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小紙 60 号突破 連載小説「湖
うみ

の星座」 二人三脚で書き継ぐ 読者 公募 

 お知らせ   賞金 10 万円  (編集長の一律コロナ給付金)     詳細 14 面 

テーマ 都市近郊の湖を舞台に、男と女の楽器が奏でる「離れあい」物語 

                                        

博物館「まちの盛り場」展会場にて    編集長コラム  

人はなぜ対面で会食するか サル学からの警鐘 
東京都をはじめ東海地方など全国的に再び感染拡大が加速し始めている。一時、下火になっ

ていた 7 月上旬、浜松市博物館ではテーマ展「まちの盛り場」(写真)が開か

れていた。会場を訪れ展示物を拝見しながら、人はなぜ集まり、ともに食事

をしたりするのであろうかという喫緊の問題意識を会場で静かに考察してみ

た。先に結論を言えば、国民に対面会食をできるだけ制限あるいは回避しよ

うという社会政策には、ヒトの数百万年にわたる進化に逆行し、一定の限界

と無理があるということ。ヒト進化を逆行させ、人間社会をサル化することを

意味する。サルは食べるときには分散するという習慣がある。対して、料理

というヒトの独自文化は対面共食の習慣を生み、ヒトだけが持つ共感力=人間性を進化させ、今

日の繁栄を築いてきた。サル学のこの到達点から、当面のドタバタをこえて、対面食事に対する

新たな発想とそれに基づく無理のないルールづくりが今後の社会には求められる。                

人はなぜ「盛り場」で遊ぶのか 

 人はなぜ一緒に食べるのか、という問題の

ほか、展示会場を拝見して、人はなぜ盛り場

に足を運び、遊ぶのか、ということについても、

あらためて考えさせてくれた。 

盛り場とは人々が多く集まり、勢いが盛ん

で活気ある状態となっている場所と、会場説

明にあった。そこには娯楽の場や飲食店、商

店などが集まり、人々の活発な活動により、に

ぎやかな場所が形成されている。芸能興行な

どさまざまな娯楽がいつの時代にもあった。 

 浜松にも歌舞伎座や浜松座などの劇場があ

り、勝鬨亭(現在はビリヤード場)や宝来亭など

の寄席もあった。それが時代の移り変わりとと

もに、映画館になったりもした。戦前、中区鍛

治町に松菱百貨店が開業し、屋上では遊園

地やショー、さまざまな販売会が開かれてい

たことがわかる。戦後では、そこの近代的なレ

ストランで家族が食事を楽しんでいる写真も

展示されていた。 

こうしたなつかしい光景は、なにも浜松市内

だけではなかった。規模に違いはあるにしても

全国どこにもあった多様な風景であろう。こう

した展示物や写真を見ていてふと気づいた。

これは、人間は遊びで進化したという『ホモ・

ルーデンス(遊ぶ人)』の世俗版世界なのだと。

著者は、オランダの世界的な歴史家、ホイジ

ンガーである。 



人類が歴史時代に入ってからも、ともに集

い、遊び、対面食事をすることで、ギブアンド

テイク社会に対応するのに必要な人間らしい

共感力を磨いてきた。また、社会的なルール

とは対極的な見返りを期待しない、あるいは

自己犠牲もいとわない家族のきずなも育んだ。

これが人とほかの動物とのちがいであり、人

間社会はそれらをなんとか両立させてきたと

いうのが人類史であろう。 

ゴリラやサル学で知られる山極寿一氏(京

都大総長)は、最近の新聞インタビューで「対

面を減らさない工夫を」と訴えている。傾聴し

たいサル学からの警鐘と受け止めたい。 

                   

ドローイング 「ことばのまわり」 展 

  乾 久子  アート カゲヤマ画廊 

   8 月 10 日 – 23 日 藤枝市 

 美術家の乾久子氏のドローイング展が、上

記の画廊と日程で 8 月 10 日から開かれる(画

廊= 藤枝市小石川町、054-641-5850)。 

乾久子の仕事 = http://hisakoinui.com  

小紙 3 月号インタビュー記事=  

http://lowell./o/olog-nofty./om/gozen/2020/

03/post-6e2b6b.html 

●  記者ノート  

打ち上げ火星ロケットにも ＜笠雲＞ ! 

