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連載      革新性は三角である  ７面 

―  カーデザイナー、河岡徳彦とホモ・モビリタス編集長との対話  ― 

◇ ���◇ 

ロシアのウクライナ侵攻 

偽情報が飛び交う戦火の原子炉攻撃、 これが私の見立て      

 ロシアがウクライナに侵攻をはじめた 2

月 24 日から、メディアは洪水のように「戦

争」報道をはじめた。第 6 波のピークはこ

えたものの国内で関心の高いはずの新型コ

ロナ関連は、トップニュースの座からすべ

りおちた。 

侵攻前、メディアは専門家の予想として、

圧倒的な兵力で攻めこんだロシア軍が数日

のうちに首都キエフも攻略すると報じてい

た。原稿を書いている 3 月 8 日時点では、

陥落した地方都市はふえつつあるが、キエ

フではウクライナ軍が抵抗をつづけている。 

戦争の勝敗は兵力だけで決まらない。とく

に情報通信手段が多様化した現代では、国

際世論を味方につけるための情報戦が戦況

を大きく左右する。対立する陣営がそれぞ

れ正当性を主張するわけだが、一つの事象

に二つの真相はありえない。どちらかが虚

偽をかたり、フェイクニュースの素材を提

供している。 

チェルノブイリ原発事故取材経験のある私

の最大の関心事は戦時下の原子炉に生じる

リスクである。日本、欧米の原発はテロに

よる重大事故をふせぐための対策がほどこ

されている。航空機が衝突しても耐えられ

る頑丈な原子炉建屋、遠隔で炉心の冷却機

能を維持し放射性物質の放出をおさえる設

備。日本はこの設備を特定重大事故等対処

施設とよび、詳細な構造や設置場所を機密

扱いにしている。いずれもテロによる破壊

工作を想定しており、戦争による大規模攻

撃に耐えられる仕様ではない。旧ソ連圏の

原発はもっと脆弱とみられる。 

欧州最大級の原発も戦火 

ウクライナには二つのタイプの原発がある。

ロシア型最新鋭の加圧水型軽水炉ＶＶＥＲ

1000（出力 100 万キロワット）が 15 基。チ

ェルノブイリ事故をおこした原子炉とおな

じ黒鉛チャンネル炉ＲＢＭＫが４基。後者

はすべて廃炉中で稼働しているものはない。

前者のうち 6 基が南東部にあるザポリージ

ャ原子力発電所で稼働しており、欧州最大

の規模をほこる(次頁写真=破壊された同発

電所。－ＢＢＣＮｅｗｓウェブサイトから)。



ちなみに新潟県にある東京電力柏崎刈羽原

発は 110 万～135 万キロワット級７基を擁

する世界最大級。 

  

