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新連載 大河ドラマの女たち「政子とねね」and おんな城主 4 面 

                                 

若者育てる実践の場づくり 佐鳴湖環境調査 40 年、数々の受賞と指導歴 

藤森文臣さん (元高校教諭、佐鳴湖環境調査会 世話人) 

今こそ、人材育成の市民ビジターセンター実現に本腰を 

佐鳴湖 SDGs の実践 まちなか浜松科学館とリモートでつなぐ分室機能も                                           

今、佐鳴湖では人材育成をかかげた水環境向上 5 か年計画(第二期)の折り返し点に入り、湖

で活動する個人や団体が、実りのある将来展望を開こうと、白熱の議論を続けている。そこで、

佐鳴湖環境調査 40 年、今も活動を精力的に展開している藤森

文臣さんに、これまでの議論に参加したことなども踏まえ、佐鳴

湖に対して今まさにこれをすべきであり、自分もそれをぜひ実

現させたいという具体的な提案について直言していただいた。 

藤森さんは、主に高校の生物クラブ活動を中心に、2 度の日

本学生科学賞内閣総理大臣賞(1983、1992 年)、文部大臣賞、

県内に限っても静岡県知事賞など毎年のように数々受賞する

など優れた指導歴の持ち主。その指導歴から、藤森さんは「佐

鳴湖は若者を育て、市民とともに学べる絶好の実践の場」と語

ってくれた。その上で、実践の場の必要性から何度も浮上し、

立ち消えになってきた、受け皿の市民ビジターセンターの実現に今こそ本腰を入れるべきだと強

調した。そこには市民と行政の新しい協働創造がある。以下、あらかじめ用意していただいた提

案メモも参考にインタビュー報告する( 写真= 佐鳴台協働センター、4 月 15 日 ) 

