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 多発するスーパー伊勢湾台風の時代  台風 10 号のあとで 

今までに経験したことのない、が意味するもの  

災害を日常に組み入れる 災害社会学 の出番 

今回の台風 10 号では、気象庁は、直面している台風がことのほか異常で重大な被害が出る

恐れがあるとして特別警報を出す可能性を示唆した。そのうえで

「今までに経験したことのない記録的な暴風」と国民に最大級の

警戒を呼び掛けた。危機的な状況を具体的に訴えたいためか伊

勢湾台風並みとも表現していた。NHK 記者みずからも「今ただち

に、命を守る行動を」とニュース番組などで繰り返し、視聴者に訴

えている。このためか、住民への避難指示や勧告は 100 万人規模だったという。 

ここ数年、毎年のように大規模水害や台風に見舞われているが、この 7 月に続いての今回の

事態は何を意味し、何を私たちに示唆しているのだろうか。これまでとは根本的に異なる災害対

応、すなわち、今までに経験したことのない新しい災害観枠組み=パラダイムの転換が迫られて

いるのではないか。  関連記事=災害社会学 6 頁、書評 10 頁  写真 NHK 総合=5 日 20 時 1 分 

 

 この 7 月、国交省は流域総ぐるみ治水対

策を打ち出したが、利害調整が困難などあま

りに問題点が多すぎるようだ。そこで、ここで

は災害観を、日常から<遠い水>という国家の

自然観から日常に<近い水>という自然観に転

換することを提案してみたい。その転換のた

めに災害を日常に組み入れる新しいパラダイ

ムによる取り組み、災害社会学の可能性につ

いて考えてみる。災害対策は、河川工学や国

交省だけの問題ではないからだ。共通認識づ

くりでは急がば回れで、この際、住民やコミュ

ニティを視野に入れた社会学的な手法が求め

られる。というのも、これまでのように災害を社

会の外部要因として対峙するという対応では、

もはや限界であり、国家の自然観から民衆の

自然観に立ち返り、ゆらぐ日常に災害を組み

入れる、内部化する新しい実践の学問の災害

社会学の手法を導入する。こうした試みは東

日本大震災で始まり、南海トラフ巨大地震へ

の備えでも一層重要性を増すのではないか。 



少し振り返ってみると、衝撃的な関西国際

空港浸水など一昨年 7 月の西日本集中豪雨、

北陸新幹線車両基地浸水の昨年 10 月の台

風 19 号大水害。いずれも多数の犠牲者を出

したが、さらに今年に入ってからは 7 月の河川

大氾濫の熊本集中豪雨と今回の台風 10 号。

今年ははや 2 度も大水害に見舞われている。

もはや大規模災害は繰り返しの日常化した現

象とさえいえる。 

   流域ぐるみ治水論も結構だが 

 もちろん、国交省もこの事態を深刻に受け止

め、大水害や巨大地震に備える防災・減災総

合対策をこの 7 月に公表している。そこでは、

堤防やダムだけに頼らず、貯水池の整備や土

地利用規制、避難体制の強化など、流域ぐる

み治水に転換する方針を打ち出し、明記して

いる。ダムにばかり頼らない総合的な流域治

水は、長期的な視点としては、うなずける。  

しかし、この分野の取り組みでは熊本県は

先進県だが、7 月の熊本豪雨では、利害関係

者が多く調整に手間取り、有効な対策として

は間に合わなかった。短期的にはハザードマ

ップで日ごろから災害リスクの高い地域を点

検するなど自助努力、あるいはほかの地域の

実情に関心を持つなど、いわば〝合わせ技〟

を強調しているのが現状である。 

 昨年 10 月の台風 19 号大水害を分析した河

川工学者、大熊孝氏はもう一度民衆の自然観

を取り戻すべきときに来ているとして次のよう

に論考の最後に語っている(論考=都市問題

2020 年 2 月号 特集 1 治水政策再考)。 

 「明治時代以前、民衆は生業を営む中で自

然とのかかわりが深く、誰もが『民衆の自然

観』を持ち、日常的には無論のこと、非日常の

災害時にも、自然とうまく付き合う関係性を有

していた。しかし、明治時代以降、近代的科学

技術を手に入れてからは、自然を克服と収奪

の対象とみなす『国家の自然観』によって富国

強兵・殖産興業・経済成長を成し遂げてきた。

この『国家の自然観』は明治維新以降 150 年

がたち、ほぼ国民に浸透し切ったといっていい。

換言すれば、国民は日常的には自然を意識し

なくても生活できる状況なっており、『民衆の

自然観』は忘却の彼方となっている。しかし、

非日常の災害が起こると、自然と人の関係性

が切れていることが、被害を大きくしていると

いえる。もう一度、民衆と自然の関係に立ち返

り、自然と人の関係性を復活することが求め

られている」 

    <民衆の災害観>を取り戻すために 

この指摘を重く受け止めたいが、問題は災

害を日常ごととして、どのように日常のなかに

組み入れ、市民とともに実践していくかという

ことである。その一つは遠い水を近い水に転

換するのは市民のための自然観、災害観を

土台にした災害社会学ではないか。具体的に

は、まだ新しい学問だが、今年度から放送大

学(BS 放送視聴可能)で始まった東日本大震

災10年をフィールドにした「災害社会学」(担当

は金菱清元東北学院大教授、現在関西学院

大学教授)である。金菱氏は、講義テキストの

中で、災害社会学の方法論について、次のよ

うに語っている。 

 「災害社会学では災害を科学的な因果関係

で取り結ぶようなシミュレーションとして外部化

するのではなく人間社会の文化的寛容さを内

部条件下していくものとして扱おうとしている」 

 これは民衆の自然観の復活には自然への

感性と知性を磨く必要性を新著=注記で強調

している大熊氏とも通じる。今春開講されたこ

の 15 回にわたる金菱氏の今夏集中講義を拝

聴したが、災害を、社会の中における人間「復

興」論に結び付ける新しいパラダイムを提示し

ているという強い印象を受けた。<近い水>災

害観の形成に広く資するだろう。 

なお、災害社会学については、稿をあらた

めて今号(6 頁)「災害社会学事始め」の項で講

義や実践内容について紹介したい。 

 注記 今号書評欄(10 頁)に大熊氏の新著

『洪水と水害をとらえなおす 自然観の転換と

川との共生』を再掲載。一般書の新著には民

衆の自然観やその復活に向けた考え方や取

り組みなどの論考がある。 
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第二回 ロシア、暗殺というリアル 

