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再現実験を試みた < 私の主張 >  再審なるか、袴田事件 3 面 

                                    

  みんなの佐鳴湖プラットフォームあり方検討会 WS ( 3/27 ) 

〝さなるこ フラっと フォーム〟有力な愛称候補に 

正統派では〝未来につなぐ応援団〟ユニークさでは〝どうする?佐鳴湖〟も                                           

佐鳴湖地域協議会(下澤巌会長)は、新型コロナウイルス感染防止のため、遅れていた第二期

行動計画に盛り込まれた人材育成を目指した情報共有のための第三回プラットフォーム構築打

ち合わせ会を、年度末の 3 月 27 日、市民協働センターで開催した(次頁に会場全景写真= 浜松

市中区)。第三回開催については行動計画の折り返し点にあたり、これまでのまとめと中間的な

一応の結論を得るため、子供たちも参加し 3 時

間にわたる白熱した討論が展開された。会場で

は気軽な服装で下澤会長も5つに分かれたグル

ープ討論の一員として参加、ブレーンストーミン

グでは持論を披瀝したり、他グループの議論を

のぞいたりと構築に向けた意気込みを感じさせ

る風景も見られた。 

その結果、一応の結論として、情報共有の愛

称として、さなるこフラっとフォームが有力候補としていいのではないかとの意見にまとまった(写

真)。会場からは、賛成理由として、フラっとというのには、ふらりと親子気軽に参加できるのニュ

アンスがあること、またもともとのフラットには、市民も子どもたちも平等という意味もあって親しみ

やすいこと、これらにより佐鳴湖の未来の理想の場のイメージがわかりやすく表現されていること

-などが挙げられた。           編集長 論説   「行動する勝手連つくろう」   8 面 

コーディネーターのやわらかな感じの討論

進行が続く中、それではこの総合的な愛称の

下、どのような部会を設けるのがよいのかが、

討論された。第一、第二回の打ち合わせ会で

のグループ討論(プレーストーミング)結果デー

タが壁に張り出されており、それも参考に検討

された。記者も各テーブルを回って取材した。 

その結果、おおまかに、まず、3 部会ぐらい

の区分けがいいのではないか、との意見に集

約された。賛成の多かったのは、 

自然環境部会(生き物がかり) 

歴史・文化・教育部会 

利・活用部会(イベント企画お楽しみがかり) 

