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小紙 60 号突破 連載小説「湖
うみ

の星座」 二人三脚で書き継ぐ 読者 公募 

お知らせ  賞金 10 万円  (編集長の一律コロナ給付金)     詳細 13 面 

テーマ 都市近郊の湖を舞台に、男と女の楽器が奏でる「離れあい」物語 

                                        

リニア、コロナ、オンライン時代に思う 編集長コラム  

「顔と顔とが直接向き合う」意義、新たな国民的論議を 

コロナ危機の最中、リニア開業をめぐって開かれた静岡県知事と JR 東海社長との初のトップ

会談が先月末物別れに終わった。会談は JR 東海側からのたっての要

望だった。応じた県側の透明性重視の意向から一部始終、動画配信

サイトでオンライン中継も実施された。これからのリニア、コロナ禍、ネ

ット通信時代を象徴するような今回の出来事。何が求められているの

かについて一度立ち止まって考えてみたい。なお、関連寄稿「リニア新

幹線は今、社会基盤として本当に必要か」は第７面参照。(写真は 6 月 27 日付中日新聞 1 面) 

 

超高速移動のリニアか、南アルプスの水環

境か、という問題には立ち入らず、別の観点

から、今回の会談の意味を考えてみたい。今

回の会談の特徴は、コロナ危機とあって直接

会談といってもお互い一定の社会的距離を保

って行われたこと。遠くはなれていても人と人

とが容易に直接会う機会を日常頻繁にするた

めの超高速移動リニア建設計画をめぐる土壇

場の話し合いなのに、ひざ詰めとはいかなか

ったのは皮肉な光景である。しかも、双方とも

マスク姿で行われたが、その一部始終がリア

ルタイムで国民に届けられたのも珍しい。 

リニア、コロナ、オンラインの 3 つの関係に

ついて、第一に、コロナ禍の観点から、そのメ

リット/デメリットを整理し、論じる。次に、この 3

点の関係を「顔と顔とが直接向き合う」という

人間活動の創造的観点から考察する。2 つの

観点がうまく両立する結論とはなにか-。 

まず、第 1 点の観点から。当然だが、オンラ

インの仕組みは、まったく感染症の心配のな

いコロナフリーである。しかし、人を高速移動

させるリニアは当然ながら、感染症とは強くリ

ンクする。リニア圏では日本の人口の半数、

6500 万人が通勤圏/日帰りの暮らしになる。し

かも、利便性が高まり、高速化が発達すれば

するほどコロナ禍リスクは一気に高まる。リニ

アはコロナ禍とはとても相性が悪い。 

次に、「顔と顔とが直接向き合う」という人間

の観点から考えると、オンラインシステムは、

パソコンの画面に顔が表示されるモニターが

あったとしても、リニアの直接接触することの

メリットを超えることはできないだろう。 

老編集長も、仕方なくパソコンのカメラをの

ぞき込み、相手の示すスライドをみんなで検



討するオンラインミーティングに参加しだした。

が、到底、直接のやり取りには及ばないと感じ

た。たとえ一定の距離を保ち、マスクをすると

いう制約があったとしても。あまつさえリニア

の高速化が進めば進むほど、このリニアの接

触優位性は高まる一方だろう。 

当然のことだが、コロナ感染症の観点と、人

間活動の創造的な観点とは、どちらかを排除

するのではなく、うまく両立させなければなら

ない。地球生命 30 億年の進化史において常

にウイルスは存在し続けてきた。それを高々、

その 1000 分の一の進化時間のつい最近、

300 万年前に登場してきた生き物にすぎない

新参者の人類が退治することなど到底不可能

である。とすれば、ここから得られる結論は、

謙虚に「顔と顔とが直接向き合う」ことの新た

な意義を問い、「離れあい」のルールも含めて

国民的論議をはじめることではないか。これま

で、あいまいなまま、触れあうことは無条件に

いいことだとしてきた。ここに切り込む。今回直

接会談だったが、相互信頼なき話し合いがい

かなる結果をもたらすか、はっきりと示した。 

   ●   緊急アピール   ●    

繁殖中のコアジサシを救おう ! 