                関連記事 学内公募 静岡大学佐鳴湖SDGs共同研究   3 面 

主要な結論とそれに基づく具体的な提案は、

上記見出しの通りだが、正確を期すため話を

藤森メモにしたがいながら進め、かつ前文に

ある「市民と行政の協働創造」など、インタビュ

ーでのみ話されたことにも適宜言及したい。 

 佐鳴湖の汚染がひどかった時代(下水道整

備事業が十分進まず、特にひどかった 1980

年代と、佐鳴湖の浚渫が始まった 1990 年代)、

活動する個人や団体に連携はなかった。それ

ぞれが細々と活動していた。行政には市民か

らの情報を吸い上げたり、活動をサポートした

りする仕組みはまだ確立していなかった。そん



ななかでも、いくつかの団体がお互いに連絡

をとり、これからの湖のあり方について熱く語

り合った時期もあったという。その折、必ず持

ち上がったのは、市民活動の拠点としての自

由で開かれた市民ビジターセンターと、その必

要性である。行政は水質浄化で手がいっぱい

で、湖周辺の利用や整備にまで取り組む十分

な余裕はなかったように思われた。 

しかし、現在まで、何度も個人や団体が情

報交換できる空間、ビジターセンターの設置を

行政に促してきたという。事実、行政側との話

し合いでも、この設置について話題になること

はあったが、いつのまにか立ち消えになって

きたという。現在の公園北岸管理棟は段子川

をはさんだ南敷地に計画されたセンター建設

までの暫定的な仮りの施設と当時は考えられ

てきた。だが、その本格建設は、いつの間に

か立ち消え、あるいはとん挫しているように思

われると、藤森さんは残念がる。 

ビジターセンター構想の具体的なイメージと

して、情報提供や湖解説・展示、体験学習、調

査・研究、休息・避難、湖全体の管理運営など

の機能が必要である、と話す。さらに、個人や

活動団体同士の情報交換の場としての機能

も持たせたい、という。 

市民と行政の新しい協働関係との関連では、

行政は湖の保全や利用団体を公報やチラシ

で広く募集し、利用目的、活動内容などを審

査し、登録団体と

して承認、承諾書

を発行する機能を

備える。センター

内には、登録団体

のブースを設け、

行政側も調整機能として窓口を開いて、相互

コミュニケーションを図る。 

 3 月の第三回プラットフォームあり方検討会

では、たとえば「自然・環境保全」「文化・教育・

歴史」「スポーツ・娯楽」部会の話が出ていた

が、登録団体が、いずれかの部会に参加する

ようにすれば、活性化には役立つだろうという

(写真上=藤森さんらが中心となり、まとめられ

た著作『佐鳴湖の歴史と生態系』1987 年)。 

 そのほか、さまざまな内容が用意したメモに

は提示されている。ただ、インタビーでは、藤

森さんが、かつて浜松科学館設置準備委員だ

ったこともあり、まちなかの科学館と水辺の自

然環境をリモート機能でつなぐ科学館分室的

な機能も、ビジターセンターには必要ではない

か、と話してくれた。ここから、若者を育てる開

かれた実践の場づくりの提案が見て取れるが、

見かたを変えれば市民と行政の創造的な協

働の一例ではないかとも感じた。 

 SDGs などの実践の場としてのセンターに、

リモートでつないだ科学館を通じて多くの市民

が自由に出入りする。そこから湖の価値を市

民が再認識し、さらに発展させていくことがで

きれば、そこから若い人材が自然に育ってくる。

そうなれば湖の将来展望もことさら議論しなく

ても自然に開けてくると思うと、藤森さんは考

えているようだ。いかにも 40 年の実践経験と

数々の成果を若者とともに生み出してきたベ

テラン教員らしい静かな熱気をそこに感じた。 

 

                -  出典= 不明 
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 紹介    
学内公募 静岡大学SDGs共同研究 

      佐鳴湖を実践の場に 
「人新世の『資本論』」（集英社新書、

2020）の著者の斎藤幸平氏は、「SDGsは大衆

のアヘンである」と記しています。SDGs は、小

さな行動変革により今後も持続的発展が可能

であるかのような印象を与えるので、アリバイ

づくりでしかないというのです。危機的な気候

変動が到来しては時すでに遅しですが、まだ

危機が実感できないことも確かです。しかし、

全ての地球人が日本人のような先進国の生

活スタイルに移行すると、間違いなく今の日常

は瓦解します。そして、静岡大学でも SDGs 対

応が始まりました。学内公募を経て「佐鳴湖で

考える浜松の SDGs」というプロジェクトを実施

したので報告します。 

 市民による湖再評価の材料を提案 

狙いは、佐鳴湖をフィールドに浜松の SDGs

を考えて実践し、“SDGs の 17 の目標”という

軒を借りて、市民が佐鳴湖を再評価し、今の

暮らしを振り返って深く考えてもらおうというも

のです。メンバーは、静岡大学、静岡文化芸

術大学、浜松学院大学、ふじのくに地球環境

史ミュージアムの教員。生態系、自然環境、

外来種問題、モビリティ、アクティビティ、教育

などのさまざまな視点からこの目標にアプロ

ーチしました。 

紙面の制限もあり、今回は静岡文化芸術大

学の服部ゼミ・高山ゼミの学生によるモビリテ

ィとアクティビティの提案について紹介します。 

図 1 は、佐鳴湖公園の園路から一般車を

締め出し、情報端末つき EV で周遊しようとい

う構想。健脚でない方への対応でもあります。

図 2 は、湖畔に簡易モノレール軌道を設置し

て足漕ぎ車両で非日常の風景を楽しむ構想。

図 3 は、竹をモチーフにした給水器。図 4 は、

公園にありがちな遊具ではなく、鳥のヒナにな

ったような感覚でくつろげる”人の巣”です。他

にも、湖上を滑走する 500m の水上ジップライ

ン、苔むした石のようなベンチ kokeniwa も提

案されました。 

 

図 1. 自動運転 EV: E-Sampo 

 

図 2. 水 上 足 こ ぎ モ ノ レ ー ル ： mizu ・ mo 

 図 3. 竹炭浄化水利用の給水場：TAKE  

 

図 4. 遊べる鳥の巣ファニチャー：人の巣 

( 報告 戸田三津夫 静岡大学准教授 ) 
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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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梅花と富士山     投稿   

山下文一     静岡市 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 月廃業の巴湯 また一つ「後日談」 

 

