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表浜ネットワーク オンラインシンポ 渥美半島海岸の現状と未来 

海岸に人工構造物のない砂浜、回復が速い  

昨秋台風 19 号、自然再生エコ・コーストに被害なし 

表浜ネットワーク(田中雄二理事長、豊橋市)は、先月末、オンラインシンポジウム「表浜海岸の

現状と未来」を開催した。最近の大型化する台風による高潮で海岸がど

のように変化しているのか。今回の ZOOM シンポを主催したネットワーク

事務局から、昨秋の台風 19 号の被害について、漁村施設前は大きな被

害が出たものの、自然再生されたいわゆるエコ・コースト事業地ではほ

とんど被害はなかったとの報告がなされ、参加者の注目を集めた。海岸

に潜堤などの人工物がない砂浜は、おおむね回復のスピードが速いとの現地での観察結果も画

面スライドで具体的に示された。写真= オンラインシンポの PC 画面 = 6 月 28 日 

                        関連記事 さようなら中田島砂丘写真展イン浜松  5 面 

  写真による現状報告に続いて、なぎさ研究

所の宇多高明氏が「遠州浜に面した表浜小島

海岸での護岸前出しの状況報告」がなされた。

続いて、青木伸一氏(大阪大)が長年、その変

化に興味をいだいていたという「高塚・伊古部

の砂丘はなぜできるのか?」について、成果を

発表した。飛砂と漂砂のデータとシミュレーシ

ョンとを組み合わせて、これまでの変遷史を定

性的に説明できることを示した。 

 博多湾をフィールドとしている清野聡子氏(九

州大)は全国的な視点から「地域の自然と社

会にあわせた海岸づくりを考える」と題し、全

国の好事例を紹介した。 

発表では、さまざまな憶測を交えて論議を

呼んだのが、亀崎直樹氏(岡山理科大)の考察

発表「表浜海岸のアカウミガメの産卵が(最近

は)減っていることについて」。結論にまでは至

らなかった。この数十年、減るトレンドから再

び増加するトレンド、そして最近では減るトレ

ンドと変化している様子もスライドで紹介され

た。最後に、発表や報告を受けての自由総合

討論「表浜海岸の未来について」が行われた。

豊橋技術科学大学の岡辺拓巳氏が「表浜で

の 20 年間の(海岸線)測量調査」について発表

したデータ報告が複数のオンライン参加の専

門家から貴重な報告として評価された。 □ 



第 1 回 権威に反する見解はフェイクか 

本紙編集長から「フェイクの時代」というタイ

トルでコラム連載を頼まれたとき、フェイク世

界番付表が頭に浮かんだ。 

 横綱はトランプ米大統領、大関は習・中国国

家主席とプーチン・ロシア大統領。安倍首相

は世界への影響力に欠ける弱みがあり、小結

といったところか。2016 年のトランプ登場以来、

大物政治家にフェイクがつきものとなった。 

 １回のコラムで二つのニュースをとりあげる。

両ピース（小片）をとっかかりに、あちこちから

関連ピースを探し出してジグソーパズルの完

成をめざす。ただ、政治ニュースに拘泥しない。

もともと政治家の専売特許ではない。トランプ

登場の 10 年前に発行された日本国語大辞典

（小学館）はフェイクをこう解説している。①に

せもの。模造品。まやかし②ジャズで、メロデ

ィーをくずして即興演奏すること③球技で、キ

ックやパスをするふりをして相手を欺く動作。 

 身の回りの品ですぐに思いつくのはフェイク

ファー（模造毛皮）。当初は安物の代名詞だっ

たが、「動物を殺さない毛皮」は環境意識の高

