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第二弾 スーパー伊勢湾台風に備える 再考・日本治水史 

「地形と地質を見抜く」異能の人、信玄・津田永忠・明善  

英雄たちの選択 「治水三傑」を視聴して  寄稿   戸田三津夫（静岡大）  

一昨年7月の西日本集中豪雨の河川大氾濫、引き続き昨年10月には長野県など中部地方や

東日本を襲った巨大台風 19 号による多数の堤防決壊が発生した。自然災害の脅威が一段と高

まる中、同時多発的への対応や支流を含めた流域総合治水のあり方が求められている。 

 先日、歴史学者、磯田道史氏を中心にしたＮＨＫのＢＳ人気番

組「英雄たちの選択 再考・日本治水史」が放送された。同氏が

選ぶ治水三傑、つまり信玄堤など戦国史に名高い治水の名手、

武田信玄、磯田氏の出身地、岡山における治水と広大な新田

開発に江戸時代奮闘した岡山藩士、津田永忠。そして、〝暴れ

天竜〟治水に植林活動など持続可能な治水活動に生涯を捧げ

た浜松市の篤志家、金原明善-を取り上げていた。小紙編集長

も拝見したが、結論を先に言えば、この三傑はいずれも、治水事業に当たって流域周辺の「地形

と地質を見抜き、読み解く」異能の人だったというもの。河川だけを見ていただけでは治水は成功

しない。全国いずれの河川治水史も同様ではないだろうか。 

 果たして、どうか。天竜川のダム問題など治水・利水に詳しい戸田三津夫氏(静岡大工学系大

学院)にも視聴してもらった。以下、徹底した現場主義で知られる河川工学者、大熊孝氏も参加し

た番組の中で出てきた幾つかの発言やキーワード、あるいはそこにある治水の視点、私論など

自由に解説・寄稿していただいた。 なお、視聴した戸田氏による番組登場の三傑それぞれのポ

イント解説は文末に。                 ( 上記写真= 番組紹介 HP より   編集長 記 ) 

● 多角的で多様な見方を提示した番組                        
  番組の司会者で歴史学者、磯田道史氏は、

著書「天災から日本史を読みなおす - 先人

に学ぶ防災」(中公新書、2014)で、地震、嵐、

津波、火山噴火などの被災歴史資料から過

去の教訓を読み取り、世に伝えようとするなど

災害史に関心が高い。 

番組では、同氏が選んだ標記三人の治水

三傑を軸に招いたゲストとともに治水のあり方

や災害にどう備えるのがいいのか、歴史的な

事実に基づいて論じていた。私の敬愛する現

代の優れた河川工学者、大熊孝氏もゲストと

して登場するとあって、番組全体を通していく



つか記憶に残るキーワード(以下、【 】で標記)、

あるいは気になる視点を拾い上げ、これから

の大災害時代に対処する重要なヒントとして、

私見や解説を加え、紹介してみたい。 

● 忘れてはならない「治水の 4 肝要」 

番組を整理すると、勘所は四つ。そのうち

の第一は、出演の大熊氏も三傑に共通する

能力として「すごい」と感嘆していた【地形と地

質を読み取り、見抜く】ということ。治水河川工

学の基本、もっとも重要な勘所だろう。 

第二は【本家の災害、分家の災害】というこ

と。つまり、今の災害は、弱い“分家の災害”

が多い。このことを私も実感したのは、一昨年

の西日本豪雨の被害状況分析だった。 

第三は【流域全体を見る姿勢】、第四は【洪

水は必ず起こる、水害をいかに避けるか】とい

う視点だ。危ういところに住まない。最近のハ

ザードマップは極めて信頼できる。それは、地

形から土地の高低を読み取り、水がどこに貯

まるか正確に予想しているからだ。日本の河

川は、出水時の水の増え方が尋常でない。水

量が 100 倍になることも決して珍しくない。水

が出れば、いつもはなんでこんなに広い河原

が？ と思う川が簡単に溢れる。明治以降、

特に経済成長期より後の住宅地はせいぜい

65 年の歴史しかない、いわば“分家”大集落

であり、どうしても水害に弱い、危ない。 

 