日本時間の 3 月 4 日午前、ザポリージャ原

発に戦火がおよび、原子炉建屋近くの訓練

施設で火災がおきた。ウクライナ撮影の閃

光と煙の見える火災映像がツイッターなど

にアップロードされた。消防や作業員によ

って鎮火し、放射性物質ももれずにすんだ。

攻防のすえ原発はロシア軍の支配下におか

れたものの、原子炉の制御はひきつづきウ

クライナの職員が担っているという。 

原発出火の責任はどちらに 

出火責任はどちらにあるのか。5 日にひ

らかれた国連安全保障理事会の緊急会合で、

ロシア側は「原発管理者とはロシア軍が警

備すると合意していた。ところが、現場で

パトロール中のロシア軍がウクライナ側の

工作員の攻撃を受け、応戦しただけだ。工

作員が逃げるときに放火した」と主張。こ

れに対しウクライナ側は「うそには慣れて

いる」と一蹴した。国際原子力機関（ＩＡ

ＥＡ）は原発の監視カメラ映像をもとに「ロ

シア軍が発射した飛翔体が火災原因との見

方をしめした。 

ジュネーブ条約、原発攻撃の禁止 

戦争にもルールがある。戦闘に参加しない

民間人や捕虜、疾病者の保護を目的とする

ジュネーブ条約は原発への攻撃を禁じてい

る。放射性物質が大量にもれれば、一般住

民に重大な被害をおよぼすからだ。国際的

に孤立をふかめているロシアは、条約違反

の烙印までおされることになれば、中立的

な立場の中国やインドからも見放されかね

ない。現に中国外務省の報道局長が「ウク

ライナの核施設の安全を懸念している」と

やんわり批判した。ロシアは「ウクライナ

の虚偽情報キャンペーン」といいつづける

しか手はないのだろう。 

虚々実々の原発情報 

ツイッターには「キエフ攻略が思うよう

に進まないことにいらだつプーチン大統領

が、炉心損傷事故をひきおこしてウクライ

ナに恐怖をふりまこうとしている」「核兵器

使用をちらつかせてきた暴君であれば条約

違反にも動じない」との投稿もある。推論

としてはありえても、私はこの見立てには

くみしない。 

理由は二つある。 

一つは、原発の重大事故でふりまかれる放

射性物質は敵味方の区別なくふりそそぐた

め、自軍や同盟国のベラルーシも被曝をま

ぬがれない。そこまで自暴自棄になってい

るとはおもえない。 

もう一つは、もし本当に炉心事故をねら

うなら、最初の攻撃目標は警備も強度も脆

弱な冷却水取水口になる公算がおおきい。

河川や湖沼から水をくみあげる設備が破壊

されれば、非常用ディーゼル発電機や余熱

除去系を冷やせなくなる。次の段階で外部

電源系統にダメージあたえば、福島事故の

ような炉心溶融にいたる。この攻撃手順の

ほうが頑丈な原子炉建屋に直接攻撃をくわ

えるより、目的を達成しやすい。実際には

ザポリージャ原発取水口がねらわれた形跡

はなく、制御可能な状態での奪取をめざし

たにちがいない。 

6 日にはウクライナ東部で小型原子炉が

ある研究所も攻撃されたが、周辺の放射線

モニタリングの数値には変化はなかった。

このさきも点在する原子力関連施設損傷を

最小限におさえて制圧していくだろう。た

だ、米メディアがプーチン大統領の精神状

態を危惧する専門家や政府関係者のコメン

トをしきりにとりあげている。いまはまだ



冷静な計算でうごいているロシア軍だが、

二つの理由をふきとばす最悪の事態が生じ

るかもしれない。戦時下では失策はつきも

ので先はよめない。 

ネット上の偽情報に禁固刑も 

ウクライナ侵攻にかかわる虚々実々の情報

合戦はネット上でもおきている。 

米ＩＴ大手メタによると、ロシア当局か

ら国営メディアの投稿の真偽判定（偽情報

の拡散をふせぐファクトチェック）を停止

するよう求められた。拒否したところ、ロ

シア国内でフェイスブックの利用制限がは

じまった。さらに刑法を改正し、当局が「偽

情報」とみなした報道をした記者に禁錮刑

を科すことができるようにした。 

米国務省は侵攻前の記者会見で、ロシアが

ウクライナに攻め入る口実をでっちあげる

動画をつくっているとの情報をあきらかに

した。ウクライナ軍が国境をこえてロシア

を攻撃し、民間人の死傷者が出ている映像

もあるというが、実際の動画はしめされな

かった。報道官は「ロシアは対話を継続す

る意向をしめしているが、そのつもりがな

いことを示唆している」と説明。その後の

経過はこの予測どおりとなった。 

アメリカにもイラクで〝前科〟 

ロシアは 2016 年の米大統領選で、米国の

有権者向けにトランプ候補を後押しするフ

ェイクニュースを拡散させた前科がある。

こんどはロシア国内の取材活動を束縛し、

国営メディアがプーチン大統領に有利な偽

情報を発信しつづけることになりそうだ。 

3 月 8 日までの経過をみるかぎり、ロシ

ア側からのあやしげな情報発信が多い。だ

からといって米国側の情報がすべて真実と

もいいきれない。プーチン大統領は侵攻直

前、国内メディアをつうじた演説で米国に

よるイラク戦争（2003 年）をとりあげた。

「アメリカの国務長官が全世界を前にして、

白い粉が入った試験管をふってみせ、これ

こそがイラクで開発されている化学兵器だ

と断言した。あとになって、それはすべて

デマであり、はったりであることが判明し

た」 

ロシア国防省は 6 日、ウクライナの研究

施設でペストや炭疽菌をつかった生物兵器

の開発が進められていた事実をつかんだと

し、侵攻直後に病原体の即時廃棄を命じた

書類を証拠として公表した。プーチン大統

領はイラク戦争を反面教師とするのではな

く、軍事侵攻を正当化する米国流のごまか

し方をまねてみたかったのかもしれない。 

 編集長 ノート ①   

「私はここ（大統領府）にいる」 

  小紙ジャーナルの昨年 11 月号（第 27 号）

で、渥美さんにトップの連載「死んでる場合じ

ゃない 政治家の言葉」を寄稿していただいた。

そのあとの「論説ノート」に、老生は国家存亡

の危機では、政治家の言葉がいかに国民や

兵士を勇気づけるか、三国志を例に述べた。 

 それを、今実行したのが、ロシアのウクライ

ナ侵攻直後に国民に向かって、あるいはロシ

ア軍に向かって爆殺されるのも覚悟の上のウ

クライナ大統領による上記の演説であった。

経済政策のまずさから支持率が 20％台まで

落ち込んでいたのが、この一言で一気に 90％

台までに跳ね上がった。ネクタイを外し、茶色

の戦闘Ｔシャツ姿で原稿も持たず、ウクライナ

防衛に立ち上がれ、と国民を鼓舞した。 

 三国志では、この出師の表を兵士に向かっ

て読み上げたのは、大敵、魏に立ち向かう蜀

の軍師、諸葛孔明だった。ノートでは「総司令

官、孔明の蜀皇帝への遺言であり、出征兵士

を奮起させもした。表を聞いて兵士は感涙し

経国の大業についた」とも書いた。「皇帝への

遺言」を国民への遺言と読み替えれば、言葉

の持つ力を信じていた指導者と言えまいか。 

 ウクライナの国花は、大戦によって引き裂か

れた夫婦を描いた映画「ひまわり」でもわかる

が、ヒマワリ。南部ヘルソンの都市郊外に広

がる一面のヒマワリ畑が印象的だった。その

畑で悲劇が今また起きていると知ったら、デ・

シーカ監督は、なんと嘆くだろう。 

 月刊さなるこ新聞デジタル 2022 年３月号  



連載   オーガニックの種をまく  ― 持続可能な農と食 ― 

NPO 法人しずおかオーガニックウェブ (SOW) 代表 吉田茂 (写真下) 