  酷暑つづきの毎日にぴったりの「背筋がぞ

っとするニュース」をとりあげてみたい。８月 21

日ロシア・オムスク発のロイター電は記す。 

  「モスクワに向かう旅客機の中で体調不良

を訴えシベリアのオムスク病院に緊急搬送さ

れたロシア反体制派指導者ナワリヌイ氏を巡

って、ロシアの医師団は 21 日、治療のため同

氏をドイツに移送することを認めた。一方、同

氏が何者かに毒を盛られたとの見方について

は否定した」 

  4 日後に BBC はこう報じた。 

  「ナワリヌイ氏が現在治療を受けているドイ

ツ・ベルリンのシャリテ大学病院は声明を発表

し、臨床検査でコリンエステラーゼ阻害剤に分

類される物質による中毒が示されていると説

明した」 

以前からプーチン政権下で反体制派や政

権の弱みをにぎる要人の不審死が相次いで

おり、海外メディアはたびたび暗殺疑惑を報じ

てきた。今回の毒殺未遂もその一環で、オム

スク病院の医師団は事実を隠蔽したとの見方

が有力だ。ロシア大統領府は「でたらめ」と完

全否定。さすがフェイク世界番付表（前回コラ

ム）の大関、プーチン大統領。 

  ロシアは原子力記者の私にとってなじみの

深い国だ。チェルノブイリ原発事故（1986 年）

と核兵器解体の取材で、1990 年代に何回か

ロシアに長期滞在した。 ソ連崩壊（91 年）前

後は社会的な混乱がひろがり、モスクワでマ

フィアによる犯罪が頻発していた。私が定宿に

していたホテルも凶悪事件が相次ぎ、フロアご

とに武装した防弾ベスト姿の警備員が巡回し

ていた。 チェルノブイリ原発の管理がソ連崩

壊後のウクライナに移る直前、「石棺」とよば

れる放射性物質の飛散防止構造物に囲まれ

た事故炉の中心部に入った。原発テロのリス

クが高まっていたときで、裸電球が点在する

暗がりのなか、マシンガンをかまえた軍人たち

が目を光らせていた。 

  私は大阪府警担当のころ、山口組と対立暴

力団とのあいだの激しい抗争事件を取材した

ことがある。その経験をへても、重武装した者

同士の銃撃戦や暗殺の横行は映画・小説の

世界としか考えられなかった。しかし、ロシア

の日常を体感し、別次元の現実を実感した。

今回の暗殺未遂疑惑について、国際世論は

ロシア政権側がうそをついているとの見方に

傾いているのではないだろうか。 

  暗殺疑惑の背景を解説する記事には、経

済停滞から「強いロシア」にほころびが見えは

じめ、プーチン氏が権力維持に必死になって

いるとの指摘が散見される。この説と符合す

るかのようなコメントが朝日新聞にのった。退

陣を決めた安倍首相のロシア外交に関する記

事でモスクワ国際関係大学のストレリツォフ教

授がこう語っている。 

  「安倍氏はプーチン氏が独断ですべて決め

られる強い指導者との幻想を本気で信じてい

たか、解決は不可能とわかったうえで有権者

に領土問題にとりくむ姿をみせたかったかの

どちらかだろう」 

  政治家は表向き「外交は信頼関係」と強調

するが、本質は虚々実々のかけひき。フェイク

番付が政治家でしめられるのは、この先も逃

れられぬ現実かもしれない。 

福島事故、うそつきはだれか 

 ７月 10 日、福島民友新聞ウェブサイトに短い

記事がのった。映画「Fukushima50」の出演者

による舞台あいさつの紹介だった。東京電力

福島第一原発の事故現場に踏みとどまり、作

業をつづけた約 50 人の発電所員らを描いた

作品である。 

  ことしの 3.11 にあわせて封切られたが、４、



５月のコロナ緊急事態宣言で劇場上映はスト

ップ。その間、ネット経由の動画配信サービス

を代用した。第１波がおさまってカムバック劇

場上映へ動き出した７月９日、東京の映画館

に出演者らが集まった。この日は事故当時の

原発所長、吉田昌郎氏の命日（2013 年病死）

でもある。 

  物語にはこんな場面がある（ノベライズ版を

もとに構成）。 吉田所長が東京本社からの電

話を叩きつけるように切って、所員にこう告げ

る。「首相サイドが余計な口をはさんでいるら

しい。炉心に海水を入れると、蒸発したあとに

できた塩の結晶のせいで、再臨界（再び核分

裂連鎖反応が始まること）をおこすかもしれな

いって言ってるんだ。きっと何も知らん奴があ

ることないこと吹き込んでんだ」   

  原作は門田隆将氏のノンフィクション「死の

淵を見た男」。現場対応を美化しすぎていると

いう批判もあるが、上記の会話は事実に近い。

このやり取りが公になったあと、当時、民主党

政権下の首相だった菅直人氏はメディアの取

材に「海水注入を中止させた事実はない。海

水を入れると再臨界しないかとも言っていな

い」と反論。現在も主張を変えていない。 野

党だった自民党国会

議員の安倍晋三氏は

メルマガで「菅首相が、

海水注入を中止する

よう命令したため、作

業が遅れ、被害が拡

大した」と書いた。菅

氏は名誉毀損だとし

て民事で訴えたが、敗訴した。 

  真実は一つとすれば、だれかがうそつきと

みるのが常識。しかし、裁判や国会事故調査

委員会の記録を丹念に読むと、真相はそう単

純ではない。 

  解明のかぎは官邸でのやりとりにある。炉

心冷却用の真水が不足し、東電が前例のな

い海水注入の準備を進めるさなか、首相、原

子力安全委員会委員長、東電幹部らが膝詰

めで海水注入問題を話しあっていた。途中、

首相がいきなり「再臨界の可能性はないの

か」と委員長にたずねる。委員長は質問の意

図がつかめないまま、可能性を否定しなかっ

た。東電幹部は海水注入に首相が待ったをか

けたと感じ、本社に伝えた。本社から幹部のこ

とばを伝え聞いた吉田所長は、映画場面のよ

うにキレる。 

  ほかの官邸メンバーの証言を加味すると、

首相は海水注入話は決着したとみて、次の再

臨界問題にきりかえたつもりだった。しかし、

委員長は海水注入のつづきと勘違いし、返答

もいいかげんだった。真水、海水のどちらであ

っても、「再臨界の可能性は理論的にはゼロ

ではない。しかし、炉心に注入しない方が危

険」とていねいに答える必要があった。 

  私の結論は「うそつきはいない」。ただ、コミ

ュニケーションギャップをひきおこした責任は

菅氏が負うべきだ。話の文脈をきりかえるとき

は、誤解をまねかないように説明するのが鉄

則。緊急時に重大案件を問いかける最高権

力者であれば、なおさらだ。安倍政権下でくり

かえされた官僚の不祥事も、コミニュケーショ

ンギャップがひそんでいるかもしれない。 

      

