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 寄稿 はびこる食品流通偽装は何を語るか 戸田三津夫 (静岡大学) 

今や消費者自身が〝ブロイラー〟化していないか 

賢明さ取り戻そう、<複雑な遠い流通から、よくわかる近い流通>へ                                           

はじめに/結論として    

アサリ産地偽装事件の余波が続いています。その後スーパーなどで産地表示をじっくり見た

方もいるのではないでしょうか。そこに潜む問題は、関係行政部署の管理体制

も含む水産業の問題、水産物などの食品流通と産業の問題、消費者が持つ

べき意識に整理できます。ですが、私が海外の事情を調べた上で、一番言い

たいことは、このひどい日本の現状を実際に変えられる力となるのはなにより

も消費者自身だということです。にもかかわらず、今や消費者は養鶏場よろし

く〝ブロイラー〟化していないかという懸念がぬぐえないのです。その点を打開するには、結論と

して、今の複雑な＜遠い流通＞を、目に見えるわかりやすい＜近い流通＞にして、消費者の価

格だけではない賢明な幅広い選択の余地を取り戻そうと提案したいのです。そこには単なる食品

偽装を超えて「学ぶべきこと」がたくさんあります。以下、ひとつひとつ眺めていくことにします。 

 

20 トンそこそこの漁獲しかない熊本産アサ

リをかたる商品は店頭から消えました。かわり

に同じものが小さく中国産と表示されて出てき

ました。ある店では普段見かけない北海道産

がありました(写真

下)。そして、2 月

19 日の報道特集

（TBS）は【第二弾 

ア サ リ 産 地 偽 装

の行方は】を放送

しました。今回の問題から学ぶべきことを、す

こし詳しく、具体的に整理したいと思います。 

アサリは広く愛される食材であり、日本人は

豊かなアサリ資源を巧みに利用してきました。

アサリの漁獲、流通で生活してきた人達も多く

いました。今回の事件は、これまでのひずみ

が一気に噴出した様相を呈しています。 

   制限なしの早い者勝ちの水産業 

まず水産業の問題ですが、農業と違って

漁業はこれまで獲ったもの勝ちが基本でした。

つまり、海は誰のものでもないので早い者勝

ちというわけです。 

一方、居着きの魚や貝、海藻などの漁場

利権を確保する漁業権（地域の漁協などが目

前の漁場を管理して排他的に利用する権利）

も割合に早くから認められていました。しかし、



沿岸や沖合の多くの漁場では、制限なしの早

い者勝ちが続きました。それでも日本の多くの

水産資源は長らく健全だったのですが、さす

がに乱獲で資源は衰退し、アサリに限らず、

日本海のズワイガニ、北海道のニシンやホッ

ケ、秋田のハタハタ、駿河湾のサクラエビ、最

近になってクロマグロやスルメイカの資源が

著しく衰退しました。 

海外でも無尽蔵と思われていた北大西洋

（グランドバンク）のタラ資源が 20 世期末に崩

壊しています。持続的に利用できる以上に獲

ってしまった結果です。他漁場でも資源衰退

が続き、関係各国はまず、オリンビック方式あ

るいはダービー方式と呼ばれる早い者勝ちの

総量規制：漁獲可能量（TAC : Total Allowable 

Catch）方式（以下、TAC 方式）の漁獲規制に

踏み切り、最終的に多くの国が個別割当（IQ : 

