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連載「川は誰のものか 河川と社会」  論説 リニア南ア大井川 

水利権者だけの問題か バランスのある国民的な論議を  

「そこのけ、そこのけ、リニアが通る」では百年の大計を誤る 

 8 年後の 2027 年開業は必達目標だとして譲らない愛知県知事、リニアの必要性は認めつつも

南アルプス大井川に対する絶大なる水利権を前面に打ち出し、工事に伴う湧水の「全量回復」と

いう利害と思惑をからめた地元、静岡県知事、そしてリニア

を「想像を超えた(日本の)未来」づくりだと位置づけ「そこの

け、そこのけ」とばかりに建設を進め東、西日本両 JR に覇

を唱えたい企業論理の JR 東海。 

リニア中央新幹線構想から約 50 年、国交省がその建設

実施計画を 2014 年に認可した。それから 5 年、今、難工事

とされる南アルプス静岡工区トンネル工事の本格着工をめ

ぐりる論議が三者で激突、土壇場で最後の山場を迎えている。今年に入って、とりわけこの 1 か

月、湧水に、そしてその細部の技術問題に踏み込めば踏み込むほど、以下、述べるように、解決

の糸口が遠のき、混迷の度が深まっているようにみえる。何が混迷の度を深めさせているのか。

そして打開の道筋は何か-。 写真 = 9 月 5 日付静岡新聞朝刊 「両知事会談は平行線、国調整を」 

お知らせ － 「どうなっているの? 最近の伊勢湾」シンポ 寄稿  5 面 

    徳川美術館夏の特別展「合戦図」を訪れて       8 面                          

結論を先に言えば、「河川と社会」論議では

多様な立場、意見があるにもかかわらず、こ

れまで同様、問題を水利既得権者だけに矮小

化しすぎているからである。共通の土俵づくり

など、そこから抜け出すことが打開の道であろ

う。急がば回れで、百年の大計に立って、河

川と社会のありかたをバランスのある国民的

な論議に今こそ戻す必要がある。 

建設実施計画の認可以来、こうした社会的

な論議があまりにもないがしろにされすぎ、そ

のツケが回ってきた。それはなぜなのだろうか。

事実上の〝国策〟プロジェクトなのに、急ぐあ

まり一企業の事業とみなし面倒な論議を意図

的に社会に向けて発信することを避けたから

だろう。それが国民の目に触れる工事が本格

化するにつれて、国レベルの話から地域レベ

ルにおりてきたときに、とうとうあらわになった

というのが迷走の真相ではないか。 

今月に入って、愛知・静岡両知事のリニア

会談(写真上)でこの打開に向け思うところを主



張しあったが、互いに対案を示すこともなく、

案の定お互いの土俵を守ったまま平行線をた

どった。河川行政を担う国交省の調整を求め

る方針では一致したが、これは地方自治の本

旨にもとるものである。国の調整に頼るこの姿

勢は、むしろ将来の地域問題の根本的な解決

にとって大きな禍根を残したといえよう。 

誰が工事を遅らせているのか。以下、この 1

か月の経過を地元報道でたどってみる。 

国交省担当者を仲介役とする静岡県中央

新幹線環境保全連絡会議専門部会とJR東海

との公開の協議では、湧水回復(8 月 20 日)や

南ア生物多様性の保全(21 日)に関するやり取

りがなされた。初日、JR 東海がこれまで約束

していた「トンネル内から出る湧水の全量を大

井川に戻す」との方針をどう具体的に実現す

るのかが焦点だった。しかし、初日の協議終

了間際に、JR 側が「湧水全量は戻せない」と

の認識を示したことから、協議がにわかに迷

走し始めた。全量戻せるのは工事後からであ

り、工事中は戻せないとの認識に、協議の前

提が崩れたと静岡県側は猛反発。2 日目の南

アの生物多様性の保全でも、県側から生態系

について追加調査の必要性が指摘されたが、

現時点では東海側は否定的な見解が示され

た。このことも、両者の間の溝を深めることに

なった。その後、静岡県知事は湧水問題につ

いて「全量回復の技術確立につとめるべきだ、

もっと検討を」と最近の記者会見で語った。 

  そんな中、9 月 12、13 日の両日、両者は再