 【追記】 前回コラムの末尾に掲げた高木仁

三郎氏のことばは、私が取材で聞いたひとこ

とでした。岩波書店「科学」（1999 年３月号）に

そのことばにかかわる記述があります。以下

に引用します。「科学者たちは、まず、市民の

不安を共有するところから始めるべきだ。そう

でなくては、たとえいかに理科教育に工夫を

施してみても，若者たちの“理科離れ”はいっ

そう進み、社会（市民）の支持を失った科学は

活力を失うであろう」 

渥美 好司（あつみ・こうじ） 1954 年、浜松市

生まれ。1978 年に朝日新聞入社。科学記者として、

チェルノブイリ原発事故、ＪＣＯ臨界事故、東京電

力福島第一原発事故など原子力分野を中心に取材。

東電に唯一残された原発「柏崎刈羽」を現地で長期

取材したのを最後に、2020 年 3 月に退職。 

 市民環境ジャーナル 2020 年９月号



                                         市民環境ジャーナル 2020 年９月号 

リレー連載寄稿「津波が来た海辺」仙台湾岸からの手紙 ② 

海岸林、成長の早いマツの再生力を生かす  

今、南海トラフ巨大地震にどう備えるか 

岡 浩平 ( 広島工業大学環境学部 海岸植生 写真左下 )