Individual Quota）方式（以下、IQ 方式）を実施

しました。日本は、まだ漁船数やトン数、漁具

や漁期、漁獲可能サイズの規制が主であり、

主要 8 魚種には TAC 方式が導入されました

が、常に達成できないほど過大な規制量を設

定したので保護の意味はありませんでした。

IQ 方式は日本海のベニズワイガニや遠洋ミナ

ミマグロに導入されたのみです。 

海外での IQ 方式規制の顕著な成功例がタ

イセイヨウサバです。特にノルウエーが水産

資源保護と水産業振興に成功しています。仕

組みはこうです。いくら総量規制があってもオ

リンピック方式だと、個別漁獲量に制限がない

ので価格が低い魚も獲ってしまい、総量規制

量に達した時点で全体が漁獲停止になります。

その後はいくら良い魚を見つけても獲ることが

できず、全体としての収入の最大化はできま

せん。一方、IQ 方式だと、船あるいは漁業者

（団体）ごとに漁獲枠が決まっているので、で

きるだけ高く売れる魚を決められた量漁獲す

るようになり、季節や需要、品質をみて判断し

ます。このことで乱獲せず、高収入を得ること

ができます。さらにオークションで最低価格に

達しない魚は流通させないことで、品質とブラ

ンド力を確保し、漁獲物の投棄を禁止してす

べて持ち帰えらせるなど資源管理も厳格です。

皆さんも、最近サバといえばノルウェー産が増

え、しかも例外なく脂のノリが良いことを実感

されていることでしょう。資源保護と漁師の高

収入が両立し、いまや漁師はノルウェーでは

人気の職業です。 

これに対し、日本では、今でも多くの魚に漁

獲量規制はなく、資源は衰退していく一方で

す。しかも漁師は 3K とされる不人気職業です。

農業（2015 年:176 万人平均年齢 67.1 歳、2020

年:136 万人同 67.8 歳）に似て、漁業（2013

年:18.1万人、2017年:15.3万人、2068年予想：

7 万人）も就労者の高齢化と減少が続いてい

ます。最近やっと、現金収入は少なくてもスト

レスの少ないやりがいのある仕事として人気

が出て、新規漁業就業者が年に 2000 人くらい

（7 割以上が 39 歳以下）ありますが、減少に依

然として歯止めがかかりません。 

水産庁もやっと排他的経済水域（EEZ）内の

サンマ、マアジ、マイワシ、スケトウダラ、サバ

（マサバ、ゴマサバ）、スルメイカ、ズワイガニ

に早い者勝ちではあるが総量に制限のある

TAQ 方式を導入しました。しかし、現在 IQ 方

式を導入している大規模漁業は既に述べたよ

うにわずかです。改善の動きはあるものの、ま

だまだ漁師が自らの首を締め、水産庁もやっ

と漁業法を改正し、対策に踏み出したところで、

令和 5 年度までに現在 TAQ 方式の大臣管理

の漁業について IQ 方式を導入していく予定と

なっています。 

中国産という「理由なき壁」が問題 

次に、水産物の流通を考えてみます。国内

の水産物、特に鮮魚の消費量は減少傾向で

すが、子供も大人も刺身や寿司が好きなので

大きな落込みはありません。生鮮水産物消費

減少の主な原因は、肉類消費の伸びです。水

産物取扱事業者、市場、飲食業も利益が出る

となれば客が求めるものを扱います。国産か

輸入か、天然か養殖を選ぶかは売れ行き次

第です。アサリの産地偽装で目立った「中国

産回避」も、おいしくない、安全でないなどの

確たる理由があるわけではありません。なん



となく、消費者が忌避していることが原因です。

今回のアサリ産地偽装も、味や見た目でバレ

たわけではありません。ずっと中国産が熊本

産として買われていたことからそれがわかりま

す。しかし実情は、産地表示が売り上げに強く

影響したため偽装が続いたのです。この「理

由なき壁」は想像以上に大きい。ノルウェー産

の生食可能な養殖アトランティックサーモンの

日本市場への売込も、チャレンジ志向の回転

寿司業界があってこそ成功したようです。 

目先の短期利益、結局は損 

少しまとめます。資源衰退の時代になって、

漁業者は目先の利益を優先するあまり結局

損をしてきました。水産庁は漁業者の抵抗も

あり IQ 方式導入に二の足を踏んできました。

流通業者は安く仕入れて高く売る、しかも多く

売ることを優先し、資源の持続的利用にあま

り関心が

ありませ

ん。しか

し、実際

にこの現

状 を 変

えられる

の は 消

費 者 で

す(右写真= これまでも流通していた中国産ア

サリの表示例)。 

調べてみると、ノルウェーと並んで先進的な

資源管理に成功したニュージーランドも、行政

主導や漁業者の自主規制ではなく、消費者団

体の運動により、渋っていた行政や漁業者が

譲歩した結果 IQ 方式の規制が実現しました。

そして、当初難色を示していた漁業者も今で

は規制に賛同しています。消費者こそが自ら

と業界全体の利益のために動く必要がありそ

うです。 

さて、これまでの説明で、消費者が物事を

動かす最大の力を持っていることがわかって

いただけたと思います。間接民主主義の選挙

と同じですね。今回の偽装事件を機会に、食

品にまつわる事情に関心を持って、生産者の

努力が報われ商品が正しく評価されるように、

また、消費者も資源や流通、持続可能性など

の観点から貢献できるようになりたいものです。

そして、最終的には安全で品質の良いものを

妥当な価格で利用できるように努力すること

が求められています。 

では、消費者はどう行動すべきか 