第 2 回    畜産と持続可能性 

今月は農業の中でも、特に畜産のあり方と

持続可能性について考えてみたい。 

            ◇ 

ビーガン、ベジタリアン、フレキシタリアン 

2018 年の夏にオランダに行って驚いたこと

の一つに、周りの学生にビーガンを自称する

者が非常に多いことがある。見出しのビーガ

ン、ベジタリアン、

フレキシタリアン

の 三 つ の 用 語

のうち前二つに

ついては、厳密

な定義はいずれ

にしろ、多くの方

がご存知だろう。ビーガンは魚も含め一切の

動物性食品を食べない。また、ベジタリアンは

ビーガンよりも少し緩くて、卵や乳製品等の一

部を除いて動物性食品を摂取しない人を指す。

フレキシタリアンは、フレキシ（ブル）の言葉か

ら想像できる通り、まれに畜産物を口にする

人や、逆に、普段普通に食事をしているが、

例えば週に１、2 回、動物性の食品を一切含

まない食事をする人まで幅広く指すようだ。こ

のようなフレキシタリアンも含め、近年動物性

の食品を制限する人が世界的に急激に増加

している。例えば、英国では、ビーガン協会と

いうところの調査で、ビーガンの率は 2014 年

に人口の 0.25%であったものが、2019 年には

1.21%と 4 倍以上に増加している。また、ベジタ

リアンは 7%である。 

日本でも急激にビーガン等が増えている。V 

egewel というウエブサイトを運営している会社

によると、日本では 2019 年調査でビーガンを

自称する人が 2.2％と 2017 年調査の 2 倍以上

となり、ベジタリアンを自称する人と合わせて、

5.1％となっている。 

伸びるビーガンマーケット 

オランダにベジタリアン・ブッチャー（菜食主

義の肉屋）というトリッキーな名前の代替肉メ

ーカーがある。代替肉は、動物の肉でなく植

物素材を使った肉のような食感や味を持った

加工品だ。同社の創業者 Jaap Korteweg 氏は

元有機農家だったのだが、1998 年にオランダ

で豚コレラが流行して大量の豚が殺処分され

たのを見てベジタリアンに転向したそうだ。動

物を現在のフードシステムから解放しようとい

うのが彼の思想の根本にある。ところが転向

後も肉の味や食感が忘れられず、本物の肉

に負けない品質の代替肉の製品化にチャレン

ジし、2010 年にこの会社を設立したというわけ

である。彼の製品はオランダ国内のミートボー

ル料理のコンテストで本物の肉を使った 40 を

超える出品物と競争し第 3 位に入賞した実績

を持っており、「肉と変わらない」と評価が高

い。 

日本でも主に業務用の食材として大豆ミー

トが流通しているが、ベジタリアン・ブッチャー

の製品は、大豆に限らず、小麦のグルテン、

ルーピン（ルピナス）豆など高タンパクの植物

素材から作られており、ハンバーガー用のパ

テ（ビーフ、チキン）、ソーセージ、ミートボール、

ひき肉など家庭向けの食材として普通のスー

パーで販売されている。 

代替肉市場が伸びているのは、もちろんオ

ランダだけではな い。米国の Good Food 

Institute という組織の調べによれば、2020 年

米国内の代替肉の売り上げは 45％の伸びを

示し、14 億ドルに達したという。肉以外でも、ミ

ルク、乳製品、卵まで植物性の代替製品があ

り、これらを合計した市場は70億ドル、成長率

は 27％で、これは全小売食品市場の 2 倍の



成長率に当たるそうだ。 

ビーガン等が増える理由 

なぜ、こんなに動物性の食品を避ける人た

ちが増えているのだろうか。理由はいくつか考

えられるが、一つは健康だろう。肉類の消費を

減らし、脂肪が少なく、繊維やビタミン、ミネラ

ルの多い野菜や果物、ナッツ類を多く取ること

が、心臓病や大腸癌、糖尿病などのリスクを

抑えて健康的な生活につながるというわけだ。

特に大量の肉類や乳製品を消費している欧

米でビーガン等が増えるというのはわかりや

すい。ただ、Z 世代と呼ばれる 10 代 20 代の若

者が、それほど健康を気にして食生活を変え

ているとは思えない。このような学生たちに聞

く範囲では、彼らがビーガン、ベジタリアンを

選ぶ主な理由は二つある。 

第一に気候変動 

その一つは前回も書いた気候変動の緩和

である。FAO によれば、農畜産物生産によっ

て排出される温室効果ガスのうち、牛や羊な

ど反芻動物の消化に伴ってゲップとして排出

