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佐鳴湖     蒼穹
そうきゅう

の夕暮れ          

今年最初の新月の日、南岸と漕艇場の間から – 撮影 市川恵美  (浜松市)  

                                         撮影日   2022 年 1 月 4 日 夕方四時半 

撮影メモ そろそろ夕暮れになるころカメラを東岸に向けて広角レンズで撮りました。写ってい

る樹木はナンキンハゼ。秋には葉が真っ赤に紅葉、そして冬に向かい葉が落ちると枝ぶりが、こ

れまた美しい。一年中楽しめる木であるように思います。               関連記事 =  8 面                                                   

お知らせ = 上記 QR コードをスマホで読み込むと、いつでも、どこでも過去の記事にもアクセスできます。 



     市民と行政の新しい協働創造で活性化 

            どう構築する、懸案の情報共有プラットフォーム計画

佐鳴湖地域協議会(下澤巌会長)は、1 月 23

日、毎年恒例となっている第 11 回佐鳴湖交流

会を富塚協働センターで開催した(佐鳴湖公

園北岸管理棟では市民活動ポスター展開催)。

人材育成を新たに掲げた新行動 5 か年計画

がスタートして二年になることから、コロナ禍

のなかにあっても例年になく多くの市民が参

加した。新計画により、市民と行政の新しい協

働創造がこの 1 年、盛り上がりをみせている。 

以下、その成果についての記者取材報告と

記録である。 

    市民活動の口頭発表 イン 富塚 

・ まるたま製茶の鈴木あおいさんによる

「佐鳴湖とお茶」について、実践例など

がわかりやすく紹介された。 

・ 椎ノ木谷保全の会の成島恵美子さんに

よる「佐鳴湖周辺の史跡」とくに、水神さ

ん信仰について、現地調査も含めて紹

介された。 

・ 「プロギング浜松の活動紹介」では、久

米秀幸さんが、発足まもない同会の趣

旨などを説明、全国展開されているプロ

ギングとは何か、丁寧に説明、ジョギン

グしながらゴミ拾いする会員募集にも熱

を込めていた。 

・ 「佐鳴湖ゴミ事情」では、地元富塚でゴミ

バスターズとして精力的に仲間たちと展

開している様子をスライドで提示。二年

間で 500 袋との思いを、涙ぐみながらに、

あるいは短歌も交えながらの熱演に会

場から声援も。 

・ ガチ ! 生物多様性塾の活動報告(報告

者 夏目恵介昆虫食倶楽部)。 主として

昨夏の高校生向けの取り組みを紹介。

フィールドワークやプレゼン指導も取り

入れたユニークな本格的な取り組み。 

 

  活動口頭発表の様子 富塚協働センター 

県外実践例紹介  リモート講演会 

・ 講演 1=子育て中の親が地域を変えた 。

子育てしている親たちがいかに子供た

ちが生き生き遊び場づくりに奮闘したか

について、その 30 年にわたる実践につ

いて当事者だった瀬嵐理恵さん(片倉う

さぎ山公園あそび場管理運営委員会 

副代表)がリモートで会場の若いお母さ

ん方に語り掛けた。何が問題で、これか

らの課題についても言及。中核となる

「プレイパーク」コーデネーターは有償制

にして責任ある対応を徹底したのが結

果的に成功への道だったと説明。 

・ 講演 2= 公園池の自然再生 – 市民

協働で実現 –  井の頭池での「かいぼ

り」実践事例について、この取り組みに

も参加した東京都環境局自然環境計画

課課長代理の内山香さんが語った。地

域の宝としての自然の再生には、行政

だけでは限界があり、地元、市民や地

域の組織との連携や協働が不可欠であ

ることを強調した。そこに、通りがかった

「ちょい かいぼり 応援隊」ボランティア

も巻き込む。これが未来の戦力になると

の戦略について披露。 

・ いずれの講演でも共通したのは、成功

のカギは、有償にしろ、無償のポランテ



ィアにしろ、人を得ること、つまり、組織

の中で、活動を通じて人を育てていく仕

組みをつくっていくこと。これこそ、佐鳴

湖の活性化でも、学ぶべきポイントであ

ると記者は強い印象を受けた。 

  プラットフォーム分科会 イン 富塚 

・ 「これまでの市民活動を活かすプラット

フォームの提案」と題して、エンジョイ・

サイエンスクラブの辻野兼範さんが、こ

れまで本紙などで提案していた市民参

画のあるプラットフォームづくりやそれと

の関連で第二期行動計画の文言解説

を、里湖創造論ともいうべき視点から語

る。新しい協働創造についても言及、ス

ライドで説明した。同氏の「私が考える

プラットフォーム 里湖創造論」について

の基本的な考え方は、小紙 2022 年 1 月

号掲載の同氏寄稿を参照。そこには、

県外の具体的な実際の取り組みも紹介

されていることを指摘しておきたい。 

・ 小松錦司さん(うぐいすの里佐鳴湖創生

会 会長)は、佐鳴湖ブランディングの基

礎と展望」について、ヤマトシジミ再生プ

ロジェクトに取り組む意義も盛り込みな

がら、地域資源の掘り起こしについて、

語った。同会は、発足からまだ 2 年ほど

であるが、佐鳴湖をめぐる体験を重視し

た実践活動で知られている。浜名湖と

の連携も視野に入れ、行政に働きかけ

ることの重要性を訴えている。 

・ 三番目に登場した「月刊さなるこ新聞デ

ジタル」の井上正男編集長は、「市民と

行政の新しい協働創造」について、この

3 年、紙面で取り組んできた市民佐鳴湖

学を念頭に、プラットフォーム構築では、

14 年前に民間主導でまとめられた静岡

県佐鳴湖戦略課題研究報告書の重要

性を指摘。なお、この口頭発表の内容

については、今号次頁 = 4 面で、使用

したスライドを紹介しておきたい。 

   