度協議を重ねたが、新たな進展は見られなか

った。「工事で生物多様性に大きな負の影響

が出る。研究者として工事に反対」(岸本年郎

専門部会委員)、「南アルプスにトンネルを掘

ることで、最上流部の沢の水が枯渇する」(塩

坂邦雄委員)など複数委員から生物多様性に

深刻な影響がでるとの指摘か相次いだ。 

打開の糸口として戸田三津夫氏の提唱した

人間活動の自然環境配慮の程度を図示した

ダイヤグラム(左下図)が参考になる。詳しくは

先の小紙 7 月号トップ記事補足欄を参照して

ほしいが、2 項対立論議から南アの自然・リニ

アの建設・大井川の水利権というように多角

的な論議が望まれる。そこから JR 東海、静岡

県側共通の土俵が生まれるだろう。その際、

以下の市民を対象にした講演会は視野の広

い国民的な論議を巻き起こす一助になる。 

            講演会     

南アルプス トンネル工事と水資源 

10/5 日  リニア工事の問題点 

講師 塩坂邦雄氏 (静岡県中央新

幹線環境保全連絡会議専門部会委員) 

  市民団体「健康と環境を守れ ! 愛知の住

民いっせい行動」実行委員会は、南アルプス

の地質構造や水資源に詳しい塩坂邦雄氏を

講師に迎え、10 月 5 日土曜日 14 時から講演

会を開く。会場は愛知県保険医協会伏見会議

室(名古屋市中区の名古屋伏見スクエアビル

9 階。参加費無料。問い合わせは同実行委員

会 = 052-832-1346 まで 。 

    市民環境ジャーナル 編集局 発行 

  井上正男 ( 浜松市中区佐鳴台３丁目３ –４０８ )  

     yhr01702@nifty.ne.jp  

053-489-9189   
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防災から減災へ 

  書 評   

日本災害史 北原糸子(編) 
人はいかにして災害を乗り越えてきたか。 

そして、復興してきたか。災害は進化する 

    吉川弘文館(4200 円) 

 この浩瀚な著作の冒頭には、いま災害史を

編むことの意義という＜はしがき＞がおかれ

ている。冒頭は「災害は進化するという。」と刺

激的な書き出しで始まっている。その言わんと

するところは「人々の

暮らす社会に影響を

及ぼす災害は、その

環境である社会に適

応的に、つまりマッ

チするようにそのあ

り様をえぐりだし変

化する」という意味だ

ろう。災害は進化す

る社会の脆弱性や

弱点をあらわにする。 

このことは、自然災害であろうと、人為的な

災害であろうと、さらにはそれらの複合的な災

害であろうと変わらない。生物種は造物主の

神から与えられたものであり、太古の世界か

らサルはサル、魚は昔から魚であるというキリ

スト教的な考えを否定し、「種の起源」で知ら

れるダーウィンは「種は(周りの環境に適応的

に)変化する」と喝破したのと似ている。 

 ダーウィンが生物種の起源を求めて、世界

中を航海し、生物進化論に到達したように、北

原氏もまた、災害の起源を求めて古代の災害、

中世の災害、近世の災害、そして、近代の災

害をさまざまな著作を分析し、阪神・淡路大震

災までたどり着き、災害と社会の適応的な共

生進化について論じている。 

 こうした視点から当然出てくる発想は、被害

を語り、調査するだけでなく、生き残りをかけ

て人々が災害を克服すべく立ち上がる「復興」

戦略調査が重要であるという発見的な視点で

ある。生物進化でも、なぜ人類は生き残れた

のかを解明するのは難しいが、災害で絶滅し

てしまった理由を解明するのは比較的容易。

この調査には地震学や歴史学だけでなく、理

工系の専門的な成果も本書には分析に取り

入れているのも、その困難性を乗り越える手

段だからだろう。 

 この本発行の 5 年後には、東日本での原発

震災という新手の、つまり想定外の災害新種

が登場した。こうした分析から、グローバルな

高度情報ネット社会時代にはどんな想定外の

新種災害が突然変異のように登場するのか。

復興を視野に入れた説得的な災害分析手法

として、一読をすすめたい。 

 