3.11 の大津波では、クロマツを主とする海

岸林が壊滅的な被害を受けました。復興事業

では、津波に強い海岸林をつくるために、山

砂を使った盛土を造成し、その基盤の上にク

ロマツの植栽が進

められています。津

波による大きな被

害を受け、そして、

マツザイセンチュ病

が蔓延するなか、マツと付き合い続けるという

選択をしたわけです。 

遠州灘海岸の海岸林では、トベラやマサキ

などの常緑広葉樹も積極的に植えられていま

すが、それでも主役は同じようにマツだと思い

ます。これからも、マツと上手に付き合っていく

ために、ここでは津波被災地のマツの様子を

紹介したいと思います。 

まず、津波に対して、マツはどの程度の割

合で生き残ることができたのでしょうか。岩手

県の高田松原は奇跡の1本松で有名ですが、

7 万本あったマツのうち、1 本だけが生存しま

した。仙台市新浜地区にある私たちの調査地

では、海から 200～400m あたりのマツの生存

率は約 2％でした。直径 10cm 程度の細いマツ

が多かったことから、津波への抵抗力が弱か

ったことも影響しているかもしれませんが、や

はり大規模な津波にマツが耐えることは難し

いようです。 

海岸林は、津波に耐えて、その威力を弱め

ることも期待されていますが、被害を受けた海

岸林がすばやく再生していくことも大切です。

このような特徴は、「レジリエンス」という言葉

で表現されることが多くなりました。津波に対

するマツのレジリエンスは、どの程度だったの

でしょうか。広葉樹であれば、ストレスを受け

て葉をすべて落としても、枝や幹から葉が再

生することがあります。これは「胴吹き」とも言

われる現象です。マツにはこのような性質が

ないため、いったん葉が褐変して落葉すると、

再生は難しいです。したがって、一度枯れたマ

ツの自律的な再生には、タネからの成長が必

須になります。津波被災地の多くは、盛土が

全面的に実施されたため、マツの自律的な再

生の機会が失われました。 

私たちの調査地には、津波の後も一切手を

つけずに、動植物の再生を見守っている場所

があります(写真下)。そこの樹木を 1 本 1 本丁

寧に調べてみると、大量のマツの実生が育っ

て い る こ と が 判 明 し ま し た 。 1ha （ 100m ×

100m）の範囲に、約 6,000 本ものマツが生育し

て いまし た。こ

の本数は、津波

被災地のマツの

植栽密度とほぼ

一緒です。津波

に関わらず、被

害を受けた海岸

林を再生する際に、マツのレジリエンスを十分

に活用できることがわかりました。 

津波の後に、タネから再生したマツの本数

にも驚きましたが、それ以上に驚いたことは、

マツの成長の早さです。毎年調査している場

所でも、同じ場所とは思えないほど変化を続

けています。成長のよいものでは、6 年目には

人の背丈くらいになり、その後は１年に 1m 近

く樹高が伸びています。このまま成長していく



と、早期に防風や防砂の効果を発揮してくれ

ると思います。この成長の早さをみていると、

昔の人たちがマツを植えたくなる気持ちがわ

かりました。 

最後に、この場所のマツの周囲を見渡して

みます。マツの根元の周辺では、ハマヒルガ

オが花を咲かせ、ハナバチが花の蜜を吸いに

訪れ、鳥たちが昆虫を追いかけています。盛

土された場所では、これらの動植物は生き埋

めになりました。 

私が津波被災地から教わったこと。それは、

ふるさとの自然に耳を傾け、そして、自然を活

かしながら自然を守ることの大切さでした。 

 

   編集部    - 小冊子から    

小さな穴にすみ分ける湿地の植物 

 

岡氏は、小冊子『津波が来た海辺』で、大津

波からよみがえる植物として<小さな穴にすみ

分ける湿地の植物>についても調査し、結果を

まとめている。以下、編集部による要約で紹

介します。 

