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お知らせ 尾関氏の「風に鳴
な

れ！里
さと

湖
うみ

ジャーナリズム」、連載開始  7 面 

                         

                                  

みんなの市民佐鳴湖学  新春 大型 リレー・インタビュー   

安心と安全の仕組み、市と県連携で「市民佐鳴湖条例」を 

入野漁協、杉山恵子さん に聞く - 「自由使用と危機管理」に一石 

 

夏場に比べてずいぶんと湖面が澄み渡っ

ている。湖上には渡りのオオバンがゆったりと

羽を休め、岸

の水辺ではハ

クセキレイが

ピンとした尾を

せわしげに上

下させながら

水を飲んでい

る。風一つな

い快晴。満潮

と干潮の入れ替わりのときなのか、鏡ガラス

のような湖面に対岸の葉を落としたメタセコイ

ヤの林立が美しい。上下対称に幾何学的な

模様を横一直線に映し出していた。 

● ホテル・ブライダルの仕事から漁師に 

そんな初冬のある日、佐鳴湖南岸の一角、

入野漁協船着場でインタビューが始まった。 

「季節ごとに変化する湖水の色やにごりは、

その湖の個性」と話す杉山恵子さん。 

 「若いときは浜松市内のホテルに勤め、ブラ

イダル関連の(華やかな)仕事をしていました

が、20 年近く前、心機一転、父がここの湖で

天然ウナギ漁をなりわいにしていましたので、

ここで漁師になろうと決心しました」 

今は母親の介護もあって、「ただの〝漁協

のオバさん〟」ですが、 とさらりと言って彼女

は微笑んだ。父が組合長をつとめる入野漁協

の理事である。 

今から20年近く前というと、環境省による全

国の主な湖沼水質調査(2001 年度)で、年平

均 COD 値という水質評価指標がそれまでワ

ースト1だった手賀沼(千葉県)を抜いて最悪に

なった年。佐鳴湖自体の汚染が進んだからで

はない。手賀沼や印旛沼の水質改善取り組

みのせいなのに、佐鳴湖の天然ウナギの売

れ行きは、風評被害のせいか一時期がた落

ちの打撃を受けたという。これがきっかけで、

翌年、ブライダルの仕事をやめて、入野漁協

を手伝いながら、漁師の道を歩み始めた。ブ

ライダルには縁のない老記者でも、その身の

こなしや装いのコーディネートが垢抜けしてい

て、今でもちょっと普通ではない「漁協のオバ

サン」なのはその経歴のせいだろう。 

 こうした事情から、彼女は相対評価というラ

ンキング調査そのものに疑問を持つようにな

った。とともに、説得力や訴求力のある実体験

に基づいた正しい佐鳴湖学習、とくに子どもた

ちに向けた取り組みを自ら周辺の小中学校に

出かけて出前講座を始めた。2005 年には佐



鳴湖ネットワーク会議を設立、以来、四季

折々に湖の個性を生かした活動を続けている。

その原動力となっているのは、湖の色やにご

りは個性、ランキングをつけるなんてという思

いがあるからだろう。 

● 20 年を振り返り、「自由使用」への注文 

 そんな中、この 20 年近い取り組みで具体的

に感じたことについて、うかがった。 

「湖は、みんなのものであり、原則、自由使

用というのは賛成です。しかし、規律がなくて

いいというものではないのです。夏の湖上に

打ち上げる花火大会でもそうですが、安心と

安全の仕組みとして市民佐鳴湖条例が必要

ではないかと思います」 

と強い調子で答えてくれた。 

湖上事故対応など、危機管理をしっかり整

える対策が不十分な現状に不安を感じている

という。特に湖上を管理する静岡県と陸域の

公園を管理する浜松市との一体的な取組み

に期待している。 

 琵琶湖のような大きな湖では、水上安全条

例(と施行規則)がある。佐鳴湖でも、禁止事

項やマナー遵守については浜松市都市公園

条例(と施行規則)や市民マナー条例あるいは

浜松市風致地区条例などに沿って対応してい

る。しかし、たとえばイヌの放し飼いはまだま

だ守られていない。佐鳴湖の湖面(静岡県)と

陸地の公園陸地部分(浜松市)の一体管理が

できるようになれば、より安心・安全な湖公園

になることは間違いない。陸域についても、西

岸道路の一方通行など通行規制や南岸など

の青空(?) 駐車場にも問題がありそうだ。 

一般には発見者や通行人が可能な対応、

たとえば事故時には警察や消防に通報する。

私設のいわゆるライフセーバーが対応する。

しかし、自由使用ということで、子どもたちが

湖や段子川で遊ぶようになると水難事故が心

配される。ライフジャケット着用の義務付けも