で、おおよその了解を得ていた。ただ、この区

切りにも様々な問題点が指摘されていること

も見逃せない。たとえば、3 部会はいいとして

も、横の横断的な人のつながりを柔軟にする

工夫をどうするか、という難問も投げかけられ



た。面白いのは、このつながりを、こども主体

の部会づくりで打開できないかという提案があ

ったこと。大人にはない発想であり、こどもの

関心事で、縦割りになりやすい部会づくりの弊

害をできるだけ取り除こうという発想は、大胆

であり、今後検討する価値があるのではない

か、との声も。 

   どうする? 外部との総合調整役機能 

 さらに、プラットフォームについては内部の

情報共有だけでなく、外部(または行政)との連

絡、とくに調整機能を持たせることがスムーズ

な運営を図るうえで極めて重要であるとの複

数の意見が出ていた。この総合マネージャー

機能については、不可欠の機能であるとの強

い発言もでた。 

1 月 23 日の恒例佐鳴湖交流会(富塚協働セ

ンター)で、県外の実践事例紹介したリモート

講演でも、何が問題かと呼び掛ける形で「公

園運営づくりの中核となる調整役コーディネー

ターは有償制にして責任ある対応を徹底した

のが結果的に運営を成功への道に導いた」と

説明していた。今回、表立った議論にはならな

かったが、このことは、第二期行動計画が大

きな柱として活動の人材育成を掲げているこ

ともあり、今後の調整機能役人事の有償制の

在り方論議にも影響を与えそうだ。 

今回の会合では、検討されなかったが、調

整機能は、ＩＴ技術を活用した情報共有のため

のプラットフォームづくりでも同様で、協働創造

という改革には不可欠な要素であろう。 

もうひとつ、詳しくは討論の対象にはならな

かったが、市民主体のプラットフォームと現行

の行政中心の協議会との関係を今後どのよう

にしていくのか、というのも、人材育成を柱と

する行動計画の後半戦では不可欠の議論で

あろうとの一部の声も。つまり現行の二期行

動計画を成功へと歩ませるためには今後この

課題に本格的に切り込む討論が市民レベル

でもできるかどうか、である。計画の成否の分

かれ目であり、最大のカギを握るとの印象を、

記者はその先行き不安とともに持った。この

点については、後述の 編集長論説 参照。 

第二回、三回会合の詳細内容について 

なお、第一回打ち合わせ会（10／21）では、

これまでの佐鳴湖で活動してきた参加市民団

体や市民個人が活動実績と意見書を持ち寄

り、グループ討論した。また第二回（11／23）

では、具体的なイベントなどの活動内容につ

いてグループ討論した。スポーツ・インフラの

整備、遊び心で客足呼ぶ「食」「祭り」企画が

話題になった。さらには、周辺歴史に学び、Ｓ

ＤＧｓ教育にも取り組む場の重要性の指摘も

話し合われた。 

詳しくは、小紙月刊さなるこ新聞デジタル 11

月号（2021 年）トップ記事および 12 月号（202

１年）トップ記事を参照してほしい（いずれも小

紙ブログのネット上から全文がダウンロード可

能となっている（今号フロント欄にＱＲコード）。 

 

                              

第四回佐鳴湖地域協議会の開催 

 先月 16 日、新年度の令和 4 年度の予算編

成案が事務局から示され、市民や地域主体

の人材育成の第二期行動計画について、審

議された。その結果、市民による佐鳴湖活動

費助成金交付要綱改正案が了承された。これ

までの 1 団体当たりの助成上限 5 万円を、上

限 10 万円に引き上げられる。同時に、成果の

公表も義務付けられる仕組みになった。 

 

月刊さなるこ新聞デジタル 2022 年４月号 

   

           編集発行人  井上正男 

     浜松市中区佐鳴台 3 丁目 3 -408 
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再現実験を試みた上での   私の主張     再審なるか、袴田事件  