活動ポスター展 公園北岸管理棟 写真上 

・ プロギング浜松 = プロギングとはゴミ

拾い(Plocka Uup)とジョギング(Jogging) 

を合成したスウェーデン発祥のフィットネ

スとか。2 年前に社団法人として法人化

されたという SDGs の新しい取り組みが

会員募集とともに紹介された。 

・ 昆虫食倶楽部 = 佐鳴湖でのカメ捕獲

調査と外来種ミシシッピーアカミミガメの

駆除の実際と最新調査統計の紹介。 

このほかにも、読み応えある成果展示

が目立った。 

       
    佐鳴湖いきもの交流会の展示 

昨夏のオオブタクサ刈り作戦の成果報告も 

 

注記 このほか、中止の体験型企画イベントについて

は、関連記事として 

今号 9 面「さわやかインタビュー」 

を参照。また、中止となったパネラーを公募してのワー

クショップ「理想の佐鳴湖を思う存分語ろう」については、

昨秋 2 回にわたる交流会打ち合わせでの作業内容が

会場の富塚協働センター会場に、グループごとのブレ

ーンストーミング結果としてパネル展示された。 

  月刊さなるこ新聞デジタル 2022 年２月号



 佐鳴湖交流会 口頭発表    市民と行政の新しい協働創造    小紙編集長の提案 

プラットフォーム構築、民間主導で統括した静岡県戦略課題研究の成果と提言を活かそう 

注記  スライド ③ ④ は戦略研究報告書第 6 章から引用。 

         スライド ⑤ ⑥ は月刊さなるこ新聞デジタル 2019 年 10 月号掲載の芥川知孝氏への編集長

インタビュー記事を転載。           月刊さなるこ新聞デジタル 2022 年２月号 



 月刊さなるこ新聞デジタル＋市民環境ジャーナル 寄稿            2022 年２月号  

 

殺虫剤「ネオニコ」緊急報告 ③  浜名湖・佐鳴湖流域の濃度分布調査 

今、疑わしきは賢明なる回避、予防の原則 で 

   辻野兼範  ( 佐鳴湖シジミプロジェクト協議会、写真下)

