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「YES !」その理由は ? 

すべての種の生存に自然権を拡大する基盤 

人間中心主義の二つの効用論を超えて         

昨夏に続いて、今年も、中学・高校生を対象にした第 2 回「ガチ ! 生物多様性塾」の 11 日間の

夏がやってきた。この昆虫食倶楽部(夏目恵介代表)のプログラムは、スタートアップの講演会、多

分野にわたる専門家とともに佐鳴湖などで

の人気の虫取りなど体験フィールドワーク、

それを受けたグループ塾生による白熱の討

論会、そして学びをまとめるプレゼン準備会、

そしてそれらを一般市民に向け塾生たちが

独自な表現方法で発表するプレゼン大会で

構成されている(問い合わせなど詳しくは次頁の QR コードにアクセス)。 

 「トキやパンダを絶滅から守るべきか」と題して、広島大の山田俊弘教授を講師に迎え、初日の

講演会が、5月29日浜松市中区の浜松市市民協働センターで開かれた。高度に多様性を構成し

ている熱帯雨林の植物生態学が専門の山田教授には近著『<正義>の生物学』という著書もあり、

塾生だけでなく、一般市民も参加してのにぎやかなスタートとなった(写真上)。以下は、取材記者

が講演の様子を報告したレポート。結論的な講演要旨も次頁の最後に別途掲載した。 

          関連記事 「編集長 ティタイム」  ＜正義＞の生物学とは何だろうか  3 面       

多様性と<正義>の生物学 

絶滅から守るべきか、と問いかけられたら、

たいていの人は「もちろん、守るべき、絶対に」

と答えるだろう。では、その理由は何なの、と

問い返されたら、どう答えるだろうか。これが

講演の核心部分。子供でなくても、大人でもた

いてい答えに窮する。少し賢い児童、生徒な

ら、「いや、それは絶滅しないようにしたら、人

間に役立つ自然の恵みが得られるから」と正

解を出す。山田先生は、それだけだろうかと会

場を見回す。先生は「一見、人間とは関係な

いように見えても、生物同士のつながり、多様

性を断ち切ると、人間社会が崩壊する事例が

実際にあったことを紹介した。モアイという高

度技術を持った孤島、イースター島の文明が

わずか数百年で崩壊した。孤島なのにどんど



ん島の樹木を切り倒し、生態系を崩壊させた。

そのことが樹木だけでな

く島の環境循環を破壊

させた。当時のイースタ

ー人はもとより今の人間

にもほとんど知られてい

ない生態系の複雑なバ

ランスを崩す、多様性の

喪失とその恐ろしさを語った。これが守るべき

第 2 の視点である。いずれも、人間にとっての、

人間中心主義の効用論である。 

取材記者もあらかじめこの視点を用意して

いた。ところが、ご自分の大学でもこの問題を

講義している山田先生は、それだけだろうか、

人間非中心主義の考え方、そんな論理からの

理由はないだろうかと会場に水を向けるよう

に見回した。そしてスライドを示しながら、多様

性を守るべき理由として、人間中心主義をこ

え、すべての生物種の生存を自然権として認

める、拡大する基盤という第 3 の視点がある

だろうと解説した。「生物学者の私(写真左上)

だが、本気で、そう考えている」と話した。自然

権とは、生命の本姓において、本来生まれな

がらに備わっている自由、平等などの普遍的

価値であり、ほかからは犯すことができない。

人間なら基本的人権に当たる。いきものすべ

てにあり、人間にはほかの種を絶滅させる権

利はない。逆に、人間中心主義で、やむを得

ないとして、絶滅させることができても、この考

え方では認められない、ということになる。人

間非中心主義の環境倫理こそ、かぎカッコ付

きだが、目指すべき＜正義＞の生物学という

わけだろう。老取材記者もそうだが、これに対

し違和感を覚えるのは、あるいは人間の魂が

そのレベルの進化段階に到達していないから

かもしれない。このようにある意味、大変に刺

激的であると同時に、参加者に思索する楽し

さを示した講演だったといえるだろう。 

講演後、普段気をつけたいことについての

塾生の質問に「生き物の生態をまず楽しみな

がら暮らす」を挙げた。環境に配慮したエコラ

ベルにも関心を向けたい、とも。 

  生物の生態を楽しむことから始める 

 講演後の塾生オリエンテーション(写真右下)

では、山田先生や静岡大の戸田三津夫先生

も交えて好きな生き物、行ってみたい場所な

どの自己紹介。山田先生の好きな生き物は、

ハゼの仲間で愛嬌のあるドンコ。福岡県玄界

灘の絶海に浮かぶ海の正倉院とも言われる

沖島(おきのしま)に行ってみたいとも話した。 

 左上端にマスクをした山田先生 市民協働センター 

 