 被災した樹林を詳しく観察してみると倒れた

樹木の近くには小さな穴がいくつもあり、中に

水の溜まった不思議な景観が広がっている。

被災から約 3 年半が経過した 2014 年夏、どん

な種類の植物が生えているのか、穴に生えて

いる植物を調べた。 

その結果、水面を基準に低い方から高い方

に向かって、ヒメガマ→コウガイセキショウ類

→ヒメジソ→カモノハシと変化していた。その

高低差はたった 30 センチ。わずかな水分条件

の違いが多様な植物の生育環境を生み出し

ていることがわかった。 

 海と陸と川が出合う変動域、砂浜海岸エコト

ーンの湿地のこれからを考えるとき、この小さ

な穴の湿地には、後背湿地の再生のヒントが

隠されている。低地盤の土地では、このような

湿生植物の生育地をつくっていけば、クロマツ

などの海岸防災林と共存できる可能性もある

のではないか。 

 

 

    編集長から 災害社会学事始め  

この仙台湾岸からの手紙は、生き残った生

者からみた復興学ともいえる。これに対し、こ

のノートでは、死者たちからみた災害社会学

について、今後、このリレー連載寄稿に伴走

する形で掲載し、考えてみたい。 

「人間、死んだら終わり」と、どう向き合うか、

死者たちも人間「復興」や社会の復興につい

て多くを語るからである。お手本は、今号トッ

プ記事でも触れたが、放送大学の 2020 年度

開講「災害社会学」(担当講師=金菱清前東北

学院大学教授。写真はそのテキスト。一般に

もBS放送で視聴可能)。編集長も今夏15回す

べてテレビ聴講したので、まずは以下にライン

ナップを紹介する。授業のおおよそがわかる。 

序論・災害社会学事始め②レジリエンス論③

内なるショック・ドクトリン論④リスク論⑤コミュ

ニティ論⑥祝祭論⑦記録と忘却⑧心のケア論

⑨疑似喪失体験⑩亡き人への手紙⑪幽霊⑫

夢⑬霊性論⑭原発災害、そして最後に提言も

ある⑮災後の社会学的展開。 

 一見してわかるが、コミュニティ論を中心とし

た通常の社会学の概念

を超えた視野の広い枠

組みづくりの授業を展開

している。南海トラフ巨大

地震にどう備えるか、に

も有益な考え方と、特に

後半の授業では鋭い洞

察がそこここに見られる。

新しい災害論ともいえるだろう。 
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  オンライン談話会から   

忘れられた愛知海道   東西の横糸 

南北の縦糸愛知用水との関連をめぐって

用水ゆかりの久野庄太郎のもうひとつの物語 

 

 地域主体の国際協力・岐阜(世話人=伊藤か

おり)は今夏、7 月定例会をリモート(ZOOM)で

開催した。 

談話会の講師は愛知用水の建設経緯など

地域開発に詳しい「歩く仲間」代表の柴田英

知氏で、テーマは「地域開発の縦糸と横糸」。

河川のない知多半島ではかつては数年おき

に干ばつに見舞われていた。このことを憂え

た知多市の篤農家、久野庄太郎らが恒常的

に農業を行えるよう木曽川から用水路を引くこ

とを決意したということはよく知られている。愛

知用水公団や下からの主体的で草の根的な

活動もあって、発願からわずか 13 年後の

1961 年には見事に南北のいわばたて糸の用

水路は完成する。現在は独立行政法人の水

資源機構が管理と運営にあたっている。 

 久野氏は、このあと、陸路の横糸としての愛

知海道の構想実現に取り組むことになること

はあまり知られていない。今日の伊勢湾岸道

や国道 23 号線バイパスの下敷きになった構

想である。いわゆる、愛知海道計画である(写

真右は愛知海道計画図)。第二東海道づくりと

もいえるもので、談話会では、用水完成から

60 年ぶりに解き明かされた愛知海道計画の

知られざる真実が語られた。以下に、談話会

資料や参加者の談話後のやりとりなどを基に

まとめた参加記者の要約を紹介する。 

 