では、今の消費者はどう行動すればよいの

でしょう。消費者に長期的に見て利益になる

行動を促すには、まず行政側に、どのような

判断の下で重要な政策が決定されたのかと

いうわかりやすい情報が国民（消費者）に対し

きちんと周知されていることがまずもって必要

です。その上で国民の側が情報を的確に受け

止め、自らも積極的に情報を集め判断できる

不断の努力が欠かせないでしょう。これが、冒

頭に申し上げた消費者自身がブロイラー化し

てはならない理由なのです。 

大学紛争以降の教育行政は、一環として国

民の政治参加をさせない教育に向かい、学習

指導要領で教育現場と大学入試を縛ることで

「国民の考え判断する力」を失わさせる方向に

邁進してきました。 

その結果の良い例が、たとえば、今回の新

型コロナウイルスパンデミックです。予兆とも

いえる 2002〜2003 年の SARS の流行があり

ました。今にして思えば、それを教訓にすれば

備えが可能でした。しかし、厚生行政は保健

所の統合廃止や医療現場の効率化を進め、

今日の非常事態へ対処する力を削いでしまい

ました。ここから学ぶべきことは「危機に対処

できない効率化はとても大きなリスクを生む」

ということです。これは、消防、警察、教育、防

衛などにも 言えることで、「個々人は優秀な

のに、組織全体としてなんら学習していない状

態」であり、太平洋戦争前後の日本の体質か

ら全く進歩していない悲惨な状況と言えます。 

元滋賀県知事で、現在は参議院議員の嘉

田由紀子さんが「遠い水と近い水」に例えてし

ばしば言われるように、水道が普及して便利

になった現代では、水源が遠くて意識しない

ので人々が水に無関心になり、水のありがた



さを忘れ地域の水環境が劣悪になっています。

食品も同じで、昔のように自分の家の料理、

お隣のおばあちゃんの作った料理を食べてい

れば大規模事件は起こり得ません。大手食品

産業が一手に加工を行い、大規模に食品を

扱っていても、ルール通りにやっていれば問

題はおきなかったでしょう。しかし、ちょっとし

た事故が起きた際に製品すべてを廃棄すると

生産規模が大きいために個人が負える責任

に対して損害が過大になります。そのため適

切な対処ができず出荷してしまう不正がおこり

がちです。たいていの場合、問題は起きない

ので次回も同じことをやってしまう。そして、つ

いに大被害が発生する。これまでこのような

構図が繰り返されてきています。 

複数の自動車製造会社、電気機器会社で

起こった検査不正も同じ構図

でしょう。手抜きや不正も含め

て「やってはならない効率化」

は一時の利益を生みますが、

やがて破綻します。それを許さないしくみが必

要です。 

流通偽装の根本的な問いかけとは 

そのためには、消費者が状況を知りうるとこ

ろで食品が扱われ、ただ安さを求めるのでは

なく、品質を見極めそれに見合った対価を払う

のは当然であるという方向に消費者意識を高

め、消費者文化として定着させていくことが必

要なのではないでしょうか。このことは、たとえ

ば漁業関係者の高い職業意識にも直結し、水

産業の再生にとっても効果的です。 

以上、全体を要約しますと、流通システム

の闇をなくし、流通業者も誇れる「近い流通」

の社会的な構築こそが、食品に限らず流通偽

装根絶の核心です。特に新鮮さが命の魚は、

消費者が調理前の魚を目にする機会も多く、

その気になれば自ら釣ったり、調理したりする

こともできます。町の商店街が元気だった時

代、ショウケースを備えた魚屋は食べ方指南

役であり、魚は今よりずっと近い存在でした。 

それは一見迂遠なように思うかもしれませ

んが、消費者がその気になれば、それはでき

ることなのです。こうした近い流通構築という

核心はまた、食品に限らず、個々の事業者、

各行政をこえ社会全体にとっても健全な消費

者文化の定着への根本的な問いかけになり

ます。迂遠どころか、将来大きなメリットをもた

らす水産大国、ニッポンの再生に向けた先導

役になり、水産業再生の近道ではないか、と

考えています。 

     編集長ノート      

科学的な「海の見える化」 

 日本を再び「水産大国に」という大特集を組

んだ最新の「Wedge」3 月号(2022)を読んだ。

魚も漁師も消えてゆく日本/復活の方法はこ

れしかない」というタイトルにひかれたからだ

が、ノルウェー人専門家による成功分析、ノル

ウェーだって苦しかった/資源管理成功で水産

大国に、という寄稿がおもしろかった。一言で

いえば、その成功は漁業に対するアクセスの

科学的な制限を徹底したこと。国による 15 分

ごとの自動的な監視・追跡の下での漁業を

1990 年代に徹底して科学的に取り組み、「海

の見える化」を図ったという。日本でも 2 年前

70年ぶりに漁業法が改正されたが、TAC設定

までは科学的だが、漁獲枠の IQ 配分で「漁業

者への配慮」に引きずられるようでは、資源管

理の成功は覚束ない。科学的にどう対処する

のか、不足する資源管理人材の養成と、ノル

ウェーのように、水産資源は国民共有の財産

との強い消費者意識を持つことが大事ではな

いか。また「海は俺たちのもの」という漁師た

ちの伝統的な根強い意識をどこまで変えられ

るか。その覚悟と本気度が今問われている。 
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 編集長 コロナ禍のなかで「3.11」を思う            福島の空の下で 