今、問題化しているネオニコチノイド系農薬

（以下ネオニコ）は神経伝達系阻害殺虫剤で、

これまでの有機塩素系、有機リン系農薬に替

わり世界的に使用されるようになっている。ミ

ツバチの失踪やその大量死が知られるように

なり、害虫以外の昆虫も殺すとされている。生

態系に悪影響が大きいとし

て、すでにEUをはじめ先進

国では使用が禁止、あるい

は制限されるようになった。

その毒性は無脊椎動物だ

けでなく、脊椎動物にまで及び、人への健康

被害にまで注目されるようになってきた。とこ

ろが、日本では EU 諸国のような厳しい規制は

なく、農薬登録保留基準だけが規制の対象に

なっているのが現状。 

こうした状況のなか、私は、2020 年浜名湖

流域、2019 年佐鳴湖流域についてネオニコの

濃度分布の状況調査を実施した。その一部の

結果については、2020 年 2 月の佐鳴湖交流

会で口頭発表した。今回の両流域の結果をま

とめると①浜名湖流域では後背地がミカン園

の場合ネオニコ濃度が高い②佐鳴湖流域で

は地下水と湧水の汚染が見つかった。 

結果評価の基準を明記して 

本稿での調査結果の評価は、ネオニコの世

界評価書で示されている無脊椎動物への慢

性毒性影響値 35ng/L（ng：ナノグラムは 10 億

分の 1 グラム。この値以下では水生無脊椎動

物の 95％は影響を受けない）、急性毒性影響

値については 200ng/L を判断の評価にあたっ

て採用した(日本ではこの評価基準はいずれ

も採用されていない)。 

ミカン園で農度が高い浜名湖流域  

浜名湖流域の 7 河川のうち最も濃度が高い

のは、ミカン園で有名な三ヶ日町の河川で、6

月の梅雨時が最も高く、1 日あたり平均

250.2ng/L（慢性毒性影響値の 7.1 倍）、降雨

直後（6/12）には 909.3ng/L（急性毒性影響値

の 4.5 倍）。4 月～8 月の 5 ケ月間の月平均値

は全て 35ng/L 以上あり、慢性毒性濃度に曝

露され続けていた。ネオニコの種類は、柑橘

類栽培で使用されるイミダクロプリドが最も多

く、その次は野菜、花卉用のクロチアニジンで

あった。河川流域の 35%が果樹園で、三ヶ日

町農協の資料によるとアドマイヤー（商品名、

成分はイミダクロプリド）を 6 月上旬に多用す

るため、ネオニコはミカン畑から流出したと考

えられる。柑橘栽培は九州から房総半島まで

の温暖地で行われ、静岡県を含む生産上位 4

県ではネオニコの使用量も多い。より正確な

実態を把握するには全国の果樹園流域のネ

オニコ実態調査が必要であろう。 

    佐鳴湖流域で 5 河川を調査 

佐鳴湖の濃度分布については、全調査期

間を通して、佐鳴湖流域の調査 5 河川で慢性

毒性影響値を超えたのは 2 回だけであった。

降雨後も急性毒性影響値を超えることは、今

回の調査ではなかった。濃度が低いのは、集

水面積と農地面積がともに小さいからだと考

えられる。 

佐鳴湖流域について、さらに地域別にみて

みると、新川流域では畑で使用されるチアメト

キサムが比較的多く検出された。これは茶畑

が多いためと考えられる。新川上流に流れ込

む椎ノ木谷の湧水からは 47ng/L のチアメトキ

サムが検出された。この原因として周辺の茶

畑から地下に浸透しているためと考えられる。

椎ノ木谷湧水のネオニコ総量は 60ng/L で、河

川の最大値 55ng/L よりも高い。またネオニコ



7 種のうち 4 種類が検出された。これは、河川

流入に比べて地下浸透による濃度のほうが

高いことを示唆している。 

2019 年の一般社団法人アクトビヨンドによ

る全国 26 地点の調査では、椎ノ木谷湧水の

ネオニコ総量は 4 位、チアメトキサムは 2 位と

高い値であった。また、佐鳴湖西岸段丘の深

さ 70m の地下水からはチアメトキサムが

14ng/L(6 月～7 月)、湖内の地下 30m の自噴

水からはチアメトキサムが 32ng/L(8 月～9 月)