        < 談話会 要約 > 

 1960 年当時、名古屋と四日市を結ぶ名四国

道が工事中で、東三河では豊橋を中心に東

三河新産業都市計画のなかで豊橋と蒲郡間

の自動車道路計画があった。その二つを東西

にまっすぐつなぐ車専用道路が愛知海道であ

る。当時国(運輸省)は愛知用水と同じように世

銀借款で建設された名神高速道路の延伸とし

て、中央道案(現・中央高速道路)、国道 1 号線

の山側の東名道(現・東名高速道路)と、1 号線

の海側の東海道海岸道の 3 路線を検討して

いた。中央道案や東名道案の建設は 1962 年

に決定したが、久野は、採用が見送られた東

海道海岸道に目を付け、愛知海道としてよみ

がえらそうと建設推進運動に取り組む。 

 ここからが、久野の真骨頂が発揮される。計

画は、幅 60 メートルに上下それぞれ 2 車線 5

メートル幅、広い中央分離帯も設置。道路両

側 4 キロを区画整理する構想を打ち出し、沿

線自治体と住民に推進運動を働きかけた。平

たく言えば、久野は地主に対して地価の上昇

により元手は十分取れるとし、区画整理により

先進的な大手メーカーの誘致が見込まれると 

農工一体地域開発をもくろんだ。道路建設だ

けではない巧みな開発モデルである。 

 この歴史の詳細は久野氏自身が残した雑誌

「躬行者」に詳しい（躬＝キュウ、みずから）。

久野は雑誌を 100 号まで、1972 年 2 月まで発

行した。しかし、その時点では、はっきりした実

現の見通しは立っていなかったのだが、柴田

氏は大学院での調査研究で、その後東三河

の産業発達の動向をつぶさにたどり、今日の

伊勢湾道や国道 23 号線バイパスの土台とな

ったことを突き止めた。 

最後に、柴田氏は知られざる 23 号線バス

パスの真実ともいえると、中島みゆきの名曲

「糸」を引き合いに締めくくった。            

愛知海道計画図 
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砂丘をゆく 特別編 1                  風の舞う丘 遠州中田島から 

砂丘と海と砂、そして人は 
砂丘ではいつも風が吹きわたり、砂を飛ばし

当たり前のように風紋が出来あがります。小さ

な場所にひっそりと現れたりもします。かつての

ように砂丘全面に風紋が広がる事が無くなって

しまいましたけれど、足跡のない風紋に踏み込

むのは躊躇してしまいます。 

渚を歩きますとふわふわとして歩きにくい処

が有ります。それはついさっき沖から運ばれて

来たばかりの砂たちです。ですからまだしっかり

していないのです。その上ばかりを歩いて行きますと何だか雲の上を歩いているようです。柔らか

く何ともおぼつかないものであります。 

ある時より海岸の浸食が問題化しました。そこで砂利や礫(れき)が殆どを占める砂と称される

ものがうず高く渚の傍に置かれました。やがて砂浜は砂利浜に変わってしまいました。その年 9

月中田島砂丘のゴミを拾い集めるというイベントを開きました。そこで受付にいた私の所に親子

連れが近づいて来ました。 

「砂浜の砂利は何だ？ ここの砂浜は綺麗だか

らこの子が小さい時から毎年来ているんだ。来年

もこんな状態だったら二度と来ないからな。」とお

父さんと六年生くらいの男の子と妹、と親子三人に

睨まれてしまいました。中田島海岸を愛している人

がここに居る・・とても嬉しかったのですが、行政の

人間でも無い私にはどうにも仕様も無く、来年にな

ればがっかりする姿を想像してしまいました。「す

いません。」と謝ったことを覚えています。 

 現在の中田島砂丘には砂丘の中を高さ 15ｍの防潮堤が東西に走っています。コンクリートと土

を混ぜた堤に砂を被せ、その姿は見えないようになっています。観光客にはこの堤が砂丘と見え

るようです。人は重機を使い巨大な砂丘のよう

なものを造り上げました。それはたいしたもので

は有ります。しかし何かを造るために大抵何か

を壊してゆきます。重機を自在に扱える人でも

風紋を作る事が出来るでしょうか。 

細かい砂は風に舞い、私たちに奇跡を見せ

てくれている。けれどもその砂はコンクリートの

材料としては細かすぎて使い物にならないのだ

そうです。それもまた面白いものです。 

                                      