           今を切に生きる  「黒い滝」へ、8 年目の旅 

去年 11 月に亡くなった瀬戸内寂聴さんは

「今を切に生きる」ことについて、生涯、自ら考

え、語り続けていた。自分の作品の中で後世

に残るのは、今を切に生きようとした女たちの

『源氏物語』の現代語翻訳だけであろうとも語

っている。全 10 巻(講談社版)を、老生、今年

の誓いとして 3 度の中断後、4 度目の挑戦で

最後まで読み切ろうとしている。果たしてどう

なるか、心もとない。 

瀬戸内寂聴さんの源氏物語 

そんな思いの中、報道界に 30 年以上かか

わってきたが、後世に残したいものがあるか、

と問われれば、忸怩たる思いである。しかし、

自分にはなくとも取材で出会った人たちのな

かに、衝撃を受け、ぜひ後世に残したいという

ものはある。その話を、これから少し書いてみ

たい。 

東日本原発大震災からちょうど 2 年たった

2013 年 3 月 11 日、取材で福島市を訪れた。

原発再稼働に反対する全国統一の脱原発

「3.11」福島行動に参加することが目的だった。

参加に先立ち、当日雪の早朝、福島市内の中

心部、県庁に隣接する紅葉山公園を訪れた。

ここは、原発事故現場から 60 キロも離れてい

るが、浪江町など事故周辺を除けば、放射能

汚染が全国的にはもちろん、福島県内でもか

なりの高線量であることが知られていた。公園

内の放射線モニタリングポストで確かめると、

2 年たっても事故前の 14 倍、毎時 0.63 マイク

ロシーベルト(年率換算約 2.7 ミリシーベルト)。

持参した簡易計測器(安定平均値)では、3.9 ミ

リシーベルトにもなった。これは人の健康被害

に対する当時の規制許容限度、年間 1.0 ミリ

シーベルトの 4 倍近い。もしこれが、福島以外

であれば、そして通常の原発構内であれば、

所員はもちろん、周辺市民もただちに避難し

なければならないほどの異常であり、非常事

態である。 

 そんな朝を迎えた午後、反対のデモに参加

した。浜岡原発をかかえる静岡県からも数十

人が参加していた。警察官に取り囲まれて、

福島県庁周辺を何回か回り、再稼働反対の

統一行動を夕方まで繰り広げた。浜松に戻っ

てからも脱原発デモにたまには出かけるよう

にもなった。 

    現代アートが「3.11」に出合う時 

 そんな折、一昨年、小紙インタビュー欄に、

浜松市在住の美術家、乾久子さんを取り上げ

る機会が訪れた。記事は現代アートが「3.11」

に出合う時というタイトルで、2020 年 3 月号に

掲載された。伝統にとらわれず、自由なイメー

ジで時空を駆け、連鎖させる抽象的な線描、ド

ローイングの実際の現場をアトリエで見せてく

れた。 

 取材を終えようと支度をしていると、アトリエ

の別室から、しまい込んでいた黒い鉛筆で新

聞紙第一面ほとんどを塗りつぶしたようなドロ

ーイングを広げて見せてくれた。それが何十

枚もファイルしてあり、ギョッとした。2011 年 6

月に東京のあるギャラリーで開いた個展で、

「毎日祈ったこと考えたこと」として展示したも

のだった。そのドローイングを見た時の衝撃を

インタビュー記事の中で次のように書いた。 

 「翌日の 3 月 12 日付から実際の新聞第一面

を紙カンバスに見立て、日を追って 1 か月 30

日分を鋭いタッチの黒鉛筆で一線、一線、意

志と根気で紙面のごく一部を残して、〝塗りつ

ぶし〟た。黒々とした作品群に仕上げた(中

略)その 30 枚を拝見した。真近でみると、その

毎日の一枚、一枚、黒鉛筆の一線、一線の上

に意志や祈りを込めているのがはっきりとわ

かる。圧倒されるような根気のいる仕事でもあ

る。墨でベタ塗りしたものとは、まったく質感も

迫力も異なる。毎日刻々と変化する現実の中、

描き手の変化する意志を一線刻々と刻み込

んだ『黒い滝』のような現代アートだった」 



黒い喪服を着たような現代アートの何に衝

撃を受けたのか、それはなぜなのか、そのと

きには自分にも具体的には判らなかった。 

  あなたたちは一体何を報道してきたのか 

そんな折、このアート作品が 2021 年秋、こ