    講演要旨      

多様性を考える 3 つの視点 

            文責 編集長 

第 1 の視点。多様性の保全は、人間の生存

に欠かせない自然の恵みを提供してくれる資

源であるというもっとも素朴な考え方。 

第 2 の視点。一見、人間とは関係ないと思

える場合でも、多様性という生き物同士のつ

ながりが喪失すると、めぐりめぐって人間の文

明が崩壊するという考え方。イースター島文

明崩壊事例もあり、受け入れやすい考え方。 

  いずれも人間中心主義の役立つ効用論。 

 第 3 の視点は人間非中心主義。そもそもい

かなる種も、ほかの種を絶滅させる権利など

ないという自然権論である。(余談 これは宇

宙生命全体を見渡せる神の目の視点か)。 
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   編集長のティタイム         <正義>の生物学 とは何だろうか         

 講演前に   E.O.ウィルソンの大著『生命の多様性』を再読して 

アリ社会の研究で世界的に知られるウィル

ソンの大著『生命の多様性』(原著=1992 年、

訳書=1996 年 写真下)を久しぶりに再読した。

前頁にある山田先生の意表を突く講演が聞け

ると知って、講演前にこの大著を手掛かりに

自分なりに、生物学における「正義」とは何か、

を考えてみたいと思い立った。というのも、ま

だ読んでいないが、山田先生の近著『 <正義

>の生物学 』の表紙には偽善か、使命か – 

大量絶滅期の生き方を問うという刺激的な問

題提起があり、興味を持ったからである。 

 大著によると、6500 万

年前の 5 番目の大絶滅

以来、生物多様性は再

び一貫して豊かになり、

地球上の面積の約 5％

を占める熱帯には推定

で地球上数千万種の生

物種のうち半数以上が

生息しているところまで到達した。しかし猿人

や人類が登場したところから、ピークに向かっ

ていた多様性のすべてががらりと変わったと

書いている。 

そして今、わずかこの 1、2 世紀の間に、気

候変動や温暖化などの人間活動の影響で、

豊かな多様性が急速に失われ、崩壊の危険

に立たされているという。そのスピードは、人

間の影響がない場合に比べ、動物種だけで

推定百倍、植物や微生物まで入れると、千倍

もの勢いで次の大絶滅に向かいつつある。 

本書では「現在起こりつつある(多様性の)

変化は未来の(生物)世代すべてに害悪をもた

らすことだろう。したがって人間の倫理的義務

は、何よりもまず慎重さということである」と警

告している。こうしたことから、ウィルソンは、

大著後半で生物的な富の創造、持続可能な

開発の推進など「解決への道」を具体的に示

した。その上で最後の章「環境の倫理」におい

て、世界的な論争を巻き起こした大著『社会生

物学』(1975 年)の著者の信念(注記)に基づい

て、次のような一文で大著を締めくくっている。 

「ただ単に、我が種の自由と健康を守るだ

けでなく、人間の魂がそこで生まれた世界へと

近づく道を保つことこそ、永続性のある環境倫

理の目指すものなのだ。」 

 ここにある「そこで生まれた」のそことは、前

にある自由と健康のことであり、後段は「自由

と健康で生まれた世界へと近づく道を人間の

魂が保つことこそ」とすると文意がわかりよい。

ウィルソンは、生まれた世界へと近づくその道

を保つことこそ、永続性のある環境倫理の目

指すもの、つまり生物学的な正義=＜正義＞

なのだと言っているのだ。 

辞書によると正義とは「道理にかなっていて、

正しいこと」。今の場合の道理とは、自然科学

としての生物学の普遍性の道理と、もう一つ、

生物学独自の道理、つまり、数十億年前たっ

た一つの生命から出発し、枝分かれし、連綿

とつながってきたりしたという道理の二つがあ

る。この二つをかなえることが、いわゆる<正

義>というわけだ。こう考えると、最初の道理を

追究した『社会生物学』の時とは違って、この

大著は、二番目の道理、<正義>の生物学へ

の道程をたどったということになる。二つの大

著は、セットなのだ。だから大論争になった。 

注記 『社会生物学』はヒトもアリも行動の根は

同じで、その基盤はすべて生物学的に、つまり遺

伝的に決まっており体系化が可能として「新しい統

合」を目指したことから大論争を巻き起こした(『社

会生物学論争史 I  II 』、2005 年、みすず書房)。 

 