東京高裁三者協議  注目の衣類血痕の再現実験  

「赤み」の程度判定、再現実物の布を見て判断を  

             写真判定では厳格を要する新証拠にはならず 

              辻野兼範 (袴田サポーターズクラブ会員、浜松市 写真下) 
浜松市の復興会館で毎月 1 回開かれる「袴

田事件が分かる会」に先日参加した。一般の

市民にもぜひ知ってもらいたいことについて、

私自身も争点となっている血痕の赤みが月日

の経過とともにどの程度残るのかという比較

的に簡易な再現実験を試みたので、その結果

も含めて、書いてみたい。この 50 年以上も前

の袴田事件の再審がなるか、どうかの重大局

面を今、迎えているからである。 

主張したいことの結論は上記の見出しの通

りだが、この事件の再審(裁判のやり直し)を求

めて弁護側が提出した新たな血痕鑑定結果

は、メイラード反応による変化と溶血によるヘ

モグロビンの変性・分岐・酸化等が合併し、血

痕の黒褐色化は１ケ月で現れる(つまり、血痕

の赤みが消える)ことを解明し、有罪の証拠と

なった衣類は被告が入れたものではないと主

張した。これ対して検察側も独自に再現を行

い、一定の条件（真空パックなど）では、血痕

の赤色は残る可能性もあることを示し、再審

開始が認められる「新証拠ではない」とした意

見書を三者協議の東京高裁に提出したことが、

この2月にわかった。最高裁は2年前に、みそ

樽から見つかったいわゆる 5 点の衣類の「血

痕の色が変化する要因に絞って審理のやり

直しをするよう東京高裁に命じていた。 

弁護団によると。先月 3 月の協議では、高

裁が弁護側の鑑定をした専門家を証人として

意見を直接聞く意向を提示したという。再審の

ための三者協議で証人陳述は異例。最高裁

の変化要因に絞った審理のやり直しを求めた

ことと考え合わせると、この意向は、高裁が再

審の道を積極的に開こうとしているともとれる

動きである。 

5 月下旬に三者協議で鑑定専門家の意見

を聞き、今年中には再審可

否について、高裁は判断す

る見通しだが、以下、4 項目

に分けて順次、少し詳しく説

明し、この裁判に関心を持ってもらうための一

助としたい。 

なぜ写真判定ではだめなのか  

5 点衣類発見当時の血痕写真の色は、画

像が古いので色の判断が困難であると指摘さ

れ、今回血痕色の変化の実験を行うに至った

経緯がある。そのため血痕の色の鑑定は、写

真によるのではなく実物布を見る以外に方法

はない。写真の色は、撮影時の光の色、露光

時間、現像など様々な過程で変化し、加工技

術も進み実際の色とは微妙に異なる色彩にな

ることも可能性としてはある。検察が血痕色が

赤色が残ると提示したものは「写真」であり、し

かも、その色ははっきりと赤色と断定できる色

ではなく、黒味を帯びており、実物を見なくて

は正しい色の判断はできない。証人意見は色

の変化の化学的機序を解説する重要な場で、

その証拠物として使う色が、実際の色ではな

い可能性があっては、説明にはならない。 

一定条件下でも黒褐色に変化 

私の再現実験から 

検察の一定条件とは、味噌と血痕の付いた

布を袋に入れ、空気（酸素）を抜いて真空パッ

ク状態（高嫌気状態）にしたものである。味噌

の醸造過程で味噌樽に大きな石を置くが、こ

れは樽の中の空気（酸素）や発酵で発生する

二酸化炭素を抜くためで、検察の真空パック



での実験は、味噌の醸造過程に似た条件で

ある。 

私事ではあるが、私個人で昨年 9 月から市

販の白みそを使用し、密閉状態で味噌漬けに

よる血痕色の変化の実験を実施している。実

験開始 6 ケ月後の 3 月の味噌中の酸素は、2

つの実験で酸素の少ない状態（1.02mg/L と

0.87mg/L）で、血痕色は 1 ケ月後には弁護団

同様に黒褐色、つまり赤みなしに変化し、6 ケ

月後も黒褐色のままだった。検察が主張する

酸素がない（高嫌気）状態では赤色が残ると

いう報告とは異なり、黒褐色に変化したので

ある。 

今夏の証人意見陳述のあり方 

検察の再現実験で、一定の条件下では赤

色が残るのであれば、その条件下ではメイラ

ード反応がなぜ進まないのか、あるいはその

ほかの反応のせいなのか、その理由を、最高

裁がやり直しで求めているように、科学的に

説明しなければならない。味噌の中での血痕

色のメイラード反応は、これまで研究対象に

はなっていないので、専門家の間でも見解が

異なることもあるだろうが、科学的に十分検証

ができていない現状では反論意見書は審理

を長引かせるためのものではないかとさえ疑

いたくなる。検察は、最高裁の言うように、メイ

ラード反応以外の変化要因を分析することも

必要であると思う。 

衣類血痕を国民目線でみると 

最後に、刑事訴訟法 318 条は「証拠の証明

力は、裁判官の自由な判断に委ねる」（自由

心象主義）とある点に注目したい。これには論

理則や経験則を重視するとあるが、高裁の論

理則や経験則は、これを大きく逸脱したもので

はないか。たとえば、犯行時の衣類の血痕付

着状況については、公判を通じてさまざまな

可能性が検討され、認定されているが、国民

の常識からは、犯行途中で衣類を脱いで再び

犯行に及ぶなどというのは、あり得ないように

思う。また被告の袴田巌さんは衣類が発見さ

れた当時、「これは無罪の証明だ」といった。

これは、まさに 5 点の衣類（緑のブリーフなど）

は無罪の証拠物であると信じてもいいのでは

ないかと思う。 

最後に、一言。再審請求を含め再審は、最

高裁の白鳥決定(1975 年)により「疑わしきは

被告人の利益のために」あるというのが、法

理である。今回の事件もそうだが、この大原則

が裁判所によってないがしろにされ、空洞化し

ている。ここにも問題があることを、国民はも

っと知る必要があると思う。現行の再審制度

の仕組みやあり方を、被告人の重大な人権侵

害につながらないよう、見直す必要がある。 

 

   編集長 ノート      

「局外に超然卓立せず」の編集方針 

 小紙(および姉妹紙、市民環境ジャーナル)

の創刊の辞にもあるように、小紙発行の目的

は、科学的な合理性を身につけた市民科学者

を育てようというものである。今回の辻野論考

は、まさにそのことを自ら実行した典型的な実

践事例であろう。ジャーナリズムに対する国民

の負託にこたえるためには、もう一つ、問題解

決に向けた社会的な合意形成のための論説

力を発揮できる市民記者が不可欠であり、こ

の点にも小紙は紙面を提供するなど今後も力

を入れていきたい。 

 この際、小紙編集においてどのようなことに

心がけているのか、以下に述べておきたい。 

            ◇ 

むずかしいことも、ごまかさずに正確に、 

正確に書いたものを噛み砕き、わかりやすく、 

わかりやすくしたものを、一工夫して面白く、 

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 

を目指している。一言でいえば、安易に公平・

中立と称して局外に超然卓立せず、ということ。

何が公正であるのか、市民の立場から批判精

神をもって価値判断していきたい。 

 

月刊さなるこ新聞デジタル 2022 年４月号   

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅花と富士山     投稿   

山下文一     静岡市 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      寄贈句集から 

    令和 3 年度 合同句集「円坐」 第 31 集 

・ 移ろきの窓際揺るる芽吹きかな 

・  

・ 汽水湖に漂ふ小舟風光る 

・  

・ こつこつとヒール響かせ春コート 

・  

・ 八重桜琴の音色のいづこより 

・  

・ 古川の銀河模様の花の散り 

   細井芳弘 (浜松市) 