  アラブ首長国連邦(UAE)の火星探査機を載

せた日本の H2A ロケットが、7 月 20 日種子島

宇宙センターから打ち上げられ、成功した。急

上昇した先端部分にはリング状の笠雲ができ

ているのが見られた(写真下 =7 月 21 日付中

日新聞社会面より)。   関連写真= 右上 

 

 笠雲と富士山     投稿   

山下文一     静岡市 
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佐鳴湖 散歩が楽しくなる 

私の雑草「楽」 

 

 

 

 写真家 市川恵美 (浜松市西区) 

  季節感のある雑草を毎月お届けします 
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   浜松ミニ SL ラウンドハウス 

名誉会長    小倉慶久 さん 

 ( 佐鳴湖公園 お花見広場駐車場隣接地 ) 

鉄道公園つくろう、私の “転轍
てつ

機”時代 

 子どもが大好きという、小倉さんが、その子

供たちのために常設の鉄道公園を浜松市に

つくろうと思い立ったのは、今から 38 年前の

1982(昭和 57)年だった。そして平成に入り

2000 年 6 月、鉄道ファンの仲間たちとともに、

ラウンドハウス(扇型鉄道機関車格納庫)を意

味する今のボランティア団体を立ち上げた(現

会員 40 人前後)。 

 小倉さんの話によると、実現までの道のりは、

紆余曲折で遠かった。市に働きかけても、子

供たちのた

めならば、

と趣旨には

賛成しなが

ら も 、 財 政

難 の 壁 が

立ちはだかった。運営はボランティアが担うと

いう誓いの下、粘った。そして、いよいよその

粘りが功を奏しそうになったと思ったら、今度

は近隣市町村との平成大合併話でまたまた

話は一時ストップ、信号待ちの「赤」状態に置

かれた。信号が「黄色」になったのは 2005 年、

思い立ってから 25 年間の準備期間を経て、

2007 年 5 月、現在の地(湖北岸花見広場駐車

場隣接地)での開園にこぎつけた。 

 月例運転会は、3 月から 12 月までは毎月第

一日曜日(4 月と 5 月は第二日曜日。雨天中

止)。午前の部は 10 時から、午後は 13 時から。

開催日には約 700 人から、花見の季節には

1700 人もの人出でにぎわうという。緑の木々

に囲まれた安全なミニ SL 広場として、人気が

高い。総レール延長は500mを超える。乗車は

無料。学校や幼稚園などへは機関車やレー

ルをもって出前運転会も随時開催している。 

 転車台の近くにある車庫の中を見せてもらっ

た(写真下)。本当に蒸気の力で走る機関車は

もちろん、小

倉さんを含め

ラウンドハウ

ス 会 員 自 作

の 機 関 車 も

あった。中に

は、ファン憧

れのドクター・イエロー(黄色い車体が目印の

点検車)もあるのには驚いた。乗った子供たち

の脚力で走る、愛称<ガンコちゃん>もあった。 

 インタビューは駅舎を背景に、外回り線、中

回り線、内回り線に囲まれたベンチでうかがっ

た(写真左)。小さいころから、もともと鉄道好き

だったが、建築関連の営業で全国を国鉄や

JR で出かけていた。その合間に全国の鉄道

公園に足を運んだという。そこから、浜松にも

鉄道公園を、の人生が始まったらしい。 

 ご自宅には、かつては N ゲージ 3000 輌も収

集していた。好きな風景の中で走らすことので

きるジオラマ鉄道模型を楽しんでいた。最近で

はずいぶん整理したが、それでも 1000 輌ぐら

いは今でも持っているという。鉄道ファンとして、

鉄道のどこが魅力ですか、という質問に小倉

さんは「ポイントです。これまで一貫して」。鉄

道車輌をほかの線路に移動させ、行き先レー

ルを切り替える分かれ目に置かれている転轍

機(てんてつき)のことだ。 

 最近は、健康のため佐鳴湖周辺でジョギン

グ、時代小説もよく読むという。猫好きでもあり、

鉄道公園づくりで出会った捨て猫を今も家族

の一員のように大事に育てているらしい。 

 カウボーイ風の帽子を粋にかぶってやって

きた小倉さん。その熟成された姿から、老記

者は、鉄道公園をつくろうと思い立った時、今

から 38 年前が、人生の転機、つまりは私の転

轍機時代だったのだろうと想像した。 
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新連載  浜松南病院  各科  私の一言健康インタビュー       

    川島 恵 さん       

   栄養科 (管理栄養士) 

 

