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お知らせ－ 書評 百年前の『史上最悪のインフルエンザ』   4 面  

パンデミック後に備えるには      「編集長の目」 

＜B 面の岩波新書＞ に応え、今、生きる指針  

WHO パンデミック宣言日 「3.11」を語り継ぐ国際デーに 

不要不急こそ人生。自粛と向き合うなか、イライラせず、余裕の心で語ってみたい。 

岩波新書の HP に、ウェブ版岩波新書とも言うべき、面白いタイトルの

「B 面の岩波新書」(写真=次頁)というサイトが最近できた。ここに先月、

「パンデミックを生きる指針 - 歴史研究のアプローチ」という緊急論考

が投稿され、話題となっている。人文系研究者、藤原辰史氏が編集部の

求めに応じたものだが、ぜひ多くの方に読んでいただきたいと協力を呼

びかけている。そこで、パンデミック後を生きる指針を参考に、今起きて

いる人災の具体的指針とは何か。謎の路上アーティスト、バンクシーの

新作「いつも、ありがとう」も登場、「編集長の目」として、語り継ぐ国際デ

ーなども提案してみたい。    (イラストは、バンクシーの公式インスタグラムより、5 月 6 日 ) 

                                     国際デー提案 関連記事、書評欄 

● クリオの審判、社会的な弱者への眼差し 

上記の藤原論考、小紙ジャーナル前号(3

月号、トップ記事=再考・日本治水史)を読んだ

読者からの指摘で知った。長文を読んでみる

と今回のパンデミック後への「生きる指針」に

限らず、進行中の JR 東海超広域リニア建設、

この 1、2 年の河川流域大水害にも応用できそ

うな行動指針が箇条書きにまとめられている。

歴史に広く学ぶという時間軸の深さと、医学分

野だけにとどらない空間軸の広さとをあわせ

もつ人文知からのアプローチのせいだろう。 

 そこで、本論に入る前に、藤原氏がこの論考

で一番言いたかったことは何か、それをまず

指摘しておきたい。それはコロナ危機のような

非日常の危機のしわ寄せを一番に、そして極

端に、人災の形で被っているのは誰かという

点。そこに切り込み、子どもたちや高齢者など

の社会的弱者であることを指摘している。 

この事実は、非日常へとつながっている普

通の日常に潜む危機のあり場所をも、明確に

顕在化させた。しかもそれは、強者よりも弱者

により無慈悲に、また長期に影響を及ぼす人

災なのだと。このことを前半で数々の日常生

活での事例を通じて強調し、最後にこう結論

づけている。「危機以前からコロナウイルスに

遠州 中田島砂丘特別編 ５-７ 面 



も匹敵する脅威に、もう嫌になるほどさらされ

てきた人々のために、どれほど力を尽くし、パ

ンデミック後も尽くし続ける覚悟があるか」と問

いかける。これこそが、これからの文明国家た

りえるかどうかを判定する唯一の判断基準、

月桂冠の歴史の女神、クリオの審判だと断じ

ている。これが、同氏の言いたいことだったと

思う。一言で言えば、社会的な弱者への眼差

しなき、欲望の資本主義の「効率の最大化に

よる利益の最大化」の根本的な見直しを迫っ

たといえる。老編集長も支持したい。 

このやや難しい論考を一目で、そして一言

で表現したのが「いつもありがとう」のコメント

のついた、なぞの路上アーティスト、バンクシ

ーの新作だろう(イラスト写真=前頁)。幼いこど

もが、医療関係者を象徴した女性看護師の人

形を新しいヒーローとして高くかかげ、喜んで

いる。脇のおもちゃ箱の正義のバッドマンもス

パイダーマンも今は出番なし、と皮肉っている

かのようだ。いかにも反権力の芸術家らしい。

パンデミック後の新世界の有り様を描いたも

のとして、賞賛したい。そこで、以上の視点に

立って、あるいは藤原氏の「生きる指針」に立

って、以下、より具体的に考察する。 

● JR 東海リニア中央新幹線の場合 

 日本がパンデミック後の文明国家たりえるか

どうか。これを判定する試金石になるのは、足

元でいえば、JR 東海が今まさに本格工事を始

めようとしている超高速の超伝導リニア中央

新幹線計画だろう。首都圏から関西圏まで、

国内人口の半数、約 6500 万人が影響を受け

る列島交通革

命を生み出す

可能性がある。

一方で、超広

域計画である

がゆえに「リニ

ア・原発大震