大阪湾の夢洲（ゆめしま）で繁殖中のコアジ

サシのために、巣立ちまでの工事一時中止を

要請する署名活動が進められています。集め

ているのは、公益社団法人大阪自然環境保

全協会（ネイチャーおおさか）です。賛同され

る方は、以下にアクセス、署名を是非お願いし

ます。浜松でも浜名湖の錨瀬干潟（いかりせ

ひがた ）や天竜川の中州などで繁殖し、佐鳴

湖での採餌行動が見られる絶滅危惧種のコ

アジサシ。大阪湾の夢洲で営巣繁殖している

のが確認されています。 （ 戸田三津夫 静岡

大学工学部 ） 

ネイチャーおおさか： 

http://www.nature.or.jp/action/yumeshim

amirai/ 

署名サイト： 

https://www.change.org/koajisashihelp 

うろこ雲と富士山      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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   佐鳴湖公園  矢島 広之 さん 

         公園管理運営士  

県内一の低山、根川山に思い馳
は

せて 

佐鳴湖の一番の人気者は、体色の赤と青

緑のコントラストが美しいカワセミだろう。ツイ

ーという鳴き声は、野鳥写真家ならずとも、バ

ードウオッチングを楽しむ市民にもおなじみだ。

冬の湖面では、湖のパンダの愛称のあるミコ

アイサ、そして、海に近いとあって、冬の清澄

な 湖 面 で に ぎ

わうユリカゴメ

の群れ姿を眺

めていると、こ

こが都市近郊

の湖であること

を忘れさせる。

まわりが雑木林や小高い山や森に囲まれて

いることが幸いしているらしい。 

この小さな湖(新川)の管理運営を11年前か

ら任されているのが矢島さんである(写真上=

一般財団法人 浜松公園緑地協会管理課) 。

今春からは都田総合公園も担当している。前

任地は和地山公園。そこからこの湖に転勤し

たときは、まだまだヘドロから出てくる卵の腐

ったような硫黄の匂いが強かったという。 

そんな悪臭は今では全くない。「そのせいか、

利用者が増えてきました。ウオーキング・ジョ

ギングを楽しむ人が急増、夏などは早朝 5 時

にはもう、たくさんの市民が一周コースを走っ

ています」と誇らしげに語る。利用者が増える

一方で、犬の放し飼い、使えなくなった釣り糸

の「ポイ捨て」が目立つ。「マナーを守っての利

用を」と管理者としての発言も出た。 

組織の見直しをした今春からは、公園内の

事業は、協会と民間企業との共同事業名「さ

なるの森パートナーズ」として展開している。 

取材に訪れた日も、7 月 5 日まで開催する

「佐鳴湖自然作品展」の準備に忙しそうだった。

矢島さんの写った写真の背景は、大型連休中

に開催予定だったもので、コロナ危機で中断、

作品展と同じ 7 月 5 日まで延長開催中。作品

展は絵画、俳句、短歌など恒例の総合展示。 

 そんな矢島さんに、趣味はなんですかと、ぶ

つけてみた。いろいろ趣味がありそうだと期待

したが、「何でしょうね」とそっけない。さらにし

つこく聞きほじったら「利用する市民を楽しま

せる、楽しい時間を持っているのを見るのが

僕の趣味、かな」と冗談交じりに笑った。 

それでも、ようやく「湖の西岸中ほどに、目

立たないのですが、静岡県一低い山、根川山

に登るのが趣味。山頂で日本一の富士山が

みえます」とのこと。登り口の標識(写真下)に

よると高さはたったの32メートル。富士山の高

さはこの 120 倍近い。この山、国土地理院の 5

万分の一地形図に記載されている静岡県で

一番低い、いわゆる低山(ていざん)なのだ。 

 後日、老記者も、かつて(戦後間もないころま

で)この山頂にりっぱな社殿があったという山

頂に登ってみた。中高年者でも、20分そこそこ

で山頂に。そこには、「大楠公、楠正成」という

乃木将軍の短歌が刻まれた 3 メートルはあろ

うかという石碑がひっ

そりと建っていた。この

静かな登山道が、ふる

さとの緑と歴史を知る