● その次の「治水の肝要」とは、 

【水をもって水を制す、無理に水に逆らわな

い】ということ。本稿の最後に番組も参考にま

とめた三傑のいずれもが、このことを肝に銘じ

て治水に当たっている点では共通している。こ

れを別な言い方で表現すれば【洪水に勝つの

ではなく、負けない生存術】ということになろう。

番組の最後で、ゲストの経済学者の【ゼロリス

ク(社会)信仰をやめ、人命と財産を最大限守

る】ということでもあろう。このことを番組ではっ

きり言ったことは、現実直視の姿勢として私は

NHK を評価したい。さらには【川に、譲るところ

は譲る】という謙虚な姿勢。それは出演の元

県知事の【完璧なプラン A だけでなく、プラン B

を用意する】という柔軟姿勢ということでもあろ

う。磯田さんの【人間側の事情で自然に対峙

しない】という言い方は、誠にこの辺をうまく表

現した警句である。 

● 新視点  越流しても破堤しない堤防 

一昨年の西日本豪雨、昨秋の巨大台風 19

号時のように、洪水が堤防を越えて【越流して

も破堤しない堤防】という考え方も、新視点と

して大いに評価したい。 

自然の営みには抗えない。自然の動きには

大きな波がある。ヒトの寿命の時間スケール

では静かで、制御できるとみえても、いざ動き

始めるとなすすべはない。海も山も平地も自

然の営みの末に生まれたのだから道理だ。山

は隆起と崩壊ででき、川は山を崩し土砂を海

に運んで海岸ができる。つまるところ、山は崩

れる、川は溢れるのである。その危ないところ

に町ができ人が住む。科学的知識と情報が得

られる現代では、観察と想像の力があれば気

づくことである。その中でできる対策を取り、い

ざとなったら逃げる。行政や会社にゼロリスク

を求めず、行政頼みから市民も自分の考えで

率先行動する「てんでんこ」にも心がける。失

敗を想定しない「プラン A」だけでなく、「プラン

B」以下いくつかの選択肢も用意する。 

著名な「失敗の本質」にも書かれているが、

旧日本軍および戦後の失策の原因の多くもこ

こにある。何があっても作戦を遂行して撤退は

あり得ない…不測の事態には現場の人員が

決死の覚悟を持って対処する。こうして過去

の失敗は顧みられず、また同じ失敗を繰り返

す…指示する人は責任を取らず、前線の現場

の者が犠牲になる。防災のとるべき指針は、

戦略戦術の考えに似る。屈強な大群と真っ向

から戦って、「当たって砕けろ」では、無責任の

極みであろう。 

● 河川分流は非常に困難な技術、と知る 

【河川分流は非常に困難な技術】ということ

を番組で知ったが、【インフラのメンテナンスの

重要性：持続的利用】の意義に触れていたの

も新視点と評価できるのではないか。これまで

あまり言及されてこなかった点である。この維



持管理という点では【流水と土砂運搬のアン

バランス】という指摘も、この問題に少しかか

わる研究をしている私にとってはハッとさせら

れた。このバランス感覚こそ、日常における治

水術だろう。信玄はこのことを肌で知っており、

実践していた。 

● 河川工学者の「霞堤は魚にやさしい」 

河川は、水が低きに流れ土砂を運び、土砂

が積もればそれを避けて流路を変え、ときに

は山を削り土地を削って海に至る。「流路を固

定してしかも土砂が堆積しないように」など、

容易に実現できない。多くの業績を残した土

木技術者の青山士（あおやまあきら）ですら、

完成させた信濃川大河津分水（おおこうづぶ

んすい）路は多くの難題を抱える。治水の困

難さを知り、完全な抑え込みを目指さないこと、

この真摯さが治水の基本である、と番組で知

ったことは大きい。壊れたら直し、土砂が溜ま

ったらとるなど、メンテナンスを欠かさない。自

然に手を入れたら延々と面倒をみる覚悟がい

る。生物にも配慮した治水も目指したい。これ

に関連して信玄の【霞堤(かすみてい)は魚に

優しい】は、新潟でサケの遡上する信濃川に

深くかかわったいかにも河川工学者、大熊孝

氏らしい発言、視点である。21 世紀の河川の

あり方として、また大熊河川工学の神髄でも

あると、番組を見て確信させてくれた。 

● 災害に強い図書館づくりの重要性 

少し、河川という具体物の視点を変えて、番

組でも出ていた【知識・教訓の伝承：図書館の

重要性】について、紹介しておきたい。 

元首相の吉田茂は、「歴史に学ばない国民

は滅びる」と言ったという。記録伝承を教訓と

する拠点も整備すべきである、というのだ。番

組の中で元鳥取県知事の片山善博氏は、図

書館がその機能を持つべきだという。であれ

ば、長期防災の重要拠点として数百年のスパ

ンで容易に被災しない立地条件が必要であろ

う。ちなみに、岡山城の南側にある岡山県立

図書館は全国一のサービス機能を果たしてい

ると定評が高いという。南海トラフ地震に備え

なければならない静岡でも県立中央図書館移

転計画が進められているが、極めて示唆に富

む元県知事の指摘ではないか。 

 