災」も起りえると現実味をもって指摘する地震

や地質に詳しい専門家が具体的な根拠を示し

その負の側面に警鐘を鳴らしている(石橋克

彦、月刊誌「世界」3 月号 特集 災害列島改

造論「超広域大震災にどう備えるか 成長信

仰が衰亡をまねく」)。石橋氏は、将来発生しう

る東海地震を早く予測した地震学者。東日本

大震災でも、その名称を大震災とだけするの

はある種のまやかしであり、本質は「原発大

震災」という人災と喝破した経歴を持つ。 

リニアのルート上にある南アルプスの地質・

地形の予測不能な複雑さを具体的に指摘し

「高度なインフラがかえって震災を激化させ、

巨大な負の遺産になりかねない典型」だと書

いている。そればかりか、南海トラフ巨大地震

発生という「最悪の場合には、リニア新幹線が

埋没して浜岡原発が過酷事故で放射能を放

出するリニア・原発大震災(という人災)が起り

かねない」との悪夢を語る。「要するに、リニア

中央新幹線は、この種の鉄道としては地球上

でいちばん危ない場所に建設されつつある」

と結論付けている。 

同氏の指摘をこれ以上紹介するのは恐ろし

くてここでは省略する。ただ、大手メディアはこ

うした計画の負の側面を、JR 東海に対する遠

慮からか、ほとんど報道しない。これはかつて

原子力を「夢のエネルギー」と国民に信じこま

せてきた無責任さと同様、同質の悪質さであ

ると厳しく批判している。石橋氏の指摘を見落

とすことなく、あえて指摘しておきたい。 

● 「やめられない、とらない」をこえて 

では、藤原氏のパンデミック後を「生きる指

針」では、どう対処しようとしているのか。クリ

オの審判としてのパンデミック後を「生きる指

針」の第 1 は、日常習慣を誰もが誰からも奪っ

てはならないこと、第 2 は組織内では強制的

な自粛をしないことなどを概略挙げている。今、

論じているリニアでは、3 番目の指針、 

「戦争にせよ、五輪にせよ、万博にせよ、

(中略) どのイベントも、その基本的な精神に

立ち戻り、シンプルな運営に戻ること。とくに、

日本のような災害多発列島はいつキャンセル

しても対応可能な運営が望まれる」 

としているのが参考になるだろう。ところが、

コロナ危機の真っ最中、JR 東海は定例記者

会見でもともとの「27 年開業の計画を考え直



す必要はない」と強調している(3 月 27 日付

「中日新聞」)。その後緊急事態宣言が出て、

さらに宣言が全国に拡大、工事が一部中断し

ていた段階の会見でも当初「開業目標に影響

を与えない」と強調し続けている(4 月 28 日付

中日新聞)。加えて、その後、国交省有識者会

議での環境影響評価をめぐって、JR 東海と静

岡県との意見の相違や対立がますます鮮明

化、激化しているのが現状である。「そこのけ、

そこのけ、リニアが通る」という発想であり、そ

うした態度には社会的な弱者が災害時にはよ

り過酷に、より長期に苦しむという未来への想

像力に欠けていないか。今、いったん立ち止

まって、クリオの声に耳をすますときだと思う。 

 ● 河川流域大水害」の場合  

 藤原氏の第 4 指針は、権力を握る人たちは、

日常危機あるいは毎日危機に人々をさらして

きたことを忘れていないかと指摘し、 

 「なにより、新型コロナウイルスが、こういっ

た弱い立場に追いやられている人たちにこそ、

甚大かつ長期的な影響を及ぼすという予測は、

現代史を振り返っても十分ありうる」 

と喝破している。このことは、小紙ジャーナル

前号で取り上げた特集=再考・日本治水史で

具体的に論じたし、昨今の西日本豪雨(2018

年 7 月)や昨年 10 月の台風 19 号流域大水害

でも明らか

になってい

る。東海地

方 で は 今

後、スーパ

ー伊勢湾台風に備える必要があり、南海トラ

フ巨大地震にも備えるのが喫緊の課題となっ

ている。まとめて結論を言えば、災害の被害

は、安全な高台にある豊かな本家あるいは寺

社より、条件の悪い分家ほどより甚大かつ長

期に影響を与える。この点では、コロナ危機と

同じ構図であるのがわかる。 

 ● 国家の自然観から民衆の自然観へ 

 この点について、前号トップ記事に登場した

河川工学者、大熊孝氏(写真上 新潟大名誉

教授)は、昨年 10 月の大水害を分析した論考

の最後で、次のように語っている。 

 「台風 19 号豪雨による水害は、かつて洪水

で溢れていたところに人が住みつき、洪水が