次号(7 月号)では、後編として山田先生の

講演を聴いた上で、もう一度<正義>の生物学

とは何だろうかについて論じてみたい。 

                     ( 井上正男 ) 
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  報告    佐鳴湖での研究活動  

第 8 回淡水ガメ情報交換会に参加して 

今春 3 月 19、20 日に早稲田大学で開催さ

れた第 8 回淡水ガメ情報交換会に参加し、佐

鳴湖研究と昆虫食倶楽部の最近の活動につ

いて報告をしてきた(写真下)。 

第 7 回の明石大会（2020 年）については本

紙姉妹紙(市民環境ジャーナル 2020 年 5 月

号)で報告している。この会、なんだか怪しげ

な会合に聞こえるかもしれない。日本では浦

島太郎伝説のせいかメジャーな「ウミガメ」に

対して、スッポンやニホンイシガメ（以下、イシ

ガメ）などの淡水に生息しているカメを「淡水ガ

メ」と呼んでいる。この会合は、日本固有種の

イシガメを保護することを目的に始まった。

2012 年の第 14 回 日本カメ会議＆イシガメシ

ンポジウムを受けて、2014 年に第一回、コロ

ナ禍の影響もあり今年代会の開催となった。

なんといってもこの会の特徴は、研究者や学

生だけでなく、単にカメが好きなカメマニア、ペ

ットショップ関係者、

中高生、爬虫類雑

誌関係者などが入

り混じるところ。そ

のため、質疑など

も遠慮や忖度なく、

実に闊達に進む。 

会の重要な主題はイシガメの保護と侵略

的外来種の淡水ガメの駆除、その他淡水ガメ

に関すること全般。したがって、イシガメの生

態や生息数の推移、減少の理由などに始まり、

遺伝子多様性などの話題が出る。イシガメに

対する影響としては、千葉県で甚大な被害が

報告されているアライグマによる食害、クサガ

メとの交雑など。明石大会では「クサガメを知

る」と題してクサガメとは何者かについて集中

的に情報交換した。当然、過去の情報も必要

で、たびたび古文書や化石を題材にした報告

も行われる。今回の早稲田大会は爬虫類化

石の研究者として著名な、早稲田大学の平山

廉先生のお世話で開催された。平山先生によ

る 「日本の淡水ガメの歴史：特に恐竜時代の

化石について」と題した特別講演も行われ、平

山研究室での化石見学ツアーつきであった。

一般の発表も、淡水ガ

メのフィールド調査（生

息調査、捕獲方法、成

長速度、行動）、遺伝

子解析、須磨水族園

「亀楽園」の顛末、保護活動など多岐にわたっ

た(写真上= 世界最古のウミガメ化石  平山

研究室所蔵）。 

さて、今回私は、昆虫食倶楽部の「佐鳴湖

での淡水ガメ捕獲調査とミシシッピアカミミガメ

（以下、アカミミガメ）駆除」およびそれをキッカ

ケとして 2021 年に始まった「ガチ！生物多様

性塾」について発表してきたので概要を紹介

する。まず、昆虫食倶楽部の 2017 年から行っ

ているアカミミガメ駆除活動のパンフレット。佐

鳴湖北岸管理棟に配架配布しているほか、活

動の際にも配布している。活動内容に加え、

捕獲個体の有効利用についての情報を掲載

している。 

アカミミガメ駆除数と、クサガメ排除数、イシ

ガメ捕獲割合の推移のグラフ。いままで、1100

個体以上のアカミミガメを駆除した。このグラ

フはアカミミガメパンフレットにも掲載している。

クサガメを排除と書いたのは、クサガメを殺処

分していないからである。クサガメは最近まで

在来種と考えられてきたが、いろいろな研究

の結果、江戸時代に大陸から持ち込まれた外

来種であることがほぼ確定した。それだけなら

問題は大きくないのだが、イシガメ と頻繁に

交雑し、交雑個体は繁殖能力を有することか

ら、日本固有種であるイシガメを守るためには

環境から排除しなければならないことが共通

の認識になった。他地域では殺処分している

ところもあるが、絶滅危惧種であることもあり、

昆虫食倶楽部では生体保管（飼育）している。

次の写真は、その光景だが、佐鳴湖で捕獲し

た個体だけでも優に 100 を超え、もう限界！の

状態。クサガメの問題を広く知ってもらうため

に作ったクサガメパンフ。侵略的外来生物の



駆除は必要だが殺すのはあんまり…という方

は是非何匹でもいいので引き取って飼ってく

れるとありがたい。是非協力をお願いします。

でも、決して池や川に逃さないように。飼いき

れなくなったら昆虫食倶楽部に返してもらって

結構。とは言っても、外来種に罪はない。すべ

て人間が欲と無知からやってしまったこと。そ

れを何とかするのも人間の責任、そういう考え

で活動している。 

世の中のいろいろな問題と同様、外来生

物も「正解」がない問題。これを環境学習に生

かす発想が生まれ、昨年から昆虫食倶楽部

では「ガチ！生物多様性塾」を開講している。

その思いは、解のない問題へのチャレンジ、

学校で学べない学習、自ら深める姿勢、ヒトと

しての自身の再認識、解決困難な問題の体

験。教育界、特に日本の教育に欠けているも

のを目指した、「教える」ではなく「ともに考え

る」学習。したがって、「教育」とか「教える」と

か「啓蒙」という言葉はできるだけ使わない。 

 