さを象徴するファッションアイテムにもなった。

フェイクは、ずるがしこさ、まがいものという負

の成分だけでなく、見方によってはポジティブ

要素もふくむアマルガム（合金）である。そん

な複眼でニュースを読み解いていきたい。 

 ● ドキュメンタリー作家の記者魂 

 まず、７月１日に朝日新聞デジタルに載った

記事。静岡放送と中京テレビで計 15 年間、報

道にたずさわったドキュメンタリー作家、笠井

千晶さん（浜松市在住）を紹介している。 

 2011 年 3 月、東日本大震災と東京電力福島

第一原発事故という複合災害のなか、子ども

２人と両親を津波で失った福島県南相馬市の

男性を、笠井さんはビデオカメラで記録しつづ

けた。６年後に映画「Life 生きてゆく」を完成

させ、各地で 100 回を超す上映会をひらいた。

その内容と取材ノートをもとにしてまとめた文

章「家族写真」が昨年、小学館ノンフィクション

大賞を受賞。ことし６月10日に単行本として出

版された。 

 私も福島事故に深くかかわった。 

 事故発生直後、報道局長室スタッフの一人

として原発にかかわる紙面企画の統括役をま

かされた。築地にある東京本社近くのホテル

に泊まり込み、早朝から深夜まで科学医療、

社会、地域報道、政治、経済など各部デスク

たちと議論し特集や解説を仕立てる毎日だっ

た。東京が放射能で汚染されることも想定し、

本社に出入りする車両の汚染点検、社員の健

康管理を検討する全社的なチームが発足。新

聞発行を堅持するリスクマネジメントの仕事も

ふりかかってきた。 

 翌 2012 年の春、朝日新聞福島総局長として

被災地に赴任した。南相馬市の一部は避難

指示区域となり、多くの市民が故郷を離れた。

取材拠点のうち第一原発にもっとも近い場所

が南相馬支局。常駐する支局長の健康調査

と現地取材をかねて、総局のある福島市と南

相馬市のあいだを幾度も往復した。混乱と悲

嘆のどん底にある被災者らは取材になかなか

応じてもらえない。避難指示区域の外でも周

辺より放射線量の高いホットスポットが点々と

あり、油断できない。 

 紹介記事によると、笠井さんはハードルだら

けの現場で計 600 時間もカメラを回し続けた。

それだけでも感服するが、次のひとことに息を

呑む。「その数十倍の時間を、私はカメラを回

すことなく福島の家族と共に過ごしてきた」 

 新聞記者とドキュメンタリー作家の取材スタ

イルは大きくちがう。前者は、スチルカメラで

光景の一瞬を切り取り、対象者にインタビュー

し、取材メモをもとにストーリーを書く。補足デ

ータが必要ならメールや電話ですむ。後者は、

現場でとった映像と音声でニュースを構成す



る。現場再訪の余裕がなければ修正がきかな

い。そこにフェイクにつながる落とし穴がある。 

 原発ムラの重鎮や被災者に福島事故の教

訓を尋ねてまわった映画「無知の知」（2014 年

製作）の石田智也監督（湖西市出身）に聞い

たエピソードがある。仮設住宅近くの畑を耕し

ている避難中の女性にビデオカメラを向けると、

強く拒絶された。理由を尋ねると、いくつかの

テレビ局取材での苦い経験を話した。どのニ

ュース映像にも土いじりを楽しんでいる姿はな

く、「悲嘆に暮れる避難者」という構図ばかり。

それがビデオカメラをもった取材者への不信

をうんだ。日々のニュースを追いかけるテレビ

クルーは、効率的な現場取材を余儀なくされ

ることが多い。事前に描いたシナリオから外れ

た映像や語りを切り捨てがちだ。被災地の人

間模様はさまざまな濃淡がある。白か黒かで