  あれから 60 年 

特別展 治水・震災・伊勢湾台風 

9／21- 11/4   名古屋市博物館 

 災害では発生した地域や時代の特質が被害

や復興の様子に大きな影響を与える。このこ

とから、この特別展では、災害にかかわる社

会の動き、そのなかでも特に「開発と環境」

「被害者支援の担い手」という二つの視点を軸

に、濃尾平野を襲った歴史災害に迫る。 

 南海トラフ地震発生時尾張藩はどう動いた

か(「宮の津に旅人津浪をおそれる図」安政見

聞録)、サムライジャーナリストの水害ルポ(安

永洪水図)、尾張藩の水害対策を探る「謎の巨

大絵図」などが展示されている。近代日本が

直面した最初の大災害「明治二十四年十月二

十八日大地震図」の火炎につつまれる都市の

様子のすさまじさは必見。昭和後期の白水学

区の手書き記録「台風記」も展示される。 

 特別展の関連として、「災害史を学ぶ」シン

ポジウムも 9 月 28 日 13 時 30 分から、同博物

館で開かれる(聴講無料)。そのほか、伊勢湾

台風などの連続講座も。詳しくは同博物館

(052-853-2655)まで。毎週月曜日休館。 
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砂上の楼閣 

      撮影 コージ キシタ 

           ( 木下孝司 ) 

  砂を重機でかき混ぜてできた砂山。 

中世城郭? 奥に建設中の防潮堤も 

 

 

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                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      -   砂上の小屋 砂を販売 ? 

          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」 

        語り手 大石力也さん= 左奥 

- 白脇協働センター、6 月 14 日 

      市民環境ジャーナル 2019 年 9 月号  

   ● 砂丘を撮る  同じカットを何回も 

 昭和 30 年頃から中田島砂丘を撮り続けてい

る加藤マサヨシさんのネガフィルムを見させて

貰う機会がありました。驚いたのは何本かの

ネガにどういうわけか、同じようなカットが何回

も撮られていたのです。 

 （満足出来なかったのかな） 

と思いを巡らせてみました。マサヨシさんは砂

丘に来るたびごとに、毎回、砂丘の同じ姿に

魅了されてシャッターを切っていたのではない

のだろうか。というのも、 

「僕の写真は記録だよ。」  

マサヨシさんはよくそう言っていました。マサヨ

シさんは冗談を言いません。心に響くものに

素直に向き合っていました。それが彼の記録

なのだと私は想っています。 

 私もスマートフォンで中田島砂丘や海岸を撮

ります。素直に美しいというものを撮りたいと

思うのですが、砂丘が崩れていく姿を撮って

記録しておきたいと思ってしまいます。私の記

録は（憐憫だな）。今の中田島砂丘に対する

私の寂しさは、何時か夢中で撮り続ける人が

居るそんな砂丘の甦(よみがえ)りを夢想させ

るのです。  注 憐憫とはかわいそうに思うこと 

 (長谷川武) 
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寄  稿  最近の伊勢湾、どうなっているの ? 