      -  4 月 2 日付中日新聞「浜松市民」版 

        巴湯の物語/音楽とともに 

常連だったライブバー オーナー 

番台をにぎわいのカウンター席に 
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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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 ちょっと長湯になりますが 

銭湯壁画で思う街の文化財 

 先月号では、先々月号に載った編集長の

街ダネ記事に誘われ、銭湯の話を書きまし

た。浜松市中区の老舗銭湯「巴湯」閉業に

まつわる話です。今月は話題を変えようと

思っていたのですが、先月号には閉業の後

日談も載っていて、これがまた驚くべき話

でした。で、長湯を決め込み、今月号も巴

湯の話を続けることにしました。 

 その後日談は、巴湯の解体工事で浴場の

防水壁をはがしてみたら、大ぶりの壁画が

約 30 年ぶりに姿を現したというものでし

た。男湯の壁と女湯の壁にまたがる風景画

で、熱海の温泉街を一望したもの。沖合に

は初島が見えます。店主は壁画の存在を知

っていたのでしょうが、それでも現物に再

会したときは、考古学者が埋蔵文化財を掘

りあてたような感動を覚えたことでしょう。 

 本紙掲載の写真からも、絵の迫力は歴然

です。ゴツゴツした稜線、くっきりした海

岸通り、山の緑は濃く、海の青は深い……。

記事には、洋画家天笠義一さんが 1954 年に

描いたとあります。ネットで調べると、天

笠さんは 1921 年生まれで、若い頃は横浜を

拠点に活動していたようです（「横浜市民ギ

ャラリー」サイトによる）。ちなみに「横浜

港」という作品も同様の画風で、港町の倉

庫や塔が肉太の輪郭で描かれています。 

 銭湯の絵といえば富士山とばかり思って

いた私は、このドイツ表現主義風の熱海全

景に圧倒されました。浴場であっても通俗

の絵柄に満足しなかった店主の気概に感銘

を受けました。そして、ひと風呂浴びなが

らアートに触れることができた浜松市民を

うらやましく思いました。 

考えてみれば、絵は美術館に並ぶよりも、

日常空間に置かれたほうが生気を放ちます。

その意味で、巴湯の壁画は「街の文化財」

だったと言えるでしょう。できれば巧く切

り出してどこかに保存してほしいですが、

半面、この絵の存在意義は浴場と一体のも

のだったようにも思えます。銭湯が消える

とき、それとともに消えていくというのも

退場の美学に適うかもしれません。壁画を

建築の一部ととらえれば、そういう見方も

できますね。 

壁画のこれからについては、関係者や浜

松市民に決めてもらいましょう。ただ、部

外者が勝手なことを言えば、昭和後期、浜

松には熱海の風景を眺めながら温泉気分に

浸った幸福な人々がいた、という史実はぜ

ひ記録にとどめてほしいと思います。 

 それにしても、浜松なのになぜ熱海か。

駿州の富士に背中を向けて、あえて豆州の

海を愛でる――これを遠州人の意地とみる

のは深読みに過ぎるでしょうか。 

 巴湯廃業、またまたの後日談記事が前頁に 

 

 

 

 

  

 

              佐鳴湖東岸にて 

      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/）。 

 