されるのが 40％、家畜糞尿からが 23％と、6

割以上が畜産に関連した排出となっている

（次頁の図 1 参照）。 

また家畜には大豆、とうもろこしなどの穀

物飼料が与えられるが、農水省によれば、牛

肉１kg を生産するためには穀物（とうもろこし

換算）11kg、豚肉で７kg、鶏肉4kg、鶏卵3kgが

必要となる。穀物を与えて畜産物を作ると、多

くのエネルギーが動物の基礎代謝や運動の

ためのエネルギーに使われるため、穀物をそ

のまま人の食料とするよりも効率が悪くなる。

結果として広大な農地が必要となり、例えば

アマゾンの熱帯雨林の大規模な破壊につな

がっている。これにより温室効果ガスの吸収

源が減少することから、農畜産物生産に関わ

る排出量と同量程度の温室効果ガスの増加

を招いている。 

すなわち、動物由来の食品消費を減らすこ

とで、このような気候変動への影響を小さくし

ようというのが、ビーガンなどを選ぶ理由とい

うわけである。 

第二は動物福祉 

二つ目の理由が動物福祉である。効率最

優先になった工業的な畜産では、動物は本来

持っている行動が制限され、ストレスにさらさ

れながら肉や卵や乳製品を作り出す機械のよ

うに扱われている。動物福祉はこのような飼

育環境を改善して、動物が本来の行動をとる

自由を実現するとともに、屠殺・解体処理の

時の苦しみをできるだけ小さくしようというもの

で、畜産そのものを否定するものではない。た

だ、ビーガン等の食生活を実践する人たちは、

動物性の食品を利用することは効率優先の

工業的な畜産を助長することになるので受け

入れられないということなのであろう。先述の

ベジタリアン・ブッチャーのKortweg氏がベジタ

リアンになった理由もこれに相当する。 

持続可能な「作る責任、使う責任」 

健康、気候変動、動物福祉。ビーガン等が

増える理由はいくつか考えられるが、いずれ

も持続可能な開発目標（SDGs）、すなわち目

標 3「全ての人に健康と福祉を」、目標 13「気

候変動に具体的な対策を」、目標 12「作る責

任、使う責任」などと密接に関わっている。 

持続可能な社会の構築を考えたとき、代替

肉への転換も含め、現在の畜産のあり方を生

産・消費の両面から見直す必要があることは

間違いなさそうだ。しかし、一方で家畜の有用

性を全て否定することはできない。ゲップが問

題になる反芻動物は胃の中に共生している微

生物の力により植物から肉や乳製品などの蛋

白源を作ってくれるし、豚や鶏は人間が利用

しない残渣などの有機物資源を肉や卵に変え

てくれる。問題となっているのは効率だけを追

い求めて過度に集積・大規模化した工業的な

畜産であって、家畜を利用した食糧生産その

ものではないことは心しておく必要があるだろ

う。 

月刊さなるこ新聞デジタル 2022 年 3 月号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ◇ 

プロフィール 吉田茂 （よしだ しげる） 

1958 年静岡県生まれ。静岡県庁で農業職

員として普及指導、研究、政策立案推進の業

務に従事、農林業局長、農林水産戦略監など

を 務 め た 。 2018 年 定 年 退 職 後 オ ラ ン ダ

Wageningen 大学で有機農業修士課程入学、

2020 年同課程修了。 

2021 年、NPO 法人しずおかオーガニックウェ

ブ(SOW)を設立し、オーガニックの輪を広げる

活動をしている。 

 

 編集長  ノート  ②        

占拠ウクライナ原発、冷却システム損傷 

3 月 9 日、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は、ロシ

ア占拠の 2 原発で核監視の通信が途絶したと

発表した。ザポロージェ原発（ウクライナ南部）

について、核物質監視システムからデータ通

信が途絶しているという。さらに現在、冷却シ

ステムに損傷があり、緊急修理しているという

事態にまでなっている。もう一つの占拠チェル

ノブイリ原発（首都キエフの北部）については、

前日の 8 日、停電で核廃棄物施設からデータ

送信が途絶したことを明らかにした。 

 このノートは、東日本原発大震災 11 年目に

入る「３．１１」の日に書いているのだが、そん

な鎮魂の日に、ウクライナでは「あの日」を想

起させる危険な事態になっている。 

 これをどう考えるか。 

  