検出された。表層から地下 70m まですべてで

検出されたことは、地下水脈を通して水系全

域に広がっていることを示唆している。 

地球上の凍っていない淡水で最も量が多い

のは地下水である。まるで毛細血管のように

地中を流れ、その地下水が生き物の命を支え

ている。その水にネオニコが含まれているとす

れば、人体はもちろん、生命全体への悪影響

を今後きちんと見極める必要があるだろう。 

    地域別に見た浜名湖流域 

浜名湖流域についても、地域別に調べてみ

ると、浜名湖湖岸のネオニコ濃度は、猪鼻湖

湖岸で 25ng/L(5～6 月)、都田川が流入する

細江湖湖岸で 60ng/L(6～7 月)、南部の村櫛

湖岸で 23ng/L(6～7 月) であった。ネオニコは

湖沼ではミジンコ類に影響を与える可能性が

あり、急性毒性試験が行われている。しかし、

低濃度のネオニコの生物に対する影響はまだ

研究段階である。低濃度でも影響するとなれ

ば、その結果、動物プランクトンが減少し、そ

れを餌とする小魚が減少、さらに大きな魚が

減少するという食物連鎖の進行で生態系全体

に影響を与えることになる。 

ただ、近年沿岸・内湾漁業の漁獲量が大き

く減少し、宍道湖ではニホンウナギやワカサ

ギの漁獲量が大きく減少しているとの報告が

ある。この原因はネオニコであるとの注目す

べき研究者の指摘があるが、これにはまだ不

明な点もあり、なお慎重な検討が必要ではな

いか。一例を挙げれば、浜名湖でも漁獲量は

同様に減少しているが、小魚の餌となる動物

プランクトン（カイアシ類）が確認されており、

ネオニコが魚類減少の原因とは直ちには考え

られない。整合性のある原因調査は今後の研

究課題である。 

神経伝達の基本的な構造や化学物質の作

用は昆虫も脊椎動物も同じであり、脊椎動物

ではネオニコを体外に排出、(短期的には)残

留性はないとされている。一方で哺乳類への

神経行動障害や免疫機能低下、胚発生への

影響が報告されている。検知の難しい低濃度

残留性での長期間曝露。これによる神経系へ

の影響が懸念されるところである。 

海外先進国での規制の実情について 

そのため海外でネオニコ使用が規制されて

いるのは、賢明なる回避とでもいうべき予防

原則の適用のためと考えられる。予防原則と

は「人の生命・健康や自然に対して大きな影

響を及ぼす可能性が懸念されている物質や

活動について、たとえその悪影響に対する科

学的な解明が不十分であっても、全ての関係

者は十分な防護対策を実施すべきである」と

いう考え方である。環境省の生物多様性白書

（平成 29 年）には「予防的な取り組み方法」の

中で、一度問題が発生すれば、長期間にわた

る極めて深刻な不可逆的な影響をもたらす可

能性があるので、科学的証拠が欠如している

ことを理由に対策を遅らせず、知見の充実に

努めながら、予防的な対策を講じるべきであ

る、としている。 

そして、日本での規制はどうか 

日本には、高度経済成長のころ公害列島と

揶揄され、水俣病をはじめ人の健康と命を奪

ってきた歴史がある。これに学べば、健康被

害が現れてからの規制では遅く（医療関係者

からはすでに健康被害が現れている報告が

ある）、海外のように規制を今すぐに講ずるべ

きであろう。2019 年の国会では「予防原則を

適用する考えはないか」という質問に対して、

答弁者（安倍元首相）は「予防原則の意味す

るところが明らかでない」と問題をはぐらかし、

また所管の環境省も農薬使用規制に予防原

則の考え方に立とうという姿勢は感じられな

い。 



このように、なぜ日本だけが他の先進国の

ような予防規制がないのであろうか。歴代の

首相は「国民の健康と安全を第一に考える」と

言ってきたが、その理念はネオニコ規制には

結びついていない。ネオニコの影響は、養蜂

家や農業者は理解していると思うが、国民一

般にはまだ普及しているとは言えない。このよ

うな状況に鑑み、農薬取締法の改正など国民

への啓発・教育活動を通してネオニコの問題

を広く国民に理解してもらう必要があると、私

は強く感じている。 

人命にかかわるネオニコ、自分事として 

本調査は一般社団法人アクト・ビヨンド・トラ

スト（abt）の助成で実施したものである。この

団体の事業目的は、自然環境と人間生活の

調和を目的とした市民の主体的行動の支援

である。市民自治を支えるのは「市民参加」と

「情報公開」といわれる。「アクトビヨンド」と検

索すれば、「日本と世界のネオニコの調査報

告」が閲覧できる。是非閲覧しネオニコ問題を

自分事として考えていただきたいと切に願って

いる。最後に、論考全体について、戸田三津

夫(有機化学、静岡大学工学部)氏に丁寧な助

言とご教示をいただいた。感謝したい。 

 

 編集長 論説ノート         

市民、科学者たちが論争する「評価科学」 

  辻野さんの殺虫剤ネオニコ調査の論考を

読んで、まず頭に浮かんだのは 1950 年代の

アメリカで起きた農薬殺虫剤 DDT 健康被害騒

ぎである。よく効く魔法のような奇跡、福音の

農薬から、コマツグミはなぜ次々に死んでいく

のかというその危険性問題に切り込んだ『沈

黙の春』(レイチェル・カーソン、1962 年)は、あ

まりに有名。彼女は生物学者として食物連鎖

の可能性もあり、もっと慎重に毒性調査をす

べきであると訴えただけで、業界から激しいバ

ッシングを受けた。しかし、アメリカも日本も

1970 年代になると農薬としての使用が原則禁

止となった歴史がある。カーソンの警告の書

から 10 年後のことである。 

 21 世紀に入り、現実との接触を念頭に置い

た科学技術社会論(STS)の一分野として、評

価科学、市民も無関心ではいられないという

意味で論争する科学が日本でも盛んになって

きている。評価科学とは、健康や環境に対す

る有害性を扱う科学である。その目的は有害

性の(厳格な)証明というよりも、有害性の評

価・予測にある。そこには厳格な科学的な実

証性を待っていたら遅きに失するという価値

観がある。生命科学が爆発的に進展する 21

世紀を展望した「科学・技術と社会のインター

フェイス」として市民も参加し、論争する評価

科学の役割は不可欠であろう。参考として、

『科学論の現在』(金森修他。2002。第 7 章) 

 

   編集長から    巻頭写真について   

    「蒼穹の昴」を想像させる 

今号 1 面フロントに、市川さんの写真を大き

く掲載することに決めたのは、編集打ち合わ

せで「広重の青色系風景画集『東海道五十三

次』のような雰囲気があるね」との意見があっ

たからである。そういえば、二川ノ宿 (豊橋

市)の構図に似ていたのには一同びっくり。 

 実は撮影された 1 月 4 日というのは、今年最

初の月のない新月の日。しかも夜も快晴で星

がよく見えた。この撮影された写真から 5 時間

後、東の空から登ってきた冬の星座、昴(すば

る、おうし座プレアデス星団)が中天の頭上に

達し、青白く輝く。そして、次には南の空にこ

れまた豪華な冬のオリオン大星座が湖上高く

に輝く。「蒼穹の夕暮れ」は、わたしたちに悠

久の昴を想像させ、今年に幸あれとの祈りを

込めた、その序曲だったのであろう。 
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梅花と富士山     投稿   

山下文一     静岡市 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     編集部から 

  左上短歌の福島正義さんは、2021 年 4 月、

6600 首の応募があった 2020 年度第 36 回蒲

郡俊成短歌大会で大賞第一位、愛知県知事

賞を受賞されました。全員一致の大賞作は 

  朝ごとの鏡に出てくる親の顔  

       親父がだんだん俺に似てくる 

 親父がだんだん、がユニークだったようです。

素直に詠んで、推敲なしだったと語ってくれま

した。受賞第一作は、俊成に長寿の秘訣こと

問えばうたを作れと像は言うなり。 
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佐鳴湖 散歩が楽しくなる 

私の風景「楽」      

 

 写真家 市川恵美 (浜松市西区) 

  季節感のある景色を毎月お届けします 
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浜松市立入野小学校 

 校長 山本千
ち

興
おき

 さん (浜松市西区)   