    月刊さなるこ新聞デジタル 2022 年５月号 



  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 

私はなぜ英語の「先生」になったか 

 まじめな生徒（？笑）だったのに先生方から

は嫌われ続け食らったビンタの数は数知れず

…は以前お話したことです。結果、将来教師

になんか絶対になるもんか、春を売ることにな

っても教師にだけはなるもんか、と早々と心を

決めたもんです。だからいじめの解決を学校

や先生に求めるのは無駄です、なぜなら、先

生になる人間というのは、学校でいやな思い

をしたことがないから、いやな思いをしている

友達を見ても気にならなかったから。先生が

天職でなくなったのはいつからでしょう？ちば

てつやの作品に出てくる先生方は身寄りのな

い子どもを家に置き、悪者がいれば体を張っ

て退治してくれる人たちでした。 

 で、私を守ってくれた古川先生は英語の先

生で、だからというわけではないけど私は英

語だけが人並みに出来て、「外国語は面白い

な」という気持ちが沸き起こって、将来にわた

ってたくさんたくさん外国語をかじることになり

ました。文部省の教育では、私たちは英語以

外の語学を学ぶチャンスは大学まで与えられ

ません。大学で中国語を選択し、初めて知っ

た英語以外の言葉に、私は心震えました。初

めての授業のとき張先生はおっしゃいました。

「みんなね、外国の言葉、覚えるの大変と思う

でしょ？その『大変』は半分でいいのヨ」潤子

「どういう意味ですか？」「いい言葉だけ覚える

ね。悪い言葉は覚えなくていいの。だから覚え

る言葉は半分だけ。」潤子「どうしてですか？」

「みんなは何のために外国語勉強するの？ケ

ンカするために勉強するの？そうじゃないね。

相手の人を知るために勉強するね。なんで知

りたいかというと、仲良くしたいからね。わたし

の心を言いたくて、あなたの心を聞きたくて、

一緒に楽しくしたいからね。これがコミュニケ

ーションね」潤子「でも文献には悪い言葉も出

てきます。悪い言葉がたくさん出てきたら、そ

の本は全然読めなくなってしまいます」張先生

「そんな悪い言葉ばっかり出てくる本は読まな

くていいね！」みんな大爆笑。すてきな雰囲気

で授業は始まり、それから何年も、ずっとずっ

と温かい気持ちで学び続けることができました。    

 

 そして家計のために図らずも「先生」と呼ば

れるアルバイトをするようになって今年で早や

18 年。その縁で、知的障害のある若者たちへ

の英語活動の依頼が来、今年度からスタート

することになりました。私は大学で教職課程を

とっていないので専門的な教授法を知りませ

んが、一番の強みは、自分も中 2 までは英語

が分からなかったので、「分からない」の感覚

をよく理解できていることです。特別支援学級

の学習指導要綱を見たり、古川先生に相談し

たりして、まずは、メインは決めた！毎回必ず

好きな絵を描いてもらいます。そしてそれが英

語でなんと言うのか、私が発音とカタカナで伝

える。きっとみんな笑うでしょう、へえ～この

「マリオ」は、「メリオ」って言うんだね、変な音

だね！そして私は言います、マツヤマくんはマ

リオブラザーズが大好きなんだねえ。1 年後に

は、たくさんの、みんなの「好き好きノート」が

出来上がっていくのです。この英語クラスのご

報告は、また時々みなさんに！「さなるこ新聞

デジタル」読者の特典～～！ 

月刊さなるこ新聞デジタル 2022 年 5 月号 



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 ) 