    日本政府の平和への「本気度」   

というのも、戦略核兵器ともとれる核兵器使

用を示唆する核威嚇発言が、侵攻直後に戦

況にいらだったのかプーチン氏から飛び出し

たからだ。これに対し、広島や長崎の被爆者

からは核兵器で他国をおどすとは何事だと

「言語道断」などと厳しい声が上がった。 

この威嚇発言はロシアを含む核保有 5 か国

の首脳が核戦争回避を最重要責務とうたった

共同声明（1月）からわずか1か月後というタイ

ミングの悪さもあって、世界からも強い非難の

声が沸き起こった。 

 核保有国のエゴというか、焦燥というか、ご

都合主義もひどいものだが、市民が平和を希

求していても、国家としての日本は原爆を投

下した国の「核の傘」に守られているという現

実の矛盾についての見解はあいまいなまま。

もはや国際社会では説得力を持たなくなって

いる。ウクライナ侵攻ではロシア同様、日本も

平和や核兵器への「本気度」が厳しく試されて

いる。 

市民環境ジャーナル 2022 年３月号 

  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 

図１ 温室効果ガス：農業における主要な排出源とその割合（2001-2010 年の平均） 

FAO (http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/218650/）より 
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□■   ホモ・モビリタス編集長との対話 

本田宗一郎 革新性は三角形である  今、よみがえる福長浅雄の発想と挑戦 

カーデザイナー、河岡徳彦 (浜松市、写真下) 