重要な山だったことを

あらためて知った。まわりが雑木林で視界は

よくなかったが、かつては富士山と足元の湖

がセットで一望できる場であった。公園管理運

営士として、人の気付かないところにも、目に

見えにくいところにも気配りする。そんな矢島

さんの仕事師というか、見識を知った小さな山

への高々とした低山旅だった。 

 イベント&利用案内など問い合わせは 

公園北岸管理棟 = 053-476-0210 まで。 
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新連載  浜松南病院  各科  私の一言健康インタビュー       

  千葉 美由紀 さん       

    看護部長 (看護師) 

 

身にしみた公衆衛生との地域連携 

  この半年、コロナ危機の対応に日夜献身

的に対応してくれている医療関係者に対する

感謝の声が一段と高まっている。あの謎の路

上アーティスト、バンクシーも、5 月、新作イラ

スト「ありがとう」を公式インスタグラムに発表、

世界的な話題となった。イラストには小さな子

どもがスーパーマンならぬマスク姿の空飛ぶ

女性看護師人形を高々と掲げている。 

 医療関係者と言えば、たいていは医師や看

護師をイメージ

する。病気を治

療するという活

動はとかく注目

されやすい。陽

があたる。しか

し、千葉さんは、

「今回のような

強い感染力のある新型コロナの場合、日ごろ

の地域連携に地道な活動をしている保健師の

役割の大切さ」を思い知った。「医療機関で働

く看護師との連携がいかに大事か、管理職と

して身にしみてわかった」と話してくれた。 

疫病はもちろん、地域の健康増進を図る公

衆衛生を担うのは保健所や病院で働く保健師

である。しかし、通常の日常生活では、健康を

増進するというその存在はとかく〝日陰の存

在〟なのだ。軽視されがちである。その真価

は危機が起って初めてわかる。今回危機では

看護師と保健師との地域連携がまだまだ不十

分であることを、あれこれ話してくれた。 

 南病院では、公衆衛生の観点から、整理・

整頓・清潔・清掃、そして躾の5S運動も展開し

ている。このほか、看護部では独自に、もう一

つの「S」=スマイルを加えて 6S 運動を徹底し

ているらしい。 

その一方で、110人以上の部下やスタッフを

かかえる千葉さんは、今、急性期から回復期、

そして慢性期へとスムーズに移行のできる新

しい診療看護態勢づくりにも参加している。 

そんなことから、話を少し変えて「ますます

医療現場は高度化するようですが、看護師も

AI ロボットに段々と取って代わると思います

か」と少し意地悪な質問をしてみた。「医師は、

あるいはそうなるかもしれません。しかし、看

護師はそうはならないように思います。第一、

患者さんは AI ロボットに看護してもらいたいと

は思わないでしょう」と自信満々の返事が返っ

てきた。その瞬間を撮ったのが、この写真。そ

れまでのまじめなインタビューがこの堂々たる

〝千葉ちゃんスマイル〟に変わった。部長職

の千葉さんは、この笑顔で部下の師長や看護

師を統率しているとみた。 

趣味は水泳。それに時々短編小説を楽しむ。

「具体的には、最近どんな-」と促したら「伊集

院静さんの軽めの短編集『受け月』とか、エッ

セーでは『大人の流儀』シリーズ」と話してくれ

た。人の生き死にや生き様が交差するのが病

院。そこでは看護師の人格や視野の広さが試

される。また、男だからとか、女だからとかとい

う言い訳のきかない「看護師の流儀」も試され

る。流儀とは場を「まとめる能力」だという。臨

機応変のこの修羅場をさばくことは AI ロボット

には到底できないだろうし、負けないとも。まし

てや、この明るい笑顔においては-。 

 ● 「私の一言」健康法 ●  

ストレス解消に水泳。そして、みんなでワイワ

イ、夜の飲み会。ときにはぶらりと、旅行にも。 
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今、科学記者に出番はあるか 