わかりやすく描けば実像と離れ、フェイク成分

が混入する。ただ、白黒志向は新聞記者にも

あり、テレビばかりを責められない。 

 ● 「８割おじさん」の功罪 

 二つ目のニュースは、７月３日の京都新聞

電子版に載った西浦博・北海道大大学院教授

の人事。８月から京都大大学院教授に移籍す

るという。ニュースサイトの中では最も影響力

のあるヤフーも、この記事を採用しており、

SNS で一気に拡散した。 

 西浦氏は新型コロナウイルスの緊急事態宣

言が出た翌週、対策をまったくとらなければ国

内で約 85 万人が重症化し、うち約 42 万人が

死亡する恐れがあるという独自試算を発表し

た。さらに、人との接触を８割減らせば１カ月

後には流行をおさえこめると強調したことで、

「８割おじさん」と呼ばれるようになった。 

 宣言後、接触８割減に遠く及ばない状態が

つづいたが、７月４日時点で、国内の死者は

900 人台、世界最多の米国でも約 13 万人。西

浦発言に対し、ネット上で批判が相次いだ。手

洗いやマスク着用など予防行動を考慮せず非

現実的、分析手法の詳細を公表していない、

過剰な不安と混乱を招く、観光産業に大きな

ダメージを与える――など手厳しかった。 

 福島事故に関する論争でも、似たようなこと

が何度も起きている。脱原発市民運動にかか

わる学者が放射能汚染の広がり、健康影響リ

スクを厳しめに評価す

ると、ネット上に「根拠

ないデータで不安をあ

おる」との批判が殺到

する。政府に近い学者

が否定し、安心材料と

なる数字や理論を示し

て反論する。この構図はいまもつづいている。 

 たとえば、北海道電力泊原発の廃炉を求め

る訴訟に加わる西尾正道・北海道がんセンタ

ー名誉院長は、各地の脱原発集会に招かれ、

福島第一原発の処理済み汚染水の海洋放出

に反対する主張をくりかえしている。含有する

放射性トリチウムによる内部被曝がふえ、発

がんの危険が高まると指摘。これに対し海洋

放出を容認する専門家は、トリチウムは人体

にとどまりにくく、海水で希釈されるので内部

被曝の心配はないと言い返す。 

 権威に反する見解をフェイクだと決めつける

ような批判に、私は与しない。政府や権威筋

の言説ばかりが流通するのでは、どこに真実

があるか見えにくい。あらゆる立場の専門家

による活発な論争によって浮上する対立点こ

そ、市井の人々が理解を深める糸口になる。 

 「市民科学者」の象徴的存在であり、脱原発

運動の拠点である原子力資料情報室の創設

者として知られる故・高木仁三郎さんはこんな

ことばを残している。 

「科学者は市民の不安を共有せよ」 

 写真上=福島第一原発の処理済み汚染水タンク

(東京電力ウェブページから) 

渥美 好司（あつみ・こうじ） 1954 年、浜松

市生まれ。1978 年に朝日新聞入社。科学記者と

して、チェルノブイリ原発事故、ＪＣＯ臨界事

故、東京電力福島第一原発事故など原子力分野

を中心に取材。東電に唯一残された原発「柏崎

刈羽」を現地で長期取材したのを最後に、2020

年 3 月に退職。 
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                                         市民環境ジャーナル 2020 年７月号 

リレー連載寄稿「津波が来た海辺」仙台湾岸からの手紙 ① 

海岸減災、生態系の抵抗力を生かしてこそ    

今、南海トラフ巨大地震にどう備えるか 

平吹 喜彦 ( 東北学院大学教授 景観生態学 写真下 )