 

月刊さなるこ新聞デジタル 2022 年４月号 

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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まちなか番外編  古典文学研究家 

松平和久さん (浜松市中区)   

  源氏物語を木版本「湖月抄」で読む 

川端康成の影響、実現は高校教員 退職後 

今、浜松文芸館(浜松市中区)で、元高校・

大学教員の松平さん(写真下)が 40 年以上に

わたって収集してきた源氏物語などの木版の

注釈書版本が 90 点も展示されている。源氏

物語については老編

集長も何度か中断、挫

折を繰り返しながら、

今も通読に挑んでいる

ところから、一息入れ

たいと、先日、軽い気

持ちで足を運んだ。 

幸運にも、松平さん

自らが会場で参加者に

丁寧な解説をしていたので、参加させてもらっ

た。 一点、一点立ち止まって解説するのだが、

もっとも熱心な解説は、江戸前期の北村季吟

の源氏物語注釈『湖月抄』だった。なにしろ、

注釈だけでなく、その全原文が読める日本で

初めての木版注釈書で、しかもその全原文の

左側頁にその注釈が配置されているという便

利なスタイルから江戸時代を通じて広く読ま

れたらしい(写真右)。 

 松平さんが、戦後間もないころ、いつか『源

氏物語』を、活字本ではなく、できるなら木版

本の『湖月抄』で読んでみたいと思った。とい

うのも川端康成が当時の随筆で、木版本で読

んだ時の体験として、源氏と川端自身との同

じ心の流れにただよい、そこに一切を忘れた

という没入感が書かれていたからだという。小

さい活字本で読んだ時とはずいぶんと味が違

っていたとも川端は書いていたらしい。 

 そういういきさつから、松平さんは、源氏物

語だけでなく、次第に和歌など幅広く木版注

釈書の収集に力を入れた。20 年ほどして活字

本の『湖月抄』を手に入れた。そして、ついに

念願の木版本『湖月抄』を蔵書として手にした

のは、高校教員を退職した後だった。 

 ロシアの文豪、ドストエフスキーの『罪と罰』 

それが今回展示されていたわけだが、活字

本とは違う木版本で読んだ印象について、松

平さんは、「活字本で読むより、自然と読む速

さがゆっくりになり、読みが深くなる」とその効

用を語ってくれた。川端康成の戦争中の印象

を追体験したともいえるだろう。 

あらためて、木版本で源氏物語を通読した

松平さんに、源氏物語のテーマとは何んだっ

たか、うかがった。「罪と罰でしょう。ドストエフ

スキーのあの小説と同じテーマ(に紫式部は

挑んだのではないか)」 

との返事にちょっとびっくりした。もののあわれ

がテーマだと思っていたからだが、切に生きよ

うとした女性の不幸の

物語とも指摘する。千

年前の源氏物語と 19

世紀のロシアの大文豪

とが同列に語られよう

とは思いもしなかった。 

 版本で読むと読みが

深くなると話す松平さ

んだが、現代の活字本

の中で推薦したい現代

語訳「源氏物語」につ

いて、うかがったら、た

とえば『謹訳 源氏物語 改訂新修』(全 10 巻、

林望、祥伝社、2010 年)と即答してくれた。 

 会場には、万葉集<素朴な感動を力強く>、

古今和歌集<優美でこまやか>、新古今和歌

集<絵画的な静かさと美>などと解説し、その

版本が展示されていた。 

同展示会は、6 月 19 日まで (午前 9 時から

午後 5 時)で、入場は無料。 

問い合わせ = 053-453-3933(文芸館) 
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新聞は「番台」である 