ロシア侵攻の生態学的考察 

ロシアがウクライナに侵攻して、世界が震

撼しています。日本にも、水産物、天然ガスや

石炭などのエネルギー資

源調達で大きな影響が出

ています。サハリンの天然

ガスは、長期契約がありガ

スを買わなくても代金を払

う約束になっていそうです。 

  国際社会はまるで野生動物の世界 

国家間の関係は個人の関係とは様相が異

なります。まるで子供だけの社会のように、関

係を統制する者はいません。国際法も条約も

たいした力はありません。失うものがなければ

約束は容易に反故にされます。叱って（子供

を）正す大人がいないので何でもありです。ヒ

トははたして進歩しているのでしょうか。この

状況はまるで野生動物なので、生態学的な考

察をしてみましょう。 

国際間ではいざ紛争が起こると、武力と資

源がものをいいます。80 年前、日本はそれを

読み誤りました。世界は近世の植民地での紛

争、そして近代戦争でそのことを痛いほど学

んできたはずです。また、大人の役は務まら

ないにしても、国際連盟、国際連合をつくりま

した。一方で NATO やワルシャワ条約機構な

どの軍事同盟もできました。しかし、いずれも

動物の群れのようなもので、全員がボスの言

うことを聞くわけではありませんでした。 

いくつかあった社会主義体制の中で、ソ連

は崩壊し、結局、資本主義が経済を主導して

世界を動かしました。人口が圧倒的に多い中

国の経済発展は例外かもしれませんが、旧体

制の社会主義圏経済は行き詰りました。ソ連

は外貨を原油で稼いでいましたが、現在のロ

シアの輸出品は、石油、石炭、天然ガス、パラ

ジウムなどの貴金属、ダイヤモンド、鉄鋼、ア

ルミニウム、穀物（小麦、大豆、トウモロコシ、

蕎麦）、水産物、それに兵器などです。 

大人の不在では、武器（核兵器）を持てば

一目おかれる状況を生み出します。ロシアは

国連安全保障理事会常任理事国 5 カ国の一

つでもあります。 

さて、今の状況を生態学的に見てみましょう。

自然界に似て、国際社会にも反故にできない

規範やルールはありません。平時には表向き、

約束にしたがって平和のうちにことが運びま

す。さすがに紛争ばかり続けていると生産活

動が滞り、経済が回らず、国家システムが機

能せず、国家の基盤さえ失いかねません。 

ロシアはなぜウクライナに？ 

ウクライナは世界有数の穀倉地帯ですが、

石炭、鉄鉱石以外の地下資源はあまりありま

せん。ソ連時代の軍需産業、製鉄、造船、最

近では IT 産業もありますが人口あたり GDP

は高くありません。侵攻の最大の理由は地理

的条件でしょう。東欧諸国はこれまで分割、統

合などを繰り返し、国境がたびたび変わりまし

た。ウクライナは旧ソ連崩壊を機会に独立し、

いくつかの民族紛争の後、かつての東欧諸国

で現在のチェコ、ハンガリー、エストニア、スロ

バキア、スロベニア、ブルガリア、ラトビア、リト

アニア、ルーマニア、アルバニア、クロアチア、

モンテネグロ、北マケドニアが

建国し、次々にNATOに加盟し

ました。ロシアにとってみれば

ウクライナはNATOに対する防

衛ライン、NATO 加盟を果たしたポーランドか

ら見ればロシアとの緩衝地帯なのです。また、

ウクライナは黒海に面していることから港湾や

軍港として重要地点であり、ここから地中海へ

出られます。つまり、欧州の EU とロシアのは

ざまにあって最近 EU に近づきつつあり、ロシ

アにとっては“気に触る国”だったわけです。そ

して、2014 年にクリミア危機が勃発しました。

欧州向けの天然ガスパイプラインがウクライ

ナを通っていますが、紛争のたびに天然ガス



供給が停止されています。今はベラルーシ経

由と北海経由のガスパイプラインができ、ウク

ライナのパイプラインの重要性は低下しました。

そして今回、大々的な侵攻になりました。危機

感を持ったウクライナがNATOや EUに加盟す

る意向を表明したことも影響しているでしょう。 

   核兵器の抑止力に大きな変化 

二百年も遡れば欧州各国やアメリカ合衆国、

日本も似たようなことをやってきました。だから

容認できるというわけではないですが、かつて

の構図がまた繰り返されています。第二次大

戦以前であれば核兵器がないので、早い段

階の決断により軍事介入が行われたでしょう。

しかし今は核兵器があります。さらにロシアは

世界有数の核保有国です。それが今回の暴

挙を止められない大きな要因になっています。

核は攻撃を受けない抑止力になります。それ

は平時において全面的な核攻撃を受けないと

いう効果があります。世界の警察を自認して

いたアメリカ合衆国は、広島・長崎以降は実

戦での核兵器の使用をしていません。キュー

バ危機以降は国際社会にもその危機感はほ

とんどなかったでしょう。ところが、ロシアは核

攻撃にちらつかせながら、第三国が介入する

ことを防ぎ、侵攻を続けています。今回ロシア

の行動で、紛争時においても抑止力になるこ

とが明らかになりました。しかし、今回の戦線

はロシア主要地域から近いので、偏西風で放