一案だが、賑わいづくりの観点からは水難防

止ガイドラインは必要だとの指摘もある。この

ように考えると、あらためて杉山さんの指摘に

耳を傾ける必要があるだろう。 

● 「佐鳴湖は私の家族」の誇り、胸に 

 最後に、小さい頃から佐鳴湖に親しんできた、

そして今、母親の介護にも忙しい杉山さんだ

が、佐鳴湖は杉山さんにとってどんな存在か

と問いかけると 

「私の家族です」 

とこたえてくれた。これからの「なりわい(生

業)」として

も、育った

環境として

も、いいに

つけ、悪い

に つ け 離

れられないもの、愛着のある存在だという意

味だろう。そこにこれからの令和時代の佐鳴

湖に誇りをもって暮らし、生きていこうという覚

悟を老記者は感じ取った。景観という装いの

ある水辺の都市づくり。新婚のような生命のあ

ふれる創造性のある佐鳴湖暮らし。それには、

水質ランキングうんぬんではなく、家族や家庭

がそうであるように、安全とやすらぎのある快

適な場であってこそ、の思いもあるようだ。い

かにも、ブライダルの仕事にかかわった漁師

らしい。       ( 編集長 井上正男 ) 
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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 



  投 稿      

卒論「佐鳴湖の社会学」、執筆中 

     小梢みなみ 

(京都大文学部、浜松市南区) 

現在、京都大学文学部で社

会学を専攻しています。社会学の中には環境

社会学という分野があり、簡単には「人間が

環境とどのように付き合い、あるいは環境をど

のように作り上げてきたのか」に着目する分野

であると言えると思います。この環境社会学

について学んだ時、頭に浮かんだのは佐鳴湖

のことでした(写真上=佐鳴湖シジミハウスで)。 

佐鳴湖は水質が良くない湖だという印象を

漠然と持っていた一方で、ランニング好きの父

に連れられて度々佐鳴湖を訪れていましたが、

汚い湖だと言われる割には、綺麗に整備され

ていて、多くの利用者もいるというギャップを

感じていました。そこで今回の卒業研究では、

そうしたギャップがなぜ起きたのか、そしてそ

れはどのような社会的、歴史的な背景によっ

て生起したのか、社会学的な要因について分

析してみようと思い立ちました。 

 具体的には、① 佐鳴湖が実際に抱えてい

る問題について歴史的背景にも着目しつつ過

去のデータを整理し、➁ 佐鳴湖に携わってい

る方々がどのような動機や思いを現在持って

活動されているのかについて現地で聞き取り

を行いました。詳しいことは、卒論提出後にも

紹介したいと思いますが、その過程で明らか

になってきたこととして、住民や社会が佐鳴湖

という環境に求めるものが変わってきたので

はないか、ということがあります。 

それはなぜか。当然ながら、そこにどのよう

な価値を認めるかによって、理想とされる佐鳴

湖の姿は異なってきます。「COD の低い佐鳴

湖」を一元的に求めるのではなく、佐鳴湖なら

ではの地理的条件、利用価値などにも着目し、

多元的な価値観に基づいた佐鳴湖のあり方

を再考すべき時に来ているのではないでしょう

か。卒業論文では、佐鳴湖に向けられる多様

なまなざしを鍵として、詰めの議論を今、進め

ています。 

 最後に、卒論に向けたゼミ風景を少し紹介し

ます。現在 24 名の学部学生が 6 つのゼミに分

かれて卒業論文を執筆しています。社会学の

研究手法には量的研究と質的研究の 2 つに

大 別 さ れ ま

す が 、 私 が

所 属 し て い

るゼミには、

この質的研

究の手法を

用いる学生

たちが集まっています。たとえば、京都市のオ

ーバーツーリズム（観光公害：観光地にキャパ

シティを超える観光客が訪れることによって生

じる弊害）や京都市の異世代ホームシェア（高

齢者の住宅に地方出身の学生が住むという

下宿の形態）について研究しています。指導

教官は移民研究やアジア研究などを専門にさ

れています(写真上=所属ゼミの様子。左端 =

ゼミで指導する安里和晃准教授)。 

オーバーツーリズムに関しては市民参加の

機会が多く設けられています。行政のトップダ

ウンで観光に対する方針を決定するのではな

く、住民参加型の市政や、地域コミュニティの

主導によるまちづくりが試みられています。こ

うした点は、佐鳴湖のこれからを考える上でも

参考になるのではないかと思っています。 

                    

