の乾さん。アトリエ

で)。 

● 「抑えきれない何かが一気に」の時期 

実は、今回のこの原稿は一度はじめから大

幅に書き直したもの。もともとの原稿の冒頭は

次のように始まっていた。 

 

違いすぎる。顔が、である。 

今から 14 年前(2006 年)、地元紙発行の雑

誌記者が今回同様、アトリエにインタビューに

訪れたときに撮られたとして見せられた大きな

写真。それと今回、目の前に座ってインタビュ

ーを受けていただいている彼女の表情。髪の

やや長い知性的で端整な顔立ちが少し微笑

んでいるという点、また黒っぽいカジュアルセ

ーターを身にまとっているという点はいずれも

同じ。なのだが、全体の印象はまるで別人の

ように違っている。しかも今のほうが、よほど



若々しく生き生きしているように見える。それ

はなぜなのだろうか。 

当時の取材記者は「熱く抑えきれない何か

が一気に噴出した時期」があったと書いた。記

事の最後に、最近は少し「思いつめない感じ

になって、(そんな自分を)気に入っている」と書

き、乾さんご自身の自己評価を紹介している。

その上で、印象を「ストイックで、繊細」と分析

してみせた。たしかに、添えられた写真からそ

んな印象を受ける。 

しかし、老生の今回のインタビュー中の印

象は、記事にあるような自らを追い込んで突

き詰めるという、〝尖がった〟ものはなかった。

今の姿はあくまで明るく、穏やかで幸福そのも

のに見えたのである。(元原稿終わり) 