コロナに負けない私の<ファクターX>  

この半年、コロナ禍で世界が戦々恐々とし

ている。そのせいもあり、最近の NHK スペシャ

ルでも、ノーベル賞の山中伸弥教授やタレント

のタモリさんが対話形式で、人間とウイルスの

体内バトルの様子を語っている。CG を使って

わかりやすく解説していた。 

 侵入してきたウイルスを、人間の免疫細胞

が飲み込む。そのリアルな様子。そうはさせま

いとコロナのほうも奥の手を使って逃げ回り、

その裏をかく。ダイナミックな様子は、まるで人

間同士の戦いのような面白さ。そんな血管内

の映像を見ながら、思うのだが、コロナに限ら

ず、感染症対策は結局、免疫力をいかに身に

つけるか、ではないかと思った。 

 そんな気持ちで今回のインタビューに臨んだ

のだが、川島さんはコロナに負けないために

は「腸内細菌を整えるバ

ランスの良い食事。いわ

ば免疫力アップの食事

力こそ大事です」と語っ

てくれた。いかにも、病院

内で、日々入院患者の

食事メニューづくりに気を配っている、さらには

リハビリに通う患者の食事指導もしている栄

養士らしい。たとえば、流動食といっても、いろ

いろある。おかゆが 3 割の 3 分流動食、5 分流

動食といろいろだ。メタボ食メニューもあれば、

糖尿減塩食、肝臓病食、さらには心臓病減塩

食、患者の病状に合わせたクローン病食とい

う特別食メニューにもかかわっている。メニュ

ーリストを見せてもらったが、病院食にはこれ

ほどのきめ細かな配慮をしているのかと、驚

いた。床ずれ患者にあったメニューもある。 

 よく言われていることだが、バランスのよい

食事構成は、ご飯、パン、麺類などの主食、

肉や魚の主菜、野菜などの副主菜、そして、

牛乳・乳製品、果物という要素を上手にそろえ

ることだという。具体的には、と突っ込んで質

問してみると、例えばとして、主菜ではイワシ

の生姜煮、煮付けであり、副菜では色物野菜

をいろいろ使った日本伝統の筑前煮。ただ、

忙しい日もあり、いつもいつもバランスよくとい

うわけにはいかない。そんなときには、または

ひと息入れるときには、ちょっとした間食や、

腸内細菌をサポートし、整える飲み物がいい

とも。コーヒーにスティック袋状の「大人用の粉

ミルク」を入れて、自前の免疫力アップを楽し

んでいるという。一方で休日には、二人の子ど

もたちと、食育も兼ねて、ロールケーキなどお

菓子づくりにも力を入れているらしい。 

 山中教授は、日本人にコロナ感染者や死者

が欧米などに比べて極端に少ないのは、その

要因(いわゆる山中ファクターX)として考えら

れるのは、ほかにもあるかもしれないが、マス

ク着用など衛生意識の高さではないかと番組

でも語っていた。この伝で言えば、栄養士、川

島流のファクターX は、自前の免疫力アップ食

事力にあるのかもしれない。 

 コロナに対抗するには、ワクチンや治療薬開

発だけでは十分ではない。基本は、自らをた

だす謙虚な姿勢こそ本当の対策ではないか。

彼女はそう言いたそうだった。この点では山中

教授もきっと賛成してくれるであろう。 

  「私の一言」健康法   

コロナに負けない自前の免疫力アップ食事

力こそ基本。その力を楽しく育てるのは食育。 
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リニア vs.オンライン、どっちが勝つか 