- 豊かな海を考えるシンポジウム IN 四日市 – 

戸田三津夫氏 (静岡大学工学部) 

近年、伊勢湾やその周辺では不漁など異

変が起きているといわれている。また三河湾

でもアサリの大幅な減少がみられる。「四日市

公害と環境未来館」(四日市市)は、9 月 7 日海

の環境や生物を調査・研究している研究者や

漁業関係者を交えて、異変を含め「未来の豊

かな海を考えるシンポジウム」を開催した。 

 発表者は「やせゆく伊勢湾」(木村裕之氏、

四日市市自然保護推進委員会)、「伊勢湾の

栄養塩オノマトぺ」(田口和典氏、三重大学大

学院)、「伊勢湾のアサリ資源の現状と回復に

向けて」(辻将治氏、三重県水産研究所)、「伊

勢湾の水質の年代変化から見えてくるもの」

(千葉賢氏、四日市大学)、「四日市近海の漁

業の変化」(河村誠氏、四日市市漁業協同組

合)、「日本一の伊勢・三河湾アサリはなぜ急

減したのか?」(鈴木輝明氏、名城大学大学院)

の 6 人。講演後、千葉氏がコーディネーター役

となって質疑応答や全体討論を行った。 

 以下は、シンポに参加した静岡大学の戸田

三津夫氏のルポ風寄稿である。 

                      