● 後世のことを考えて行動する 

 以上のほか、以下のような発言ポイントがあ

ったので、列挙してみたい。【足による投票、

地域が選ばれる時代】、【地域を束ねる指導

者の育成】、【問題を我が事（自分ごと）として

捉える】、【必要な事業を借金してもやり遂げ

る胆力】、【後世のことを考えて行動できる力】、

【「今だけ、自分さえ助かればよい」では、自己

防衛もできない】、【治水は危機の回避であり、

利益を生まない】、【利益を上げることによる持

続的な治水】などである。 

以下に少し、これらについて、コメントしてみ

たい。天災にも対処して地域社会を維持して

いくには、自らの寿命を超えた長いスパンで

の事業の「目利き」の力が、当然のことながら

必要である。技術や業態は時代をへて変わる

が、人々の生活や治水防災はそうは変わって

はいない。自然をよく見て、人々をよく導くリー

ダー、生態学的思考を持った指導者が求めら

れるのは昔も今も変わらない。これに対して

現代の状況は、少し危ぶまれる。政治家、官

僚は顕著に、国民の間にもじわじわと「今だけ、

自分だけ助かれば、儲かればよい」志向人間

が増えてきているようで嘆かわしい。地方から

始まった人口減少と高齢化が、今後は大都市

圏に及ぶ。特に首都圏の将来予測は非常に

厳しい。戦国時代のように人々の足による投

票（住み替えのこと）で地域が淘汰される時代

が近々やって来るという認識を忘れてはなら

ないだろう。 

● 最後に、「治水の矛盾」について 

番組との関連で治水のなかに潜む、いわば

見えない矛盾について、以下少し、私見も交

えて紹介してみたい。まずは【扇状地の形成と

河川の固定のジレンマ】である。 

そもそも、平地や扇状地は河川の土砂運搬

で形成される。特に扇状地は河川が流路を自

由に変え、土砂を盛り上げることで生まれた。

したがって、河川流路の固定は短期的に水害



を防止し土地利用を容易にする。しかし扇状

地を形成するだけの河川の氾濫と土砂排出

量を長期的に受け止める続けることは極めて

困難である。今はダムがその大部分を受け止

めるが限界はすぐに来る。このことは今も昔も

同じである。この矛盾について、ダム堆積の

研究をしてきた者として、「今、そこにある危

機」であると、ここに強く警告しておきたい。 

そして、最後に、【水害は悲劇だが、洪水は

悪いことばかりでもない】ということについてお

話し、本稿を締めくくりたい。 

「エジプト(の肥沃な土地)はナイルの賜物」

という言葉がある。その一方で、エジプトがア

スワン・ハイ・ダムを建造し、水と土砂を止め

たことで水害はおろか、洪水もなくなったが、

海岸侵食や生態系の破壊、水産資源の衰退、

寄生虫症の発生などの問題がでてきた。水の

流れを止めると、新たな問題が立ちはだかっ

たのである。 

そのことを考えると、洪水も悪いことばかり

ではない。近々エチオピアの青ナイルにグラ

ンド・エチオピアン・ルネサンス・ダムができる。

水を独占してきたエジプトとスーダンは戦々

恐々としている。ずいぶん大きな話だが、日本

でもダム建設により、同様のことが各地で起こ

っていることも忘れてはならない。 

● 今後の災害報道に求められること 

今回の NHK 番組は、ニュース報道や災害

特集番組ではともすると伝えるのを躊躇する

「治水の本質」を多角的な観点から発信し、多

様な見方、視点を提示したという点では大い

に評価できると思う。今のこととしてではなく、

歴史上のこととして、「昔はこうだった」というオ

ブラートに包んだ演出も一部にはあったように

も思う。しかし、単に川を制す発想ではなく、一

人一人が、起こることを予見して効果的に身

を守る姿勢が大事である。反発を恐れず、こ

のことを正直に語り合った。あれこれの三傑

話も大事だが、この偽善ではない、現実直視

の真摯な正直さこそ、明日の大災害に備えな

ければならない報道機関に今求められること

だと思う。 

□  武田信玄 

 武田信玄（1521-1573））は歴史に名高い治

水の名手。戦国最強の武将であっただけでな

く、水害多発地甲府盆地における釜無川（か

まなしがわ、富士川の上流河川）と御勅使川

（みだいがわ）

の合流点付近

の治水を見事

に実現した。

南アルプスか

ら 東 進 し 、 甲

府市街めがけ

て流れる御勅使川と八ヶ岳方面から南下する

釜無川が合流する竜王で御勅使川の流路を

北寄りに寄せて釜無川にぶつけて勢いをそぎ、

さらに高岩と呼ばれる断崖にぶつけ、威力を

弱める戦略。そうして、その下流側では霞堤

（かすみてい）と呼ばれる不連続堤防などを組

み合わせた信玄堤で氾濫被害を最小限に食

い止めた。また、堤防の東側には税を免除す

る代わりに堤防管理を役割とする集落：竜王

河原宿を作り、保守防災にあたらせた。力は

富 、 富 は 農 と

人 と 商 い 、 そ

れがわかって

いるから「自分

ごと」として知

恵と行動力を

総 動 員 し た 。

武田信玄の治水手法は、戦国以降も江戸幕

府を経て現在に引き継がれ、甲府はもちろん、

各地でその治水手法が使われた。(写真上=甲

府市竜王の高岩に向かう釜無川の流れ（2019

年.3 月、戸田撮影）。写真下=甲府市竜王の霞堤

（2019 年.3 月、戸田撮影））。 

 

□  津田永忠 

 津田永忠（つだながただ、1640-1707）は、岡

山藩の 600 石取の家柄に生まれ、側児小姓

（そばこごしょう）として藩主池田光政、その後

綱政の二代に仕え、池田家墓所造営、学問所

建設などを任され、最終的には郡代（家老に



次ぐ要職）1500 取に昇進している。藩主の信

頼を得て数々の難事業をやり遂げ、当時財政

難に苦しんでいた岡山藩を立て直した。主な

土木事業は百間川（ひゃっけんがわ）の開削

による治水事業、用水建設と併せた新田開発。

歯に絹きせぬ物言いをする実直な性格と卓越

した実行力があったようだ。他にも、土木事業

として、橋の修理、港湾整備、神社造営など

がある。新田開発は、旭川、吉井川、そして百

間川が運んできた土砂により形成されていた

広大な干潟を埋め立てることにより行われ、

総面積は約 1918 ha（サッカー場約 2700 面相

当）に及んだとされる。彼は、事業資金の一部

を個人名義で豪商からの借金で賄ってまでし

て行ったが、事業は見事に成功して岡山藩を

財政難から、農民を飢餓から救った。事業の

対費用効果を、金を貸した商人と永忠は適正

に見抜いていたのだろう。その後、干拓事業

は昭和 38 年まで続き、児島湾の一部を堤防

で締切り淡水化することで農業用水を確保す

るに至る。諫早湾の農地開発のモデルとも言

え、現在であれば干潟環境の破壊を伴う行為

として容易には受け入れられない。私も年に

何回も百間川を渡り、児島湾のあたりを通る

が、今回あらためて彼の業績を再認識した。 

 

□  金原明善 

 金原明善（1832-1923）は、浜松の人なら誰

もが知っている江戸時代末期から大正期の篤

志家。酒造業と質屋を営む大地主（豪農）の

家に生まれ、天竜川下流域の治水事業に自

らの財産と人生を捧げた。地方行政や明治政

府、地元民との関係は常に必ずしも良好では

なかったようだが、なみはずれた決断力と実

行力によって浜松市の治水と産業振興に大き

な貢献をした。のちに視点を変えて荒れ果て

ていた現浜松市天竜区の山林の植林事業も

展開し、治山による治水、産業振興にも力を

尽くしている。晩年には岐阜、広島、北海道の

事業にも参加している。明善の構想した天竜

川から三方原台地への導水計画は、1970 年

になってやっと三方原用水として実現する。 

  番組出演中の河川工学者、大熊孝氏 

 