          ( 文  海岸侵食災害を考える会、 長谷川武    写真  写真家、加藤マサヨシ ) 



 ■  書 評        

洪水と水害をとらえなおす  

大熊 孝 著 

人との関係取り戻す警告と提案の書 

本書は、大熊先生からの日本人への、“自

分自身と家族の命、国土を守るために書き遺

す警告の書”である。同時に、後輩河川工学

者や河川管理者へ、ぜひとも伝えておきたい

ことをまとめた書でもあると思う。 

主題は、水害の犠牲者をなくすこと、人と

川との関わりを取り戻すことの提案であり、先

生の仕事の集大成といえる。口調は穏やかだ

が、先生が最も伝えた

いことは「水が出るとこ

ろに住まないでほしい、

命を守る知恵と技術は

すでに我々の手にあ

る」だと感じた。先生は、

危険が予測される箇所

の水害を「分家の水害」と呼び、あまりにその

例が多く、防げる被害が出ていることを嘆いて

おられる。本書から私なりに読みとったことを

私見を交え、紹介してみたい。 

● 技術をその規模から 3 分類する 

人は、水から離れると不便を感じ、水に近

すぎると水害に会うが、明治以降、特に戦後

は機械力と技術を得て、容易に河川を管理で

きる気になった。本書第 3 章では、技術をコミ

ュニティと技術の規模から「私的段階・小技

術」、「共同体的段階・中技術」、「公共的段

階・大技術」に分類している。川が個人や集落

の手から離れ、公の管轄になると住民の時間

的、労力的負担は減るが、一方では地域固有

の対応や住民の関心、経験、危機意識が失

われる。堤防は切れにくくなるが、切れた際の

被害はかえって拡大することもあり、その結果、

水害はなくならない。治水ダムは限界まで貯

水するが、今般のニュースでもわかるように耐

え切れず緊急放流をすることがある。実際に、

西日本豪雨では自然ではありえない急激な増

水に避難が間に合わず大被害を出した。 

「公共的段階・大技術」においても、かつて

は暗に破堤場所が設定されていた（213 ペー

ジ）。現在では同一基準で水害対策が行われ

る傾向が強く、破堤箇所が予測できず被害規

模もかえって拡大する弊害が生じている。本

来、水害対策は一滴も堤防を越えて溢れさせ

ないことではないと大熊先生は書いている。

仮に越流はさせても破堤をさせない堤防作り

を第一に、破堤してもゆっくり破堤させて避難

の時間を確保できる構造にすることを第二に、

そして、最悪の事態を想定して破堤する箇所

を用意し人的被害の及ばない遊水池をセット

で作っておくべきであるとしている。 

思うに、一律基準の水害対策は一見平等

に思えるが、ブレーカのない配電盤、安全弁

のない圧力鍋のごときもので、危険極まりな

い。一方では、下流の水害を防止する治水ダ

ムの建設のために上流の住民を移転させると

いう不平等があるが、都市の論理におされて

とかく問題にされにくいのが現状である。 

●土木工学界はなぜ行政批判を控えるか 

本書では、私(評者)も長年関心を持って研

究や具体的な提案をしているダムについても

多くを述べている。大熊先生はダム不用論者

ではないが、治水対策としてのダム建設と運

用は得策でないという立場をとる。これは、主

にダムの治水能力に大きな限界があるという

ことに加え、住民の水害に対する危機意識が

薄れることによる被害拡大を心配してのことで

ある。私もこの考え方に同感である。 

その関連で先生曰く。ダム関係に限らずい

ろいろな河川土木の会議に出席する河川工

学者のほとんどは国土交通省の代弁者であ

り、行政批判や事業に異を唱えることはほと

んどない（56 ページ、181 ページ）。 これは、

土木工学界においては行政と企業所属者の

発言力が大きいことが影響していると思う。立

石裕二氏によると、各学会役員に占める行

政・企業所属者の割合は、土木学会（60％）、

応用生態工学会（44％）、日本生態学会



（13％）、日本陸水学会（11％）、環境経済・政

策学会（9％）（出典=『環境問題の科学社会

学』、178ページ、世界思想社、2011年）であり、

大熊先生の発言を裏付けている。 

●なぜ水害や公害の教訓は生かされないか 

水害や公害の教訓が的確に生かされて来

なかったことについても、本書の中で水俣病