かつて、アサリ、ハマグリ、イカナゴ、ノリな

どが豊富にとれた伊勢湾も、今は見る影もな

い。海に何が起きているのだろうか？ 奇妙な

ことに同じことが日本中の内水面や海域で起

こっている。みなさんも、アサリ、サクラエビ、

サンマ、クロマグロ、ニホンウナギなどの水産

物が獲れなくなったというニュースを目にされ

たと思う。伊勢湾で謎が解ければ突破口にな

るかもしれない。 

● 消えた豊かな海、主な論点は三つ。 

第一は、富栄養化抑制のために 1980 年こ

ろから栄養塩排出総量規制が行われたが、

主に下水道処理により伊勢湾や三河湾での

濃度が低下し、その影響で「豊かな海」が失わ

れたのか？ という論点。 

第二は、埋め立てにより、藻場、浅場、干潟

が減少し、「豊かな海」が失われたのか？ と

いうもの。 

第一と第二の論議を踏まえて、「豊かな海」

を取り戻すにはどうすれば良いか という論点

である。 

● 第 1 の栄養塩排出規制について 

 今の栄養塩排出規制（リン、窒素に対する

規制）が過度に厳しいと主張したのは、木村

氏と鈴木氏。特に鈴木氏は、富栄養化、貧酸

素化の原因が栄養塩濃度の上昇による有機

物の過剰な生産であるとして、閉鎖性水域の

環境改善のためにがむしゃらに栄養塩濃度の

低下を目指したのは間違いであったとする。

栄養塩は光合成により植物プランクトンがす

べての海洋生物を養う生産活動を支えるもの

であるので不可欠である。全国的に「富栄養

化による有機汚濁」という現象を抑制するため

にリン、窒素の排出規制を行ってきたが、栄

養塩濃度はすでに十分に低く、鈴木氏はもう

この対策を強化する必要はないとする。 

● 第 2 の埋め立て説について 

 では、なぜ、アサリやノリの資源が回復しな

いのか。その原因を、鈴木氏、千葉氏は埋め

立てによる浅場、干潟、藻場の喪失が根本的

な原因であるとする。鈴木氏、千葉氏同様、私

も、栄養塩濃度を高めれば「豊かな海」が戻っ

てくるとは到底思えない。私たちの社会は、長

めにみても 1960 年代以降の栄養塩濃度と漁

獲量のデータしか持ち合わせていない。しか

し、分析データが残っていない 1950 年代以前、

できれば江戸末期か明治の頃の海に思いを

馳せてみよう。「真に豊かな海」だったその頃



の沿岸の栄養塩濃度が、今よりも漁獲量が多

く、多少豊かだったとはいえ高度経済成長期

の富栄養化した海の栄養塩濃度よりも高かっ

たとは思えない。端的な話では、ニシンが湧く

ように獲れた明治の北海道沿岸で、栄養塩濃

度を高めるほどの人口はなかったはず。ある

のは、広大な原野と開発されていない沿岸で

あったはずである。 

 鈴木氏は、原因は干潟の喪失であり、その

対策（開発の抑制）をせずに、「栄養塩」を疑っ

てそれにのみ注視した対策をとり続けたのが

間違いであったとする。また、千葉氏は、いま

すぐとりうる対策として、（1）伊勢湾の水交換

を良くするために湾口の浅場の掘削、（2）風

力発電による海水の鉛直混合促進システム

の大規模導入、（3）湾央底層からの火力発電

所冷却水の取水、を提案した。 

● 餌資源の減少について 

貧酸素は生体を死に至らしめるが、死んだ

から生物量が少ないのか、育たなかったから

少ないのか、二者は大きく異なる。餌資源の

減少が鍵であると主張したのは、田口氏と千

葉氏であった。植物プランクトンは、栄養塩を

取り入れ、水、光、二酸化炭素を使って有機

物を生産する。しかし、植物プランクトンにも多

くの種類があり、互いに競争関係にある。彼ら

にとっては自分さえ繁栄すれば都合が良い。 

ところが、人間が感ずる「豊かな海」は、カイ

アシなどの動物プランクトンを大量に育む植

物プランクトンが大発生する海である。今、全

国の閉鎖性水域、琵琶湖などでは、大型の動

物プランクトンの良い餌である大型の植物プ

ランクトンが育たず、小型の植物プランクトン

が勢力を増している。光合成によって生み出

された有機物が、有効に、小魚から大型の魚

に伝わっていかないことが起こっていると理解

されている。基礎生産される有機物の量は「そ

こそこある」のだが、脊椎動物や甲殻類に伝

わっていたはずのものが減り、代わりにバクテ

リアなどの微生物が循環利用する「微生物ル

ープ」に取り込まれているというのだ。ただ、こ

の現象の引き金になっているのは、栄養塩濃

度の変化、干潟の減少であるかもしれない。 

 辻氏は水産試験場の担当者として、アサリ

資源の現状と、資源回復の方策について述べ

た。川村氏は現場の漁師として、過去から現

在までの海と漁の様子について語ってくれた。 

● 漁獲量の減少と相関について 

漁獲量の減少と相関のあるものは多く、以

下のものが特に関連性がありそうだ。周辺人

口の増加、経済活動の活発化、主に埋立によ

る沿岸の開発、河川工事と水管理の変化、下

水道処理による栄養塩排出量の削減、利水

（取水）量の増大、漁具と漁法の高度化（捕獲

圧の増大）、農業の縮小（耕作放棄）、農業用

水の利用法、環境の変化による食害の拡大

などである。 

● 消えた豊かな海に追い討ちも 

 演者の主な論点はこれらのものをいくつか

含んでいたが、私は、瀕死の海に追い討ちを

かける要因として、以下のようなものが注目に

値すると考える。漁民以外の市民は意図しな

い加害者、漁民もまた単純に被害者ではない。 

メモ風の箇条書きにまとめるとー。 

（1）漁具、漁法の際限ない発達と、抑制の効

かない漁獲。エンジン船、魚探、GPS の発達、

不要な混獲により、漁獲圧が高まっている。

（2）淡水供給量の減少。ダムや用水による過

度の利水が河川流入量を減らしている。（3）

土砂供給の減少。ダム設置による土砂流入

量の減少は浅場、干潟を減らしている。（4）新

しいタイプの人工合成物質登場の影響。オニ

コチノイド系農薬、除草剤、生活化学製品 

-などなどである。 

● 「豊かな海」へ、まだ遠い道のり 

 上記の六人の講師陣がそれぞれの立場か

ら語るこのシンポジウムに参加できたことは、

私にとって、収穫は多かった。以上のルポを

書きながら、同じことが浜名湖、駿河湾でも起

きているような気がして仕方がない。 

 ( 寄稿フロント写真 = 自由百科ウィキペディア

＜伊勢湾＞から  2013 年の様子  -編集部 ) 
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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。 
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編集長の夏休み    戦争を考える過去へ旅 