というわけで、2022 年度も始動！ 5 月 29

日日曜日、『<正義>の生物学』の著者、広島

大学の山田俊弘先生の講演会が、ガチ ! 生

物多様性塾の初回(今号 1 面トップ記事参照)。

公開（有料）なので、関心のある人は、「とって

食べる」で検索か、以下のサイトを参照。           

https://torutabe.hamazo.tv 

       (報告者 戸田三津夫) 

＜昆虫食倶楽部プレゼンシート＞ 

   新刊案内      

 浜松の淡水魚観察図鑑 

浜松水辺を愛する会  

「浜松水辺を愛する会」（会長中村芳正

氏）が 30 年の歴史に幕を下ろした。魚と魚取

りがめっぽう好きな大人たちの団体。浜松の

希少淡水魚の保護、

小学校授業での魚

取り指導と環境学習

への協力、佐鳴湖で

のミニ水族館、佐鳴

湖はじめ各水域の

魚類調査などの活

動を続けてきた。夏

休みの浜松市動物

園恒例イベント「ミニ

水族館」が記憶に残っている方もあるのでは

ないか。精力的に活動をしてきたが、会員の

高齢化と常時行動できる会員の減少により、

これまで通りの活動が困難になった。 

節目もあって、会ではこの度、会員の小杉

正則氏が中心となり「浜松の淡水魚 観察図

鑑」を編集、自費出版した。A5 版オールカラー

128 ページの本格的な内容。板井隆彦氏（静

岡淡水魚研究会会長）監修。浜松で見られる

主な淡水魚が多くの生態写真により紹介され

ている。特に、開発により様変わりした佐鳴湖

西岸谷戸の根川の様子が貴重な昔の写真に

より示されている。魚だけでなく、テナガエビ、

ヌマエビの仲間が識別のしかたとともに掲載

され、カニのページもある。 

会では、本書を市内の各図書館、学校、

協働センター、関係団体や施設、関連の行

政各課、報道機関などに無償配布する。 

本書は書店流通していない。入手ご希望

の方は私：toda.mitsuo@shizuoka.ac.jp まで連

絡を。発送可能（頒布価格 2000 円、スマート

レターで送料180円の予定）。なお、私自身も

会の会員で、本書の編集にも協力をさせて

いただいた。       (紹介 戸田三津夫)  
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日曜日の早朝と夜に 