第 2 回  保守 vs. 革新 

ネットのトピックスを見ていて、思わず

これは”本気だー”と叫んでしまった。今

や誰もが知る時価総額ナンバーワン自動車

会社テスラが、単なる未来志向による既存

車対抗のプロパガンダかと思われたサイバ

ートラック、その予約販売の受付開始のネ

ット広告を見つけたからです。 

革新性をカタチにした 

トラックコンセプトカー 

毎年アメリカの自動車販売の連続トップ

(90 万台)を占めるのはフォードＦ150 に代

表される保守的なピックアップトラックで

す。日本の地方に於ける軽トラは人気があ

りますが、軽トラがマ－ケットのトップを

占める事はありません。でもアメリカにお

いてはこのピックアツプトラックが、移動

の代表的な車の形態なのです。 

先のテスラの売値は 5 万ドル、対抗のフ

ォードは 9 万ドル(いずれもフルスペック)、

どちらもＥＶの脱化石燃料車です。価格差

はかなりの開きが有りますが、違いは価格

だけではありません。両社のデザインはと

んでもないほど対極にあります。何せアメ

リカにおける最も売れるカテゴリーのトラ

ックですから、フォードはベストセラーで

ある従来のデザインから逸脱しないように

慎重にデザインされています。かたやテス

ラはＥＶ新興勢力ですから目立つこと以外、

何の遠慮もいりません。コンセプトカーは、

宇宙船と同じステンレス素材で作られた塗

装無しデザインですが、マーケット導入時

にはフォードのように、マーケットのニー

ズに合わせて角の取れれた車に仕立てるの

が常識です。少なくともテスラの既存のモ

デルを見る限り、アメリカ人の未来志向を

満たす形で、デバランスさせるのでは、と

思いました。しかしＣＥＯのイーロン・マ

スクの考えは違うようです。 

基本デザイン、丸、四角、三角 

自然界の形はシンプルな要素で 

今世紀に入り消費者のライフスタイルの

多様化が進んだのに伴い、

自動車のデザインのトレ

ンドも見えなくなりまし

た。つまりそれまでの丸

や四角といった判り易い

カタチのトレンドから何

でもありの表現になったのです。自動車デ

ザインではコンセプトに合致した形が求め

られるのは言うまでもありませんが、消費

者に理解できる形は限りがあります。デザ

インの基本が丸、四角、三角といったシン

プルな形であることは、いつの時代も変わ

りません。 

そう言えば皆さんが通った中学校では石

膏で作られた球、円錐、立方体の 3 点セッ

トが、必ず美術教室に置いてあったのでは

ないでしょうか｡画家のポールセザンヌは

自然界のあらゆる形を球､円柱､円錐で表現

しょうとしました。その試みの一つとして

フランス、プロバンスにあるサント・ヴィ

クトワール山をいくつも描いたことは有名

です。映画監督の黒澤明氏は、セザンヌの

描いたこの山がいたくお気に入りだったよ

うです。それは自然界をシンプルな要素で

集約して表現しようとするセザンヌの意図

に、共感していたからではないでしょうか 

 本田宗一郎のユニークな視点 

革新性の「売れるデザイン」 

さて、ホンダの創業者である本田宗一郎



氏は、デザインに関してユニークな視点を

もっていました。例えば丸い形を見て、誰

もが感じるのは“円満だ”四角は安定だろ

うな。でも丸や四角で無難にデザインする

と消費者は飽きてしまうと。では、革新性

を感じさせる形は何かというと、「三角形」

だと言います。確かに三角形は革新的です

が、人によっては好き嫌いがはっきりして

いるので、多用するのは危険度が高いと言

えます。だから本田氏は「デザイナーは時

代の空気やトレンドを読んで、3 つの要素

をバランスよく取り入れる事が大事であ

る」と言います。そして「それが売れるデ

ザインである」と付け加えます。実にシン

プルで判りやすい。本質を探り当てた言葉

といえるでしょう。 

丸、四角、三角という 3 つの形を念頭に

置いて、各社のコンセプトカーをご覧にな

ってください。もうお気きでしょうがモー

ターショ－のコンセプトカーには三角形の

要素を取り込んだものが多いのです。本田

氏の指摘にあるように、新しさや革新性を

表現しょうとすると、自然と三角形を取り

入れることになるのでしょう。 

えっ、こんなのあり ？！ 

ランチャ成層圏試作車 

私が強烈なインパクトを受けたコンセプ

トカーがあります。1970 年のイタリア.ト

リノショーで発表された「ランチャ ストラ

トス プロトティーポ」(ランチャ成層圏試

作車)です。デザイナーはベルトネのチーフ

デザイナーマルチェロ.ガンディニです。 

3 角形をモチーフにしたこのショーカは今

見ても革新的です。私が初めての海外モー

ターショーで見た時、それは、薄暗いショ

ー会場のフロアーにうずくまっていました。

「こんなのあり！？」というのが最初の印

象でした。キャビンへの乗り込みはフロン

トのガラス部が大きく開き、どうやって乗

り込むのか思案する、超扁平スーパーカー

です。利便性はまったくないのですが、注

目度はナンバーワンでした。これ以降、三

角形をモチーフにしたコンセプトカーで、

これを上回るデザインは現われていません。

それは三角形を取り入れた極め付きの形で

あり、デザインの難易度が極めて高いから

です。 

 

        － イラスト 河岡徳彦直筆 

宇宙時代の「ノマド」ライフ 

車に住むサイバートラック 

時代は 2019 年、脱化石燃料車のＥＶテス

ラがアメリカマーケットで、最大のボリュ

ムを持つトラックマーケットに参入意図を

示唆しました。話題先行かと思っていまし

た。なぜならあまりにも既存のトラック形

から離れた、正に三角形トラック、使用目

的から誰もがそれを感じていましたが、コ

ロナパンデミックで人と触れ合う事ができ

なくなり、家に籠る状況が続く異常な世界

が現実になりました。一昨年のアカデミー

受賞作品、映画ノマドランドはパンデミッ

クを意図したとは思いませんが、リアルな

現実の社会が生んだのです。車は有るがハ

ウスレス、車で移動しながら仕事を求めて

車上生活するノマドライフスタイル。家に

籠るより好きなところに移動して、自然の

中で仕事が出来るなら既存の形である必然

性がありません。ここには、路上生活者の

イメージはない。あるのは革新性の車上生

活者というわけです。 

テスラの巨大な三角形サイバートラック

は太陽光発電を背中に背負いＥＶエネルギ

ーを生みだし、車に住むことで成り立つ、

宇宙時代のノマドなのです。それが次世代



の革新の姿なら有りうるかも、、、、、、、さて、

みなさん、予約しますか？ 

              ◇ 

河岡徳彦 (かわおか のりひこ) 

「か」デザイン主宰 浜松都市環境フォーラム。 

多摩美術大卒業後、東洋工業社(現マツダ)入社。

アダムオペル AG、GM デトロイト、マツダ、スズキと

現場畑から、2004 年、静岡文化芸術大(教授)。著

書 に 『 ク ル マ の 時 代 と か た ち 』 (1994) 、 新 著

『SOARS HIGHT 福長天竜号・時代の記憶』。 

  編集部 から 

河岡さんの「さわやかインタビュー」を参考のた

め、今号終面に再掲載します。 

 