 ● 編集長 ノート            

   その時、メディアは何ができるか 

 大災害に関する NHK、フジテレビ、ヤフー共

同企画「その時メディアは何ができるか」という

番組を拝見した(3 月 8 日お昼過ぎの NHK 総

合)。メディア連携で〝死者ゼロ〟を目指し、

ワンチームで新時代の情報発信を考えると銘

打つ。岩手めんこいテレビのアナウンサー/記

者やジャーナリズム研究者もパネラーとして

討論に参加していた。ので、このテーマ設定

はもしかすると本気かもしれないと注目した。

命を守るのに本当に役立つ連携発信とは何

か。だが、番組後半になると、どうも、そんな

連携、できるわけないよね、という番組雰囲気

に。賢い NHK アナウンサー、井上あさひさん

が、つい、本気なら「連携の(具体的な)仕組み

づくりがまず必要ですよ」といってしまった。こ

のことから、話が、番組がしらけたようにみえ

た。死者ゼロを目指せ、という建前だけの連

携お題目より、現実直視の正直な多面的な報

道に各社心掛けてほしい。今回の「英雄たち

の選択」の戸田大論考は、そんなメディア批判

でもあるように思う。自戒したい。 
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 ■  書 評        

河川工学者三代は川をどう見てきたのか  

- 安藝皎一、高橋裕、大熊孝 

と近代河川行政 一五〇年 - 

河川行政や水害などの問題を考える上で、

これまで上記タイトルの 3 氏の著作によく接し

た私(評者)だが、今回紹

介する本(写真左)を読み

終えて以下のことを強く

感じた。 

本来、水量について

余裕を持って受け止め

るには川幅と河床管理

（天井川にならないような管理）が必要だが、

日本では経済、産業、居住地の確保が優先さ

れ、河川拡幅への反対運動もあり、実現が困

難であったこと。1/100 の確率高水対策では

当然水害がたびたび発生することとなり、最

近の線状降水帯による豪雨には対応できな

いこと。連続堤、河川直線化による治水では

水がかつてより早く下流に至り、かえって水害

リスクを増すこと。つまり、水害防止を完璧に

して、一滴の水も堤防を越させないようにする

ことがかえって被害を拡大しかねないというこ

と-である。タイトルにもある安藝氏が富士工

事事務所時代に甲州武田家の治水古文書を

読み解いていることとも関連し、興味深い。 

 感想に加えて、もう一つ指摘するならば、3

人の河川工学者はいずれも視野が広いという

こと。人文社会系、特に歴史に裏打ちされた

多面的な捉え方をしている。ともに俯瞰した歴

史家のようなスタンスで河川を捉えている。ま

た、かつての河川行政担当者は、一つの工事

の完成を見届けるまで現地にとどまり、現在

のように 2、3 年で異動ということはなかった点

も注目したい。河川に限らず、プロ意識を持た

せ、失敗を省みて次に活かすシステムが、今

は希薄化していると本書を読みながら感じた。

研究の手法についても、3 氏ともに徹底した現

場主義であるのが興味深い。タイトルにある 3

氏の一人、高橋氏は学生時代に熊本県の白

川の水害調査、大熊氏も利根川水系を文字

通り這いずりまわって調査をしている。 

さて、本書が主に取り上げる安藝皎一（あき 

こういち、1902 - 1985 年）、高橋裕（たかはし 

ゆたか、1927 年 -）、大熊孝（1942 年 - ）の 3

人は、ともに東京大学工学部の土木で河川を

研究した三代にわたる師弟関係にある。とも

に国の河川行政に物申す立場をとった人物で、

安藝氏は戦後 GHQ により内務省が解体され

新たに創立された経済安定本部の資源調査

会で活躍する。高橋氏は筑後川でのダム反対

派いわゆる「蜂の巣城」裁判での鑑定人を務

める。大熊氏は利根川水系での治水行政に

ついて辛辣な論陣を張るなど、国の河川行政

に批判的な立場をとってきたことで知られる。 

この本の著者、篠原氏は、大熊氏との親交

からこの評伝を世に残すべきであると考えた。

河川工学者三代の関わりを中心に明治以降

の人物の関わりをなぞりながら、近代河川行

政の変遷を記している。 

本書に従って、その変遷を箇条書き風に並

べてみると、藩政時代は流域全体での河川管

理はなく、藩ごと地域ごとの管理が主流であっ

たこと。舟運を重視した明治期までは水深を

維持する「低水（ていすい）工事」を重視し、鉄

道整備後舟運の重要性が低下すると、水害

防止を主眼にした「高水（たかみず）工事」が

重視されるようになり、確率論的基本高水論

が取られるようになったこと。かつては既往最

大洪水を想定していたものが、1/15〜1/20

（15 年から 20 年に一度の洪水）のものから、

やがて 1/100（100 年に一度の洪水）などとな

ったこと。ダムも、発電以前は灌漑ダムと治水

ダムが分離していて、矛盾が多い多目的ダム

というものはなかったこと-などだ。 

市民一人一人が考え、提案できる自律した

市民工学や市民記者のための好著として、本

書をぜひ読まれることを勧めたい。本書は浜

松市図書館に所蔵されていることも付け加え

ておきたい。( 篠原修著 農文協、2018 年。      

評者=戸田三津夫氏、静岡大工学部 ) 
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完成直前の砂丘ど真ん中 防潮堤 を点検する  中田島砂丘保全会議 

浜松市南区の市民団体、「中田島砂丘保全会議」（松下克己 世話人）は、遠州中田島砂丘の

東西を横断する完成直前の住民の命守る防潮堤の出来具合の見学と点検のイベントを 11 月 10

日開催した。呼びかけに応じた約 30 人の参加者たちは、快晴の中、堤の頂上を歩きながら出来

具合を点検したが、埋め込まれた頑丈な土台がはやむき出しになっていたり、ほころびが始まっ

ていたりしていたことに驚いていた。以下の写真は、「崩壊と荒地」化の様子をクローズアップした

もの。この驚きの風景は、点検会後半の意見交換会（浜松市中田島幼稚園）では、風の舞う丘、

中田島砂丘の消滅を予兆させるものではないかとの声も聞かれた。撮影＝木下孝司氏  

 
防潮堤東端近くで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  風の舞う丘、驚きの「崩壊と荒地」化、消える砂丘の予兆？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防潮堤を歩く 

 

 

                                 市民環境ジャーナル 2020 年３月号 (再掲載) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中田島砂丘の昔話を語る会              

長谷川武  =                              

海岸侵食災害を考える会                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂の女  撮影 コージ キシタ 

戦後に書かれた安部公房の『砂の女』。ありえ

ない理不尽な環境でも時を重ねると順応して

しまう人間を描いている。それは今現在でも。  

                

  

 

 

 

 

 

 

            昭和の風紋  

中田島 昭和〝風紋〟 砂丘を育てる。 

          撮影 加藤マサヨシ 

          提供 海岸侵食災害を考える会 

                           