編集長の街ダネで思うこと 

  新聞記者の世界には「街ダネ（まちだね）」

という業界用語があります。記者は駆けだし

時代、事件や事故の取材に追われるものです

が、それがすべてではありません。暇なときに

は街を歩いて最近の話題を聞いて回る。そこ

から生まれるのが、街ダネと呼ばれる記事で

す。 

 「看板があるところなら、どこにでも入ってみ

る。それが記者というものや」――私の支局長

は、そんなふうに言っていました。私もその教

えに従って、質屋を見つければ暖簾をくぐり、

ファストフード店があれば店内をのぞいて、市

井の金融事情や若者の生活様式を地域版の

記事にしたものでした。 

 そんな街ダネの手本となる記事が、本紙先

月号にはありました。「さわやかリレーインタビ

ュー」です。編集長が、まもなく看板を下ろすと

いう浜松市街の「巴湯」で、店主の女性に取材

しています。編集長自身が週に 1 度は通って

いたというのですから、よほど心地よい銭湯だ

ったのでしょう。 

 店主は、閉店にあたって「(やめなければ)い

ろいろなお客さんと話ができるでしょ」「寂しい」

と胸の内を明かしています。これを聞いて、編

集長は銭湯のコミュニケーションに思いをめぐ

らせます。 

脱衣所からは、政治やスポーツ、芸能など

あらゆる世間話が聞こえてくる。男湯側からは

「男の見方」、女湯側からは「女の見方」。番台

は境界線にいるので、会話の輪に入るときは

「両方に」「臨機応変に」対応しなければならな

い。これは店主の「脳トレーニング」にもなるだ

ろう――。 

 で、ふと私の頭に浮かんだのは、もしかした

ら新聞は番台に通じるのではないか、というこ

とでした。 

ネットの世界は、同好の人がかたまりやす

い傾向にありますね。たとえば、だれかがテレ

ビのコメンテーターA さんに対する賛辞を書き

込めば、同調意見が集まって A 称賛が雪だる

ま式に膨らみます。同じように B 称賛の雪だる

まや C 称賛の雪だるまもできます。こんなとき、

「A もいいけど、B もいいし、C もいい」と言って、

ものの見方が一つに凝り固まらないようにす

るのが、新聞（たとえ「新聞」がデジタル版であ

っても）という公共メディアの役割ではないでし

ょうか。これは、男湯の見方にも女湯の見方

にも耳を傾ける番台と同じですよね。 

この記事でもう一つおもしろかったのは、本

紙と「浜松経済新聞」が巴湯で鉢合わせしたと

いう話です。浜松では記者たちがいつも街を

歩きまわっている――そうと知ってうれしくなる

編集長の街ダネでした。 

  巴湯廃業についての後日談記事は次頁に 

      

             佐鳴湖西岸にて 

      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（https://ozekibook.com/）。 
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  編集長 論説     トップ記事 参照         

3 回のプラットフォーム検討会に参加して 

展望を開く勝手連、市民プラットをつくろう 

このままでは何も変わらない。この 1 年せっ

かく芽生えた「市民と行政の新しい協働創造」

への道は第二期行動計画の掲げた活動人材

の育成へと構築されるどころか、むしろ夢とな

って潰え去ることだろう。これがいずれの会合

にも参加し、各テーブル席や会場にいる市民

の意見を聞きまわった老生の、強い危機感の

中から得た結論である。 

 今回、熱心な一部参加者からは「もう付き合

い切れない」との強い不満が複数聞かれた。

老生自身、第二回のリモート講演(東京都の

かいぼり講演とプレイパークづくり講演)で出

た県外成功例についての貴重なヒントの数々

が、今回きちんとした話題にすらならなかった

のはどういうことかと寂しい気持ちになった。 

 こうした中、もう協議会に期待せず、「有志に

よる勝手連で活動するしかない」との声も出始

めている。協議会とは別に、佐鳴湖で活動す

る有志が勝手に集まって佐鳴湖創造に向け

具体的な行動を通じて連帯する。そんな佐鳴

湖を応援する集団を自主的につくって人材を

育成し、その未来への展望を開いてはどうか、

というわけだろう。佐鳴湖市民プラットフォーム、

通称、市民プラット、あるいは、さなるこ勝手連

という名称まで出ているらしい。 

 活動人材育成を新しい目玉とした第二期行

動計画の折り返し地点での現状打開には、そ

して、湖の展望を開くには、今、市民側が先ん

じて一歩前へ、市民の勝手連づくりという行動

に出ることそれ自体が市民主導への衣替えに

おいて有効な具体策となるのではないか。 

 その場合、協議会との関係を今後どうする

かなどの問題も具体的に出てくる。そうであれ

ばこそ、今、せっかく芽吹き始めている市民主

導の新しい協働創造活動を活発化させ、市民

の底力を発揮する時だと心得たい。それ以外

に展望が開かれることはないと腹をくくろう。 

  巴湯廃業の後日談 

浴場壁裏から「昭和の熱海」壁画、〝発見〟 

2 月に 75 年の営業を停止し、廃業した巴湯

(浜松市中区)が先月から解体作業に入ってい

たが、このほど、壁画がないと思われていた

洗い場の浴場の防水壁に覆われて隠れてい

た色鮮やかな壁画が 30 年ぶりに見つかった。

この昔ながらの壁画を描いたのは、横浜出身

の洋画家で、多くの壁画制作で知られた天笠

義一さん。熱海の高台から温泉街や初島を見

渡した風景(油彩)。はがした壁裏の調査から

1954 年 5 月 5 日に完成されたものと分かった。             

写真提供=巴湯 

 