射性の粉塵がロシアに吹き込むかもしれませ

ん。紛争後にウクライナ再建を考えれば戦術

核の使用に慎重にならざるを得ないでしょう。 

ポーランドとドイツの場合 

次に、ポーランド、ドイツ、中国とインドの行

動について考えてみましょう。ポーランドは大

量のウクライナ難民を受け入れています。そ

れは、ウクライナを支援してロシアに併合させ

たくないということでしょう。ウクライナを同胞と

見なしているのかもしれません。ポーランドは

すでに NATO に加盟しているので、滅多なこと

ではロシアから攻撃を受けません。ドイツはロ

シアに対する経済制裁とウクライナへの軍事

支援を行なっていますが、ロシアからの天然

ガスに大きく依存もしています。2021 年の一

次エネルギー消費量の 27%が天然ガスで、そ

の 55%がロシアからの輸入です。代金が戦費

にならないよう禁輸したいところでしよう。 

       中国の思惑とは 

中国も今でこそあからさまにロシアを支持し

てはいませんが、国連でのいくつかの決議案

に反対あるいは棄権しています。中国は安全

保障理事会の常任理事国でもあり、最近はア

メリカとの関係が冷え込んでいます。ロシアの

軍事侵攻は支持できないが、ロシアとの関係

を切るわけにもゆかないというところでしょうか。

中国の弱点はエネルギー資源と食糧です。ロ

シアからの天然ガスパイプライン経由で大量

の天然ガスを輸入しています。経済力を得た

中国はこの関係を保つためにもロシアとの関

係を切れないでしょう。 

 人口大国インド、臨機応変の外交 

インドの立場は中国よりも複雑に見えます。

インドは近い将来人口が中国を超え、GDP も

世界 3 位になると予想されています。しかし、

中国との関係は良好とはいえず、パキスタン、

アフガニスタンとも緊張関係にあります。インド

の外交は独特で、一陣営に偏ることなく、臨機

応変に外交を切り替えています。 

今回、侵攻で各国の生態が垣間見えました。

日本もこの生態系の中で生きてゆかなければ

ならないのです。なんでもアメリカ追随の付け

焼き刃ではなく日本にとって何が国益にかな

うのか、したたかな外交を展開してもらいたい。 

 

 編集部   BS-TBS 報道 1930 番組画面から 

 

         終面に関連記事「編集長が読む」 
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トルコ・プリエネ遺跡が問いかけるもの 

喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

 

超長寿命ダムの文明論的な意味 

             

トルコの西部、エーゲ海地方のソケから約 20km にある「プリエネ遺跡」は、紀元前 11 世紀頃最

初にイオニア人によって建設されました。4～5,000 人の街と考えられ、劇場・城壁・コロシアム・柱

廊など数々の遺跡を残しています。プリエネには、背後のミュカレ山の斜面を利用した上下水道

システムもありました。 

プリエネは、当初、海に突き出た半島の港湾都市でした。しかしメンデレス川からの土砂流入

で埋没し、現在は沖積平野となってしまい、内陸の丘の上に再建されました。ちょうどアレキサン

ダー大王による征服の紀元前 4 世紀頃です。 

プリエネは、思想家のバイアスの生誕の地です。紀元前 6 世紀半ば、プリエネがペルシャ人に

包囲された時、人々は家財道具をまとめて街から逃げようとしましたが、バイアスは、何もせずじ

っとしていました。人々は「財産がなければ敵から攻められずに済むものか？」尋ねました。彼は、

「私の財産は、私の頭脳である。」と答えました。プリエネは、このバイアスの言葉により、生き残

り繁栄しました。 

ロシアが 2 月 24 日にウクライナに侵攻し、戦争が始まりました。誰もが思いもよらず、説明もで

きない、まったく合理性のない軍事侵攻です。ウクライナの各地でロシア軍とウクライナ軍が戦闘

をおこない、大勢の人々が国外へ避難しています。連日の TV 報道から、破壊された道路や橋、

ビルや住宅、ショッピングセンターなど、ウクライナの街の姿は、言葉も出ないほど大きく変わって

しまいました。 

これまで、ウクライナの人々が築いてきた構造物が灰燼に帰しています。これは、自然災害に

よるのではなく、人間によるものです。現在のウクライナの姿をみて、「超長寿命のダム（構造

物）」なんて意味があるのだろうかと考えてしまいます。「究極の財産は、私たち自身」なのかもし

れません。どんな状況下でも、生き抜くこと、その思いさえあれば、時間はかかっても再建はでき

るのです。 

         

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                サクレッド・ストア（聖なる柱廊） 
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 編集長が読む   ウクライナ侵攻のなかで 