リニア中央新幹線東京・名古屋間の 2027

年開業は、遅れる公算が強まったようですね。

背景にあるのは、トンネル工事をめぐる JR 東

海と静岡県の対立。6 月下旬には金子慎社長

と川勝平太知事のトップ会談が開かれました。

コロナ禍を受けてビデオ電話方式かと思いき

や、二人は県庁で顔と顔を突きあわせた。た

だ、会談そのものはネット中継で公開。オンラ

インの恩恵を半ば放棄し、半ば取り込んだも

のでした。 

この動きを報じた本紙 7 月号の編集長論説

には、目を見開かされました。「リニア」「コロ

ナ」「オンライン」の三つのキーワードに着目し

て、その三角関係に切り込んでいたからです。

斬新な視点だと思いました。そこで今回は、そ

の試みに乗っかって、私なりに「リニア」「コロ

ナ」「オンライン」の関係を考察してみようと思

います。 

「リニア」がものを言うのは、対面社会と言っ

てよいでしょう。東京・名古屋間なら日帰りどこ

ろか半日出張で取引先に会える。私も現役の

新聞記者時代、上司から「足で稼げ」と叱咤さ

れ、急ぎの取材以外は電話を避けて面談を心

がけていましたが、旧来の行動様式を守り抜く

にはありがたい存在かもしれません。 

一方、「オンライン」が実現してくれるのは遠

隔社会ですね。かつて、通信の道具は電話く

らいしかなかったけれど、今はビデオ電話やビ

デオ会議システムが使える。東京在住者にと

って都内の相手と名古屋の相手が等価になる

だけではありません。地球の反対側にいる人

ですら目の前にいる人と同等のコミュニケーシ

ョンがとれるのです。 

「リニア」も「オンライン」も相手との実効距離

――これがほんとのソーシャル・ディスタンス、

社会的距離？――を縮めてくれるのは同じで

す。ただ「オンライン」は、それを最小にしてく

れる半面、相手の体温をうっすらとでも感じる

ことができない。生きものとしての連帯感が生

まれにくいのですね。 

で、ここに「コロナ」が登場します。ウイルス

は生きものとしてのヒトを狙ってきますから、生

きものらしさを排除した「オンライン」には手も

足も出ません。「リニア」vs.「オンライン」の対

決は、「コロナ」の前では後者の圧勝です。大

都市間の往来に主眼を置く「リニア」の論理は

今、苦境に立たされています。「オンライン」社

会が定着すれば、東京・名古屋間や東京・大

阪間の出張需要はさほど伸びないでしょう。そ

れどころか、大都会の会社に籍を置きながら

静岡県や山梨県、長野県でテレワークする人

がふえるでしょうから、大都市間ではなく、むし

ろ中くらいの都市をつなぐ交通の重要度が増

すように思われます。 

「コロナ」後の社会設計に占める「リニア」の

優先度はどんどん低くなっているように思われ

るのですが、どうでしょうか？  

 

 

 

 

 

佐鳴湖百景 

 

 

 

撮影 コージ・キシタ( 木下孝司 )  写真家 

 

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://ozekobook./om/）。 
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        第二部          鈴木潤子 