とばのまわり-10 年目を歩くとして、かって老

生たちがデモを展開した福島県庁近くのギャ

ラリーで再び展示されると聞いた。あるいは現

地に立てばそれらのことがわかるかもしれな

いと思い立ち、昨年 12 月 20 日最終日の前日

会場に出かけた。2 年ぶりに作品に再会した

のだが、全体を見つめていると、今度は衝撃

のそれらのことが、はっきりと浮かび上がって

きた(次頁写真)。一言で言えば、日本のジャー

ナリズムに対する声なき、痛烈な批判なので

はないかと。 

「あなたたちは一体何を報道してきたのか、

権力にただこびてきただけではなかったのか」 

ということを、一か月間、毎日訴え続けた、い

わば 30 日分の刻々変化するジャーナリズム

葬送曲なのではないか。報道に携わってきた

私に衝撃を与えたのはこれだった。果たしてこ

のことに表現者自身最初から意図したものか

どうか、それは判らない。浜松で見たときは原

発葬送曲だと漠然と思っていたが、それよりも

もっと奥にあるものを、現地に立って初めて気

づいた。この件、今回の旅で、福島県内のメ

ディア関係者を少し回ったり、デモ関係者とも

語らったりしたが、共感してくれた人もいたこと

はいた。 

 もうひとつ、葬送曲の、さらに奥の問題。これ

も福島の空の下でようやく気づいた。つまり、

日本のジャーナリズムに対する葬送を老生も

身近な自分事として、とらえ切れていなかった

という点である。老生は、常日頃、日本には批

判精神としてのジャーナリズムはいまだ定着

していないのではないかと公言している。しか

し、それにお前も加担しているのではないの

か。3.11 後何をしてきたというのだ。この 10 年、

安穏の日々が流れただけではないのか。アー

トは対面している私に向かって匕首を突き付

けている。そんな恐ろしさを感じた。浜松では

ついぞ、そんな感覚はなかった。福島でのそ

れは、本当に切に生きてきたのか、という自分

への問いかけがあった。 

     今、大熊町帰宅困難地区は 

震災 10 年目の 2021 年 11 月末、福島県大

熊町の帰還困難区域内で準備宿泊の開始に

先立ち、住民の立ち入りを規制していたバリ

ケードが撤去された。そして今 2022 年春には、

大熊町の一部(復興再生拠点)では避難指示

が解除される見通し。この避難生活と廃墟で

の再生に今から立ち向かう人々にこそ、切に

生きるという言葉がふさわしいのではないか。 

 人類を含めて、いきものの数十憶年にわた

る進化の歴史を一言でいえば、それは、必然

と、運という偶然とが途切れることなく連綿と

つながった結果であるといえるだろう。とかく

偶然の価値を見落としがちだが、等しく価値を

持っている。とするならば、運、不運という偶

然にも目配りして、生者、死者の魂にまで踏

み込んで災厄を日常の中に引き受ける。真の

再生には、このことが、これからの災厄を乗り

越える社会システムとして必要だと感じた。 

30 枚の陰影が語る明滅の未来 

冒頭の源氏物語の最後も、枕草子、方丈記、

徒然草も、その最後は、人生に答えはないこ

とを強く暗示させる文章で突然終わっている。

答えを求めて真摯に問い続けることこそが、

今を切に生きる唯一の答えなのであろう。 

福島を 8 年ぶりに訪れたが、翌日最終日に

もう一度、別のイメージを求めて会場を訪れた。

近寄ってまじかにみると、うす暗がりの線描は

人気のない背景紙面と相まって見る人々にさ

まざまなことを想像させる。少し離れて全体を

ながめると、30 枚の陰影が時間の経過ととも

に放つ明滅は人類の未来の何かを物語って

いるようにもみえる。その問いの明確な姿は

今見えずとも、それを問い続けること、それが

未来をも切に生きることにつながる。後世に残

したい明滅の未来を語る 30 枚だと思った。 

コロナ禍のなか、まもなく 11 年目を迎える。 

             ( 編集長 井上正男 ) 
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毎日祈ったこと考えたこと  制作 2011 年   