徳川美術館 夏の特別展「合戦図」を訪ねて   

もののふたちの勇士を描く屏風、死と向き合う「戦争画」との落差 

 グレードの高い平和の時代を、という思いを

込めた新元号、令和。その最初の終戦記念日

の前日(8 月 14 日夜)、NHKBS プレミアムの人

気歴史番組「英雄たちの選択」で、「大坂冬の

陣図屏風」のデジタル想定復元の謎解きが放

送された。この屏風については発注者は誰か

など謎の多い、しかも今も原本(祖本)が不明

だというのだ。人気の磯田道史さんや城郭考

古学者で、復元監修者もつとめた千田嘉博さ

んらが出演しており、金色に輝く絢爛豪華な

復元合戦図屏風を前に討議は盛り上がった。 

 その内容については、本記事の最後の囲み

記事に譲る。として、そのデジタル想定復元屏

風が、徳川美術館(名古屋市)で開催中の夏の

特別展「合戦図 もののふたちの勇士を描く」

で真近かに見ることができると知って、1 日夏

休み気分も手伝って閉幕直前の 9 月 4 日、出

かけてみた。この展覧会ではこの屏風のほか、

平安時代から江戸時代までの多数の合戦絵

巻や屏風などとも比較できるようになっている

のが魅力だと思ったりもした。 

 ● 知られざる戦争画家、小早川秋声 

 というのも、9 月 1 日の E テレ日曜美術館で、

「異色の戦争画 - 知られざる従軍画家、小

早川秋声」

を偶然見た

か ら だ ( 写

真 左 ) 。 戦

場 の 最 前

線の名もな

き兵士たちの死と向き合う姿を真近かで取材

した戦争画(軍の用語では作戦記録画)を数多

く紹介していた。とりわけ、衝撃的な戦争画だ

ったのは、軍刀を身につけた戦死軍服軍人。

武運長久を込めた寄せ書きの日の丸の中央

の赤丸部分で顔を覆われ暗闇のなかに横た

わっている「国之楯」と題する作品である。 

番組によると、この作品は、依頼した軍が

受け取りを拒否、変転の後、今は小早川の出

身地、鳥取県の日南町美術館に展示されて

いる。この戦争画を見ていると、誰しも、戦争

とは何かを自ら考えざるを得ない。粛然たる

思いに駆られる。戦場カメラマンの写真からは

決して伝わってこない戦争の現実と真実が見

るものの心に突き刺さってくる。これこそが、

軍当局が受け取りを拒否した理由であり、戦

争画のもつ強烈な訴求力の理由なのだろう。 

 そんなこともあり、果たして夏の特別展示で

はどうなのだろうかと思い立った。のだが、会

場は意外にも、和服姿の中年女性が誘い合

い揃って会場に入ってくるなど明るく華やかな

雰囲気だった。夫婦か恋人たちのような男女

で鑑賞している場合も多かった。 

 ● もののふたちの合戦図とは何か 

 さて、合戦図だが、途方もなく貴重な絵巻物

や屏風図が次から次に紹介されており、1400

円の拝観料は決して高くない、むしろ安いと感

じた。さすがは徳川美術館だとビックリしたりし

たことを正直にまず書いておきたい。 

 平治物語絵巻(六波羅行幸巻、国宝)、後三

年合戦絵巻(全 3 巻のうち巻中、重要文化財)、

一の谷/屋島/壇ノ浦合戦図屏風(八曲一双)。

この屏風などは、老生が読んだ吉川英治の大

長編『新平家物語』をまざまざと思い出させる

ものであった。その金色雲の中に合戦の様子

が時系列ごとに右から左に流れている。今風

に言えば〝動画〟のように流れる。 

 そして、長篠合戦屏風図や、老生もその古

戦場を訪れた長篠長久手合戦屏風図。いず

れも六曲一双。そして、原本行方不明で下絵



(東京国立博物館所蔵)しか残っていない謎の

多い大坂冬の陣図屏風(写真右下=詳しい解

説は後述の囲み参照)。赤色と金色、緑色の

コントラストがおおいに人の目を引き付ける。 