本欄で新型コロナウイルス禍のことを書い

ていたら、最近のテレビで医療情報がどう伝え

られているのかが気になってきました。 

 今回のコロナ禍をみる限り、報道番組で感

染予防について語るのは、たいてい医師や医

学博士と呼ばれる人たち。科学ジャーナリスト

や医療ジャーナリストの出る幕はほとんどなく

なったように見えます。 

 これは、悪いことではない。良き専門家が良

き語り部であれば、世の中の風通しが良くなる

からです。最近はソーシャルメディアが広まっ

たので、専門家がマスメディアを介さずにもの

を言うことに習熟してきた。それが医学界にも

浸透したということでしょう。 

 医師の話は、ジャーナリストが取材をもとに

解説するよりも、肉声ならではの説得力があり

ます。でも、落とし穴もある。診察室とテレビは

別物ということです。医師は、診察室では患者

一人ひとりを診る。そこには悲観的な人も来れ

ば、楽観的な人も来る。名医は、めいめいの

気質を読みとって的確な助言を授けます。とこ

ろが、テレビではカメラの向こう側に多様な

人々がいて焦点が定まりません。 

 この難しさは、私も経験したことがあります。

古巣の新聞社では、かつて新米の科学記者

はまず、健康相談欄を担当させられたもので

す。回答者の医師とは幾度もやりとりして、悲

観的な人にも楽観的な人にも配慮した表現を

探していく。結局は「気に病むことはないが、

油断は禁物」といった全天候型の書きぶりに

なることが多かったのですが……。 

 今回のコロナ禍では、テレビの医師たちが強

調することの一つに「手をこまめに洗いましょ

う」があります。ところが、この受けとめ方もさ

まざま。神経質な人はものに触ったらすぐ洗

面所に駆け込むでしょうが、大ざっぱな人は日

に数回の手洗いで十分と思ってしまいかねま

せん。神経質な人は、あのとき洗いそびれた

ので自分は感染しているかもしれないと思い

悩み、大ざっぱな人は、あれだけ洗ったのだ

から自分は感染しないと信じ込む。そんな極

端な反応も予想されます。 

実際のところ、手洗いは病原体を体内に取

り込む可能性を減らす行為であって、励行して

も 100％大丈夫とはいえないし、1 回忘れたか

らといって 100％うつるわけでもない。リスクを

最小にするという確率論の問題ですよね。感

染症禍に対しては、そういうリスク論が欠かせ

ないのですが、マスメディアはどうもそれが苦

手。100％かゼロ％かという二分法で話を単純

化しがちです。 

今後、科学ジャーナリストや医療ジャーナリ

ストにも報道番組で出番があるのだとしたら、

医師の傍らにいて、そのコメントを単純化の罠

から守ることに存在意義があるのではないか

――そんなふうに思えてきます。 

 

 

 

 

 

佐鳴湖百景 

 

 

 

 

撮影 コージ・キシタ( 木下孝司 )  写真家 

 

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/）。 
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        第二部          鈴木潤子 