事故翌日の 3 月 12 日付朝刊から 1 か月間新聞 1 面を鉛筆で黒く塗りつぶした 30 枚のドローイング 

日付順は、左端を上から下へ、次も上から下へと順次、右端に向かって 30 枚が並べられている 

 

                               

                                         ギャラリー・オフグリッド (福島市) 

                                     「ことばのまわり 10 年目を歩く」展にて 

   撮影/提供 乾久子 
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梅花と富士山     投稿   

山下文一     静岡市 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     編集部から 

  左上の短歌の福島正義さんは、昨年 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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まちなか銭湯  浜松市中区大工町  

巴
ともえ

湯 店主   市川佳代子さん   

 常連と番台、人情弾む会話 75 年に幕 

 夫の両親が戦後間もない昭和 22 年にま

ちなかの現在地

で営業を始めて

今年で 75 年。そ

の後半 45 年間、

佳代子さんは結

婚を機に、夫(会

社員)とともに、家

業の番台に立ち

続 け た 。 平 成 以

降は内風呂など

生活様式の変化

で利用客が減り

つづけた。夫婦二

人三脚で人情と語らいのある番台文化を支え

てきたものの、設備の老朽化も進んだことから、

この 2 月に廃業を決めた。 

夫婦二人三脚で「番台文化」支える 

昭和の最盛期には浜松には浜松まつりの

屋台の数ぐらい多くの銭湯があったそうだが、

廃業で残りは 1 軒のみ。ショッピングプラザの

ザザシティ、飲み屋街の千歳が目の前にある

のに、もはや「儲からない商売だけど、のんび

りと」と屈託がない。それでも続けてきたのは

なぜ、との質問に、番台に立てば「いろいろな

お客さんと話ができるでしょ。なくなったら寂し

い」とも。この 2 年ぐらいは週 4 日営業に短縮

して営業を続けてきた。老記者も毎週 1 回の

常連として 10 年近く利用させてもらった。 

 偶然にも一緒に取材した若い浜松経済新聞

記者(上記写真)も驚いていたが、70 歳をとうに

超えた老記者も、実年齢がご夫婦ともに 70 歳

を超えていたのに、どう見ても 60 代前半にし

か見えない。彼女の夫も番台に立つようだが、

私と同世代とはとても見えないのだ。それはな

ぜか。湯船につかっているとき、彼女の言う

「いろいろなお客さんとお話ができる」番台に

立ち続けることの効用に気づいた。 

男湯の脱衣所には、政治にしろ、スポーツ

にしろ、芸能にしろ、男の見方で話題が語られ

る。それは女湯の脱衣所とは異なる。番台に

立つには、その両方に、そして臨機応変に対

応しなければ立ち行かない。女湯では子供も

いる。それなりに対応できなければならない。

込み合う浜松まつり時のてんてこまいの忙し

さにも対応できる地元ネタにも関心がないと、

番台は務まらない。脳トレーニングにはもって

こいなのだ。若返る。利用者の心身の健康を

助けているとともに、番台に立つ夫婦の心の

健康も促進している。金銭のやり取りだけのフ

ロント風呂ではこうはいかない。人を元気にす

るのは人同士の語らい。男女別だが、脱衣所

と番台が一体化している。銭湯文化の構造的

な核心だろう (昭和 20 年代、創業時そのまま

の脱衣所=下写真左側)。それが今、消える。 

「ゆ」文字のれんを出ると、 

< またひとつ 昭和の灯が 遠くなり > 

と下手な俳句も出て、寂しくなった。のれんの

真向かいにひっそりとかかる石造りの粋な恋

沢小橋も寂しげだった(上記写真は、小橋のたも

とから撮影。女性は番台に向かう佳代子さん) 