●   混迷リニア協議  

打開策は国民参画 

によるルート変更か  辻野兼範 

(元高校教諭、浜松市西区) 

どうやら静岡県が主張するように、トンネル

掘削による漏水をすべて戻すことは技術的に

不可能のようであり、リニア協議は混迷の度



が深まっている。静岡県が妥協しないのであ

れば、一つの論点としてルートを北回り案に

変更する以外に方法はないように思う。 

もともと当初から北ルート案と南アルプスの

トンネル直進ルート案があったが、国民的な

論議を置き去りにしたまま、最終的に総合評

価をして南アルプスのトンネル掘削による直

進コースが決まった。掘削に伴う地下水の漏

水、生態系破壊の問題はそれほど深刻には

考慮されてはいなかったからだが、脆弱な岩

盤を掘削すれば地下水の漏水、水系、生態系

への悪影響は自明であろう。自然の保全を最

優先するのであれば手を付けないのが最善

の策であり、打開の道は北回りにルート変更

することではないか。静岡県知事はこうした観

点からも着工を認めていないが、これまで無

視状態の国民や市民参画、あるいは国民の

声にJR東海側がもっと真摯に耳を傾ければ、

道は開けるのではないか。 

最近の動きをみると、国は問題解決の責任

はJR東海にあり、評価や判断はせず、すでに

環境アセスメントや着工認可で政策判断は終

了したといっている。行司役に徹するという構

えであるが、トンネル工事は堀りながら問題が

あれば対策していくのが一般的であると言い、

開業に伴う投資が進んでいる現在、社会的な

影響と早期開業への国民の期待は重いとも

言っている。この発言は JR 東海を後押しする

ことは明らかである。 

しかし、繰り返すようだが、国民的な参画論

議こそ、喫緊の課題である。JR 東海は「過ち

て改めざるを過ちという」の孔子の教えを、拳

拳服膺(けんけんふくよう)、かみ締めてもらい

たい。急がば回われである。 

      = リニア関連記事(再掲載) = 5 面 

        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 

              

       Nature Clean 環境協会 

     美しい水辺をいつまでも 

  馬込川・芳川河口でごみ回収活動 

 河川や海岸の清掃活動を長年にわたって続

けているボランティア団体「ネーチャークリーン

環境協会」(小林昇会長、浜松市)は、年末の

12 月 21 日浜松市南区の馬込川・芳川河口付

近で今年最後のごみ拾い清掃活動を行った。

活動の旗「美しい水辺をいつまでも」「海のプ

ラスチックごみをなくそう」の下、汗を流したが、

ごみ袋約 60 袋と大量の回収となった。小林会

長も参加して西岸を中心に約 20 人が活動し

た。これまで 231 回目のイベント。 

この活動には、YAMAHA、遠州信用金庫、

浜名湖クラブなどが協賛している。 

次回活動は 1 月 25 日。参加者募集中。協

会では、参加の意義として環境汚染について

身近に、具体的に知ることができるとしている。

問い合わせや詳しいことは、同協会事務局 

=090-1412-3414 ( 渡部 亘 ) まで 

                写真 = 同協会提供 

訂 正 (前号 12 月 1 日付記事)  編集部  

・ 予告記事「風に鳴れ ! 里湖ジャーナリズ

ム」の尾関氏経歴の一部に誤解を招く誤りが

ありました。正しくは今号経歴のとおりです。 

・ 高校生化学講座で「東海支部会」とあるの

は「東海支部」でした。 

・ 囲み記事「暮らしに音楽を」で「おさななじ

み」とあるのは「第九」でした。訂正します。 
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困惑の JR 東海 トンネル工事協議  強気の静岡県  2020 年 1 月号  