 Re :  編集長から    

サイバー、現代の遊牧民「ノマドランド」 

前号（ジャーナル 1 月号＝第 27 号）のこの

欄でも書いたが、同時スタートの連載（吉田茂

さんのオーガニック）と、この連載（河岡徳彦さ

んのクルマのカタチ）は、農村と都会の違いは

あるものの、ともに脱炭素社会のカタチを探る

という編集長の狙いがある。それぞれのカタ

チが考え方にしても、技術的にしても同じ方向

を向いているのかどうか、という興味深い試み

として企画されている。 

 ところが、河岡さんによると、今回取り上げ

たテスラーの革新のサイバートラックは、まる

で一昨年注目を集めたあの米映画「ノマドラン

ド」そのものだと驚いている。ノマドランドとは

いわば現代の「遊牧民」という意味で、映画は

リーマンショックの影響で家を失い、車上生活

をしながら仕事を渡り歩く 60 代女性のロード

ムービー物語である。 

河岡さんによると、こんな風だ。「私には持

ち家はない」「だったら、あなたは路上生活者

ですか」「いいえ。サイバー空間を自由に移動

するサイバー車上生活者です」と誇らしげに。

これこそ、移動する人類、ホモ・モビリタスの時

代の究極のクルマの姿というわけだ。その映

画を先週、BS 放送で拝見したが、「希望は(車

の走る)路上にある」から「希望は(サイバー空

間を行き交う)車上にある」。連載同士にはつ

ながりがある。三角のテスラーには、そうした

革新の夢をかきたてる斬新さがあるようだ。 

堂々の静岡県、執念のＪＲ東海 

今、リニアの南アルプスは 

東海地方では、さらに空飛ぶ EV 車などの

空のモビリティ革命が始まっている。具体的に

は2025年の大阪・関西万博での公開をめざし

てベンチャー企業が開発にしのぎを削り始め

た。あるいは、さらに車と並んで陸のモビリティ

革命とされている超電導リニア中央新幹線建

設が南アルプストンネル掘削をめぐって白熱

した議論が始まっている。 

 最近ではリニア新幹線の生みの親ともいわ

れる葛西敬之JR東海名誉会長らが「リニアは

なぜ必要か ?」(月刊文藝春秋 2022 年 3 月号)

とぶち上げ、かたや水問題や生物多様性問

題に問題ありと「待った」をかける静岡県は、

知事自らも理事として乗り込む「南アルプスを

未来につなぐ会」(静岡県が事務局)を立ち上

げ、今年に入って理事会初会合を開いた。さ

らに「つなぐ会」では、専門家で構成する学術

フォーラム「南アルプス学会」設立総会をこの

2 月に開いた。 

 こうした様相は、いわば、陸のモビリティ革命

をめぐる 

 堂々の静岡県、執念の JR 東海 

との見立てもできそうだ。こうした動きから、リ

ニア問題は単なるトンネル掘りをめぐる地質

論争から水環境という南アルプス全体の環境

問題にも踏み込んだものになりそうだ。 

ただ、白熱は結構だが、過去の経緯から根

拠なき思い込みによる判断を慎み、丹念なデ

ータ収集とそのデータにもとづく議論を展開し

てもらいたい。データも収集せず、数少ないケ

ースからの臆断で都合のいい安易な悲観論

や楽観論を語る。それでは東海地方はもちろ

ん、中部全体、ひいては日本のモビリティ革命

の未来は台無しにする。 
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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 ) 

ガソリン高騰、脱炭素化のチャンス？ 

日本人の賃金がここ 20 年低迷しています

（図 1）。 経済関係者の間では低成長、低イ

ンフレ、低金利に伴う日本化

（Japanification）として世界

への拡大が警戒されていま

す。製造業での海外生産は

低賃金の海外で、というのはもはや昔話。車

で溢れる中国の道路の映像、多くの生産拠点

が新たな新天地を求めながら、困難に直面し

ていることからも状況の変化がわかります。 

 