● 電気がない ! ビックリ、ベトナム滞在物語 

20 代の時、ベトナムに旅行して、ちょうどい

い具合に、バラエティに富んだ家庭環境のおう

ちにお世話になったときのことです。ヤオさん

＝見るからにお金持ち、グランドピアノあり ロ

アンさん＝6 人きょうだいの末っ子娘、かわい

がられてコンピュータ学校に通う マダム・ディ

ン＝優しいダンナさんとかわいい二人の子供

たちに囲まれ幸せな、英会話教室の先生 チ

ャムさん＝土床、土壁の家、ちょっぴりはすっ

ぱで（死語？）いつもおじいちゃんを心配させ

ているプリティギャル・・・ってことで、およそ 4

世帯にお世話になったわけですが、一番裕福

なヤオさんのところでさえ、モノは明らかに少

なかった。電気は来ていたけど、ごく一部の部

屋に限られていて、そんな中でグランドピアノ

が唐突に存在していた。 

「ものはできるだけ持たない主義。ぼくはミ

ニマリストだから」という知り合いがいて、その

言葉尻だけとらえて聞いていたとき、なんてシ

ンプルで無欲な人なんだろうと一瞬思ったんだ

けど、実は違う。彼の生活は電気がないと成り

立たない。部屋の中は、確かに、私がベトナム

で見たような、空間だらけのレイアウトだった

のですが、彼は、ブログを書かなければ楽しく

ないし、ヤフオクで販売しなければこづかいが

稼げないし、マンガを紙媒体で読むのは時代

遅れだと笑う、どうしても必要なものはネットの

レンタルを利用する、食べ物はその都度コンビ

ニへ。「ものを持たない生活」ってすごいストイ

ックだ！と彼に感激したのもつかの間、電気

がなきゃオイラは暮らせないよって言ってるみ

たいなもんだ、って気付いてとてもガッカリ。 

ベトナム滞在中にお世話になった家庭で一

番貧しいだろうチャムさんは、なんていうか、ち

ょっといけない魅力でいっぱいで、私からお金

を借りて返さなかったり、ジュン（私のこと）の

おごりでカラオケに連れてってとしつこくせが

んだり、困ることばかりだったのですが、好き

にならずにはいられない魅力がありました。カ

ーリーヘアだったの。私カーリーヘアに弱い。

あるとき別れ際に「私テコンドー習ってるの、

見に来て！明日 7 時半にね！」とメモを渡され

たので、翌日私は夕飯を終えてからチャムさ

んの地図に従って噴水のそばに行きました。

でもいくら待ってもチャムさんは来ません。不

思議に思ってチャムさんの家に行くと、チャム

さんのおばさんがろうそくを持ってニコニコ出

迎えてくれ、「ジュン、待ってたのに来なかった

わね」と書かれたチャムさんのメモを渡してく

れました。チャムさんが言っていた 7 時半は、

夜でなく朝だった。電気がないんだもの、明る

いうちに活動するに決まってるじゃないの。 

 箱入り末っ子娘ロアンさんの家に滞在し

ているときは、毎日ひっきりなしに友達が遊び

に来て、ロアンさんのクラスでの人気者ぶりを

見せられました。おじいちゃんの部屋だけには

電 気 が 来

て い た の

で、夕飯は

いつもおじ

いちゃんの

部 屋 で み

んなぎゅう

ぎゅうにな

りながら楽

しく食べました。ある時、ロアンさんの一番仲

のいい友達の一人、トランさんが「私の働いて

いる店に食べに来て！6 時に！」と招待してく

れました。ふふん。もうわかるもんね。これは

絶対「朝の」6時なんだ、絶対。同じ間違いをす

るものか、と、翌日私は朝 5 時に起きて、支度

をして、一緒に行く約束をしたロアンさんが来

るのを待ちました。「ジュン、お待たせ！」と元

気にドアをノックするロアンさんの声が聞こえ

たのは、もちろん、朝の 5 時半でした！ 

             (浜松市西区、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) 