 美術館の解説によると、「合戦図は単なる記

録画ではなく、武家の教育や自家の顕彰など

の目的で描かれました。一方で、源平の合戦

などは、物語化されて民衆まで広く享受されて

いきます。合戦図の形態も絵巻だけではなく、

屏風や掛け軸、画帳や冊子など様々な形で

親しまれました。このような合戦図の展開の中 

で、戦国という大乱の時代を描いた戦国合戦

図が、どのように成立し、描かれたのか、にス

ポットを当て」るのが特別展の狙いだとしてい

る。会場には、デジタル復元の幻の大坂冬の

陣屏風のほか、関ヶ原合戦絵巻や屏風、さら

には最終決戦ともいえる大坂夏の陣図（模本、

徳川美術館）も展示されていた。あまりに豪華

な展示物が、これでもかこれでもかと次ぎ次に

出てくる。ので、歴史好きの老生ではあるが、

とても一日では理解しきれない。 

 そこで、閉館間際の帰り際に、高価な特別

展図録を思い切って買う決心をした。が、「予

想以上の好評で完売。売り切れです」とすげ

ない返事が返ってきた。これはお値打ちと、み

んな同じ思いで争って買ったのであろう。買い

そびれた老生もちょっと落胆した。 

 ● 謎解けた祝祭のデジタル想定復元屏風 

 美術館の外に出て、隣接の徳川園日本庭園

に入り頭休めの休息をしようと、静かな龍仙湖

のほとりのベンチにひとり座った。そしてそこ

に悠然と泳ぐすごい数のニシキゴイを見なが

らふと思った。日本の合戦図は、もののふた

ちの勇姿を描いたものではあるが、死と向き

合う戦争画ではないのだと。小早川秋声の戦

争画のような、最前線に立つ名もなき兵士た

ちの心の奥を活写するような目線はそこには

ない。どの合戦図もあくまでも、もののふたち

の勇士を描いたものであり、美しく豪華な死と

は無縁な美術作品にすぎないのだと。 

 確かめるため、9 月 1 日に視聴した E テレ日

曜美術館の再放送をもう一度 9 月 8 日に視聴

したが、この思いは一段と強まった。図録は完

売のため、入手できなかった。しかし戦争を考

える過去への旅としては、それでよかった。 

合戦図は死と向きあう戦争画などではない。

もののふたちのハレの祝祭図である。華やか

なデジタル復元屏風の謎が解けたと感じた。 

              -   (編集長 井上正男) 

  

     - 徳川美術館 蓬左文庫 = 9 月 4 日 
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謎多い「幻の大坂冬の陣図屏風」 

    発注者は誰 ? 「英雄たちの選択」 

  原本(祖本)が行方不明というこの幻の屏風

の下絵にあたる模本は、現在、東京国立博物

館に保存されている。明治 19 年に幕府お抱え

狩野派絵師から東博に寄贈された。そこで、

原本は誰が発注したのか、またそれは何のた

めかが番組の関心事。そのヒントが負けた豊

臣方優位の描き方になっている、たとえば豊

臣方に味方した真田丸が画面中央の位置を

占めているなどが手掛り。体験した人でしか

描き得ないリアル感がある。 

 ● 磯田氏の千姫説、小和田氏も支持 

 当然に予想される、主役だった二代将軍、徳

川秀忠説/家康説は上記手掛りから否定され

た。最後に、司会役の磯田道史氏が、秀忠の

娘で、豊臣方の大将、豊臣秀頼に嫁いで、こ

の後の「夏の陣」で落城する寸前に大坂城を

脱出する千姫説を披露していた。合戦後 50 年

以上生きた彼女の人生思い出写真というわけ

だ。戦国史研究第一人者の小和田哲男氏も

「あり得る」とうなづいていた。なお、この屏風

には、合戦のお祭り気分なのか、提灯が飾ら

れている場面も描かれている。 

 