黒服を着た大人 4 人が雨の日に 

雪国では雪のとき傘ささない。自分が 18 で

故郷をあとにするまでは、少なくとも私も含め

周囲の人たちはさしていなかった。 

だから、ふり出した不似合いな雪に浜松の

人々が傘をさすのを見たときは、とても新鮮で

した。吹雪のときは新潟の人間だって傘さすだ

ろ？いや吹雪のときは外に出ないからね。普

通の雪では大人も普通に自転車に乗り、子ど

もたちは普通にキャッキャと歩いた。黒い髪の

上に白い雪がふわっとのるので、結晶がよく

見えて、「今、今のきれいだよ！」とか、「今ま

でで一番はっきりしてた！」とか騒ぎながら学

校の帰り道を歩いた。ベネズエラのカーロスと

ジョーも、傘もささずに雪の玉姫公園でたわむ

れます。原作にはない出崎統オリジナルシー

ンで、天才ボクサーのはかなくも美しい命を表

現し、何度見ても胸がギューっとなります。 

その、傘をささずに雪の中遊ぶ、という習慣

の延長か、晴天が少ない土地柄のためか、新

潟での子ども時代は小雨なら傘をささずに普

通に外で遊んでいました。傘をささなければな

らない強い雨でも、遊ぶ約束ができれば、傘を

さして外で遊びました。いや、これはきっと、友

達を堂々と自分の家に呼んで遊べるという、

家の広さとか、快適さとか、今多くの子どもが

持っている幸運な環境がまだ一般的じゃなか

ったからかもしれない。「子どもは風の子、外

行ってこい！」って、家を追い出されるときにさ

んざん聞かされた名文句、自分が使う以外で

最近あまり聞いていない気が。 

その雨の日も私は仲良しのタカヤマさんと

傘をさして散歩を楽しんでいました。年がら年

中磯臭い、海沿いのまちに住んでいたので、

家々と砂浜の境界をつくる松の防砂林が我々

のかっこうの遊び場になっていました。松とグ

ミの林の間のけものみちは小学生の私たちの

背を隠すくらい茂っていて、湿気と暑さでムン

ムンしていたから、まもなく梅雨明け、もうすぐ

夏休み、子どもの心もムンムン、そういう時期

だったと思います。 

子どもたちだけが通るけものみちの隙間に

わたしとタカヤマさんはしゃがんで、丈の高い

草や上方では松の屋根もあったから、雨もあ

んまり気にならなくて、傘をとじてひそひそ話を

楽しんでいました。どのくらい時が経ったか分

かりませんが、わたしとタカヤマさんの楽しい

ヒソヒソは、松林の道なき道を侵入してくるエ

ンジンの音で中断されました。 

こんな深い草むらまで車が入り込むのを見

るのは、初めてのことで、しかも、小学生の女

子二人がすぐそばの草むらに潜んでいること

など気づいた様子もなく、黒っぽい服を着た大

人たちが 4 人ぞろぞろと降りてきたので、わた

しは（多分タカヤマさんも）恐怖で固くなりまし

た。目の前で起こったのは、そうです、こんな

シチュエーション時のお約束で…4 人は交代で

穴を掘り始めたのです！ 

あらかじめ用意したスコップで、小雨の中、

傘さし係と掘り係で 2 組に分かれ、交代で、ザ

ックザックと掘り続けること、何分間？だったで

しょうか。当然、埋めるんでしょう、この状況で

は。何かを。何？何埋めるの？あああ怖くて

口に出せない！と、もう、大人たちが車を下り

てきてから今まで、私とタカヤマさんは口をきく

こともできず、ただただその異様な光景を見つ

めていました。予定の深さを掘り終えたとみえ、

大人たちは一人を残し一度車に戻り、穴に再

びやってきたときには大きな段ボール箱を3人



で抱えていました。想像通り、大人たちはその

箱を穴に入れ、再びざっくざっくと土をかけ、上

に枯草や葉っぱ、枝をぐちゃぐちゃと載せ、足

で踏み踏みしたあと、再び車に乗り込んでブブ

ー…と去っていきました。 

しばらく私とタカヤマさんは動けずに、小雨

とは言え長時間傘なしでしゃがんでいたので、

髪はすっかりしっとりとなって、でもそんなこと

気に掛けることもできず、一点だけに視線を集

中して固まっていました。何かが埋められた、

あの点に。そして、動きました。あの点に向け

て。健全な子どもならみなそうするように。目

の前で謎のものが埋められたら、掘り返すでし

ょう、自然の行動として？掘り返さなきゃ子ど

もじゃない！私は吸い寄せられるようにその

場に行きました。そして…掘り始めました。掘

りにくかった記憶はありません、小さな手でサ

クサク掘り進めた。 

長かったのか、短かったのか、どのくらいの

時間掘り進めたのか、タカヤマさんはどうして

いたのか、もうさっぱり分かりませんでしたが、

とにかく私の指は突然土の中の段ボールのフ

タをガサッ！と掘り当てました。そして、ガムテ

ープ等で密閉したのでなく、フタの四辺を交互

に組んだ、あの形で埋められていたので、勢

いあまった私の手は図らずもいきなりその箱

の中にズボッと… その瞬間、小学 4 年生の

私の叫びは雨の松林中にこだました…（…筈

です。覚えていない）。 

タカヤマさんは逃げ出してしまい、しりもちを

ついてへこへこと手足をばたつかせる悲しい

姿で私は松林に取り残されました。「腰を抜か

した」とは、こういう状態のことだ、と間もなく聞

かされました。勢いあまって突っ込んだ手に伝

わった、あまりにも予期せぬ感覚に、幼い私は

叫びおののき腰を抜かしてしまったのです。 

手に伝わってきた、ぐにょっと柔らかい、重

い質感のある、温かいかたまり。それは「犬」

でした。亡くなったばかりのペットを、丁寧に喪

服を着た飼い主たちが埋めに来たということだ

ったのでしょう。私は「ごめんなさいごめんなさ

いごめんなさいいいい！！！」と叫びながら、

急いで土を戻して、葉っぱや枝をとにかくバン

バンのせて、わあああと叫びながら走って家

に帰りました。 

このワンちゃんのことがあってから、ハッと

思ったことがありました。そういえば、前も、雨

の松林に車が止めてあって不思議だな、と思

ってたら、その車が去ったあとに大量のタクア

ンが残されてあった。しとしと雨に打たれてい

る真っ赤なタラコの小山を発見したこともあっ

た。子どものときは「車」「雨」「大量のタクアン」

「大量のタラコ」は自分の中で結びつかなかっ

たけど、きっと、雨の日の、人影少ない松林や

浜辺は不法投棄にうってつけの場所だったん

じゃないか。捨てるのに人目はばかるものを、

こっそり、子どもが陰で見ているとも知らず、林

や砂浜に置きに来るんだ…。 

                (浜松市、つづく) 

 

● 記者ノート 海の日  

砂浜オンライン カフェ in YouTube 

    日本自然保護協会   砂浜の自然 

 「海の日」記念イベントとして、日本自然保護

協会(東京都)は、ZOOM オンラインシステムを

使った「砂浜の自然」についてライブ解説を 7

月 19 日 YouTube で生中継した。 

  最初に登場したのは、清野聡子さん(九州

大学)。砂浜や砂丘は、常に動いている、つま

り、動的な平衡状態にあるという認識を持って

ほしいと呼びかけた。動いているものを動いて

いる状態でとらえることが大事であること、川

と海とのつながり、波の役割などについて具

体的に映像で解説した。次に、渥美半島で活

動する表浜ネットワーク(豊橋市)の田中雄二

理事長が、表浜の地形について、水と風がつ

くりだした地形の視点から調査結果も交えて、

紹介した。沖、沖浜、外浜、(海岸線=汀線)、前

浜、後浜、砂丘のつらなりを具体的にイラスト

も交えて語りかけた。砂浜の地下水について、

海水と淡水が入り混じる特殊な環境であるこ

と、ダイナミズムについても仮説を提示した。 
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寄稿 コロナ危機「移動の自由」から考える 

リニア新幹線は今、社会基盤として本当に必要か  

地域の自然観、都市の自然観の創造こそ、国づくりの土台 

大熊孝 (新潟大学名誉教授 河川工学) 