図 1. 実質賃金指数増減の推移の国際比較

（グラフ：上から緑スウェーデン、青オーストラリア、

黄フランス、灰イギリス、橙デンマーク、黒ドイツ、

水色アメリカ、赤は日本。横軸は 1995-2016、1997

年を 100）            出典：全労連サイト 

半導体の需給逼迫を受けた大規模工場建

設など、生産拠点の国内回帰の兆しもありま

す。幸い物価も低水準にあるため深刻な困窮

は生じていませんが、乗用車価格、交通費や

燃料、光熱費などは確実に値上がりしていま

す。海外のインフレも影響しているでしょう。 

一方で、家計に占める社会保障費、医療費、

介護費、教育費の比率は大きくなっています。 

さて、資本主義は人々を幸福にしたでしょ

うか。1950―80 年代は賃金が上昇し、耐久消

費財や家を得られたのでその実感はあるでし

ょう。しかし、それはたった 30 年間のこと。地

球環境が世界人口を支えられなくなりつつあ

り、人間による気候変動も予想されています。 

ロシアのウクライナ侵攻で原油価格が急

騰しています。それ以前の高騰要因は不明で

すが、脱炭素化が本格化する前の荒稼ぎかも

しれません。国内レギュラーガソリン小売価格

は 170 円／Ｌを超えました。政府は価格上昇

抑制に躍起ですが、それは、正しい判断でしょ

うか。日本のガソリン税は、1 リットルあたり、

揮発油税 53.8 円（うち地方分 5.2 円）、石油石

炭税（特例）2.8 円と、消費税（10%）。OECD 諸

国の中では低い方です（図 2）。25円の補助金

という話も出ていますが、今は補助金を出して

おき、価格低下とともに炭素税をかける選択

肢もあると私は思います。  

ガソリン税には二重課税問題や炭素税の

未導入などのさまざまな問題もあり、脱炭素

化を目指すのであれば、困窮状態のもの・社

会基盤に必要なものには配慮しつつも、むし

ろ徐々に値上げすべきではないでしょうか。ガ

ソリン高騰のデータだけからは脱

炭素化に向けての千載一遇のチ

ャンスのように思います。ジワジ

ワ高騰は国民全体を「茹でガエ

ル」にする心配もあります。それにはウクライ

ナ侵攻後の原油急騰という今のアッチッチ状

態を、むしろ脱炭素化社会の在り方を深く考

える上で好機ととらえることも必要です。 

図 2 OECD 諸国の 1L あたりガソリンの価格

と税（上から 9 番目が日本、水色が個別間接

税（ガソリン税）、青が付加価値税、合計が小

売価格）          出典：財務省サイト 
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カーデザイナー  河岡徳彦 さん 

( 浜松市富塚町 ) 

天竜号よ、これが未来の灯だ 

福長浅雄「天竜号」復元画集を出版 

先月、河岡さんは、1920 年代に浜松市で、

天竜号と名付けた

飛行機制作に挑ん

だ若者、福長浅雄

の飛行機について

「時代の記憶」と題

した復元画集を出

版した(写真右下)。

福長の挑戦は、愛

機、セントルイス号

で世界初の大西洋単独横断飛行に成功した

体験(1927 年)を回想した著書で知られる有名

な米飛行士、C.リンドバーグの活躍時期とほ

ぼ重なる。今、なぜ天竜号なのか。河岡さん

は、リンドバーグの映画タイトル「翼よ、あれが

巴里の灯だ」と深く関係すると、話してくれた。 

河岡さんは、小さいころから、車や飛行機と

いった人が乗って移動できる乗り物に興味が

あった。多摩美術大学を卒業してからは、車メ

ーカーのマツダ、アダムオペル AG、GM デト

ロイト、再びマツダ、スズキと車メーカーを

次々と渡り歩き、美大出のカーデザイナーとし

ての腕を磨いた。車一筋だったが、今世紀に

入り、次世代デザインを担う人材養成にかか

わろうと静岡県立文化芸術大デザイン学部に

奉職。その間、プロジェクト、浜松型次世代交

通システムにもかかわった。そこで、大戦間の

一時期(1919-1933 年)、世界的な飛行機開発

潮流のなかの福長浅雄の存在を知った。 

その草創期に天竜川河川敷で改良と試験飛

行を繰り返し、ついに、1922 年、6 人乗りの旅

客機、天竜 10 号を開発した。河岡さんは、い

まは失われてしまった当時の実物に関する資

料を克明に発掘。それを美大で身に着けたデ

ザイン力を生かし、立体的に復元、今秋、出

版に漕ぎつけた。 

この作業は、いまでいえば、礎石しか残って

いない織田信長の安土城をさまざまな史料を

もとに、当時の建築工法を熟知した専門家と

ともにコンピューターグラフィック(CG)で立体的

に画面に復元するようなものであった。 

カーデザイナーの河岡さんは、そのメーカー

勤務経験から時代が車のかたちを変えていく

と話す。車のかたちが単なる機能のパッケー

ジではないとも。時代の人々の感性や時代の

要請を如実に反映する。車のかたち、ボディ

は、メッセージなのである。飛行機も同様だ。 

とするならば、画集は日本の旅客飛行機開発

黎明期の記憶を伝えている。同時に、その時

代の人々の感性をも今に伝えている。画集は、

単に飛行機だけでなく、次世代のモノづくりデ

ザイナーの育成一般にも大きく貢献をするだ

ろうというわけだ。同

時代のリンドバークと

同様、画集は大空へ

の新しい可能性を開く

メッセージなのだ。そ

んなことから、黄色い

天竜 10 号の飛行復元図とともに新著の表紙

の英語(写真上)日本語訳を「とんだよ、黄いろ

のひこうき、とんだ」と訳した。リンドバークの

映画「翼よ、あれが巴里の灯だ」に共通する。 

今、未来の記憶への旅 

脱炭素の道筋を探った COP26 は終わった。

天竜号もまた時代の制約の中にあった。記憶

とは過去のことをのみさすのではない。いまだ

起こらざる時代の記憶があってもいい。天竜

号の遺言とは何か。その「時代とかたち」から

未来にどんな灯りがともされるのか。河岡さん

の未来の記憶の旅は福長の果たせなかった

夢に向け、今離陸したばかりだと感じた。 

注記 写真左上= 天井近くに旅客機プラモが吊る

されている書斎で。      関連記事 = ７面 

月刊さなるこ新聞デジタル 2021 年１２月号から転載 



 

● バットマン宣言 ● 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、バットマン(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。 