身近な素材と五感体験で湖活性化を 

 山本さんは、佐鳴湖に近い小学校の校長と

して、1月23日の佐鳴湖交流会(本紙今号2-3

面記事参照)にはぜひ参加したいと考えてい

た。また、佐鳴台小学校での教員時代、5 年

生の「総合的な学習の時間」で、佐鳴湖を素

材に「環境」をテーマとした学習づくりに取り組

んだ経験もあったからだ。 

「それだけでなく、親子で楽しめる体験型ブ

ースが出展されていて、さまざまなイベントが

展開されるというのも知り、これはぜひとも出

かけて、さまざまなアドバイスもいただけるの

ではないか、との思いもあった」 

と語ってくれた。これも、これまで、佐鳴台小

学校で教員として 5 年

生が対象の「総合的な

学習の時間」で佐鳴湖

について、いろいろ取り

組んできた経験からだ。

ところが開催直前にな

って、静岡県もまん延

防止措置の適用を知

事が国に申請するという事態になり、開催の

規模を縮小、そのあおりで子供たちの「3 密」

が避けられないこの二つの企画は中止となっ

た。それでも山本さんは、交流会の会場となっ

た富塚協働センターの会場に姿を現し、ほか

のリモート講演や市民口頭発表に熱心に耳を

傾けていた。その山本さんに、小学校の子供

たちの教育にとって、佐鳴湖の存在や、その

教育的な魅力とは何かなどについて、具体的

に語ってもらった(写真上 = 交流会会場の富

塚協働センターにて、1 月 23 日午後)。 

「子供たちが興味を持って総合学習に臨む

には、第一に、身近な地域の素材、例えば、

佐鳴湖を活用することです。佐鳴湖は、総合

学習の素材として素晴らしいものを持っていま

す。第二は、子供たちが五感を働かせる体験

活動を取り入れることです。佐鳴湖がより身近

になり、佐鳴湖の問題を自分事としてとらえら

れるようになっていくと思います」 

山本さんは、学校の授業だけではなく、そこ

を飛び出し、地域が子どもたちを巻き込むと、

地域は活性化する。さらに学校教育も活性化

するとの経験を踏まえた考えを示してくれた。

それはなぜですか、との老記者の質問に、山

本さんは 

「それは、子どもたちが、家に帰ってその日

地域素材にふれた感動や面白さを、両親に話

すからです」 

身近な素材を取り上げ、五感を働かせる体

験を取り入れた学びは、学校の授業から家庭

の話題に広がり、地域と学校が一体化すると

いうわけだ。地域活動のなかに、教員も参加

すれば、大きな教育的な刺激を受けられると

いう効果もあるという。 

そこで、今回中止となり、幻の企画となった

イベントについて、以下、ここに紹介しておき

たい(開催された企画は今号 2-3 面に)。 

親子で楽しめるブース出展の体験型企画

(参加無料。予約不要) 

〇 佐鳴湖ウルトラクイズ(参加賞有) 

〇 カメの甲羅パズル(静岡大学アメニティ佐

鳴湖プロジェクト、戸田三津夫) 

〇 河川と佐鳴湖の水質調査(辻野兼範) 

〇 バンブーキャンドル製作(富塚西小学校コ

ミュニティスクール協議会会長安間忠雄) 

 以上は、直前に中止になったとはいえ、佐鳴

湖活性化に向けた、親子市民と行政、そして、

子どもたちを巻き込んだ協働創造の在り方の

貴重な具体策として今後生かされるだろう。 

そんな期待も含め、地域と結ぶ学校が果た

すべき地域活性化について、山本さんは 1 時

間近く語ってくれた。 
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    メルケルさんの真っ赤な目 