溢れていたことを忘れていたがために被害が

拡大したところが多かった。(中略) 明治時代

以前、民衆は生業を営む中で自然とのかかわ

りが深く、誰もが「民衆の自然観」を持ち、日常

的には無論のこと、非日常の災害時にも、自

然と、うまく付き合う関係性を存していた。 

 しかし、明治時代以降、近代的科学技術を

手に入れてからは、自然を克服と収奪の対象

とみなす「国家の自然観」によって富国強兵・

殖産興業・経済成長を成し遂げてきた。この

「国家の自然観」は明治維新以降 150 年がた

ち、ほぼ国民に浸透し切ったといっていい。

(中略) しかし、非日常の災害が起こると、自

然と人の関係性が切れていることが、被害を

大きくしているといえる。もう一度、民衆と自然

の関係に立ち返り、自然と人の関係性を復活

させることが求められると考える」(「都市問

題」 2020 年 2 月号、特集 治水政策再考)。 

 日本が文明国家足りうる指針と言えまいか。 

 ● 結論として 英雄とは誰のことか 

 最初の謎のバンクシーに戻るが、以上を考

え合わせると、パンデミック後のヒーローとは

誰のことかというヒントをくれたことになる。パ

ンデミック後の英雄、ヒーローとは、スーパー

マンでも、大統領でも首相でも、国家主席でも

ない。名もなき民衆の中から出てくるというの

がバンクシーのメッセージであろう。＜麒麟は

名もなき民衆の中からくる＞。天命を当てにし

ない国こそ文明国家たりえる、と思う。 
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 ■  書 評        

アルフレッド.・W・ クロスビー 

『史上最悪のインフルエンザ』 

- 忘れられたパンデミック – 

●WHO 宣言日「3.11」、語り継ぐ国際デーに 

  ちょうど 100 年前、第一次世界大戦末期に

世界的に大流行した「スペイン風邪(インフル

エンザ)」について具体

的なデータやグラフな

どを示して詳細にまと

められている。原著の

出版は 1989 年、イギリ

ス。日本語に翻訳され

たのがSARS騒ぎの翌

年 2004 年。正直に言

えば、このときに老生は本書（定価 3800 円 !）

を購入したのだが、日本では SARS 騒ぎがま

ったくなかったせいで、ほとんど読まずに、こ

の 2 月の新型コロナ騒ぎの今の今まで押入れ

に 15 年間あまりも眠ったままだった。本書の

サブタイトルは「忘れられたパンデミック」とな

っているが、見事なタイトルであり、事の本質

をズバリ言い当てている。 

 販促のいわゆる腰巻には「パンデミックを語

る際の基本図書であり続けるであろう」と書か

れている。今回読んでみて、掛け値なしにそう

思う。「内容に戦慄しながらも、パニックを回避

する的確な知識を獲得するはずだ」とも書か

れている。まったくそのとおり。あまりにも、100

年前の右往左往と昨今の新型コロナ危機騒

ぎとは酷似している。怖いくらいだ。一つ一つ

が胸に突き刺さる。一つだけ紹介すると、100

年前には第一波のほか、第二波、第三波が

あり、流行は 1920 年春まで足掛け 3 年続いた。

今回でも、最近の国立感染症研究所のゲノム

解析によると、はやヨーロッパを起源とする第

二波が始まっている。 

 忘れ去られた 100 年前のパンデミックを今度

こそ語り継ぎ、忘れないようにすることが、教

訓である。ではどうするか。今回、WHO の初

期対応をめぐってさまざまな不手際が指摘さ

れているが、WHOが世界的な大流行を宣言し

た 3 月 11 日を、忘れず、またその教訓を国際

協力によって将来に生かす国際「パンデミッ

ク」デーに定めてはどうかと提案したい。 

 この本を読むと、このほかにも重要な教訓が

いくつも拾いだせる。パンデミック後は世界史

の重要かつ大きな転換点になったこと、日本

にはこのスペイン風邪にはほとんどきちんとし

た学術研究がないこと-などである。こうした点

について幅広い研究を支援し国民の意識に

浸透させ取り組む国際デーにしたい。 

 100 年前のインフルエンザに自分の子供た

ちが罹った歌人、与謝野晶子は概略こう語っ

ている。「自分や家族を守るためには、人事を

尽くして天命を待つ覚悟が要る」と、自覚を促

している。次に備える心構えとして、肝に銘じ

たい。   (西村秀一 訳、みすず書房) 