● なぜ「テレワーク」は物足りないのか 

今、「新しい生活様式」を迫られています。

そのひとつが、テレワークです。この時、家族

以外とのコミュニケーション（意思疎通）が激

減します。コミュニケーションは非常に重要で

す。その解消に、オンライン・コミュニケーショ

ンが使われました。便利な方法ですが、何か

物足りない感じがします。 

従来の対面型コミュニケーションでは、場の

情報、例えば、明るさ、気温や湿度、それに伴

う微妙な表情の変化や声の変化が、伝わり難

いのです。それが、微妙な違和感や感情のズ

レを起こしてしまいます。 

研究所で扱う水理現象の理解や解明には、

水理現象とのコミュニケーションが重要です。

現地観測や水理模型実験では、現象の測定

や計測をおこないます。測定と計測はどちらも

「測る」を意味します。しかし、工学的には、測

定が「ある量を、基準として用いる量と比較し

数値や符号で表すこと」、計測は「特定の目的

で、事象を量的にとらえるための方法を考え、

実施し、その結果で目的を達成させること」と

定義されています。計測は、よりコミュニケー

ションに近い意味合いです。 

水理の基本的な計測は水位計測です。「ポ

ントゲージ」は、先端の針が水面に触れた瞬

間の水面変化を利用します。現地には、橋脚

にペイントされている「量水標」があります。色

分けされて危険度も直ぐ分かります。ただ、量

水標を常に見ているのは大変です。そこで超

音波をつかった「超音波水位計」もあります。

計測機器を使うと現場に行かなくとも水位が

分かります。ただ、楽な一面、水面の微妙な

動揺、左右での水位差、水流音もなく、現場状

況が体感できません。オンライン・コミュニケー

ションで雰囲気が伝わらないのと一緒です。

長寿命ダムを考えるとき、やはり、一番大切な

のは現場に行くことです。思いを過去や未来

にはせ、様々な実験をすること重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿島橋左岸の量水標  

= 少し見にくいが、青、赤、黄色のラインが

書いてある。これで水位の危険度がわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

超音波水位計 

= 超音波の水面からの反射時間で水面まで

の距離を測る ( 弊社研究所近くの千の川 ) 

 

 

 

 

 

 

 

水理模型用水面検知ゲージ 
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都市近郊の小さな湖を舞台に、男と女の楽器が奏でる「離れあい」の物語 

連載小説                月刊さなるこ新聞デジタル 2020 年７月号  

   湖
う み

の星座  舞台設定 

                        

                     中沢 蒼＋(公募読者)                            
                

 人は死ねばニュースになる 

もう春だというのに、また腰痛が始まった。

湖のほとりの高台に移住してきて 10 年、東岸

に暮らす寒蝉総一郎のこの悩みは一向に改

善しない。 

窓の外には、湖の向こう岸にまっすぐ横一

直線にまだ灰色の円錐形のメタセコイヤが林

立している。その樹影が青い澄みきった空の

下に静かに鏡のような湖面に映っている。そ

こには白い雲もあった。湖は海とつながってい

て、毎日二回潮の干満が繰り返される。今は

満ち潮から引き潮に移る折り返しの時らしく、

湖面は動かない。水面を波立たせる風もない。

幾何学的な樹形が水平な湖線の上下に対称

にくっきりと映し出されていた。 

 見飽きることのない景色だが、室内のテレビ

から流れるニュースでは殺人事件を話題にし

ていた。総一郎は、そんなニュースの雰囲気

に 

 「人が死ねば、ニュースになる」 

とひとりごちた。新聞記者生活 20 年ともなると、

こんなにもなるものかと、自分でもあきれた。

そんなニュースに何の感慨も持たなくなってい

た。 

 飲み残しのコーヒーを一口飲むと、総一郎は

リモート・ミーティング主催者の松村総合館長

から送られてきた招待 URL をパソコン打ち込

もうと、パソコンを開いた。 

「ミーティング ID って、何?」 

と昨日の夜戸惑ったことを思い出しながら、招

待 URL をクリックした。 

 「まさか、オレの人生で、こんな時代がくると

はネエ」 

  