「泣き寝入りはしない。地下水は県民共有の貴重な財産」 

難波副知事、焦点のリニア水問題掛川シンポで基調講演 

開業に向けて黄信号が灯る中、リニア新幹線の４つの中間駅の中で最初の工事が先月からＪ

Ｒ東海道本線橋本駅（神奈川県相模原市）の地下深くで

本格的に始まった。そんな中、掛川市は、12 月 3 日リニ

ア中央新幹線の南ア・トンネル工事をめぐる大井川水

系の流量減少問題をテーマとした「掛川の水について

考える」シンポジウムを同市生涯学習センターで開いた。

これに先立って、難波喬司副知事が難航する焦点の新

協議体づくりも含め基調講演し、「泣き寝入りはしない。地下水は県民共有の貴重な財産」と強調

した。新協議体をめぐる先行き不透明感に光を見出すには、今、住民の信頼と理解を得ることの

重要性に、静岡県はじめ、行司役の国側、地元自治体訪問を強く意識し出したＪＲ東海も気付い

たようだ。以下、記者からのシンポ核心報告である。写真上＝掛川市生涯学習センター、１２月３日 

                                                                             

 ● 「一番の力は県民の挙げる声」とも 

 難波副知事の講演（写真下）を一言で評す

れば、語り口は物静かだったが、国交省技術

総括審議官だった土木技術のプロ（工学博

士）らしい、説得力のある論理的内容だった。

その真骨頂は配布した資料「トンネル工事の

位置と周辺環境及び工事の影響」についての

一連の映像解説。記者もこれまで何度か拝見

した図だが、大井川の下をトンネルが通ること

の重大性を強調した。その上で、社長を含め

てＪＲ東海側が

主張 する「 トン

ネ ル 工 事 で 湧

水 が 県 外 に 流

出しても、大井

川（水系）の水

は減らない」という根拠不明な理屈について

「まったく理解できない」と徹底して論破し、あ

きれていた。地表を流れる大井川だけに固執

するＪＲ側に声を荒らげて批判した。現地をつ

ぶさに歩いて確かめていることも伝わってきた

が、そうではない側との違いを見せ付けた。 

さらに、地質構造がほかとは違い極めて特

殊で複雑な南アルプスについて言及。たった２

箇所の（水平）ボーリングをしただけというの

は、「環境影響評価としてはいかにも不十分」

と断じた。その上で、このままでは南アの自然

環境や生態系に壊滅的な影響が出ると予想さ

れると指摘。湧水流出、渇水という水問題以

外にも多くの疑問点があると懸念を表明した。 

こうした一連のＪＲ東海の状況について、副知

事は「いまや静岡県は、ＪＲ東海のコンサルタ

ント」と指南役になっている状況を皮肉った。リ

ニア整備については賛同するが、「泣き寝入り

はしない」との信念を表明、「その一番の力は

県民の挙げる声」と締めくくった。 

● 掛川市長「全量戻すのが合意の条件」 

 基調講演に続いて、主催者の掛川市は、松

井三郎市長をコーディーネーターとして、利水

側のさまざまな意見を聞くシンポジウムを開い

た。市長は、掛川市は水確保に苦労してきた

100 年の歴史があるとして、その現状を紹介し

た。ここでも、最後に発言した難波副知事は

「後になって、泣き寝入りにならないよう、今か

ら、減水したことやその影響をきちんと証明で

きる態勢や、それに伴う補償の取り付け」（要

約）の必要性を繰り返した。最後に、発言者の

意見も踏まえ、松井市長は、シンポのまとめと



してトンネル工事で出た湧水は「全量戻すこと

が（ＪＲ東海との）合意の条件」と強調した。 

 今回の講演会では、水は誰のものか、河川

と社会など、さまざまな視点が提示された。水

環境基本法や静岡県地下水採取条例など、

水は、あるいは地下水は国民共有あるいは県

民共有の貴重な財産という考え方への認識を

深めたと感じた。と同時に、国を行司役とする

これからのリニア協議の合意に向けた取り組

みは、国と地方の自治体との新たなあり方が

鋭く問われているものとも言えるだろう。 

                      