提供:2 枚とも浜松経済新聞              

 月刊さなるこ新聞デジタル 2022 年３月号 



 わが球春メディア考 

「球児」像は予定調和だった 

今月は甲子園で選抜高校野球大会があり

ます。今回は浜松市民にとって残念なことが

ありましたね。昨秋の東海大会で準優勝した

聖隷クリストファー高校が甲子園行きの切符

を逃したのです。春の選抜は予選で出場校を

決めるしくみではないので、こんなことが起こ

ってしまいました。選手たちには、めげずに夏

の甲子園（全国高等学校野球選手権大会）を

めざしてほしいと願うばかりです。 

それで思いだしたのが、1970 年代末の駆け

だし記者時代、初任地福井県で体験した高校

野球取材です。勤めていた新聞社は夏の甲

子園の主催者なので、7 月の地方大会（県予

選）に先だって県内版に連載記事を載せます。

このため 5 月の連休が明けると、県内くまなく

高校を回って野球部の取材をするのです。 

当時の日課は、こんなでした――。日常の

取材・出稿は早めに切りあげ、午後4時ごろに

は高校のグラウンドへ。練習の合間に監督や

選手たちの話を聞く。日が落ちたころ、水田地

帯の闇を車で走り抜けて支局に戻る――今で

も、初夏の宵になると脳裏によみがえる思い

出です。 

で、今回書こうと思うのは、あのときの取材

はあれでよかったのか、という反省です。率直

に言うと、高校生たちの話は型にはまってい

ました。家では何をしているの？「寝る前に素

振りをしています」、坊主頭はイヤじゃない？

「部の伝統ですから」、レギュラーになれなか

ったね？「でも、ベンチで思いっきり声援を送り

ます」――正確には再現できませんが、こん

な答えがはね返ってきたように記憶していま

す。 

その結果、県内版は連日、似たり寄ったり

の言葉であふれ返りました。私が思うに、これ

は高校生のせいではありません。型通りの

「球児」像を求める大人の側に問題があったよ

うです。少年たちは期待に沿うよう、本心を封

じていたのではないか。私の聞き方にも、定

番の予定調和を望む気配があったのでしょう。 

 家では眠くて宿題もできない、長髪でプレー

してなぜ悪い、レギュラーになれないので退部

しようか迷っている――取材を深めれば、そ

んな本心が聞けた可能性もあります。もっとも、

少年たちの内面を実名入りで記事にすること

には慎重であるべきですが……。 

近年は高校野球取材も変わったことでしょ

う。少年少女がズバズバものを言う時代にな

りましたから。逆に大人たちの言葉が予定調

和に毒されていないか。政治家の「緊張感を

もって」「スピード感をもって」などの常套句を

聞いていると、そう思ってしまいます。 

 

       

             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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         第二部          鈴木潤子 