           ☆ 

 人は死ねばゴミになる 

緑川真木子はメタセコイヤが立ち並ぶ湖を

一周する散歩の道沿いの西岸の白い洋館に

ひとり暮らしている。その散歩道に四季折々、

ひっそりと、あるいはにぎやかに生えている雑

草を観察するのが好きだった。特に、彼女は

白い小粒の花をつけている雑草を好んだ。 

午後や夕方には毎日のように散歩に出か

ける。春にはシロツメグサの白い花もいいの

だが、シロツメグサの花よりも、その雑草の三

つ葉のクローバーのなかから幸せの「四葉の

クローバー」を探すのに熱中していた。これは

彼女の小さい頃からの習慣であったが、今も

続いている。 

 二階の窓から湖越しに東岸を眺めた。 

 夕闇にはまだ時間があった。自分の暮らす

西岸のようにメタセコイヤが林立する幾何学

的な風景は見えなかったが、東岸のこんもりし

た桜並木のすぐ向うに高層ビルの立ち並ぶ街

並みが見え隠れしていた。 

 いつもの日課で、散歩に出かける前、真木

子は、キーボードに向かい、好きなエルビス・

プレスリーの 

( -- 愛さずにはいられない) 

 のスローなテンポ、そして単調なメロディーを

自ら弾き出し、楽しんだ。 

 今の静かな日々を思うと、もはや若い頃の



あの日には戻りたいとは思わなかった。ただ、 

そこには東京暮らしで輝いていた 50 年ばかり

前の自分を素直に懐かしむことのできる穏や

かな時間がゆっくりと流れているだけだった。

弾きながら、そして、得意の英語の小声で歌

いながら、なぜか不意に 

( -- 人は死ねばゴミになる) 

 との思いが浮かんできた。自分はゴミになる。

真木子は本気でそう思っていた。 

 引き終わると、もう 10 年以上も使っているパ

ソコンを開き、メールで先日送られてきた招待

URL をクリックした。 

( -ゴミになる前の最後の残酷なまでの華や

ぎ) 

そう、東岸をぼんやり眺めながら、真木子はつ

ぶやいた。さらに、ちょっとはにかみながら 

(- 離れあいの URL) 

とつぶやいた。 

 

            ☆ 

  楽器こそ人生である 

上級の演奏テクニックが求められるギター

のソロ名曲「アルハンブラの思い出」が好きだ

った。並木明夫は、今は楽器ミュージアム嘱

託として、そしてかつて大手楽器メーカーのギ

ター設計開発者として、この曲を、来館者にク

ラシックギターで演奏してみせている。理工学

部の学生時代以来のギター好きというだけあ

って、音楽素養のない来館者にも相当な腕前

だとわかり、楽器の街づくりに一役買っていた。

「音づくりでまちつくりを」というのが、彼の今の

仕事、キャッチフレーズである。デザイナーや

メーカーの活用策を練っている。 

「でも、僕が 20 年近く前に着想し、自ら開発

にかかわったのは、こうしたいわゆる普通の

ギターではない。今でこそ世界に知られている

が、胴のない、音の静かなサイレントギターだ

った」 

と振り返る最近である。胴がない分軽い。

弦はナイロン製。自宅で静かに練習できるの

が最大の特徴である。最近ではプロのギタリ

ストもステージで使っているらしい。そんな「サ

イレントの思い出」のある並木は、嘱託室のパ

ソコンを開いた。招待 URL をクリックした。 

「湖のリモートツアーか」 

街中にいて、最近里湖に出かけていないこ

とに気付いた。 

「松村館長から何か提案がある、といってい

たが」 

と、映画「禁じられた遊び」のテーマ曲、ソロ

曲「愛のロマンス」をそっと弾き出した。 

 