追究するドローイングのテーマは変わって

いないが、この 14 年間でその向き合い方にお

いて、内面の何かが変わったのである。今回

の取材依頼に対して、乾さんの「10 年前にこ

のようなインタビューを申し込まれていたら、

お断りしたかもしれません」という返事からも、

内面に変化があったことはほぼ確か。そこで、

前回インタビューの 2006 年から、くじドロ活動

を始めた2008年、さらに10年前にどんな仕事

や活動をしていたかなど、冒頭のふたつのア

ドレスにアクセスしてみた。そして、その何か

が、わかった。 

● 紙面に鉛筆で「黒い滝」個展 

先の「乾久子の仕事」のサイトによると、

2011 年 6 月に東日本大震災「3.11」をテーマに

した個展「毎日考えたことや祈った事」をギャ

ラリーK(東京)で開いていたのだ。 

翌日の 2011 年 3 月 12 付から実際の新聞

第一面を紙カンバスに見立て、日を追って一

カ月 30 日分を鋭いタッチの黒鉛筆で一線、一

線、意志と根気で紙面のごく一部を残して〝

塗りつぶし〟た。黒々とした作品群に仕上げ、

会場いっぱいに展示している。ある意味、それ

まで 20 年間の〝集大成〟の作品だと気付い

た。今回、大きな黒いファイルに収められてい

たその 30 枚の現物を拝見した。真近でみると、

その毎日の一枚一枚、黒鉛筆の一線、一線

の上に意志や祈りを込めているのがはっきり

とわかる。圧倒されるような根気のいる仕事で

もある。墨でベタ塗りしたものとは、まったく質

感も迫力も異なる。毎日刻々と変化する現実

の中、描き手の変化する意志を一線ごとに

刻々と刻み込んだ「黒い滝」のような現代アー

トだった。 

彼女は、これこそが社会とつながる現代ア

ートだと確信したように思う。だから、そのころ

すでに始めていたみんなが言葉と絵で、くじ引

きという形で性別、年齢の違いを超えて「個」

が社会でつながる「くじドロ」に本格的にのめり

込んで行ったのではないか。 

個展では、それまでの東京(ギャラリーK)、ド

イツに軸足においていたのが、次第に国内へ

シフト、また掛川市から始まった「くじドロ」も最

初は県内中心だったが、東北など全国に活動

を広め始めている。先のくじドロのサイトにア

クセスすると、Ｔシャツ姿やエプロン姿の乾さ

んが子どもたちや若者、シニアに囲まれてとも

につながる楽しさを味わっている。一言で言え

ば気負いのない、したたかな「楽しいみんなの

現代アート」という活動なのだろう。 

● 10 年目へ、もう一段の飛躍がある 

雑談インタビ

ュー後の雑談で

は、「料理が好

き」という乾さん

お 手 製 の お に

ぎりをいただい

た。もともとご自

分のお弁当とし

て持参してきたもの。「現代アートはおいしい」

という至福のひとときだった。 

だが、ふと思った。まもなく 9 年目の「3.11」

がやってくる。来年は 10 年目という節目。「10

年考えたことや祈った事」と題した何か、それ

も再び、大きな作品が出来上がる気がする。

もう一段の飛躍がある。  （写真上＝最近上

達したという背泳でトビオ大会にも。乾さんの

ドローイングが奥の壁に）。  
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編集長の 緊急論説 □□□ 

試される市民の自律した危機行動 

瀬戸際パンデミックの新型肺炎騒動に思う 

 小中学校の一斉休校など、政府基本方針が

発表された。だが、パンデミック回避の成否は

市民の自律した判断とその危機に対する理性

的な行動いかんにかかっている。 

● 今月の佐鳴湖地域協議会も延期か 

最近の混乱は、今号小紙制作にも影響をも

たらしている。今号トップ記事、佐鳴湖交流会

（2 月 22 日開催）では、意見交換会で新年度

から始まる新行動５カ年計画づくりに向けて活

発な意見が出された。それだけに今月 3 月 18

日の佐鳴湖地域協議会への期待が高まって

いた。しかし、突然 2 月 28 日「延期」情報が事

務局から流れはじめた。異例の事態である。 

● 小紙コラム氏、ネパールに足止め 

かと思ったら、小紙に連載されているダム

博士、喜多村雄一氏の「何だコリャ！」コラム。

超寿命ダム調査で世界中を飛び回っているが、

今号発行直前のゲラ点検最中に以下のような

メールが届いて、びっくり。 

「現在、ネパールにおります。本日、業務が終

了しましたので、明日（2 月 29 日）帰国する予

定でしたが、（新型肺炎騒ぎで）日本の状況が

すごいことになっており、国内出張や移動、会

議や打ち合わせが軒並み中止になっています。

このため、一端帰国すると再度出国すること

がむずかしくなりそうで、一週間ほどネパール

で静観しています」（一部要約）。カトマンズに

足止めだという。同じ 2 月 28 日午前、今度は 

私の携帯にも、春の合同供養祭（3 月下旬）

を中止したいとの電話連絡が届いた。 

● 成熟した市民社会の安定とは 

まるで雪崩（なだれ）を打ったような、この異

常な国内の騒ぎを、一言で言えば、社会の不

安が一定の方向に、危機の瀬戸際で一度にド

ッと防ぎきれない勢いで押し寄せる雪崩社会

になっているということだろう。具体的には紙

マスクが品薄。いずれ紙トイレ紙も品薄になる。

だから今のうち我先に大量に買っておこう－も

う始まっているかつて見た光景だが、このわれ

先、自らの首をしめ、危機の引き金を引く。 

今回リレーインタビューした美術家、乾久子

さんは、東日本大震災「3.11」直後の空気に似

ていて、思考停止に陥りそうだと伝えてきた。

市民の力が試される時だとも書いている。 

これは、寄らば大樹、政府方針にただ従っ

て右往左往しているだけでは問題は解決しな

いということだろう。問われているのは市民ひ

とり一人の自律した節度ある判断と瀬戸際に

立ったときの冷静な危機回避行動である。今

回に限らず、「個」の自律なくして成熟した市民

社会の安定はない。このことをかみ締めたい。 

 （ 井上正男  2 月 29 日深夜 記 ） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        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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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 