随時連載 大河ドラマの女たち 

  「政子とねね」 AND おんな城主、直虎 

大河ドラマの時代考証を担当したこともある

国際日本文化研究センターの呉座勇一さん

は四年前、歴史学者として概略次のように書

いて新聞コラムで苦言を呈したことがある。 

近年の大河ドラマで顕著なのは、現代的価

値観を持ち込みすぎている点である。上級武

士が側室を持つのが当たり前の社会で、正室

があからさまにヤキモチを焼くなどなど、これ

では歴史ドラマとは言えない。 

 さりとて、視聴者がドラマに感情移入ができ

ないようでは、脚本家は仕事にならない。この

点、巧妙だったのが、NHK 大河ドラマ「真田

丸」(2016 年放送、脚本三谷幸喜)で、視聴者

の分身をこっそりドラマに登場させていた、と

呉座さん。主人公の幼馴染という設定で、現

代の価値観を現代の言葉使いで話していたと

いう。現代的な価値観はドラマの基調ではなく、

ドラマのスパイスとして用いてほしいとも。今

後の大河ドラマも見習ったらどうか、とまで助

言していたのが印象的だった。 

その三谷さん脚本の日曜夜放送大河ドラマ

「鎌倉殿の 13 人」が今、前半の見せ場を迎え

ている。主人公、北条義時とその姉、政子(源

頼朝の後妻)が活躍し、まるで「極道の妻」よろ

しく、主役を食うほどの見事な演技に感心して

いる。陰に隠れて目立たないが、主人公、義

時の妹、実衣(みい、宮澤エマ)が政子の周辺

にうろつきまわる。その立ち位置といい、演技

といい、現代女性そのもので、これが、先ほど

の呉座さんのいう「視聴者の分身」だと、最近

気づいた。 

一方、日曜日早朝では、もう一つ、かつて

の大河ドラマ「おんな太閤記」(1981 年放送、

主人公、ねね役は佐久間良子)が BS でアンコ

ール放送されている。出世のための猛烈仕事

人間、秀吉(西田敏行)と家庭を守り、夫を支え

るねねの姿がまぶしい。いかにも、放送時の

時代背景「男は仕事、女は家庭」そのままで

ある。あるいは夫唱婦随とも言えようか。 

 さて、もう一人、東海 4 県ゆかりの女性が主

人公の大河ドラマ「おんな城主 直虎」(2017

年、脚本森下佳子、主演の伊井直虎役に柴

咲コウ)。前半、あるいは後半も視聴率低迷で、

番組打ち切りか? と、老生までもが気をもんだ。

ところが、直虎が伊井家筆頭家老、小野政次

を演じた高橋一生との過酷な純愛?ともいえる

行動、愛する人を磔にして自らが槍で突き殺

すシーン。これには俄然全国の女性たちの激

しい涙を誘い視聴率は急上昇。なんだか、歴

史学にはロマンはいらないと言い切る呉座さ

んの存在がとてもかすんで見える。それほど

に女性脚本家のすごみがあった。 

ここには、同じ時代背景の「おんな太閤記」

のねねにも、その 350 年前を舞台にした今年

の「鎌倉殿の 13 人」の「極道の妻」ぶりの政子

にもない、悲壮感がある。歴史に翻弄されな

がら、心ならずも歴史に残ることのなかった女

性たちの乱世の苦しみ、怨念すら感じさせた。

視聴者に歴史の真実とは何かを考えさせるド

ラマだった。 

     歴史の真実とは何か 

 古代から中世への変革期を舞台にした「鎌

倉殿の 13 人」、中世から近世への変革期を描

いた「おんな太閤記」と「おんな城主 直虎」。 

乱世ではなかった平安時代を背景にした小説

「源氏物語」。日本史の中で、女性たちがもっ

とも輝いた時代といわれる作品である。 

 この随時の連載では、1000 年前の「源氏物

語」時代から 2000 年期の 21 世紀現代までの

歴史ドラマのなかで、東海地方ゆかりの代表

的な女たちを取り上げ、変革期にもその間の

平時にも連綿と途切れることのなかった歴史

の真実とは何か。それを探ってみたい。それ

には、日ごろとは異なり、日曜日というこころ

に余裕のある時間帯に、読者とともに考える

のも一計だろう。 

        ( 編集長 井上正男 ) 
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二紀会会員(油彩)    磐田市豊岡  

静岡支部長  福長 昇 さん   

    「祈り、歩み、飛ぶ」のテーマ続け 

     永遠の青春、美術 40 年 

人生、永遠に上り坂で輝く青春でありたいと

思うのは人情だが、福長さんもまたそれが人

生のテーマになった。それには真摯に向かい

合うことのできる出会いが必要ではないか。ご

自宅のアトリエ(写真下)で問いかけると、 

「私の場合、それは、小学生のころ通ってい

た水彩画の先生、伊藤輝彦先生でした」 

と恥ずかしそうに答えてくれた。先生が教えて

くれた美術との出合いが福長さんに永遠の青

春であり続けたいという夢を生涯持ち続けさ

せることになった。ただ、何度か落選するとい

う苦い経験も味わったという。今では、毎年二

紀展に作品を出品している福長さんに、どうい

うテーマで描き続けているのか、たずねると 

「これまで私は祈らずにいられない、という

統一テーマで、この星に生まれる生命の神秘

と人との関わりあいを描いてきた」 

とのこと。具体的に 2009 年から 2016 年まで毎

年出品した二紀展作品を拝見したが、どれも

統一テーマに見合った青など寒色系の絵のな

かに沈むように人々が静的に描かれている。 

 ところが、2017年の第71回二紀展出品作品

では、作品名が「私は歩み続ける」に変わり、

複葉飛行機とともに、子供のころよく老記者も

折り紙風に折って作った三角翼の小さな白い

紙飛行機が登場する。この傾向は 2018 年の

作品(私は飛び続ける夢をみた)以降の作品群

にも共通し、受け継がれている(アトリエ写真

左の絵は今制作中の来年出品予定のもので、

これにも紙飛行機が小さく描かれている)。 

 その理由を尋ねると、概略 

 「生を受け継ぐだけでなく、そこに夢を膨らま

せ、魂を掻き立て、世代をつないで、私は歩み

続ける。それを飛行機に託した。永遠に」 

と話してくれた。そのせいか、最近の作品はキ

ャンバス全体が暖色系で躍動感がある。 

 そんな話のやり取りをしながら、最近の作品

群を眺めていたのだが、飛行機といっても戦

前の複葉機が描かれている。または、人々が

手を左右に大きく広げながら、飛行機のような

姿で大空を飛び回っている(写真右下)。 

 そこで、気づいた。 

画家の福長昇さんは、今 96 歳になる父親

の福長利晴さんと同居している。その利晴さ

んは日本民間航空史の黎明期に複葉機で空

を飛び、さらに日本最初といわれる民間旅客

機、複葉の天竜 10 号

を自ら制作した飛行

家として名を残す福

長浅雄さんの甥っ子

(福長飛行機 3 兄弟

のなかの福長五郎の

長男)である。画家、

昇さんにはその飛行

機兄弟たちの空を飛び続ける夢の DNA 遺伝

子が流れている。そんなことを一連の作品を

眺めながら気づいた。 

最後に、絵を描いて 40 年、最近の若者へ

のメッセージをうかがったら「手っ取り早く器用

に作品を描くのではなく、自分の作品にまず

自信を持つ努力をしてほしい。それには生涯

のテーマとじっくり向き合う。そこから生涯の出

会いがあるように思う」と静かに答えてくれた。 
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野の花と赤富士     投稿   