● 難波講演会の各紙見出し（12 月 4 日付） 

○ 静岡新聞「県内政治」＝講演、湧水「県民

共有の財産」「市民 水不足の懸念訴え」。 

○ 中日新聞「県内」面＝水問題シンポ 難波

副知事「不安解消へ対話さらに」講演で強調。

短い基調講演要旨も。パネル討論「多角的な

調査必要」。自然、生活への影響懸念。 

 「社会」面＝「地下水流出、権利ない」副知事、

ＪＲ東海念頭に批判。 

○ 毎日新聞「静岡」面トップ＝リニア工事「水、

何よりも大切」「妥協しないで」掛川シンポに

500 人。              

    ● リニア問題の最近の動き 

  以前の動きは、本紙前号（戸田論考参照） 

○ 中日新聞（10 月 12 日付）鉄道局長と 3 者

協議合意。国交省、見守るから行司役へ。 

○ 中日新聞（10 月 16 日付）「協議締結 落と

しどころ見えず」認可 5 年で難波副知事。 

○ 中日新聞（10 月 25 日付）国交次官「27 年

開業目指す」静岡県知事「流量譲れない」 

○ 中日新聞（10 月 31 日付）合意文書の文言

静岡県とＪＲ東海とで隔たり。きょう三者会談。

県「地域住民の理解得た上で進める」ＪＲ東海

「地域住民の理解得ようと努めた上で進める」 

○ 静岡新聞（11 月 1 日付）トップ＝静岡県、Ｊ

Ｒ東海と新協議体 国交省、主導権狙う。議論

打開は見通せず。 

○ 読売新聞（11 月 8日付）遠州面＝3 者協議、

先行き懸念。静岡県知事、環境省関与言及。

国交省とＪＲ東海をけん制。全国総合面＝リニ

ア、27 年開業「黄信号」静岡県・ＪＲ対立、国仲

介でも混迷。残土・用地も難航。 

○ 中日新聞（11 月 9 日付）「国側は鉄道局中

心」三者協議で国交相が見解。 

○ 中日新聞（11 月 14 日付）トップ＝ＪＲ東海、

流域市町訪問へ。社長「地元理解、原点に返

る」。静岡県副知事名の訪問自粛要請文書

（昨年 8 月 9 日付）を公開し「県側の不統一な

対応は困る」とも。要請文＝「貴社が関係利水

者および市町と個別に交渉等を行うことは、ご

遠慮くださるようお願い申し上げます」。 

○ 中日新聞（11 月 14 日付）三者協議、環境

省の参加求める。菊川市長ら 国交省審議官

と会談。 

○ 中日新聞（11 月 16 日付）地域の大切な水、

訴え。牧之原市長ら 国交省審議官と会談。 

○ 中日新聞（11 月 17 日付）トップ＝島田、掛

川、藤枝、焼津市長、水の不安 国に伝達。仲

介を期待。国交省審議官来訪。新協議体のあ

り方、進め方合意文書未策定で静岡県知事

「ＪＲ東海は反省を」。 

○ 静岡新聞（11 月 18 日付）トップ＝リニア水

問題、県専門家会議 1 年 科学的議論通じＪＲ

東海の不備露呈。国交省主導の新協議体設

置へ、静岡県「骨抜き」警戒。 

○ 静岡新聞（11 月 19 日付）1 面準トップ＝流

域 10 市町個別対応せず、ＪＲの訪問要請に。 

○ 毎日新聞（11 月 20 日付）「静岡」面トップ

＝リニア 3 者協議、定例会見で静岡県知事

「鉄道局（だけでは）仕切れない」。国交省鉄

道局主導の国交相と見解に隔たり。「27 年の

開業に間に合わすため三者協議ではないは

ずだ」とも。 

○ 中日新聞（11 月 21 日付）「県内」面＝ＪＲ

東海社長一問一答「県と国で話進めたい」。 

○ 中日新聞（11 月 23 日付）静岡「県内」面＝

袋井市長「ＪＲ東海が（自ら汗をかいて具体的

な）対応策を」。江口審議官一問一答「水問題

の懸念理解」「両者の議論がうまく進むように

交通整理の役割果たしたい」。 

             (編集部注記 前号の再掲載です) 
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 ● 今、「中くらい」メディアという生き方   