心の刀をとっちゃう現代の刀狩り 

漫画家、楳図かずおの衝撃作「漂流教室」

は今の私の日常の中でも何度も名シーン名

台詞がフラッシュバックします。そして一番最

近のフラッシュバックは、グループホームでの

夕食準備時でした。年末の帰省を楽しみにし

ている T さんが、ニコニコして私に話かけてき

ました。「お正月、帰る。お兄さんからお年玉も

らう、ウフフ」と。「ええっ 65 歳の T さんがお年

玉もらうの？工賃でお兄さんにプレゼントあげ

たほうがいいんじゃないの？」と返すと「お年

玉くれるう～～～ん！」とだだをこねるそぶり。  

ここで突然、「漂流教室」で、大人はその状

況を受け入れることができず全員気が狂って

自殺してしまって、子どもたちだけが生き残っ

て過酷な未来を生き抜いていく、それを思い

出したのです。このグループホームでは、下

は 30 歳、上はこの T さん 65 歳の、全部で７人

の知的障害のある人たちが暮らしています。

彼らは「一人では『この社会』では生きていけ

ないから」と、こうした、支援する人員の配置さ

れている施設で『自立を目指して』暮らしてい

る。『この社会』では生きていけない？ほん

と？そうか。そうさ。『この社会』では生きてい

けない。つまり別の環境なら、ぐいぐい生きる

んだ。たとえば、停電になったらどうだろう。大

地震が来て『今の社会』≒『整ったライフライ

ン』が壊れたらどうだろう。天涯孤独になったら

どうだろう。そうさ。大慌てしているのは私だけ

で、いつもと変わらないのはグループホーム

に住むみんなの方だ。ホームのみんなはいつ

だってどこだって生きるのです。 

そして私は思うんだ、子どももきっとそうだ。

大人に何かを吹き込まれるのでなければ、彼

らは、生きる塊だ。他者を思いやることしかし

らない誠実な塊。とすると、「生きにくい『この

社会』」は、あるグループまたはある価値観だ

けで組み立てられた社会のことで、「大人にな

る」ということは、この人工的な枠組みの中で

うまく立ち回れる人間と人工的枠組みが見え

ない人間になるということに他ならない。 

 SF マンガ『何もないけど空は青い』 

それだから、やはり絶対に福祉は社会の義

務だ。「働けない人間を養ってやってるんだか     

らありがたく思え」「働かざる者食うべからず」

ではなく、「国という枠組みがなければ、むしろ

生き易いわたしたちを、いろんな都合でここに

押し込んでいるのだから、わたしたちが生きる

仕組みも当然用意されなくてはいけない」とい

うことだ。大好きな SF マンガ「何もないけど空

は青い」（原作：西森博之「今日から俺は！」

の作者です）では金属がいっさい使えなくなっ

た世の中が舞台で、唯一仕事ができるのは第

一次産業の人間たちだけ、という設定。そこで

「一緒に（作物を）作っていこう」と呼び掛ける

農家に対し、元政府の高官は「私たちは管理

してあげますよ。マージンは 7 割で」と持ち掛

け、断る農家さんを暴力でねじふせます。つま

り、超簡単にまとめると、こういう構図だ、世の

中は。今の「刀狩」は教育やメディアを使って

心のカタナをとっちゃうんだ！ 
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     戦争とオリンピック 

喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

 

北京五輪が語りかけるもの 

             

北京冬季オリンピックが、先月開催されました。いくつものドラマが見られ、たくさんの感動があ

りました。どの競技もどの選手たちも素晴らしかったです。参加選手は、みんなメダルをとっても

取れなくても、他人との優劣ではなく、自分の本当に求める形で競技に向き合う姿は感動でした。 

オリンピックの歴史は、今から約 2,800 年前になります。古代ギリシャのオリンピア地方で行わ

れていた「オリンピア祭典競技」です。これが古代オリンピックです。もともとは神々をあがめるお

祭りだったといわれています。近代オリンピックの始まりは、1894 年 6 月、パリの万国博覧会に際

して開かれた会議です。 フランスのクーベルタン卿により、オリンピック復興計画が提案され、

1896 年に第 1 回大会が、古代オリンピックの故郷オリンピアのあるギリシャで開催することがきま

りました。 

大切なのは、クーベルタン卿が唱えたオリンピックの精神とは「スポーツを通して心身を向上さ

せ、文化・国籍などさまざまな違いを乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって、平和

でよりよい世界の実現に貢献すること」です。 

しかし、今回のオリンピックでは、あまりに多くのトラブル、不可解な判定や採点、ドーピング違

反を巡ったメダル授与式の延期等、波紋が広がりました。その渦中にある選手たちの姿が、本当

に悲しかったです。オリンピックを運営する側が、競技や選手に目が向いていなかったのではと

感じられます。今一度、オリンピックの精神を振り返る必要があるように思います。 

今回のオリンピックと同時期に、ウクライナ情勢が緊迫の度合いを増していましたが、ロシアの

ウクライナへの〝侵攻〟がついに現実となりました。米国の分析によれば、ロシアが侵攻を「い 

つでも始められる」態勢にあると判断していましたが、とても残念です。これこそ、世界のリーダー

たちが対話を通して、国籍の違いを乗り越え、平和でよりよい世界の実現に貢献して欲しいと思

います。何よりも戦争が無く平和な世界が、私のライフワークである長寿命ダムづくりの秘訣なの

です。北京冬季五輪とウクライナ侵攻がほぼ同時期に起こったこと、そこには何か、私たちが、今

忘れかけている天からの重要な問いかけがあるように思います。偶然とは思えないのです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  アフロディシアス古代都市：このトルコの古代都市（ユネスコ世界遺産）は地中海地域

で最も重要な都市で、女神アフロディーテに捧げられた。写真は 3 万人収容のスタジアム。             
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