                       

  ■ 『崩壊の予兆』 上下巻、サイエンス

ライター、ローリー・ギャレ

ット著 河出書房新社、各

巻 2400 円、2003 年 

 今回の新型肺炎ウイル

スの仲間でもある SARS

再来の可能性や、エボラ

出血熱などほかの新興感

染症最前線についても紹介。 

 ● 『ホット・ゾーン』 上下巻 ジャーナリ

スト、リチャード・プレストン著 飛鳥新社 

各巻 1700 円 1994 年 

 コロナウイルスの仲間で

はないが、エボラウイルス

による出血熱のすさまじさ

を、アフリカを舞台に臨場

感をもって描写している。

息が詰まるような迫力が

ある好著だろう。 
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砂丘をゆく 特別編 1                  風の舞う丘 遠州中田島から 

砂丘と海と砂、そして人は 
砂丘ではいつも風が吹きわたり、砂を飛ばし

当たり前のように風紋が出来あがります。小さ

な場所にひっそりと現れたりもします。かつての

ように砂丘全面に風紋が広がる事が無くなって

しまいましたけれど、足跡のない風紋に踏み込

むのは躊躇してしまいます。 

渚を歩きますとふわふわとして歩きにくい処

が有ります。それはついさっき沖から運ばれて

来たばかりの砂たちです。ですからまだしっかり

していないのです。その上ばかりを歩いて行きますと何だか雲の上を歩いているようです。柔らか

く何ともおぼつかないものであります。 

ある時より海岸の浸食が問題化しました。そこで砂利や礫(れき)が殆どを占める砂と称される

ものがうず高く渚の傍に置かれました。やがて砂浜は砂利浜に変わってしまいました。その年 9

月中田島砂丘のゴミを拾い集めるというイベントを開きました。そこで受付にいた私の所に親子

連れが近づいて来ました。 

「砂浜の砂利は何だ？ ここの砂浜は綺麗だからこの

子が小さい時から毎年来ているんだ。来年もこんな状態

だったら二度と来ないからな。」とお父さんと六年生くら

いの男の子と妹、と親子三人に睨まれてしまいました。

中田島海岸を愛している人がここに居る・・とても嬉しか

ったのですが、行政の人間でも無い私にはどうにも仕様

も無く、来年になればがっかりする姿を想像してしまい

ました。「すいません。」と謝ったことを覚えています。 

 現在の中田島砂丘には砂丘の中を高さ 15ｍの防潮堤が東西に走っています。コンクリートと土

を混ぜた堤に砂を被せ、その姿は見えないようになっています。観光客にはこの堤が砂丘と見え

るようです。人は重機を使い巨大な砂丘のよう

なものを造り上げました。それはたいしたもので

は有ります。しかし何かを造るために大抵何か

を壊してゆきます。重機を自在に扱える人でも

風紋を作る事が出来るでしょうか。 

細かい砂は風に舞い、私たちに奇跡を見せ

てくれている。けれどもその砂はコンクリートの

材料としては細かすぎて使い物にならないのだ

そうです。それもまた面白いものです。 

                                      

                                  ( 文 長谷川武  写真 加藤マサヨシ ) 
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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                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蔵の女 撮影 コージ キシタ 

4 月写真展「さようなら中田島砂丘」より。こ

の二俣での展示、後半は水着のポートレート

が蔵の空気を変えた。本欄特別編 2 も参照。  

          

  

 

 

 

特別編 1 

も参照 

         

            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) 

  



砂丘をゆく 特別編 ２                      浜松・天竜区 阿蔵山から 

写真展 「さようなら中田島砂丘」 終えて                    

撮影意図 1 行解説 コージ キシタ (木下孝司) 

        - 4 月 11 日 

 

 二俣での展示、後半は水着のポートレートが蔵の空気を変えた 

                                       本編に拡大写真 

 

 

 

 

 

風紋に赤と黒だけの情熱を感じさせる風景 

 

 

 

 

 

 

河原のようになった石だらけの浜辺、白砂は戻らない 

 

 

 

 

 

いわゆる砂丘と呼ばれる場と枯草の対比 

 

 

 

 

 

 

風速 10 メートル超で 

肌に突き刺さる砂粒 

 

 

 

   写真展が開かれた古民家ギャラリー、マルカワの蔵 

                                                   左上部が蔵 
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                            市民環境ジャーナル 2020 年５月号 再掲載 

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。 