異邦人がふらりと現れた。このページを開

いて、そんな印象をもたれたのではないでしょ

うか。唐突感をやわらげるためにも、今回は、

私が編集長のお誘いに乗った理由を打ち明け

ることにいたしましょう。 

 そのまえに自己紹介。私は 68 歳、元新聞記

者で、今は郷里の東京西郊に住んでいます。

記者生活 36 年のうち 30 年は科学報道に携わ

りました。関心事はおもに基礎科学。岐阜県

神岡町（現・飛騨市）を拠点とする素粒子ニュ

ートリノの研究などを取材したものです。そう

言えば、あのニュートリノ検出器は浜松ホトニ

クス製でしたね。浜松とのご縁は、そのくらい

でした。2013 年に退職、悠々とはいえません

が自適の日々にあります。 

 そんな私がなぜ、月刊さなるこ新聞デジタル

への寄稿を思い立ったのか。背景には昨今の

メディア状況があります。日刊新聞の退潮は

目を覆うばかりですが、それよりも気になるの

は、記者という職業に対するリスペクトが消え

てしまったこと。リスペクトと言っても「尊敬」を

期待しているわけではありません。存在価値

を認めてもらえなくなったように思えるのです。 

 たとえば、テレビドラマ。私は 2 時間ミステリ

ーの大ファンで、ＢＳ局やＣＳ局が再放映する

十津川警部や温泉若おかみなどのシリーズを

楽しんでいます。それで気づくのは、制作年が

下るにつれて記者の値打ちが下落しているこ

と。2000 年代以降の作品では、ドラマの中盤

で「元新聞記者のフリーライター」が殺人事件

の真犯人をゆすって、口封じに殺されるという

筋立てをよく見かけます。あれっ？ その肩書、

ボクと同じではないか！ 

 昔、新聞記者は権力に対峙して巨悪をあば

く正義の味方でした。最近は、その構図が通

用しない。なぜでしょうか。私には、この変化

がソーシャルメディアの隆盛に随伴しているよ

うに思われます。だれもがみな「おひとりさま

新聞」になって、言いたいことを言える。そんな

世の中で、大新聞だけが世論を代弁するとい

う理屈は成り立ちません。 

 そんな時代、希望を託せるのは「中くらい」の

新聞です。一部の大新聞のように上から目線

になったりはしない。一部の「おひとりさま新

聞」のように付和雷同して感情に流されたりも

しない。身近な社会問題を中くらいの距離から

見つめ、中くらいの舞台で語りあう。その舞台

となるメディアです。 

そういう試みを私は、里山資本主義という言

葉に倣って「里山ジャーナリズム」と呼ぼうと思

っています。これは、ビジネスとしては成り立ち

ようがないので、ボランティア精神に頼るしか

ない。まさに退職後の元記者の本紙の編集長

にとってうってつけの仕事ですね。 

「月刊さなるこ新聞デジタル」は「里山ジャー

ナリズム」の見本ですが、佐鳴湖ですから「里

湖ジャーナリズム」のほうがぴったりですね。

里湖は「さとうみ」と読みます。表題の「風に鳴

れ！」は、里湖の発信に送る圏外からのエー

ルにほかなりません。 

        － 佐鳴湖百景 撮影：木下孝司 

 

 

 

 

 

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、1 週 1 冊の

読書ブログ「本読み  by chance」を継続中

（http://ozekibook.jugem.jp/）。 

 