山下文一     静岡市 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

          

 

富士宮市万野原新田 3920-11   0544-91-7043 
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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 

   ビニール傘の向こうに雨の佐鳴湖煙る 
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素人でも気になる 

リニア地下水の帳尻合わせ 

 静岡県人にとって見過ごせないのが、リニ

ア中央新幹線静岡工区の地下水問題ですね。

県内山岳部の地下水が南アルプストンネルで

湧水となり県外へ流れ出る、それによって大

井川の流量が減ってしまう――そんな事態が

心配されるなか、JR 東海が新対策案を提示し

ました。 

 JR 東海のウェブサイトを開いてみると、その

プレスリリースが 4 月 26 日付で公開されてい

ました。私自身の感想を率直に言えば、この

案は「帳尻合わせ」のようにしか見えませんで

した。専門家ではありませんから、誤解がある

かもしれません。以下は、素人の印象批評と

思って読んでいただければ幸いです。 

 プレスリリースによると、JR 東海はリニア静

岡工区のトンネル湧水については、トンネル

の勾配に沿って流れ下る分をポンプで吸いあ

げ、導水路経由で大井川上流部に放流すると

いう方針がすでに決まっているようです。ただ

トンネルの先進坑がつながるまでの 10 カ月間、

このポンプアップはできません。この間は静岡

県内の山梨県寄りで出るトンネル湧水 300 万

～500 万㎥が山梨県側に流出することになる

ので、それを穴埋めする手立てを講じようとい

うのが、今回の提案でした。 

 JR 東海は A、B 二つの案を示しています。私

が違和感を覚えたのは A 案です。10 カ月間は

流出するにまかせておき、先進坑貫通後 1～2

年ほどかけて流出分と同量だけ山梨県内のト

ンネル湧水をポンプアップして大井川に流す

というのです。去年借りた分を今年返す。そん

なお金の貸し借りのような理屈が川の流量に

通用するのでしょうか？ 水利の観点だけを

考えても、去年の不足を今年補うとはいかな

いように思えるのですが……。 

ちなみに B 案は、地下水流出のある 10 カ

月間は電力会社に頼んで、大井川から発電

用水路に取水する水量を抑えてもらおうという

ものでした。 

A 案であれ、B 案であれ、川の流量だけを

見ている点が私には気になります。そもそも、

リニア新幹線のトンネル湧水は静岡県山岳部

の地中に本来なかったはずのものであり、地

下水の流れを人工的に変えることが災害のリ

スクを高めないか、森林の生態系に影響を与

えないか、など気になる点がたくさんあります。

その議論を深めることなく、水量収支をプラマ

イ・ゼロにすればよいとはいかないはずです。 

細かな数字に目を奪われて事の本質を見

ない――この傾向は近年、日本社会のさまざ

まな場面で散見されるように思われます。この

問題も、帳尻合わせに終わらせてはならない

のではないでしょうか。 

 

 

 

 

  

 

              佐鳴湖東岸にて 

      撮影 写真家 コージ・キシタ 

  編集長 付記 川勝静岡県知事は、当初、田

代ダム取水抑制案(4 月 26 日付公開の B 案)をか

つての水利権合意事項を無視しており「乱暴なこ

と」と批判的だった。しかし 5 月 12 日の記者会見で

は「検討に値する」、水が戻り「朗報」と一定の評

価をしている。同時に全量戻しの A 案については

「すでに破綻」との厳しい見解。一部関係自治体

側からも抑制案に一定の評価も。一方 JR 東海金

子社長は抑制案で流域住民の懸念を解消したい

と、これまでの態度を改める姿勢を示した(5 月 16

日定例記者会見)。岸田首相、静岡県知事の要請

でリニア環境有識者会議設置表明(5 月 28 日)。 
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         第二部          鈴木潤子 