男湯の壁画 

 

女湯の壁画 

    

天笠 (AMAGASA  1954  5 may)と署名 

 

 

 

  解体前には奥壁面には壁画はなかった 
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         第二部          鈴木潤子 

言わなきゃ伝わらないのよ 

「言わなきゃ伝わらないのよ！」って決め台

詞がありますが、言葉にして伝えることはとて

も大切なことなのですが、一方で、言葉にして

しまうと、言葉になる直前までその事象がため

込んでいたロマンとかニュアンスとか機微とか、

それこそ言葉にできないけど非常に大切なも

のすべーーーて!!!が一気に消えてしまう気が、

いや、実際消えてしまうのだと思います。だか

ら、言葉に詰まるというのも、とっても大事に

違いない。目に見えないけど誰もが絶対に「あ

る！」と確信している「心」とか、「気（＝天気、

元気、人気、その気、病気、殺気…）」と同じよ

うに、言葉にならなくても、「聞こえる！」「伝わ

る！」ことは、絶対にたくさんある。ジョーが力

尽きるとき、血まみれのグラブをヨーコに渡し

ます、「あんたに受け取ってほしいんだ…」と

ただ一言。目を見開きだまって受け取るヨーコ

の涙。まさにこれ。ヨーコには、ジョーの発した

言葉以上のものが、伝わりに伝わっていた。 

サマリーもそう、俳句もそう。言葉は、そぎ

落としていくほうが、ふやすより 100 万倍難し

い!!!（井上編集長、長文対応毎月すみません

汗！）それが、歌詞のない音楽、ジャズやクラ

シックともなると、完全に言葉を削ってしまって

いるのだから、熱い思いを音の向こう側にい

る人たちに伝えるってことは、100 億万倍以上

に難しい～～～！！！！！ 

しかし、しかし。伝わってしまう、特に、求め

る者には、音は、饒舌に語る。ほとんど妄想

の世界でしょうが、勝手に解釈して勝手に気

分よくするっていう意味では、実は言葉だろう

が何だろうが同じなのです。同じ文字を見て、

同じ言葉を聞いている、と我々は思い込んで

いるけども、本当に、自分が見えているように

あなたが見えているのか、自分が聞こえる通

りにあなたも聞こえているのか、自分が思った

ようにあなたが解釈しているのかは、わたしが

あなたにならない限り、人類永遠の謎、なので

す。そう思えば、この世は自分の妄想幻想で

成り立っているのです。ってことは、歌詞のな

い音楽が自分に話してくるっていうのは、当然

なことなんですよ！  

 

確かに、私を洋楽の世界に導いたのは、歌

詞のついていた母のディスコであり、兄のシー

ナイーストンであったわけですが、それよりも

もっと前、自分の記憶の中で最初にガーーー

ン！！！と来たのは、小学校２年の授業で聴

いた「トランペット吹きの休日」でした。最初に

先生がこのタイトルを言って、静かにレコード

に針を落として、ジジジ…というホコリをひっか

ける音が数秒続いたあと…トランペットの爆発

音とともに小２の私の脳内視野に広がったの

は、窓をバーーン！！とあけはなって空に向

かってトランペットをぶちあげる人、人、人、

人！！！わーーーッ！！！っと、今でいうプ

チ発達障害児であった私は、本当に、さわや

かに、青空に向かって、胸を張りたい気持ちで

いっぱいになったのです。きっとそのとき立ち

上がっていたんじゃないかと思います、おぼろ

な記憶ですが！あああ休日！これぞ休

日！！トラペット吹きの休日！ピアノ弾きの、

バイオリン弾きの、わたしの、みんなの休日だ

ー－－！！ちなみに同様の経験に「乙女の祈

り」「子犬のワルツ」があります。これ、これだ

ー－－！乙女が！子犬がー－－！！！ 
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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 ) 