  第３回 「中田島砂丘の昔話を語る会」      

● 海のない街から来た子どもたち 

 10 年ほど前、長野県の小学生 50 人ほどに

中田島砂丘を案内したことが有ります。 

 子どもたちにとって諏訪湖を源流とした天竜

川は身近な特別な存在のようです。「河口から

天竜川の流れが大洋に続く様を見たい」という

ので河口視察が組み込まれ、1 時間ほど遅い

到着になりました。ウミガメの放流、海に触れ

ることは子どもたちには刺激的なことであり、

汀（なぎさ）で歓声をあげ遊び続けています。 

この頃の砂丘には海抜１0 メートルほどの

丘が在りました。そこを風が通り抜けて行きま

す。その時に砂を連れて行くのです。やがて

谷が出来上がります。駆け上がり、飛び降り

転げまわるにはすこぶる魅力的な場所を子ど

もたちは見つけました。濡れた格好です。当然

砂だらけになってしまいます。 

いつも話すのですが、砂丘に似合うのは人

です。中田島砂丘で時間を忘れ遊ぶ姿を見る

たびに砂丘には砂だけがあればいい。いつの

日か天竜川の上流から砂が流れ、砂丘が本

来の姿を取り戻す日がいつか来る。それが何

十年先何百年先であろうともー。砂丘で遊ん

だ事を憶えていてくれるかなぁ？ (長谷川武) 
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編集長の目      災害を考える歴史への旅 