   月刊さなるこ新聞デジタル 2020 年 1 月号 



        第二部          鈴木潤子 

● ド根性ガエルのヒロシが寿司屋で 

 やっぱりマンガ、日本のマンガとアニメ、これ

さえしっかり読んでいれば、活字を読まなくた

って立派な大人になりますさ（自分のこと）！

今日に至るまでのマンガアニメの蓄積が私に

力強く生活文化の変遷を評論させるのです。 

先日、アルバイト先の玄関先に落ち葉がい

っぱいたまっていたので、それをホーキでザッ

ザとはいてて、「小学校のときは用務員さんが

これで落ち葉焚きしてさ、焼き芋焼いてくれた

よねえ」って話をしたら、「ええ～～っそんなこ

としない！だめじゃん！」と、私より 20 も年上

の 70 代のスタッフが叫びました。「だってドラえ

もんのしずかちゃんが庭で落ち葉焼いて焼き

芋食べてるじゃん。♪垣根の垣根の曲がり角、

焚火だ焚火だ落ち葉焚き…♪っていうじゃん」

と反論すると、「それはマンガや歌の世界だも

の」って… やっぱり雪国新潟は田舎だったっ

てことなのか？ 工業都市浜松で道端で落ち

葉焼いて焼き芋食べたのは、私が生まれる以

前で終わっていたってことですよね！ 

私が小学校のとき「あしたのジョー２」で、推

定年齢 20 歳のジョーがおっちゃんやカーロス

と飲みに行くのは、おしゃれなバーじゃなくて

いつも屋台で、酒は必ず日本酒でした、コップ

の。ビールは一回も出てこなかったです。ド根

性ガエルの寿司職人ウメさんは、ヒロシの中

学のヨシコ先生が大好きで、ヒロシがヨシコ先

生との仲を取り持つといつもご褒美に寿司を

食べさせてくれました。寿司カウンターで、寿

司職人の握る握りを、中学生がパクパク食べ

てんですよ、回転寿司じゃないんですよ！ 

幼稚園で、みんな「お弁当箱の歌」ってやり

ましたね。「♪これっくらいの、おべんとばっこ

に…♪」っての。でも、この続きを歌ってごらん

なさい。歌詞は知ってても、食ったことねーでし

ょ！「♪…おむすびちょいと詰めて、きざ～み

生姜にゴマ塩ぱっぱ、ニンジンさん、ゴボウさ

ん、穴～の開いたレンコンさん、筋を取ったフ

～～～～キ！♪」でしょ！！でもね、確かに、

ちばてつやの「ハリスの旋風」の 2 巻の表紙で

国松がおいしそ～～に食べてる弁当は、でっ

かいレンコンとシイタケが入ってるんだな！ 

ちなみに前述の「ド根性ガエル」のライバル

キャラのあだ名は「ゴリライモ」。藤子不二雄の

「キテレツ大百科」が再放送しないのは、ガキ

大将キャラのあだ名がこれまた「ブタゴリラ」だ

からか？ドラえもんのジャイアンは最近やたら

とのび太を殴らなくなり、かあちゃんから夜の

配達を言いつけられることもなくなってきてい

るらしいですね。でも、ドラえもんの中でのスポ

ー ツ は ま

だまだ「野

球」ですよ

ね 。 サ ザ

エさんのカ

ツオも「野

球」ですよ

ね 。 の び

太 や カ ツ

オ が サ ッ

カーをやり

始めたら、やっぱりそれも、一つの時代の区切

りが訪れたことになるんでしょうね。 

今、少なくともうちの子らが行っている浜松

市立伊佐見小学校は、先生も、子どもどうしも、

「○○さん」って呼ばせるように指導をしていま

す。あだ名で呼ぶことがいじめにつながるから

と言われていますが、真相は確認していませ

ん。たまたま子どもの集まりに行ったときに、

「私が子どものときなんか、先生も子どももみ

んなあだ名で呼びあっていたけどね」と話した

ら、「あだ名って？」と聞き返されました。なん

だかとても悲しくなりました。ドラえもんの「ジャ

イアン」が「たけしさん」と呼ばれるようになる

日が、いつか、来るのだろうか。 

         ( つづく、 西区大人見町) 
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地震と社会②  長期評価、なぜ異例なほど科学的に不健全なのか  