何が持続的な食糧生産を支えているか 

私も参加している昆虫食倶楽部では、生態

系とヒトの関わりを、【採集・調理・実食】のセッ

トで経験する“とって食べる”というプログラム

(注記)を実践しています。とはいっても、昆虫

ばかり食べたり、食糧をすべてとったりするわ

けではありません。人間も

たまには原始時代のように

生態系に向き合い、地球

上での自らの存在を振り返

えろうというわけです。自然

界の動物は、基本的に餌を自分でとります。

水や餌が取れなくて個体や群れが絶えたり、

種が絶滅したりすることもありますが、1 億年

に 1 回程度起こった大絶滅後も、生態系は再

生してきました。その意味で、生態系は潔い持

続可能なシステムです。 

    農業は最大の環境破壊行為 

歴史時代以降のヒトは、集団での狩猟採集

生活に入りましたが、やがて農業や牧畜を開

始し、渇水、天候などの不確定要素を排除し、

飢えや病気、争いをなくす努力を続けてきまし

た。農業は、ヒトに都合のよい植物を管理し、

食糧の安定生産を実現する技術です。また牧

畜は、食べられない“草”を乳や肉に変換する

技術です。 

ヒトの犯した最大の環境破壊行為は、疑う

余地なく“農業”です。狩猟採集生活は自然界

に存在する資源の一部を偶然得て生きる術な

ので、ヒトが大集団となることはなく、自然から

収奪し尽くすこともできません。また牧畜も、

草を求めて遊牧をしていた頃はかなり持続的

なシステムでした。ところが農業は、植生を破

壊し一旦生態系を破壊（リセット）してヒトに都

合の良いもののみを育てます。幸運にも、小

麦、米、トウモロコシ、ジャガイモなどの都合の

良い植物が自然界から選抜され、品種改良を

通してシステムは洗練されてきました。 

一方で、農業は少ない人数で大勢を養える

という利点があるものの、農民は、特に農繁

期に忙殺されるという落とし穴がありました。

結果として、【農業→定住と人口増加→収穫

量の向上要求→農業規模と都市の拡大→さ

らに収穫量の向上要求】という抜けられないス

パイラルが生まれました。ヒトは生きるために

農業を続けるしかなく、作物（あるいは農業）

の奴隷となり、延々と環境破壊の規模を拡大

してきました。 

そして、グローバル社会が、この破壊行為

を全世界規模に広げました。今や、地球上の

耕作可能な面積のうち 50％程度が失われ、

広大な熱帯雨林が違法伐採され続けており、

開発抑制はできていません。塩害や砂漠化で

失われる耕地も多く、耕地面積は増えていま

せん。生産量は増えていますが、これは耕地

面積ではなく、肥料や農薬、品種改良による

面積当りの収量増加によるものです。 

農業開始以前の食生活は多様性に富み意

外に豊かだったようです。一方、農業の基盤

は穀物です。少ない種類の作物の単作を基

本とするので、栄養バランスの悪化、貯蔵段

階での品質低下という問題がつきまとい、農

業により飢餓は減っても、ヒトの食事の質はか

えって劣化したようです。また、狩猟採集生活

は働く時間が短く、意外に自由でのんびりした

ものだったようです。 

一方、農民の暮らしは厳しく、特に農繁期

は過酷です。耕地から逃れることは許されず、

農業開始後には感染症リスクも飛躍的に高く

なりました。歴史的には、農業は都市国家あ

るいは帝国の為政者にとって、民を土地に縛

りつけ税を確実に集めるシステムとして機能し

た側面が大きいと考えられています。このよう

なことを前提に、以下に順次、食糧生産につ

いて考えます。 

現代の極端なグローバル社会の中で、日

本ではカロリーベースでの食糧自給率が 40%



を割り、穀物以外の肉や魚、燃料や鉱物資源

なども大量に輸入しています。多くの負担を海

外に依存、投げているわけです。それを可能

にしているのが輸送（化石燃料）、食品の加工

や保存技術（冷蔵冷凍やレトルト）、情報通信

技術、そしてマネー経済（資本主義）です。 

資本主義の最大の欠点は自制が効かない

ことです。世界規模での大量の物資の輸送を

実現したグローバル社会は、競争と利益確保

という力により出現しましたが、破綻するまで

歯止めがかかりません。気候変動問題、水産

資源など国際資源の管理、森林破壊も同じ様

相を呈しています。水産資源については前の

号で述べたように、グランドバンクスのタラ資

源の破綻を受けて、利益確保目的での自制

が働きましたが、日本近海では依然破綻状態

です。養殖に活路があるという人もいますが、

さてどうでしょう。 

ネアンデルタール人絶滅も農業のせい ? 