とにかく、とにかくやってみる 

ある行動の決断に「するか・しないか」迷っ

たとき、後悔の度合いは「した（した結果失敗

した）」よりも「しなかった（しなかったから失敗

はない）」ときの方が格段に大きい・・・って。き

っと、どっかでこういう話、目にし耳にしたこと

がありますよね！だから、やっぱり、やりたい

けど勇気がなくて「やらない理由」ばかり探し

て実行しないよりは、やった方がいいんだよね。

で、迷わずにやれる人というのは、今のご時

世だと発達障害の人、って言われることが多

いんだわ多分！ 

ロシアの放送局で本番中に反戦を掲げた

女性。すごい。一方でアメリカ経由の情報ば

かりがあふれる世界で、ロシア側の立場を直

接プーチンに取材し伝えるオリバーストーン監

督は、超すごい（『オリバー・ストーン プーチ

ン』字幕版 見た？）。これを見ると、NATO っ

て結局アメリカ独裁を敷くための装置なのか

なって（でも今この映画のことを言うのは微妙、

どんな理由でもロシアが戦争を始めたことを

正当化はできないので）。 

福島菊次郎という写真家は、私が憧れて止

まない人で、数年前に亡くなってしまいました。

この人本当にすごい人。自衛隊の兵器工場に

取材という名目で訪れ、撮影禁止部分を、ガ

ンガン撮影して出版して殺されそうになった

人！（『迫る危機―自衛隊と兵器産業を告発

する!』（現代書館／1970）この撮影のエピソー

ドがね、すごくかっこいいんですよ！盗み撮り

だからおもむろにファインダーなんか覗けない。

だから、カメラを覗かずに、シャッターを指の

感覚だけで切ったんだってよ！！菊次郎さん

の、これらの貴重なネガが、このままでは自分

の死後に国によってすべて焼かれてしまう、ど

なたか親切な人よ、保管にご協力いただけな

いか、というメッセージが、菊次郎さんの著書

の文末に書かれていて、私は、私は、もう、そ

んな大切なネガや資料、膨大な量、を保管す

る場所が自分にあるわけでもアテがあるわけ

でもないのに、でも、菊次郎さんがそんなにも

切実に呼びかけているのに、いてもたっても

いられなくて、思わず、そこに記載してあった

菊次郎さんの電話番号に電話してしまった。

やってしまった！！！！そして菊次郎さんが、

なんと、フツーに電話に出た！！！ 

「私は、静岡県の鈴木と言いますが、菊次

郎さんの貴重なデータを、菊次郎さん亡きあと

保存してくれる人を探しているということで、そ

の後、どうなったのか、そういう人は見つかっ

たのか…」と胃を痛くしながらつっかえつっか

え話すと、菊次郎さんは小さい、しかし力強い

声で「ありがとうございます、おかげさまですで

に大勢の方が動いてくださり、なんとかなりそ

うです」と。（で、結局今どうなってんの？と思

ってたった今検索したら、『恵泉女学園大学』

というところが管理してくれている）電話してよ

かった！！！ 

オーガニックスーパー「ビオあつみエピスリ

ー浜松」を経営する会社の社長は、私が事務

局を務める浜松有機農業者マーケットの会が

大変お世話になっている人です。この人もす

ごい。正社員一人一人全員に有吉佐和子の

著書『複合汚染』を配布し、感想文の提出を賞

与の条件にしたのだと！すっごいな～～～嬉

しくなっちゃうな！ 
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 書評      

 