「敗北」発言相次ぐ に違和感、「勝ち負け」論で済まされるか 

      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

● 「正直に真の知見を国民に」とゲラー氏 

 東日本原発大震災が起きた 2011 年、日本

地震学会はこの年 10 月、通常の秋季大会の

ほかに、大震災発生を受け「地震学の今を問

う」と題した特別シンポジウムを静岡大学静岡

キャンパスで開いた。巨大地震の予知や予測

はある程度できるとしていたのにまったくかす

りもしなかったからだ。 

しかし、方法論の正否にまで踏み込んで掘

り下げようという趣旨や意気込みが感じられ

たのは、これまで傍流だった地震予知不可能

論者の急先鋒、ロバート・ゲラー(東京大学大

学院)氏が「地震科学と災害対策 : リセットの

時期」という特別講演を行った程度。ゲラー氏

は地震現象は複雑系であり、列島のどこにで

も起きるとしてその予測については否定的。 

講演では会場の多数の地震学者、防災学

者を前にこれまでの地震学の科学的不健全さ

に言及し、結論として「今後、研究者は、まず、

正直に、真の科学的知見を国民に示すべきで

ある」として当時の地震学のあり方のリセット、

刷新を呼びかけ、警告した。それにとどまらず、

リセットには国の

地震関連政策の

根幹の「大規模地

震対策特別措置

法 」 ( 大 震 法 、

1978)およびそれ

をめぐる体制と、

はっきりと決別す

ることが欠かせな

いと急所を突いた。その後、大震法の見直し

が南海トラフ巨大地震をにらみ減災側主導で

この 2、3 年始まったものの、「30 年以内発生

確率 80％」のしがらみはそのままであり、地

震学を依然として不健全なものにしている。 

講演は、前号の専門家会議議事録(大震災

後の 2012 年 12 月と翌年 2 月)の時期より 1

年も前に行われたのにもかかわらず、ゲラー

氏の指摘「科学的に正直に伝える」は今日に

至ってもいまだ生かされていないと言える。 

当時、シンポ取材で強く感じたのは「敗北」

という言葉が参加者の間で頻繁に聞かれたこ

とだ。シンポの第一セッションでは、シンポ企

画運営側の趣旨説明に「発生可能性を事前

に指摘できなかったことは地震学全体の大き

な敗北」とある。また、このときの地震学会会

長の平原和朗(京大教授)氏も、シンポを前に

朝日新聞の「大震災をどう受け止めているか」

というインタビューに「私だけでなく、多くの地

震学者にとって、敗北と言わざるを得ない状

況」と語っている。 

● 誰のための長期評価なのか 

当時、さまざまな発表を聞いたが、筆者はこ

の「勝ち負け」論に強い違和感を覚えた。そこ

にはもっと国が支援してくれれば、そうはなら

なかったという独善的なニュアンスが色濃い。

この点、このときの地震学会会員 600 人超ア

ンケート調査や防災研究者の声を交えながら、

長期評価の科学的な不健全性の原因とその

内幕について次号でさらに踏み込んで論じて

みたい。長期評価は一体誰のためにあるのか、

の問題である。   ( 編集長 井上正男 ) 
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 喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

昨年暮れ、「高校生のための化学講座」で

講演をしました(詳しくは次号の 2 月号記事参

照)。私の専門は、河川、ダム貯水池、発電所

に関わる水理現象です。今何を目指している

のかについて、あらためて、そしてざっくばら

んに若い人向けにお話してみたい。 

● 世間から見えない裏方の仕事に、感激 

私が電力会社に入社した動機というのは、

たまたま、見つけた就職雑誌の電源開発株式

会社の事業説明「水力発電所や火力発電所

の建設と運用」に惹かれたのがきっかけです。

面接でお会いした人事の方の「電力会社は、

昼夜関係なく、世間か

らは見えない裏方の仕

事ですよ」という言葉に

感激したことです。私

はそういう人になりた

かったのです。 

会社では、水力保守

の仕事で水理計算、貯

水池の流れや土砂移動の計算ばかりでした。

今でこそ、土砂移動の解析は人気があります

が、当時は、FEM 構造解析や円弧すべり解析

が花形です。電力中央研究所で、毎週一回、

一年間にわたり水車と発電機をアナログコン

ピュータでモデル化し、水路部分の水撃圧と

サージング計算をデジタルコンピュータで連携

解析、いわゆるハイブリッド計算の仕事をしま

した。電気関係の設備や運用方法、水力発電

所の周波数調整や制御技術について、土木

職の中では私が一番よく知ることができました。

人との出会いは大切です。 

その後、オランダ国デルフトの社会人大学

院へ留学をすすめられ、そこで水理学、水工

学の勉強をしました。これまで、ダムや発電所

の建設は、大変面白いものの建設期間は短

い。長いのは、当然ですが、運用と保守の仕

事です。問題や課題も、この期間に出てきま

す。内容も複雑地味ですが、常に勉強が必要

です。決して一つだけの専門知識では足りま

せん。そんなこともオランダで学びました。 

● なぜ、千年先の技術に挑むのか 

ダムや発電所はとても費用のかかる財産で

すが、法律上は会社の財産ですが、役割を考

えれば「人類の財産」です。その財産が将来

どうなるか？これまでどおりでいいのか、皆さ

んは、気になりませんか？ 私が、この小紙連

載で、「1000 年先の技術に挑む」について考

えているのもこれに関係しています。 

最近の技術開発は、2、3 年の短期間で成

果を出すというのが基本で、すぐ成果がでな

いと厳しい評価になります。これでは、ダムや

発電所を長く利用していく工夫を編み出すに

は、短か過ぎる気がします。佐久間ダムでも、

まだ誕生から 65 年です。200 年後はどうなる

か、500 年後は大丈夫か、そして千年後はどう

なっているか気になりました。長寿命ダムを研

究することにしたきっかけです。 

見掛けが素晴らしいのは、誰にもよく判りま

すが、本当に大事なのは中身です。就職した

ときのあの人事の方の話ではないですが、見

えないところを知ること、痛んだところを直しな

がら使うこと、何よりも見えないところで働くひ

とに感謝することが大切です。そこに光をあて

ることが、長期間、設備をつかうことができる

長寿命ダムの秘訣のような気がします。 

そして、今では、工学系の知識だけでなく、

政治、経済、哲学そして宗教の面からのアプ

ローチもとても大切なのではないかという気が

しています。技術の千年先を考えることは、実

は、現代の英知を幅広く見渡し、それを結集

するやりがいのある作業にほかならないので

す。宮大工のように、私は、そんな人類の財

産を守るダム裏方仕事人でありたい。 
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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） 