 暮れに一人の著名政治家が退場しました。

ドイツの前首相アンゲラ・メルケルさん。21 世

紀の今、世界を見渡してこの人ほど国境や政

治信条の違いを超えて敬愛された政治家は

いないでしょう。 

 私が彼女を初めて見かけたのは1995年春。

ベルリンで開かれた第 1 回気候変動枠組み条

約締約国会議を現地で取材したときです。

COP1 ですね。この会議が後年、国際政治の

主舞台になるとは思ってもみなかったころです。

彼女は当時、ドイツの環境相。目を真っ赤にし

て会議に臨んでいたのが忘れられません。ホ

スト国の立場で議長を務め、温室効果ガス排

出削減の歯車を回そうと、深夜まで水面下の

交渉を続けていたのです。先進工業国、新興

工業国、島嶼国や産油国の利害が錯綜して、

削減目標の合意にはこぎつけませんでしたが、

2年後の京都議定書採択に向けて道筋をつけ

ました。ドイツには情熱的な若手政治家がい

るな、と思ったものです。 

 その後、首相就任後の仕事で印象深いのは、

原発政策の大転換です。2011 年 3 月、東日本

大震災による東京電力福島第一原発の事故

が起こると、エネルギー政策を大転換して

「2022 年までに全原発を閉鎖する」と表明した

のです。 

メルケルさんは保守政党キリスト教民主同

盟（CDU）の人。2005 年に社会民主党（SPD）

と大連立を組んで首相に就いたときは、それ

までの SPD と緑の党の連立政権が進めてい

た脱原発路線を引き継ぎましたが、2009 年に

大連立を解消すると、翌 2010 年に原発の運

転延長を決めていました。福島の事故後、再

びそれをひっくり返したのです。 

人類史に刻まれるほどの大事故を目のあ

たりにしたとき、改めるべきは改める――そこ

には世論を意識した政治家の思惑もあったで

しょう。でも、自らの政策決定の誤りを認め、

面子にこだわらない柔軟な思考は見事と言う

ほかありません。本人は「事故が、日本という

高度な技術水準を持つ国で起きた」ことで、原

発に潜む「予測不能なリスク」に気づいたから、

と説明しています（2015 年、朝日新聞社主催

の来日記念講演で。引用は在日ドイツ大使館

ウェブサイトより） 

 メルケルさんは、もとは物理学の研究者。東

ドイツで育ち、独裁体制のイデオロギーでさえ

介入できない科学法則に惹かれて物理学を

志したとも言われています。 

 日本では専門家が自分の領域（ムラ）の存

続のためにムラの言い分を神話化する傾向

が強いように感じますが、彼女は違った。人は

事実の前に謙虚であるべきだという科学精神

を忘れていなかったように思います。 

       

             メタセコイアを描く 

-   佐鳴湖西岸で 

      撮影 写真家 コージ・キシタ 

                     

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、読書ブロ

グを継続中（5ttps://ozekibook.com/）。 
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トランプさんにならないための 連載コラム 

    

    コロナ後の「科学技術と社会」  

       戸田三津夫 ( 静岡大学工学部 ) 

アサリ偽装報道、一番の問題は何か 

昨年 7 月に開催した「佐鳴湖いきもの交流

会」では、水産資源の視点から考えようと「豊

かさを失った三河湾の再生

を目指して!」(鈴木輝明氏)、

「消費者が知っておきたい

水産資源の持続性」(勝川

俊雄氏) の二つの講演を聴きました。そんな

折、先月 1 月 22 日の報道特集（TBS）は、「国

産アサリの産地偽装の実態」という注目すべ

き問題を提起していました。偽装の実態と、そ

れを伝える側の報道の在り方について、以下、

具体的に考えてみたい。 

アサリの産地偽装は公然の事実として語ら

れてきました。スーパーの鮮魚売場でアサリ

の産地表記に気をつけていれば市民であって

も疑問を抱くはずです。それほど度をこしたも

のがあります。浜名湖が近い浜松では幾分目

立たないかもしれませんが、今の国内流通ア

サリのほとんどは「熊本産」です。アサリの国

内漁獲量は激減しており、近年の最大の産地

は愛知県（主に三河湾）でしたが、今は壊滅

的な状態です。この状況で熊本産アサリが大

量にあるわけがありません。 

その正体は、中国産、韓国産、ひょっとし

たらそれを隠れ蓑にした北朝鮮産だとされて

きました。しかし一方で、今の食品表示のルー

ルでは、A で漁獲されても、その後より長い期

間 B で蓄養（飼育あるいは養殖）すれば産地

を B としてよく、しかも水揚港を産地としてもよ

いとされます。つまり、中国産でも［中国 1 年、

熊本 1.5 年］であれば「熊本産」、遠洋で漁獲し

ても焼津で水揚げすれば「焼津産」と表記して

も合法なのです。牛肉でも同様です。アメリカ

から生後 1 年の生きた牛を運び、神戸で 2 年

育てれば神戸牛とすることが可能です。今回

のアサリ産地偽装では、例えば［中国 1 年、熊

本一週間］を「熊本産」としたところが問題とさ

れたのです。 

今回の罪状は「悪質な産地偽装」ですが、

冒頭の 2 つの講演からもわかりますが、問題

の本質はさらに根深いでしょう。列挙すれば、

国産アサリ資源そのものの衰退、流通の仕組

みが多段式で消費者に見えにくい水産物流

通ルートの闇、監督取締体制の不備、「うまい、

安い、新鮮」という消費者への情緒的なうたい

文句や行動だといえます。 

アサリは、環境さえ整えば湧くように育ち

ます。日本はそれを守れなかった。水産物流

通の追跡、トレーサビリティや検証の仕組み

がないのです。その意味では焼津カツオの件

も根は同じところにあるのかもしれません。さ

らに言えば、監督官庁の問題、水産資源の保

護や漁獲の公平性にも関わっていそうです。

最後は、私たち消費者の問題です。消費者が

中国産を避ける→業者は売れるアサリとして

「偽装アサリ」に手を染める→店頭でそれと知

らず消費者は中国産アサリを購入、消費する。

いったい何をしているのでしょ

う…野菜にも似た事情が見ら

れます。国産を支えることには

意味があるでしょうが、スーパ

ーで輸入生鮮野菜を敬遠して

も、惣菜や冷凍食品、外食やコンビニ弁当購

入でそのことを意識しなければ、その行動に

大した意味はありません。 

産地偽装の上っ面だけを追いかけ、それが

なぜ起きたのか、その社会的な背景にまで踏

み込み、そこに光を当てた報道をしないと、本

質を見失い、いたずらに混乱や悲劇を招く。こ

のことを、今一度、報道界も消費者も教訓にし

なければなりません。情報インフラが整った時

代ですが、一番重要なことが見逃されていま

す。核心を突く報道によってこそ消費者も、流

通の仕組みのわかる賢い神様になれます。 
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         第二部          鈴木潤子 