名古屋市博物館 特別展「治水・震災・伊勢湾台風」を訪れて  

家族の死見つめ、生活再建支えあう被災者たちの共助、生々しく記録 

● 市民がカメラで記録した台風被災     

 特別展は、二つのコーナーに分かれていて、

順路の最初のほうは長良川などの木曽三川

を中心とした治水や震災の歴史についての会

場。残されていた巨大な絵図や大量の古文書

を通して来館者にじっくり考えてもらうよう展示

しつらえが工夫されていた。後のほうの順路

は、5千人以上が犠牲になった60 年前の伊勢

湾台風(1959年9月)のパノラマもあるコーナー。

市民が撮ったカメラ写真や、被災の子どもた

ちが鉛筆書きでつづった迫力ある記録の数々

が並べられていた。 

● 小学生たちの「台風記」 

 たとえば右の写真(天白川沿いの名南中学

校グランド)。電柱が今にも倒れそうなグランド

の中、教員なのか、

腰近くまで水に浸か

りながら自転車で生

徒たちの安否を心

配し見回っているの

であろうか。写真を

撮った市民はどん

な思いで、この男性

にカメラを向けたの

であろう。さまざまなことが来場者の心に今も

迫ってくる（写真は特別展「図録」表紙）。 

さらには貯木場から流出し散乱する下流域

の荒涼とした惨状を背景に木材に寄りかかり、

泣くことも忘れたかのような呆然とした少年。

説明によると、家族の中でただ一人生き残っ

たという。足元には妹が大切にしていた泥だら

けの人形。この荒涼とした光景から、数十万ト

ンとも言われる貯木場からの流木が家々を襲

い、それらが「水車のように縦に回って」より多

くの人々の命を奪ったことが想像できる。奇跡

的に助かった多くの少年少女たちはまじかに

父や母などの家族の死を見たに違いない。死

を見つめた子どもたちの生涯にどんな影響を

与えたのだろうか。そんなことを考えずにはい

られなかった。 

会場にはそんな出来事を記録した小学生た

ちの鉛筆書きの作文集「台風記」(白水小学

校)も展示されていた。このほか、市民から寄

贈された写真が多数展示されていた。 

その意味で特別展展示の狙いは、まず、市

民の、市民による、市民のための惨状の直視

であると感じた。そこから、自分の命を守るの

は自分なのだという日ごろからの一人ひとり

の自助の意識を、カメラ写真や作文を通じて

浮かび上がらせている。しかし、同時に自然

災害に立ち向かうには、いかに人間一人ひと

りは無力か、自助だけでは一定の限界がある

こともはっきりと提示している。災害に地域の

人々は「共助」や「公助」でどう立ち向かってき

たのか。そして、その歴史を具体的に知り、そ

の後の災害にどう生かし、どう乗り越えてきた

か。特別展にはその手掛りを、自分なりに、ま

ず来場者みずから考えてもらいたいという強

い意図も感じられた。 

●「レンガの子ども」、共助の精神 ここに 

その点で、老記者に

強い印象を与えたのが、

会場にも展示されてい

たが、「自助」を地域に

よる「共助」で支えよう

とした母親たちと保育

士たちの取り組みの記

録 『 レ ン ガ の 子 ど も 』

（河本ふじ江／原田嘉美子、ひとなる書房＝

写真）だ。東京から被災者の生活再建支援に



駆けつけた保育士と生活再建に必死の母親

たちによる仮設住宅での保育所活動である。

この書名は「エエなー、レンガの家は、台風き

てもこわれんで」と、保育中の子どもが童話

「三びきのこぶた」を聞かされてつぶやいた一

言が由来だったという。この活動記録につい

て、特別展を担当した鈴木雅学芸員は特別展

「図録」解説のなかで、今でも「被災者たちの

置かれた恵まれない境遇と、より良い暮らしを

求めて格闘するたくましさを記録した、災害史

の名著としても読むことができる」と述べ、災

害時の共助の一般的なありかたに通じる活動

として高く評価している。事実、伝統を受けつ

ぐかのように、今回の巨大台風 19 号でも、保

育支援にかかわるある NPO 法人が大きな被

害のあった福島で母親から子どもたちを預か

り、後片付けに追われる被災者たちの汗だく

支援の様子を伝える映像が流れていた。 

保育活動に限らないが、今回の巨大台風

19 号でも、抗い難い未曾有の災害時には人

は誰でも勇気を持って自発的に、そして主体

的に、助け助けられの共助、いわば「なにく

そ」精神がさまざまなボランテイア活動を通じ

て自然な形で発揮されるものだという感動さえ

覚えた。 

● 三川分流「宝暦治水」、完成は明治中期 

 さて、共助も含めた江戸幕府、尾張藩、明治

政府による公助としての濃尾平野災害史につ

いては、最初のほうのコーナー、特に木曽三

川分流の大事業であった江戸中期「宝暦治

水」に注目した。巨大な絵図（写真＝博物館

玄関前パネル）や大量の文書類もあり、興味

深かった。

このコーナ

ーは、いわ

ば時間的に

も空間的に

もマクロの

視点で災害

や治水をと

らえようとし

ている。数年や数十年の時間スケールなら、

個人一人ひとりはなんとか対応できるが、公

助となるともっと長いスパンで対策を立てる必

要がある。災害の全体像を正確にとらえ、長

期にわたって記録することがいかに困難であ

るか。これらの文書や巨大絵図を見ながら思

い知った。そこから、治水や減災、復興には、

たとえば、洗堰など当時の人々のさまざまな

知恵が組み込まれた構想図もまた重要であっ

たこともわかった。 

● 小説 『孤愁の岸』 のストーリー 

この手伝普請の史

実に基づいた詳しい

研究については特別

展「図録」中の解説

「「木曽三川分流へ

の道」（秋山晶則）」に

譲りたいが、ここでは、

この治水をテーマに

した杉本苑子氏の直

木賞受賞小説『孤愁の岸』（写真）について一

言触れておきたい。 

概略はこうだ－。財政難にあえぐ外様大名、

薩摩藩に突然、尾張藩内の濃尾三川の分流

という治水の幕命が下るところから物語は始

まる。露骨な外様つぶしと知りつつ、財政を預

かる薩摩藩家老は、自決覚悟の悲壮な闘い

に向け 1000 人規模の藩士を引き連れ、幕命

事業の尾張に赴く。しかし、商人、農民、公儀

などさまざまな利害や思惑が渦巻く中、莫大

な借金をしながら治水工事に挑む。 

小説はあくまでも小説。文学であり、史実そ

のままではない。このことを忘れて、これまで

老記者は以上のような単純な 2 項対立的図式

で宝暦治水の道を理解していた。ところが、史

料研究にあたった秋山氏の論考はこの図式を

たしなめ、結論として「幕藩体制のもと、複雑

かつ厳しい環境に規定されつつ、地域全体で

取り組まれたものであった」と断じている。そ

の上で「川という自然と人間がいかに関わって

きたか、史料に基づき、その全体像を冷静に

見つめるべき段階に来ている」と今日的な課

題も述べている。論考を読むとわかるが、宝



暦治水の史実は小説よりも、あまりに複雑。

三川分流がなんとか完成したのは、小説の舞

台から一世紀半後の明治中期だった。小紙で

は、今春以来「川は誰のものか 河川と社会」

について大型の連載をしているが、かみ締め

たい論考である。ある意味、ジャーナリストとし

て、博物館を訪れたもっとも大きな成果だった

かとも思う。一読をすすめたい論考だ。 

● 未来への旅 帰りのＪＲ電車の中で 

台風 19 号の復興論議からもわかるが、現

代の治水も、市民、自治体のさまざまな利害

を調整し、そこから未来を指し示す国家百年

の大計を生み出してこそ、成るもの。そんな公

助観を宝暦治水から得た。歴史への旅とは未

来への旅。帰りのＪＲ車中、そう気付いた。 

 

 － 編集部から 

 『三河地震 60 年目の真実』について 

 今回の特別展では、転換期の大震災として

濃 尾 地 方 を 襲 っ た 幕 末 の 安 政 東 海 地 震

（1854）と尾張藩、明治中期の濃尾地震（1891

年＝明治 24 年）と明治のメディアについても

取り上げられている。 

 メディアと大震災では、隠された震災として

太平洋戦争末期の三河地震がある。1943 年

12 月 7 日に東南海地震が発生したが、その約

40 日後の敗戦の年、1944 年 1 月 13 日に起き

たのが三河地震（Ｍ6.8）である。ところが、静

岡、愛知、三重、長野県と広域に災害をもたら

した東南海地震に比べて、三河地震は狭い地

域に限定されていたにもかかわらず、犠牲者

数が約 2300 人と東南海地震の 2 倍近い。 

この地震では、軍部が国

民の動揺を恐れてか報道管

制を敷いた。このため県内

の名古屋市でさえ、震度７の

大地震に気づいた市民はほ

とんどなかったという。救援

が得られにくい状況が犠牲

者を異様に多く出した原因だと想像される。こ

うした実態をはじめて詳細に明らかにした著

作が『三河地震 60 年目の真実』（＝ 写真。

中日新聞社）である。知らせてくれたのは、科

学ジャーナリストで、元朝日新聞科学部長の

尾関章氏。このことを含め特別展は多くのこと

を語りかけてくれている。 
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  災害の歴史を振り返って 

  支え合って生きていける社会の参考に 

      鈴木 雅 氏 

名古屋市博物館学芸員  

  この先いつ発生するともしれない大災害

では、私たちがこれから先どのような地域、

そして社会を築いていくのかが試されること

になるだろう。もし読者にとって本書（特別展

「図録」）が、平穏にくらせる安心・安全な地

域、そして災害が発生しても、多くの人びと

が支え合って生きていけるような社会を築く

ひとつの参考になるのであれば望外の喜び

である。災害に直面し、その克服を目指した

人々の遺産を継承していくためにも、伊勢湾

台風をはじめとする災害の歴史を振り返り、

明らかにしていく営みは、これから先も必要

となり続けるだろう。  －（特別展「図録」より

抜粋。写真＝ 特別展会場にて、10 月 30 日） 
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明石・神戸アカミミガメ対策協議会主催 （ 2／23 開催 ） 

明石市・神戸市のアカミミガメは減ったのか？ 

  駆除の中心地からの最新報告   解説・寄稿  戸田三津夫（静岡大） 

   