● ブラタモリで思いだす在来線の旅 

 ＮＨＫのテレビ番組「ブラタモリ」。本紙読者

のみなさんには、きっとファンが多いはずです。

奇才タモリは街の起伏が大好きで、地学にも

造詣が深い。その番組が今年１月、２回にわ

たって浜松をとりあげました。 

 1 回目は、浜名湖のウナギがテーマでしたね。

本紙前号で私が試みたように、俯瞰画像を見

下ろしながら上空をあっちこっちと飛び回って

いたのには、思わず苦笑してしまいました。わ

が佐鳴湖も視野にとらえたのですが、舞い降

りてはくれなかった。残念！ ご覧になった本

紙読者でガッカリされた方も多いのでは？ 

 私のような異郷人にとって勉強になったのは

養鰻場の話。最近は野菜や花の栽培用ハウ

スのようにビニールで覆われているところが多

く、露天の池は減ってしまったと知って驚きま

した。 

 もう一つ教えられたのは、浜松には浜堤とい

う天然の堤があること。海から寄せる波がつく

りだす土地の高まりですね。そのうちの一つに

在来の東海道本線が敷設されたという話も初

耳でした。 

 そう言えば……。ここで私は、子どものころ

の旅を思いだしました。毎年夏休み、母の出

身地名古屋の親類を訪ねていたときの記憶で

す。まだ、新幹線がない時代で、母と私は「東

海＊号」という準急に乗ったものです。そのと

き、車窓から養鰻場を見たような気がする。あ

れはきっと、列車が浜堤を走っているときだっ

たのだろうな、と思ったのです。 

 「東海＊号」については、ネット検索で鉄道フ

ァンのブログなどを漁り、様子がわかってきま

した。どうもそれらしいのは下り「東海 1 号」。

私が小１だった 1958 年、東京発大垣止まりの

準急として運行されていたようです。ネット情

報によれば、この列車は東京駅を朝 7 時 50 分

に出て新橋、品川、横浜、大船、小田原、湯河

原……と停まり、名古屋 13 時 29 分着。約 5

時間 40 分の旅程です。 

今、つらつら思い返せば、名古屋の親類宅 

にたどり着くころには、私はもうぐったりしてし

まいました。 

ちょっと昼寝して目覚めると西日が差してい

ましたから、これこそが、母に連れられて乗っ

た列車に違いない――。 

 思わずうなったのは、浜松駅の到着が 11 時

52 分、出発が同 55 分であること。名古屋旅行

の最大の楽しみが、お昼どきに浜松のウナギ

弁当を食べることだったからです。そんなグル

メ需要を見抜いたような心憎いダイヤ編成。3

分間停車で、弁当売りのおじさんを呼びとめて

窓越しに慌ただしく代金を支払う時間まで用意

してくれるとは！ 

 旅に途中駅は欠かせません。途中駅を大切

にしていたのが在来線なのでしょう。東京・名

古屋 1 時間半余の新幹線にはそれがない。東

京・名古屋 40 分のリニア新幹線には影もかた

ちも……。浜松のウナギは、かつてあった在

来線文化の象徴のように思えてきました。 

         

 