5 月末に新著(書評欄=次頁)を出版したが、

「コロナ禍」については「あとがき」で少し触れ

ただけである。ここで、土木から見た「コロナ

禍」の問題点と所感を率直に述べてみたい。  

近代文明は「結婚の自由」、「就職の自由」、

「移動の自由」、「思想の自由」などさまざまな

自由を確保してきたが、その中で土木技術が

担当したのが「移動の自由」である。このコロ

ナ禍を止めるには、人が動かないことが最善

策であり、自宅に籠もることが強く要請された。

その結果、世界経済はもとより身近な生業も

立ち行かなくなり、社会的弱者に犠牲が強い

られ、近代文明が非常に脆弱であることが明

らかになった。今後、我われはどのような社会

をつくっていくべきなのか？  

私が参画している三人委員会哲学塾では、

いままでグローバルな思想に対してローカル

な思想を対置し、身近な自然空間の中で、今

生きている者だけではなく死者をも含め、関係

性を重視した社会システムを構想してきた。換

言すれば、少々コストがかかっても、「あたた

かいお金」を循環させる社会システムを考え

てきた。ただ、グローバル化を排除するもので

はなく、ローカルな社会システムを基軸としな

がら、世界に繋がる重層的なシステムを構想

している。 

今後の社会のあり方として、すでに世界で

は、いろんな動きがある。例えば、国連は

2018 年に「小農と農村で働く人びとに関する

権利 国連宣言」（小農の権利宣言）を発し、

現在、「家族農業の 10 年」 が進行中である。

宣言は賛成 121 ヵ国、反対 8 ヵ国、棄権 54 

ヵ国で決議された。反対にはアメリカ、イギリ

スなど、棄権には日本が含まれている。基本

的に先進国は施策に乗り気でないといえる。  

この宣言は、農業の大規模化、効率化、企

業化では地球における人間生命の持続性が

担保できないという考えに立脚している。換言

すれば、グローバルな自由市場経済システム

では自然と共生した持続的な地域社会が築

けないという認識である。哲学塾で目指してき

た社会システムに通じるところがある。こうし

た社会づくりこそ、今回のようなコロナ禍に対

して対応力・復元力が高いのではないか。 

突き付けられている課題は、今までのよう

な無制限の「移動の自由」 を許すかどうかで

ある。しかし、なんでこんなに急いで世界中を

飛び回る必要があるのであろうか？今までの

世界は、物や人を安いコストで、できるだけ早

く動かすことで、お金を儲け、それが偏在する

社会をつくってきた。もう少しゆっくり動いて、

儲けが少なくても何百年も持続可能な社会を

つくることが大切なのではないか。 

たとえば、今建設が進むリニア新幹線も本

当に必要なのかどうか再検討すべきだろう。 

今後、急ぎの仕事はリモート会議などで済ま

せ、出張の必要性は減少する。さらに人口減

少も加速化し、リニア新幹線は本当に採算が

とれるのか心配である。今までの土木は「早く、

安く、自由な移動」を目的に、自然の制約を克

服し、世界規模の自然破壊を行ってきた。こ

れからは「もう少しゆっくり、儲けがなくとも、安

全で持続的な楽しい移動」 を目的に、地球環

境との共生を重視するとともに、地域の自然と

の関係性を再構築し、農業を大切にする社会

が求められていると考えている。    □ 



 ■  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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 喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

今回の豪雨に思う 中国の事例から 

7 月上旬、熊本県を中心に甚大な被害が発

生しました。この梅雨前線は、となりの中国の

長江上流、重慶市あたりまで伸びていました。

6 月から記録的な豪雨が続き、重慶市では、

がけ崩れ、鉄砲水、道路の冠水、家屋の浸水、

高速道路の崩壊などが発生しました。市水利

局は 1940 年以来初めて最高レベルの洪水警

報を発令し、4 万人の市民が避難しました。 

重慶市の下流には、2009 年に完成した三

峡ダムがあります。洪水抑制、電力供給およ

び水運改善を主目的としたダムです。水力発

電所は、2,250 万 kW の発電で世界最大。堤高

185m、堤頂長 2,310m、堤体積 16×106m³（佐

久間の 14 倍）、総貯水容量 39.3×109m³（佐久

間の 120 倍）、貯水域の長さは 600km もありま

す。このダムでも、6 月末、水位が最高警戒水

位を 2m 超えて 147m（通常水位 175m）に上昇

しました。三峡ダムを含む4つのダムで一斉に

放水が開始されました(写真 1)。  

近年、河川の周辺のごく近傍まで、高密度

に土地利用や開発がなされています。特に治

水は、そうした多くの人々や大事な資産を守る

ためのものです。今回の豪雨影響も、治水の

観点から丁寧な検証を行うことが大切です。

決して、単純化された「ダムに頼らない治水

（脱ダム）」とか「ダムによる治水」の議論にな

らないようにと思います。堤防、ダムといった

治水構造物の選択だけでなく限界を超えた場

合も含めて、それぞれの地域における様々な

実情のもと、科学的な議論をして欲しい。そし

て、何よりも地域の人々が納得する効果的な

対策を目指すことが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1  中国湖北省の三峡ダムで行われた

放流状況( 6 月 26 日 AFP BB ニュースから) 