             ☆ 

   ● 創造の場、人生はアートである 

総合館長、松村新は、大手楽器メーカーで

長く仕事を続けながら、海外を 50 カ国、150 都

市ぐらいを飛び回っていた。 

日曜日とあって総合館は開いていたが、来

館者はすくなく、館長室には世界的なギタリス

ト、エリック・クラプトンの 

「ティアーズ・イン・ヘブン」 

の曲が流れている。幼い息子を事故でなくし

た悲しみを自らの楽曲に込めたという曲であ

り、自身、ギタリストであり、昨秋、ギター設計

者、並木明夫を招いた館長トークで聞き手役

をつとめたりもしている。 

クラプトンもそうだが、世界的に一流の音楽

家の求める 

「ザラザラした音、甘い音」 

といった、いわく言い難い微妙な感性、暗黙

知を如何にして楽器という形式知に変換する

か、そこが楽器メーカーの真価が問われると

ころだ。定年退職後、地元大学院に入学、こ

の問題について学問的に 2 年間考察、論文に

まとめている。その成果を館長として文化政

策に具体的に生かそうと、今、奮闘中だ。 

 相乗効果ともいうべき「アートスクェア」という

コンセプトを掲げた館長としてまもなく 1 年、こ

の 1 年を振り返って 

「知識創造の場(BA)はできつつあるが、市

民が今、何をこの場に求めているのか」 

面的な創造の場を目指しているようにもうか

がえた。世界各国の事情に詳しいことから、地

域にどのように根差していくか、かつてのにぎ



わいと協働して、伝統文化を取り込みたいそ

んな思いが強まっていた。 

  「総館長、そろそろ、ウェブ会議です」 

 新しく入ったばかりの若い女性学芸員が狭

い館長室に入ってきた。 

「新しい日常が始まりますよ」 

と促した。そうか、腕時計を見て名曲のような

街づくり、とは何か- 並木に相談してみたい。 

エリック・クラプトンの「ティアーズ・イン・ヘブ

ン」の曲を聴きながら、PC を開き、自分が主

催する URL をクリックした。 

 「場をどうするか」 

そのクリックする手に力が入った。 

 (-ティアーズ・イン・ヘブン) 

「俺も若かった時代があったのだ」 

 ( そう-若かったあの日が) 

  

              (以下、次号につづく) 

 

                           

編集長のコロナ一律給付金 10 万円活用企画 

 読者と書き継ぐ連載小説  湖
うみ

の星座   

書き手  公募  最高賞金 10 万円 

         読者のみなさまへ 

 小紙は今号で創刊から丸 5 年、60 号をこえ

ました。これを記念して、これまでの連載小説

の著者と二人三脚で新たな展開、新たな発想

で書き継いでくれる書き手を読者から以下の

要項により公募します。今号には、そのスター

トする舞台設定をしていただきました。 

公募内容は、この舞台設定から 

① 面白いストーリー展開のアイデア原案 

② ストーリーを基に、中沢氏と共同執筆 

③ 作家活動の経験がある場合、ストーリー

展開のアイデアを基に単独で連載 

のいずれかに応募してください。 

審査の上、①の採用には 3 万円、②の採用に

は 5 万円、③の採用に 10 万円を懸賞金として

贈呈します。③の場合、活動作品を拝見する

場合があります。 

なお、応募者を紹介していただくこともできま

す。採用の場合、薄謝を進呈。 

応募先またはお問い合わせは、この頁に記載

されている発行者兼編集長のメールアドレス

か、携帯 090-8096-9168 まで、ご連絡ください。

多くの応募をお待ちしています。選考結果は

本紙に掲載します。 

 

                       

 

砂丘の終焉から未来へ  風の舞う丘 

    さようなら中田島砂丘 

       7 月 1 日-9 日まで    

浜松市南区役所 1 階市民ホール 

          次頁にポスター 

     主催 海岸侵食災害を考える会 

問い合わせ先= 

長谷川武 090-7607-3037 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    月刊さなるこ新聞デジタル 2020 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