『学校では学力が伸びない本当の理由』 

             林純次 著 

  今のままの教育では日本は沈む 

日本の将来に不安を覚えたくなければ、本

書を読むべきではない。経済政策から観光船

事故まで、肝心なところが抑えられていないこ

とから、この国は大変なこ

とになっている。中国が遅

れているというのは過去

の話。いろいろな問題を抱

えるが、政治体制はともか

く、先進各国から学べるも

のは学び、今の日本より

は戦略的で明るい未来が

見える。私たちの日々の

暮らしは今すぐ壊れはしないが、地滑りは進

行していてやがて谷底に落ちてしまうであろう。

科学技術立国は夢、文化や生活水準も維持

できず、発展途上国になる危険すらある。

SDGs は達成されるかも知れないが、明治や

江戸の暮らしに限りなく近づいていくかも知れ

ない。しかし、農林水産業の振興や維持さえう

まくいっていない。勢いのある国の言いなりに

なるか。そのような印象さえ受ける内容である。

産業も、経済も国家も、教育がベースである。

以上、本書には、教育は社会の根幹であるに

もかかわらず、いかに軽んじられてきたかが、

さまざまなエビデンスを挙げて書かれている。 

教育現場で教鞭をとる林純次氏の主張は

単純である。明治から始まった今の学校教育

は破綻している。最も重要なことは、生徒の幸

福と、彼らが生きていくであろう社会の形成が

うまく達成されない現実を指摘していることだ。

この議論は何も目新しいことはない。教育現

場の教員、文部科学省の担当者の一部、塾

講師、児童・生徒自ら、あるいは教育現場を

知る識者の発信している情報からすでに明確

に示されてきた。 

最大の問題点は、明治の頃から教育体制

が全く変わっていないことにある。児童は年齢

に達すると学校に集められ、年齢別クラスに

分けられる。そこではあらかじめ決まった授業

が進められていく。その内容は時代ごとに少し

は改訂されてきたが、個々の生徒に最適化さ

れたものではなく、その目的について考えさせ

ることもなく、ただただ問題ごとがなく終わるこ

とを目標に進められていく。すぐに理解記憶し

てしまう児童・生徒は授業のほとんどが退屈

で、毎回理解できない児童・生徒にとってもと

もに拷問のような授業が続く。海外では目的

別（学術志向と職業人志向など）や進度別クラ

スが当たり前のように取り入れられうまくいっ

ているにもかかわらず、日本の学校教育は改

善されてこなかった。もちろん、その実現には

人員の育成と配置、適切な待遇の実現、財政

的配慮が必要であるが、日本は、政府、文部

科学省、財務省ともにそれを疎かにしてきた。 

その結果、児童・生徒はそれぞれの資質に

応じた教育が受けられず、効率的に学ぶこと

が阻害されてきた。また、誤った教育政策によ

り、教えるべき内容の精査、また授業内容の

消化、児童・生徒の達成度の一定の担保がな

されないようになった。共通一次試験や大学

入試センター試験が導入される以前は、大学

入試というハードルがその瓦解を食い止める

役割を果たしていたが、国立大学の独立行政

法人化、大学の乱立、文部科学省による定員

充足の圧力などが相まって、本来であれば入

学レベルを担保できない入試選抜や卒業生

輩出に至り、それが社会の構成員である行

政マン、会社員、教員の質を低下させた。 

失敗の本質、まん延する悪循環を警告 

このような悪循環が日本に蔓延している状

況を本書はあらためて警告し、巻末に効果が

期待される対策も提案されている。やはり、教

育にも「失敗の本質」が根強く存在するという

のが私の結論である。  

(光文社新書 2022） 

評者 戸田三津夫 (静岡大学准教授) 

    月刊さなるこ新聞デジタル 2022 年６月号 



ウクライナ侵攻、トルコからの報告 

喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

 東西文明の十字路のしたたか地政学  

絶妙な均衡外交で千年の繁栄 

             

私は、毎年何度か定期的にトルコに帰省しているのですが、ウクライナ侵攻のあった今春もコ

ロナ禍のなか苦労して出かけました。ロシアによるウクライナ侵攻の地域とトルコは、黒海を挟ん

で向き合っています。侵攻により、トルコも様々な影響を受けています。とくに、トルコの消費者物

価指数はこの 3 月、前年同月比で 60％増と凄まじい上昇率です。これらの背景は、コロナ禍によ

る経済活動の停滞、原油価格の高騰、金利政策の影響であり、ウクライナ侵攻によるさらなる影

響はこれからです。トルコの人々の関心事は、もっぱら物価上昇のようです。 

最近、ロシアのウクライナ侵攻で北欧のフィンランド、スウェーデン両国が NATO 加盟申請を表

明しましたが、アメリカなど欧米諸国は歓迎、トルコは難色を示しています。トルコは、安全保障

分野では、ロシアが警戒する NATO の加盟国でありながら、驚くべきことに 2019 年にロシア製地

対空ミサイルシステム S400 を配備しました。一方でウクライナには、トルコ製のバイラクタル TB2

（攻撃型ドローン）を納入してきています(この兵器は、リビアやアゼルバイジャンとアルメニアとの

紛争（トルコとロシアは敵対勢力を支援）で使用され高い破壊能力が実証されたものです)。これ

では、トルコは西側なのか東側なのか、常識では到底わかりません。 

さらに言えば、エネルギー分野では、トルコにとって、ロシアは最大の天然ガス輸入国であり、

さらに黒海沿岸の原子力発電所の建設はロシアの協力によって進められていました。観光分野

では、観光客の 20%はロシアとウクライナからです。農業分野でも、トルコの農産物は、両国に輸

出されていて、大切な国なのです。2 つの国には互いに友好平和であってもらわないと困るわけ

です。そんなこともあり、3 月に停戦に向けたウクライナとロシアの話し合いが行われたのも、両

国の観光客が多く訪れる避暑地、アンタルヤでした。 

世界史的にみても、トルコは、地政学的に極めて重要な

位置にあり続けました。地理的に三方を黒海、エーゲ海、

地中海に囲まれたトルコは、古くから「東西文明の十字路」

として栄え、ヒッタイト帝国、古代ギリシャ・ローマ、ビザンチ

ン帝国、セルジューク朝、オスマン帝国などが興亡しました。

さらに具体的に話しますと、エーゲ海沿岸に位置するイズミル(トルコ西部)近くのサルディス遺跡

(写真右)は、紀元前７世紀の古代リュディア王国の首都になって以来、ペルシア帝国の主要な都

市の一つであり、ローマ帝国の下ではプロコンスルの総督府が置かれていました。末期ローマや

東ローマ帝国時代のリュディア属州の最大都市でもあったのです。14 世紀のローマ帝国末期に

至るまで、サルディスは小アジア西部の大都市の一つであり続けたのです。 

トルコは、文明と文化の交流の影響を強く受けたものの、今も千年以上にわたって繁栄した遺

跡が数多く残っています。生き残りをかけたトルコの絶妙な、したたかなバランス外交を物語るも

のであり、いまに始まったことではないことがお分かりいただけたかと思います。 

         写真説明 サルディスのギュムナシオン（古代ギリシアの競技選手用の公共訓練施設） 
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