写真 2  長江の水位上昇による冠水した天興

洲( 中国中部の湖北省武漢付近。7 月 13 日 

AFP BB ニュースから) 

写真 3  江西省での堤防破壊の様子。約

9000 人の住民に影響が出た (7 月 12 日 大

紀元エポックタイムズ・ジャパンから) 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4  江西省陽湖では三基の堤防で放流

調整 (7 月 13 日 AFP CNS ニュースから) 
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都市近郊の小さな湖を舞台に、男と女の楽器が奏でる「離れあい」の物語 

連載小説                月刊さなるこ新聞デジタル 2020 年 8 月号  

   湖
う み

の星座  舞台設定 

                        

                     中沢 蒼＋(公募読者)                            
                

 人は死ねばニュースになる 

もう春だというのに、また腰痛が始まった。

湖のほとりの高台に移住してきて 10 年、東岸

に暮らす寒蝉総一郎のこの悩みは一向に改

善しない。 

窓の外には、湖の向こう岸にまっすぐ横一

直線にまだ灰色の円錐形のメタセコイヤが林

立している。その樹影が青い澄みきった空の

下に静かに鏡のような湖面に映っている。そ

こには白い雲もあった。湖は海とつながってい

て、毎日二回潮の干満が繰り返される。今は

満ち潮から引き潮に移る折り返しの時らしく、

湖面は動かない。水面を波立たせる風もない。

幾何学的な樹形が水平な湖線の上下に対称

にくっきりと映し出されていた。 

 見飽きることのない景色だが、室内のテレビ

から流れるニュースでは殺人事件を話題にし

ていた。総一郎は、そんなニュースの雰囲気

に 

 「人が死ねば、ニュースになる」 

とひとりごちた。新聞記者生活 20 年ともなると、

こんなにもなるものかと、自分でもあきれた。

そんなニュースに何の感慨も持たなくなってい

た。 

 飲み残しのコーヒーを一口飲むと、総一郎は

リモート・ミーティング主催者の松村総合館長

から送られてきた招待 URL をパソコン打ち込

もうと、パソコンを開いた。 

「ミーティング ID って、何?」 

と昨日の夜戸惑ったことを思い出しながら、招

待 URL をクリックした。 

 「まさか、オレの人生で、こんな時代がくると

はネエ」 

  

           ☆ 

 人は死ねばゴミになる 

緑川真木子はメタセコイヤが立ち並ぶ湖を

一周する散歩の道沿いの西岸の白い洋館に

ひとり暮らしている。その散歩道に四季折々、

ひっそりと、あるいはにぎやかに生えている雑

草を観察するのが好きだった。特に、彼女は

白い小粒の花をつけている雑草を好んだ。 

午後や夕方には毎日のように散歩に出か

ける。春にはシロツメグサの白い花もいいの

だが、シロツメグサの花よりも、その雑草の三

つ葉のクローバーのなかから幸せの「四葉の

クローバー」を探すのに熱中していた。これは

彼女の小さい頃からの習慣であったが、今も

続いている。 

 二階の窓から湖越しに東岸を眺めた。 

 夕闇にはまだ時間があった。自分の暮らす

西岸のようにメタセコイヤが林立する幾何学

的な風景は見えなかったが、東岸のこんもりし

た桜並木のすぐ向うに高層ビルの立ち並ぶ街

並みが見え隠れしていた。 

 いつもの日課で、散歩に出かける前、真木

子は、キーボードに向かい、好きなエルビス・

プレスリーの 

( -- 愛さずにはいられない) 

 のスローなテンポ、そして単調なメロディーを

自ら弾き出し、楽しんだ。 

 今の静かな日々を思うと、もはや若い頃の



あの日には戻りたいとは思わなかった。ただ、 

そこには東京暮らしで輝いていた 50 年ばかり

前の自分を素直に懐かしむことのできる穏や

かな時間がゆっくりと流れているだけだった。

弾きながら、そして、得意の英語の小声で歌

いながら、なぜか不意に 

( -- 人は死ねばゴミになる) 

 との思いが浮かんできた。自分はゴミになる。

真木子は本気でそう思っていた。 

 引き終わると、もう 10 年以上も使っているパ

ソコンを開き、メールで先日送られてきた招待

URL をクリックした。 

( -ゴミになる前の最後の残酷なまでの華や

ぎ) 

そう、東岸をぼんやり眺めながら、真木子はつ

ぶやいた。さらに、ちょっとはにかみながら 

(- 離れあいの URL) 

とつぶやいた。 

 