－ 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 

●  「義務」教育から抜け落ちるもの 

「浜松路上演劇祭 2020」、もうすぐ。今年の

路上演劇祭は5月31日です。ステージは路上

なので、立ち止まろうが立ち去ろうがお客さん

のお好みのまま！気軽に見に来てね、とって

も変な雰囲気で面白いから！なんといっても

「演劇」だから、生々しい出会いがあります。主

催の里見ひとみさんのインタビュー記事が本

紙に掲載されたのは 2018 年 11 月号でした。

私は 2011 年の開催時、「瞽女（ごぜ）」という、

湘南亀組のパントマイムを見て、ガビーーーン

ン！！と衝撃を受けたのです。 

そして「義務教育からこぼれおちるものっ

て、いっぱいあるんだな。エドワード・カーの

『What is history? 』を読んどいてよかったな」

と、話がジュンコ的にポーーーンと飛んだ感じ

ですが、そう思ったのです。 

中学校までの教育は文部省が定める「義

務」教育ですから、文部省が「これだけは絶対

に押さえといてほしい！」という、ポイントの絞

った教育が行われます。で、どういう風にポイ

ントを絞るかというと、今の日本国の体制を維

持するために頑張ってくれる要員を育てるって

ことにギューっとね。 

そのときの政治や経済情勢に一番うまく合

う内容で、テキストは作られて、「義務」教育に

あてられるわけです。だから断言します。「勉

強」嫌いは、十中八九「義務教育」嫌いだね。

大学の授業は面白かったもの。私が「義務」教

育で、最も役立ったヨ！これだけはやっといて

損ないヨ！って言えるのは、漢字読み書きと

「九九」だけだね。 

それこそ、私は大学 1 年の授業で前述の

「歴史とは何か？」を読んで、ガビーンと来た

のです。「川のごとく流れる過去から、ある事

象をすくいとる。その瞬間に指の間からこぼれ

おちるたくさんの事象があり…」的な部分に強

く強くうなずきました。 

過去の出来事や未来の予測は、いろんな

立場、いろんな環境で、いろんな顔を持ってく

る。義務教育では、それが一元的だ。義務教

育が大嘘を教えているわけではないけど、物

事を見るのにいろんな角度があることを知る

には、「義務」教育を脱したところからスタート

しなくてはならないと思います。 

先ほどの瞽女という盲目の女性芸集団は、

あまりにも特筆すべき新潟の歴史文化なのに、

中 高 で 一 度 も

習ったことがな

かった。北朝鮮

への拉致被害

者 に つ い て の

知 識 な ん て 、

「義務」教育で

教えられたこと

など一度もなか

った。横田めぐ

みさんがさらわ

れたとき、私は

小学 2 年生だった。めぐみさんの通っていた寄

居中学は、私の舟栄中学バスケ部のライバル

だったほど親しかったのに、知らなかった。 

「新潟の古町で、遊楽街に売られた娘さん

たちのオシモの診察を手伝ったね。ひどかっ

たね」と、浜松で 17 年前に長男を取り上げてく

れた産婆さんから聞いた。売られた娘？ボロ

ボロのオシモ？新潟の人間が新潟のこんな大

事な歴史文化を全く教えてもらわなかった。 

落ちぶれた「あしたのジョー」が生活のため

に身を置いた草ボクシングはいわゆる「ドサ」

回り興行で、「ドサ」の語源が新潟の「佐渡」な

んて、そんなことまったく、私は知らなかったん

だ。        ( 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 ) 

 月刊さなるこ新聞デジタル 2020 年３月号 



 喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

● 想定外に対応する 400 年前のダム 

前回紹介したように、古代ローマ帝国の遺

跡のメリダ（スペイン）では、高さ 19m のプロセ

ピナダム、その後には高さ 28m のコルナルボ

ダムが紀元前に造られました。 

その約 1,500 年のちスペイン南東部アルパ

セテに、アルマンサダムが造られました。ダム

は、高さ 25m、長さ 90m、貯水容量 1.6×106m3

のコンクリート主体で作られた重力式ダムで

す。下流面は、半径約 25ｍのアーチ形をして

います。上流面は鉛直になっていて、下流面

は階段状構造で造られています。14 世紀には

20m の高さで、16 世紀には 5m の嵩上げがお 

ダム右岸側には洪水吐があり、導流壁が配

置されています。ゲートがなくはなく、水位が

上昇すると自然に越流をはじめる形式になっ

ています。洪水吐の底面や右岸側は、損傷が

大きく岩が露頭しているものの、構造的な機

能が失われるような損傷ではありません。ダ

ム背面には取水塔から下流の左岸側に導水

用の配管と水路が整備されています。 

今回紹介のアルマンサダム（写真右３葉）

は、現在のダムに近い先進的なコンクリートと

石積め壁様式であり、効率的、堅牢、そして

耐久性がある構造となっています。すでに 400

年以上、灌漑につかわれていますが、この目

的が変わらないことも、長期間の運用や維持

される大きな原動力になっています。さらに、

自然災害の少ない地域に建造されることも、

超長期ダムづくりでは重要な要素ですが、洪

水量の変化にも対応できることがやはり肝心

のようです。 

今回のダム視察の直前、昨年 9 月にこのダ

ムでは大洪水がありました。この想定外の洪

水に対して、写真にあるように、従来の洪水

吐だけでなく、ダム全体が洪水吐になるように

機能しています。つまり、地球温暖化の影響

がはじめた現在でも、想定外の変化にも対応

できるのです。実はダムの長寿命ダムの大事

なもう一つの要素でもあります。 

 

アルマンサダム下流面（アーチ部を最初に

建造、その後直立壁を嵩上げ） 

貯水池と取水塔、ダム右岸に洪水吐を望む 

 

 

2019 年 9 月 12 日の洪水状況、ダム非越流部

からも洪水が越流している。おそらくこの状態

になっても良いように設計されているようだ 

（写真はスペインのニュース映像から）  
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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３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） 