なぜオーガニックを育てるの？ 

  私が事務局をお手伝いしている「浜松有機

農業者マーケットの会」の総会が１月なので、

ちょっと、やや大きなテーマを投げかけたいと

もくろんでいる…オーガニック農家も、オーガ

ニック消費者としてきちんと目覚めてほしい！

ということについて、です。 

「えっ 無農薬栽培農家って、日常の食生

活でも無農薬の野菜や添加物の少ない食材

を当然使うんでしょ？」と思っている方がほと

んどではないでしょうか？ しかし、現実は違

うのです！自分の野菜を食べたことのない生

産者もいるのだ！！消費者の立場からすれ

ば驚きですが、今まで、そういうたびに「潤子

さん、プライバイシーにまで口をはさんでほしく

ないな」って言われるのです。でも、でもさ、そ

れって、納得できないじゃないか？！あんたた

ちの野菜を買っている人たちに、そのこと、言

えるのか？！そこを、はっきり言うんだ、今度

の総会では！と思うと、今からドキドキしてき

ます。なんでこんな当たり前のことにドキドキ

しないといけないのー――！ 

アルバイトをしている三ケ所の農家のうち

のひとつが、オーガニック栽培をやっている農

家としてはとても珍しい、すごく普通の農家っ

て感じの人で、この人が、軽トラの助手席がコ

ンビニのゴミで山盛りの、家の中はゴミ屋敷の、

「旬なんか儲からないでしょ」と夏に白菜、冬

にトマトを作っている。農作業中に取り上げる

トピックは、テレビやネットに影響された了見

の狭い話題ばかりの人なのです。 

また、種子法改正の話題では「韓国のやつ

ら日本のイチゴの種を盗んだ」とか、コロナの

話題になると「中国のやつらのせいで広まっ

た」とか、空き巣の話になると「絶対にベトナム

野郎だ」とハチャメチャな人もいるらしい。 

イライラして私は「あたしは、全部行ったん

だ！女子どもがいて、年寄りがいて、若者が

騒いでて、障害のある人もいて、八百屋があ

って肉屋があるんだ！北京の葉さんは日中国

交を開いた田中角栄が大好きで自伝を持ち歩

いてて、ソウルの季さんはカラオケで「氷雨」を

歌ってくれて、ホーチミンのロアンさんは「味の

素」の CM が出るたびに私を呼びに来てくれた

んだ！初対面の話題は天気、健康、家族、ふ

るさとなんだ！それは世界中同じ！」と。 

私の好きな「あしたのジョー」流に言えば、

ジョーは対戦の前に、韓国の金龍飛と、テー

ブルを挟んで、金の辛かった子ども時代の話

を聞かされ激しく動揺します。ベネズエラのカ

ーロスリベラとは公園で追いかけっこして、屋

台でおでんを食べて笑いあいます（アニメ版）。

文化や習慣は異なるし、もちろんそれが価値

観を作るわけだけど、道徳観念は世界中どこ

も同じというのが言いたいことで、肌感、実感

としてそれはありますということ。 

  

で、本論に戻るのだけれど、なんのために、

オーガニック野菜を育てるの？どうしてオーガ

ニックっていいな、と思うの？統一規格がいや

だ、と思うからじゃないの？ と私は言いたい。

農産物に対しても、人間に対しても、それは同

じじゃないの？いろいろあるのが普通だって

思うからじゃないの？異質なものが正当な理

由なく淘汰される社会がいやだと思うからじゃ

ないの？  
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気候変動のなかの超寿命ダムとは  

喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

 

再び、コロナ禍のトルコをゆく 

             