農業のもたらした効果として、人口増加と都

市や国家の成立がありますが、最近の研究で

は、数万年前まで生きていたマンモスやオオ

ナマケモノなどの巨大生物（メガファウナ）の

絶滅や、ネアンデルタール人の滅亡にも農業

が関係していたという説得力のある主張があ

ります。狩猟採集では、大規模な環境破壊は

自滅へ向かう行為なので自制が働きます。と

ころが、原始的であっても農業もやっている集

団は、狩猟採集の収穫が減っても耐えられま

す。農業を行っていたホモ・サピエンスが世界

へ広がりながら各地で次々と野生動物を絶滅

に追いやったことで、多くの捕食動物や狩猟

採集に依存していたネアンデルタール人を滅

亡に追いやったとみられています。 

 現代の畜産は農業に依存 

同様のことが、現代の畜産、水産養殖にも

当てはまります。牧畜と違って、現在の畜産は

農業に大きく依存しています。水産養殖も、マ

グロやブリ、マダイなどでは主に魚（イワシや

サバ、輸入イワシ魚粉その他）、サーモンでは

穀物も多く使われます。つまり、畜産は農業に

より食糧が確保されている状況を前提に、より

付加価値の高い肉を生産するという資本主義

の原理によって成り立っています。水産養殖

も同じで、農業により食が保証されているから

こそ、可食魚を餌として利用したり、穀物を魚

に与えたりできます。 

生産の効率は動物の種や餌によって異なり

ますが、餌（畜産は乾燥、水産は生餌データ）

あたりの生産量（湿重量）の比は、牛 1/8、ブ

タ 1/4、ニワトリ 1/2.5、マグロ 1/15、ブリ 1/10、

サーモン 1/4 程度といわれます。海外の養殖

ではコイやナマズ、ティラピアなどの比率が高

く、穀物が多く使われますが、日本では消費

者の嗜好によりブリやタイ、ヒラメなどの肉食

魚の比率が高くなっています。餌の魚粉削減

が試みられていますが、大幅な削減はなかな

か困難です。 

強欲な効率最大化は破綻する 

気候変動などで大きくゆらぐ地球環境、大

量捕獲される魚種が交代するレジューム・シフ

トなどに対応していくには、持続的とはいって

も極度の資源利用はリスクが過大です。また、

結局ヒトは生態系に依存して生

きてゆかざるを得ないので、農

業、畜産、水産養殖が生態系

に過度の負担を与えないことが

本来の“持続的発展目標”であ

るべきです。水産資源管理の教訓を真摯に捉

えれば、資源が維持されるギリギリの量までと

るといった強欲な方針ではなく、自然界のおこ

ぼれに預かるくらいの謙虚さが必要だと思い

ます。破綻寸前まで develop する SDGs ではな

く、self-controlled development goals とならな

いものでしょうか。また、現代の極度に効率化

された畜産は、動物にとり過酷です。より健康

に元気に育てるアニマルウェルフェアへの関

心も高まっています。 

 

注記  https://torutabe.hamazo.tv 参照 
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    ウクライナから遠く離れて 

喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

 

山本有三の反戦児童本を読む 

             

中学生の時に読んで、今でも時々読み返す本があります。吉野源三郎さんの「君たちはどうい

きるか」という本です。この本は、NHK100 分 de 名著でも取り上げられ、漫画版も発行されたので、

ご存知のかたも多いと思います。15 歳の主人公の少年をとおして、学校生活のなかで経験する

出来事から、自分の考えを深めていきます。それぞれの出来事への思いと、それに対するヒント

となる「おじさんの Note」という構成で物語が進んでいきます。 

1935年に山本有三さんの「日本少国民文庫」編集主任、1937年に明治大学講師に就任しその

年、この本は刊行されました。まさに、日本が先の大戦に突入していく時代です。児童文学をとお

しての反戦を込めた本だったのです。敗戦の 1946 年に雑誌『世界』が創刊され、民主主義の立

場から編集者・評論家として反戦・平和の姿勢で活動されました。 

まさに、ロシアがウクライナに侵攻しているとき、この本は多くのことを考えさせてくれます。物

語のなかで、「自分ばかりを中心にして、物事を判断してゆくと、世の中の本当のことも、ついに

知ることができない」、大きな心理は、そういう人の目には決してうつらないという場面があります。

自分が自分自身を大切に思う、同時に、自分以外の人もそれぞれ大切に思っていることに思い

を巡らせる。「利己の心」でなく、「利他の心」でこそ正しい判断ができます。私自身を含めて、大

切なことを再考すべきことのように思います。 

超長寿命の構造物を考えるとき、そのハード面の保守、保全をまず考えます。しかし、本当に

大切なのは、私たちの心を、いかに保守、保全していくことかもしれません。「この世の中でどう生

きていくか」、「何が世の中の役に立つのか」を、私たちが常に考えていくことです。ゴールは、た

とえ構造物が壊れてしまっても、また再興していく、折れない壊れない心に鍛えていかないといけ

ないような気がします。 

         

 

 

 

 

 

 

  

 

              

アフロディシアス古代都市：トルコ南西部にある紀元前 3 世紀に築かれた都市です。ギ

リシャ神話の女神でもあり、都市の名前にもつかわれたアフロディーテ信仰は、地中海盆

地の広い地域に文化的に影響を与えました。 
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