の教訓が生かされずに起きた第二水俣病な

どを例に記されている。あらゆる検討が客観

的に論理的に行われる土壌が養われている

とは言い難い現状がある。  

事業を改善していく手法に PDCA（plan, do, 

check, act）があるが、巨大ダムで代表される

近代河川事業はdoあるいはdoneの段階であ

り、最近になってようやく大規模水害や地震津

波、台風などによる check を受け始めた段階

と言える。巨大土木工事は時間スケールが人

間の勤労期の 40 年や一生の 80 年を超え、重

大な問題が短期に露見しない限り、なかなか

PDCA サイクルが 1 サイクルすら回らない。多

くの場合、施工時の担当者は構造物に問題

が発生した時点で、もはや生存しておらず

PDCA がつながりにくい。加えて事業はさらに

近代化という巨大化と複雑化に向かっている。

ニューディール政策で作られた初期の大ダム

フーバーダムでさえ 1936 年完成であり、まだ

100 年を迎えていない。環境への影響や経済

効果、耐用年数などの総決算はこれからであ

る。このことも大熊先生の主張が採用されにく

い原因の一つであるように感じられる。 

● 川と謙虚に付き合う自然観こそ 

以上、冒頭に述べた概観的な結論を踏ま

え、まとめると次のようになるだろう。 

水害をいかに封じ、いかに利水するかに終

始した明治以来の河川行政は、中央と大都市

の価値観による効率と経済性を重んじるあま

り、発電や利水のためだけの河川をいくつも

出現させ、信濃川などではサケが産卵場まで

行くことを阻み、川の恵みと川そのものから

人々を遠ざけた。富国強兵、近代化の過程で、

日本人は技術の威力と利便性、生産性という

表面的な価値を輸入したが、西洋文明にも当

然ある人間らしい精神性や思想に目が向かな

かった。幕末・明治の来日外国人に、“清潔で

美しい国に住む世界一幸福そうな人々”と言

わしめた日本人は、”ほほえみを忘れた従順

な国民”となった。近代化と経済成長に邁進し

一定の成功を達成したが、決して美しい国土

を守り幸福な生活を続けているとは思えない。

これを是正するために、川とのつきあい方を

振り返り、しなやかでたくましい日本人を取り

戻すことを切に望んでおられるように感じた。 

さらに言えば、ダムを作るにしても謙虚に、

「作らせていただく」くらいの気持ち（69 ペー

ジ）でとも。洪水を排除してもそれはどこか他

へ向かう。下流にいち早く流せば下流で惨事

が起こる。水害対策もむかしの「水をいなす」、

「水をもたせる」発想で柔軟にしなやかに対処

していくことを提案しておられる。 

付け加えるならば、本書には「大熊先生の

川の定義最新版」と「武田信玄の治水の再検

討」が掲載されている。ぜひ読まれることをす

すめたい。先生の著書で知って入手した映画

「阿賀に生きる」は、「私的段階・小技術」が

「公共的段階・大技術」に蹂躙された事例が描

かれている。新著にも登場するビデオ「柳川

掘割物語」に描かれているのは「共同体的段

階・中技術」が辛くも「公共的段階・大技術」の

支配から掘割を守った事例である。評者(戸

田)もまた、新著を読み終えて、この二作をもう

一度拝見し、考えを深めてみたい。 

最後に一言。新著には、先生のご自宅の

庭にかつてあった大きな欅(ケヤキ)について

語った「あとがき」がついている。自宅のシン

ボルツリーとしたそうだが、今は伐採してない

という。評者の自宅にも、20 年くらい前に天竜

川支流で見つけた実生から育てた欅が植わっ

ている。今ではその太さが 10 センチにもなっ

ている。大熊河川工学の高い志のシンボルと

して、大切に育てていきたいと思う。 

 ( 農文協、2700 円、2020 年 5 月 ) 

評者=戸田三津夫 (静岡大学工学部) 

toda.mitsuo@shizuoka.ac.jp 
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● バッドマン宣言 ● 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、バッドマン(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。 