昨秋本紙、10 月号(前編)、11 月号(後編)に「これが実態! コロナ禍のトルコをゆく」を本欄に

掲載しました。今回はこのお正月を挟んで暮れより、大変長い休暇をトルコで過ごしました。その

様子と冬のトルコについて、気づいたことも含め、紹介しましょう。 

無事、1 月 18 日夕刻にトルコから日本に帰国、入国できました。今回は 2 回目とあって、検疫で

の書類審査はスムーズでした。しかし、結局、PCR 検査を含めて 3 時間ぐらい空港において、たく

さんの確認ブースのツアーでかかりました。ようやく、くたくたになって就寝できたのは 1 月 19

日の真夜中 1 時過ぎでした。そこからまた 3 日間の隔離でホテルを出所（監獄ですから!）できる

予定です(この原稿は監獄 ! の中にいた 1 月 20 日に書いています)。 

1 月 18 日からは、おなじみのテレワーク。会社とは感染騒ぎでスタバタと対応しています。オミ

クロン株の蔓延防止では、入国の翌日から、これまでの 14 日間

から 10 日間の待機と短くなっています。待機は 1 月 28 日（金）

までで、1 月 31 日（月）から通常に戻ります。この 2 月号本紙

が読者の手元に配信される 31 日に、わたしも平常勤務に戻りま

す。なんともはや、シンドイお正月でした。 

折角ですから、トルコの冬について、紹介してみます。トルコの国

土は、地中海に接していて比較的暖かい印象がありますが、イスタ

ンブールの緯度は函館と同じで、冬には雪も多くスタッドレスタイヤ

が欠かせません。トルコ西南部のエーゲ海・地中海地方は地中海性

気候です。冬は温暖、夏は気温が高いものの、湿度が低く日陰では

涼しく過ごせます。トルコ東部の黒海地方は、雨量が多く湿度も高い

温暖湿潤性気候です。内陸部の中央アナトリア地方は大陸性気候

で、寒暖の差が大きく降雪も多い地域です。東部アナトリア地方は、

亜寒帯性気候で、特に山岳地域は豪雪になります。  南東アナトリア地方は半乾燥気候で、冬の気温は

低くないものの夏は厳しい暑さとなります。近年、地球温暖化の影響か、全体的に夏は猛暑で乾燥、冬は

豪雨、豪雪が多くなりました(写真上 = トルコ南部の自宅の窓から。日本帰国直前、トルコ北部のイスタン

ブールも大雪。トルコは雪国 ? )。昨年の夏、エーゲ海地方では、山火事が頻発しました。この地方は、

今冬に洪水のニュースが多く伝えられ、オレンジを代表とする農産物が大被害を受けました。 

 気候変化に加えて、昨年 12 月末の物価指数は、前年比 36％の高いインフレ率です。この対策として利

下げを行い、トルコリラは対米ドル 40％以上も暴落しました。輸入品を中心に価格の急騰、一般世帯向け

の電力価格は 50％程度引き上げられることなり、大騒ぎになりました。 

私たちは、これまで、自然や社会の変化の少ない日常に、余りに慣れ過ぎてきたのかもしれません。物

事は諸行無常です。長寿命ダムの在り方を考えるとき、穏やかな変化だけでなく、大きな変化に柔軟に、

動揺することなく素直に受け止め、対処、対応していく心がけが、案外、一番大切なのかも知れません。 
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連載  私の主張   誰も教えてくれない「美術の話」 ( 3/3 ) 

             最終回  私はなぜ「幸せの夢」を見ながら制作しているか 

                                               池谷 雅之さん  ( 造形家、浜松市 ) 

ピカソを知らない人はいないだろう。19～20

世紀を代表する世界で最も有名な美術家であ

る。長寿で 91 歳で他界するまで 15 万点近く

の膨大な作品を制作し、

最も多作な美術家として

ギネスブックに載ってい

る。若くして作品は認め

られて、生涯ずっと作品

が売れて裕福な一生だ

った。私生活では二度の

結婚と数人の愛人、四人の子供にも恵まれ

た。 

 さてピカソより約 30 年早く生まれたゴッホは、

ピカソと双璧の歴史上最大の画家である。し

かしその生涯はピカソとは真逆で不遇であっ

た。37 歳で耳を切ってピストル自殺する前の

約 10 年間に、約二千点の作品を残した。この

数はピカソの 70 分の１しかない。若い頃から

失恋続きで独身、挫折、うつ病の人生。叔父

も弟も画商にもかかわらず、生前に売れた絵

はたった 1 点の悲劇の画家。 

ところが運命のいたずらか、死後に時代が

追いついて作品評価は高騰してピカソと並ぶ

巨匠画家に成り上がった。ゴッホはまさか死

後に自分の作品が世界中の大きな美術館に

展示され、オークションでは数百億円で落札さ

れていようとは、あの

世でさぞかし驚いてい

ることだろう。生前作

品が評価されなくても、

死後に歴史に残る美

術家になれる可能性

はゴッホが証明してく

れているので、美術家

は幸せの夢を見ながら希望に満ちて死んでゆ

けるのである。 

若くして亡くなったにもかかわらず、有名に

なった美術家はいる。最も若く夭折したのは山

田かまちで、水彩画やデッサンや詩を描いて

いたが 17 歳の時にエレキギターで感電して命

を落とした。死後に出版された画集で注目を

集めブームとなり、美術館も建設された。しか

し今後歴史に残れるかどうかは、もっと時間

が経たないと分からない。若くして死んだとい

うだけで実力以上に評価される場合があるの

である。 

話はずれるが、マリリンモンローは永遠の

美女優、生きていれば 95 歳のしわしわ顔で、

長生きしていたら果たして今日のレジェンドに

成り得ただろうか。 

 モンローは 36 歳、ゴッホは 37 歳の寿命なの

で、これよりも若く死んだ美術家を夭折の基準

として以下に、氏名(ジャンル)死亡年齢(死因)

を羅列する。 

 関根正二(画家)20 歳(結核)、村山槐多(画

家)22歳(結核)、ビアズリー(画家)26歳(結核)、

バスキア(画家)27 歳(薬物中毒)、エゴンシーレ

(画家)28 歳(風邪)、青木繁(画家)28 歳(肺病)、

荻原守衛(彫刻家)30 歳(喀血)、三岸好太郎

(画家)31 歳(突然死)、石田徹也(画家)31 歳(事

故死)、スーラー(画家)31歳(病死)、キースへリ

ング(画家)31 歳(エイズ)、中原悌次郎(彫刻

家)32 歳(喀血)、モディリアーニ(画家)35 歳(自

殺)。 

 私は現在 67 歳、夢を見ながら制作している。 

( 写真左 は、池谷さんの作品、) 

プロフィール いけたに まさゆき 

 浜松 Open Art 代表、鴨江ヴンダーカンマー

エグゼクティブディレクター。愛知県立芸術大

学彫刻専攻卒。 元二紀会会員。 

 

編集部から 3 回にわたる池谷さんのユニークな

ご意見について、反論や共感など感想をお寄せく

ださい。掲載します(匿名可)。本欄投稿も歓迎。 
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