 ● アカミミガメの何が問題なのか 

 明石市市民会館で 2 月 23 日開かれたカメの

報告会に参加してきました。この会は、東京の

NPO 生態工房と神戸市立須磨海浜水族園が

東西交互の開催地で行う「淡水ガメ情報交換

会」が翌日の 2 月 24 日に開かれるのに合わ

せて、同一会場の明石市市民会館で開催さ

れました。なんか二つともマイナーな会やな、

と思われるでしょう。そう、ウミガメに対比して

「淡水ガメ」で二日間会場は持ちきりという超

ディープな会です。「淡水ガメ情報交換会」の

方は別報に回すとして、明石・神戸のアカミミ

ガメ対策の報告会について報告します。 

 佐鳴湖周辺でも、昆虫食倶楽部が浜松市と

協働でミシシッピアカミミガメ（表題のアカミミガ

メのフルネーム、以後アカミミガメと表記）を 3

年間ですでに 900 匹ほど駆除しました。安楽

死させたカメは焼却処分されますが、昆虫食

倶楽部などでは可能な限り有効利用しようと、

カメ甲羅楽器製作、解剖実習材料利用、食材

利用しています。 

 このアカミミガメ駆除の一つの中心地が明

石・神戸なのです！それは、その地におびた

だしい数のため池があること、人口密集地に

近いこと、対策協議会のメンバーでもある

元々ウミガメ研究者の亀崎直樹氏（カメの研

究者として出来過ぎなお名前！私の以前から

の知人）が須磨海浜水族園の園長になった縁

などから徐々にアカミミガメに目が向いたそう

です。また、アメリカからのミドリガメ（アカミミ

ガメの幼体）輸入拠点が兵庫県にあったことも

影響したようです。 

 アカミミガメの何が問題なのでしょう。そう、

アカミミガメは外来種です。でもそれだけでは

駆除対象になりません。多くの花や木、野菜

や稲も外来種ですがあまり問題を起こしませ

ん。佐鳴湖周辺の植物ではアレチウリやオオ

フサモ、ソライロアサガオなどが厄介です。駆

除が難しい上に他の植物を覆って生育場を奪

います。アカ

ミミガメの場

合 も こ れ に

近 い 。 原 産

地でミシシッ

ピ ワ ニ と 共

存 す る だ け

あり、おっとりしたニホンイシガメ（以下イシガ

メと表記）の二倍以上の卵を産み、繁殖力が

旺盛でしかも成長すると気が荒くなり、甲羅の

長さが 30 センチ近くまで大きくなります。明石

市周辺でも、アカミミガメが席巻し、イシガメは

どこ？という状態になり、イシガメを守るため

にも駆除が始まりました。 

 明石市では標高の低い海側から捕獲調査、

やがて駆除活動が開始されますが、なかなか

採りきれません。やがて川の上流に向かって

活動を広げますが、そこは神戸市西区、行政

区が違います。神戸の川から明石に移動して

くるが、明石市の予算で神戸市のアカミミガメ

を駆除して良いのか？ ここで行き詰まること

も多いのですが、なんと神戸市と明石市が協

力して、流域として駆除活動を行うことになり

ます。これは、地方自治体としての環境事業と

してはわりと珍しいこと。まして、産業に結び

つく案件でもない。 

 さて、最後にため池の話。川でアカミミガメを

駆除しても駆除しても、なかなかいなくならな

い。どこからきているのか？池か？というわけ



で、駆除の手が池に及びます。ところが池に

は別の問題が。

ため池は水田

を作るためなど

の目的で整備

され、その管理

は組合で行わ

れていたりしま

す。川はほとんど行政が管理するのですが、

池は管理組合か所有者が管理します。そこに

行政の手も予算もなかなか投入しづらい。お

のずと、地域活動、ボランティアなどが主体と

なってゆきます。報告会では明石・神戸での

活動がこのようないろいろな問題を乗り越えな

がら着実に駆除活動の成果をあげてきたこと

が紹介されました。 

 

 （ 写真は、いずれも対策協議会の様子（2 月 23

日、明石市市民会館 ）） 

 

                                              

           第７回淡水ガメ情報交換会 （ 2 月 24 日 開催 ） 

クサガメ外来種説の定説化、なぜ悩ましいのか 

明石・神戸からの最新シンポ報告   解説・寄稿  戸田三津夫（静岡大） 

 

● 公開シンポジウム「クサガメを知る」      

引き続き 2 月 24 日には淡水ガメ情報交換

会が同じ会場で開催されました。前日に明石・

神戸のアカミミガメ（ミシシッピアカミミガメのこ

と、以下アカミミガメと表記）対策報告会でご当

地のアカミミガメネタを集中的に聞いたことも

あり、アカミミガメやニホンイシガメの話題は午

前にまとめられ、午後は公開シンポジウム「ク

サガメを知る」です。悩ましいクサガメ問題を

中心に解説も交えて報告します。 

 まず、東海大（札幌）の鈴木大先生。ニホン

イシガメ、クサガメ、クサガメ×ニホンイシガメ

交雑個体の遺伝子解析を通じてクサガメが外

来種であることをほぼ確定した研究者です。

根拠は、ニホンイシガメが地域個体群を形成

していて国内での遺伝子多様性が比較的高く

長い時間日本で生きていたことを示すのに対

して、クサガメは遺伝子多様性が低く地域個

体群が形成されていない。つまり、少数の個

体が持ち込まれて日本のクサガメはその少数

個体の子孫であるという類推が成り立ち、人

が持ち込んだ外来種と判断できるという筋書

きです。 

 （株）自然回復の上野慎太郎氏は、クサガメ、

ニホンイシガメ、および二者の交雑個体の雌

雄による交尾実験結果を説明しました。（1）意

外なことに、自然界でのクサガメ、ニホンイシ

ガメの交尾成功率は想像よりかなり低い。（2）

クサガメ×ニホンイシガメの種間での交尾成

功率はさらに極めて低く、交雑個体ができる

確率は相当低いはず。（3）しかし、クサガメ×

ニホンイシガメの交雑個体が捕獲される。（4）

クサガメ×ニホンイシガメの交雑個体と、クサ

ガメ、あるいはニホンイシガメの交尾成功率は、

種間での成功率よりはるかに高く、同種間で

の成功率に近い。 

これが示すところは、一旦交雑するとその

影響は急激に拡大するので、交雑個体は何

よりも先に排除しないといけないということで

す。個体としてはおとなしいものの、ニホンイ

シガメにとって、交雑個体とクサガメは、交雑

しないミシシッピアカミミガメよりもむしろ大きな

脅威といえます。 

 文献でクサガメの記録をたどったのが在野

の研究者後藤康人氏。 

江戸時代から明治にかけての文献にあたり、

過去の淡水ガメの足跡をたどる。江戸時代を

通じてクサガメは漢方薬の生薬として甲羅、と



きには生体も含め中国から舶来していたとの

ことです。 

 化石からクサガメに迫る研究者の発表は、

岡山理科大学の高橋亮雄氏。遺跡から出土

するカメの骨から過去を紐解く。クサガメの化

石はこれでに全く出土しておらず、遺跡産の

骨遺存体（人の活動がかかわって発生した

骨）も 15 世紀のものより古いものは発見され

ていないことから、おそらく中世あたりに大陸

との交易により持ち込まれた可能性が高いと

考えられています。 

 断片的なこれらの情報を総合的に判断する

と、やはり昔の日本列島にクサガメは生息し

ていなかったとするのが妥当。こうして、クサ

ガメ外来種説が定説となりつつあります。 

 