この 3 月、私たち、地元市民を含めた研

究グループは、『津波が来た海辺 －よみが

える里浜の自然と暮らし－』(表紙写真上=

文末注記参照)と名付けた小冊子を刊行し

た。東日本大震災で大きく損傷した仙台湾

南部海岸(次頁に写真)、とりわけ仙台市新

浜地区の海辺で、この 10 年近く継続してき

た「砂浜海岸エコトーンの生態系調査と、

地域の自然と歴史に根ざした里浜再生支援

活動」を振り返り、その気づきを全国に発

信したいと考えた。来春、発災から 10 年目

の節目を迎えるにあたり、本紙ジャーナル

に 5 回、リレー形式で連載の機会を与えて

いただいたことに感謝したい。 

初回となる本稿では、総括的な結論とし

て「巨大地震・津波

への備え（事前復興）

に盛り込むべき 4 つ

の視点」について私

見を述べてみたい。

詳細は、次号からの

各氏の寄稿をご覧いただきたい。 

 □ レジリエンスには 2 つの側面がある 

 まず、レジリエンス（攪乱抵抗力）が、

波浪や強風、洪水等による攪乱を低減する

能力と、もう一つ、攪乱による損傷から自

立的に再生する能力の 2 面から構成されて

いることに留意したい。数百年から千年に

一度発生する著しい地盤の沈下・液状化や

大津波に対して、仙台湾南部海岸では、砂

浜の消失や剥離、海岸林林冠木の倒壊など

が生じた。その攪乱低減機能に関する調査

は、未だ記載段階に留まっているが、他方

の自立的な再生能力に関しては、津波によ

る攪乱が波打ち際からの距離、地表のわず

かな凹凸、植生の様態とかかわりながら不

均一に生じ、生態系再生の源泉（生物学的

遺産）としての生物とその生活基盤（多様

な立地・微環境）が随所に存続することを

示せた。海岸砂浜エコトーンには、秘めら

れたレジリエンスがある。この事実にもっ

と関心が注がれるべきである。 

少なくとも工学的・生態学的・経済学的

な視点から、こうした生態系に内在する防

災力・再生力と、人為による堤防や盛土、

植樹、緑化の現況を比較して、防災施設の

配置や形状、工法、管理のあり方を、謙虚

に、学際的に検討すべきである。言うまで

もなく、この取り組みは「真の」グリーン

インフラストラクチャーや国土強靱化の実

現、縦割り行政・学術の弊害改善にも貢献

するだろう。 

■ 砂浜海岸は砂浜と砂丘だけか 

第二に、砂浜海岸エコトーンという「生

態系の連なり・奥行き」の重要性を指摘し

ておきたい。砂浜海岸エコトーンとは、「海

と陸と川が出合う変動域」を指し、前海－

前浜－後浜－砂丘－後背湿地・潟湖と干潟

－砂丘といった異なる生態系の連なりとし

て存在する。20 年ほども前から、諸外国で

主流となっている海岸（沿岸）域の統合的

管理を実現するためにも、海岸を海岸エコ

トーンとして認識する視点を一般化する必

要がある。 

砂浜海岸エコトーンはもともと、強風や

塩害、飛砂、高潮、津波、洪水といった災



害が多発する領域である。と同時に、固有

で多様な生物種や地域資源として有益な魚

介類の生活領域でもある。このことから、

自然の揺らぎ（動的平衡状態）を尊重しな

がら、賢く保全・利活用することをもっと

追求すべきである。そのためのノウハウや

思想は、海辺で生業・文化・コミュニティ

を持続させてきた里浜の人々に受け継がれ

てきた。今は顧みられることなく消失する

ばかりとなった

伝統知・生活知を

大切にしたい。 

私たちが実施

してきた「地域の

自然と歴史を生

かした震災復興」プロジェクトの立ち位置

も、まさにここにあった。 

□ 住民による未来志向の地域づくり 

 津波被災地では、居住禁止エリアの設定

や内陸への集団移転、防潮堤やかさ上げ道

路の構築といった「多重防御の復興まちづ

くり」が進められてきた。第三の視点とし

て、住民主体や合意形成の営みが、「未来

志向の地域づくり」の好事例を生み出して

いることを紹介したい。目指すのは、偏狭

な地域愛を脱し、隣接する地域と連携しつ

つ、国家的・地球的課題解決をも視野に入

れた、市民が輝く取り組みである。地域の

人材を大切にし、みんなが寄り合い、学校

も一体となった「人づくり、ふるさとづく

り」と「楽しい学び合い」の創出は、さら

なる地域の発展を約束するだろう。 

 ■「木を見て、森を見ず」の海岸防災林 

 最後に、現行の海岸防災林づくりが、主

木の育成に偏重し、自然の恵みの根幹であ

る生物多様性や生物学的遺産に対する配慮

を欠いていることに触れたい。とりわけ透

水・排水が滞り、外来種・内陸種を呼び込

む生育基盤盛土の配置・形状・素材・工法

は、抜本的に改善されるべきであろう。 

注記  編集=岡浩平・平吹喜彦、発行=東北

学院大学 学長室事務課、2020 年 3 月。 

さようなら中田島砂丘イン浜松南区 

浜松を代表するかつての<風の舞う丘>(次

頁)の風景が、防潮堤の完成とともにすっかり

失われていく悲しさを女性のポートレートに託

した新感覚の写真展が、7 月 9 日まで砂丘の

ある浜松市南区役所の一階ロビーで開かれ

た。写真展を開いたのは砂丘を撮り続けてい

る地元在住のコージ・

キシタ氏。今回は市民

アンケート(男女別)も

実施した(写真)。 

砂浜が砂利でいっ

ぱいという現状につい

て圧倒的に「砂浜がい

い」。砂利のままでい

いは、ごくわずか。また、砂浜はあったほうが

いいに満票（なくていいはゼロ）。砂丘に興味

があるかどうかについては「ある」が圧倒的。

砂浜に毎日来るという人もいたが、たいてい

は年に 1 回程度というのが多い。訪れていた

住民の中年男性は、展示されていた「加藤マ

サヨシさん未発表写真」をみながら、モノクロ

写真に「なつかしい。今は見る影もない。本当

の砂丘の姿を知って、うれしい」と話していた。 

右側= 加藤マサヨシさんのモノクロ未発表作品。 

左側= キシタさんの作品 =南区役所、7 月 7 日 
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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  海岸侵食災害を考える会、 長谷川武    写真  写真家、加藤マサヨシ ) 
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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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● バットマン宣言 ● 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、バットマン(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。 