     『文明と覇権から見る中国』  

一国覇権主義から多元的文明の共存へ   

冷戦後の国際秩序のパラダイム(枠組み)が、

今、大きく揺らぎ始めている。国際政治学者の

中には、今の世界の状況は冷戦以前の 20 世

紀、あるいはもっと以前の 19 世紀にまで逆戻

りしたとの指摘も出ている。 

そんななか、現代中国を中心に東アジアを

対象に、この 10 数年間にわたる研究フォーラ

ムの成果をまとめたこの新著が出版された(中

西輝政編＋7 人の国際政治学者による文明

学)。侵攻とほぼ同時に発売されたこともあり、

注目すべき研究成果を紹介してみたい。 

まず、歴史と文明をめぐる広い視野という点

で、象徴的なのが、ウクライナ、ロシアを含め

た現代ユーラシア全景とその地名について、

19 世紀前後のロシア帝国と清帝国の進出が

大きく見開き 2 頁で掲載され

ていること(第 3 章= 中央アジ

アにおける清朝とロシア帝国)。

進出の時期とその進出先ま

でが分かるように地図上に図

示されている。これと本文とを

合わせて読むと、プーチン政

権がロシア革命以前のロシア

帝国の偉大なる復興を目指しているのではな

いかとさえ想像させて、面白い。第二は、これ

も見開き 2 頁図で、戦前からの現代中国につ

いて、国共内戦や軍閥の動向、さらには、国

民政府と共産党との複雑な合従連衡の動きな

どが、年表付きでわかりやすく図示されている。

第 2 章(近代化の果てに出現した中国)の本文

とこの 2 次元図示履歴書ともいえるものを合

わせて読むと、挫折を繰り返しながら現在の

中国がいかにして生まれたかが、その歴史の

偽造がなぜ起きたのかを含めて理解できる。 

そうしたマクロ解説のほか、第 5 章(北京と

香港関係)では「経済統合の進め方から北京

政府は香港・マカオを広東省に(一地方として)

吸収させる方向で将来図を描いていると推測

される」とズバリ指摘している(特別行政区の

廃止)。第8章では台中危機の構造についても

分析している。習近平主席は今後も一強体制

を強化し、硬軟織り交ぜた圧力をますます激

しく台湾に仕掛けてくるという。なぜ一強体制

が必要なのかという説明にも説得力がある。

ただ、習主席の「台湾統一は歴史的任務」

(2021 年 7 月の中国共産党創設 100 周年演

説)という冷戦思考が果たしてパラダイム危機

を生み出したウクライナ侵攻後も通用するも

のかどうか。そしてまた、建国 100 周年にあた

る 2049 年を視野に「中華民族の偉大なる復

興」につなげようとするのか、注目したい。 

第 9 章(東南アジアにとっての中国問題)で

は、各国に通底する本質は中国の経済発展

と対外進出という膨張が各国の共通項であり、

それが東南アジア各国の未完の国民国家建

設と政治経済の近代化を阻害していると結論

付けているのが注目される。対して各国は対

中協調をベースにしながらも中国脅威を緩和

する政策を繰り返していくと予期できるとして

いる。以上、新著全体をまとめると、パワーゲ

ーム的な、いわば食物連鎖の頂点に立つ一

国覇権主義から安定した多元的文明共存の

時代へ、ということになろうか。多元的文明の

共存とは、ユーラシア全体に限って一口で言

えば、生態学者、梅棹忠夫氏の『文明の生態

史観』(1967 年)という地政学的な依存関係の

ことである。 

この点で、トランプ政権が発足した 5 年前に

出版された同じ中西氏の『アメリカ帝国衰亡

論・序説』(幻冬舎)が注目される。今、世界は

多極化に向かっており、冷戦後の「一国覇権

主義」では帝国は 20 年ほどで衰亡し、破綻す

るとしている。このことはアメリカに限らず、ウ

クライナ侵攻後のロシア帝国においても、また

軍事強国の夢実現に全力を挙げている今の

習近平中国でも、その先に衰亡の運命が待ち

受けていることを、私たちに示唆する。 

 (ウェッジ、2022 年 2 月、中西輝政 編) 
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