● クサガメ問題の悩ましさとは  

 最後に、クサガメ問題がいかに悩ましいか

説明しましょう。 

クサガメの自然分布域は中国、朝鮮半島、

しかし、当地では生息数が激減して保護対象

になっている。つまり、ふるさとに安住の地は

なく、日本で個体数を維持している状況です。

アカミミガメなら北米の自然分布域の個体群

が安定しているので日本での駆除も種の絶滅

をまねかない。しかし、日本でクサガメを駆逐

すると彼らの安住の地がなくなるかもしれない。

これが全国で淡水ガメの保護活動を行なって

いる個人、団体が抱えるジレンマです。 

ポスター発表で参加した昆虫食倶楽部でも

以前は捕獲したクサガメを再放流していました。

しかし、交雑個体を確認するに至り、また、ハ

ナガメ交雑個体まで出てきて、2019 年以降は

クサガメを再放流せず保管しています。いま

のところなんとか飼えていますが、やがて限

界を迎えるでしょう。 

 生態系と種の保存を考えたとき、ニホンイシ

ガメが在来種であり、クサガメはペットとして持

ち込まれた外来種です。したがって、クサガメ

は金魚や錦鯉、改良メダカなどと同じく、管理

された環境で飼う必要があります。あるいは

完全に駆除してしまうのか。これが、悩ましい

クサガメ問題の要点であり、24 日のシンポジ

ウムを開いたモチベーション（動機付け）でも

あったのです。 

 ● 今こそ、一般の市民と行政の出番では 

この点、私の住む浜松など東海地方では、

どうするべきなのでしょうか。それを考えるべ

きなのは一般の市民と行政であり、まさにそ

の出番なのではないでしょうか。そのほか、今

回の二つの会合では多くのことを学ぶことが

できたことに感謝し、報告とします。 

 

ポスター発表（昆虫食倶楽部、浜松市） 

参加者へのご当地もてなし（明石玉子焼） 

 

 

 

 

 

注記 シンポジウムの会場は、別項の対策協議

会と同じ明石市市民会館 = 集合写真 
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● バッドマン宣言 ● 市民の側に立つ市民科学と問題解決のシビック・ジャーナリズムの融合    

なぜ今、創刊に際して、融合宣言なのか。結論を先に言えば、第 1 は、今冬私たち市民団体が静岡大学構内を会

場に「大学の軍事研究」にかかわる科学者と市民の対話シンポジウムを開いたが、そこで正統派の大学の科学とは

別のもう一つの、市民の高い目線でものごとを考える、いわば「市民の科学」が必要であると痛切に感じたことである。

第 2 は、6 年前の東北原発大震災によって日本の、公平・中立に立脚した正統派とされる巨大マスメディアが戦後一

貫していかに国民の負託にこたえる国民の番犬役を果たしてこなかったかがあらわになったこと。第 1 の問題点を乗

り越えるには、科学的な合理性を身につけた市民科学者を育てる必要があるが、容易ではない。ましてや、第 2 の国

民の負託には、合理性に加えて問題解決に向けた社会的な合意形成のための論説性を発揮できる市民記者を生

み出すことが不可欠だが、これまた簡単ではない。 

その困難を承知で、正義のスーパーマンならぬ、もう一つの対抗的な正義のヒーロー、バッドマン(上記にロゴ)の

心意気で、環境分野に挑むジャーナルをここに創刊します。 みなさん、つながり、声を上げ、行動しましよう。         

                 佐鳴湖シジミプロジェクト協議会 / 市民記者  井上正男   2017 年 9 月 

● 危機の 21 世紀、今こそ市民科学の時代 

大学のプロ科学の方法を簡潔にまとめれば、価値判

断とは無縁の普遍的な真理の探求という目的、要素還

元主義という方法論、成果の論文第一主義である。こ

れに対し市民の科学の方法は、社会的な評価が伴う実

用の探究、生活者の感覚や目線の高さでヒューリステ

ィックにアプローチする方法論、対抗的な価値判断が

提示できるという評価第一主義である。 

こうした点については、プロ研究者から市民科学者

に転向した高木仁三郎氏の 21 世紀への遺書ともいう

べき晩年の著作『市民の科学をめざして』(朝日選書)、

『市民科学者として生きる』(岩波新書)がある。生活す

る市民目線で問題解決を図ることを目指すのが市民科

学。立ち尽くす市民の側に立った、自分ごととして当事

者意識をもった科学といってもいい。一言で言えば、市

民の、市民による、市民のための科学が市民科学であ

り、出来事の局外に超然卓立するという「研究の自由」

の立場はとらない。それよりも、社会的な視野に立って

価値判断できる能力が求められる。 

この点で、市民科学と軌を一にするのが、問題解決

のためのシビック・ジャーナリズムである。現在の正統

派とされているマスメディア・ジャーナリズムとの違いが

よくわかるように、以下、通常のジャーナリズムの定義

に、その違いを括弧( )内に明示してシビック・ジャーナリ

ズムの定義を紹介する。 

● 「局外に超然卓立せず」の共通性 

シビック・ジャーナリズムとは、 

① よりよい社会づくり(の問題解決)をするために 

② 起きているありきたりではない出来事を、 

③ (その出来事の局外に超然と卓立せず、自らも良

識ある一人の市民として)批判精神をもって(かつ

市民目線で)価値判断し、 

④ その結果をニュース、あるいは評論として 

⑤ より早く、より正確に、 

⑥ より(公平中立主義から抜け出し)公正に、 

⑦ 社会に伝えていく、 

⑧ 言論(と対話による社会的合意形成)活動 

のことである。市民科学とシビック・ジャーナリズムの

親和性がここに読み取れ、それらの融合には大きな

可能性があることを示唆している。 

 まとめると、市民環境ジャーナルは編集において 

① むずかしいことも、ごまかさずに正確に 

② 正確に書いたものを噛み砕いて、わかりやすく 

③ わかりやすくしたものを、一工夫して面白く 

④ 面白く仕上げた記事によって、市民自身が積極

的に問題解決策を提案し行動できるよう、ほかの

事実や評価との関連付けにも注意を払うこと 

に心掛けます。            以上。 