            ☆ 

  楽器こそ人生である 

上級の演奏テクニックが求められるギター

のソロ名曲「アルハンブラの思い出」が好きだ

った。並木明夫は、今は楽器ミュージアム嘱

託として、そしてかつて大手楽器メーカーのギ

ター設計開発者として、この曲を、来館者にク

ラシックギターで演奏してみせている。理工学

部の学生時代以来のギター好きというだけあ

って、音楽素養のない来館者にも相当な腕前

だとわかり、楽器の街づくりに一役買っていた。

「音づくりでまちつくりを」というのが、彼の今の

仕事、キャッチフレーズである。デザイナーや

メーカーの活用策を練っている。 

「でも、僕が 20 年近く前に着想し、自ら開発

にかかわったのは、こうしたいわゆる普通の

ギターではない。今でこそ世界に知られている

が、胴のない、音の静かなサイレントギターだ

った」 

と振り返る最近である。胴がない分軽い。

弦はナイロン製。自宅で静かに練習できるの

が最大の特徴である。最近ではプロのギタリ

ストもステージで使っているらしい。そんな「サ

イレントの思い出」のある並木は、嘱託室のパ

ソコンを開いた。招待 URL をクリックした。 

「湖のリモートツアーか」 

街中にいて、最近里湖に出かけていないこ

とに気付いた。 

「松村館長から何か提案がある、といってい

たが」 

と、映画「禁じられた遊び」のテーマ曲、ソロ

曲「愛のロマンス」をそっと弾き出した。 

 

             ☆ 

   ● 創造の場、人生はアートである 

総合館長、松村新は、大手楽器メーカーで

長く仕事を続けながら、海外を 50 カ国、150 都

市ぐらいを飛び回っていた。 

日曜日とあって総合館は開いていたが、来

館者はすくなく、館長室には世界的なギタリス

ト、エリック・クラプトンの 

「ティアーズ・イン・ヘブン」 

の曲が流れている。幼い息子を事故でなくし

た悲しみを自らの楽曲に込めたという曲であ

り、自身、ギタリストであり、昨秋、ギター設計

者、並木明夫を招いた館長トークで聞き手役

をつとめたりもしている。 

クラプトンもそうだが、世界的に一流の音楽

家の求める 

「ザラザラした音、甘い音」 

といった、いわく言い難い微妙な感性、暗黙

知を如何にして楽器という形式知に変換する

か、そこが楽器メーカーの真価が問われると

ころだ。定年退職後、地元大学院に入学、こ

の問題について学問的に 2 年間考察、論文に

まとめている。その成果を館長として文化政

策に具体的に生かそうと、今、奮闘中だ。 

 相乗効果ともいうべき「アートスクェア」という

コンセプトを掲げた館長としてまもなく 1 年、こ

の 1 年を振り返って 

「知識創造の場(BA)はできつつあるが、市

民が今、何をこの場に求めているのか」 

面的な創造の場を目指しているようにもうか

がえた。世界各国の事情に詳しいことから、地

域にどのように根差していくか、かつてのにぎ



わいと協働して、伝統文化を取り込みたいそ

んな思いが強まっていた。 

  「総館長、そろそろ、ウェブ会議です」 

 新しく入ったばかりの若い女性学芸員が狭

い館長室に入ってきた。 

「新しい日常が始まりますよ」 

と促した。そうか、腕時計を見て名曲のような

街づくり、とは何か- 並木に相談してみたい。 

エリック・クラプトンの「ティアーズ・イン・ヘブ

ン」の曲を聴きながら、PC を開き、自分が主

催する URL をクリックした。 

 「場をどうするか」 

そのクリックする手に力が入った。 

 (-ティアーズ・イン・ヘブン) 

「俺も若かった時代があったのだ」 

 ( そう-若かったあの日が) 

  

              (以下、次号につづく) 

 

                           

編集長のコロナ一律給付金 10 万円活用企画 

 読者と書き継ぐ連載小説  湖
うみ

の星座   

書き手  公募  最高賞金 10 万円 

         読者のみなさまへ 

 小紙は今号で創刊から丸 5 年、60 号をこえ

ました。これを記念して、これまでの連載小説

の著者と二人三脚で新たな展開、新たな発想

で書き継いでくれる書き手を読者から以下の

要項により公募します。今号には、そのスター

トする舞台設定をしていただきました。 

公募内容は、この舞台設定から 

① 面白いストーリー展開のアイデア原案 

② ストーリーを基に、中沢氏と共同執筆 

③ 作家活動の経験がある場合、ストーリー

展開のアイデアを基に単独で連載 

のいずれかに応募してください。 

審査の上、①の採用には 3 万円、②の採用に

は 5 万円、③の採用に 10 万円を懸賞金として

贈呈します。③の場合、活動作品を拝見する

場合があります。 

なお、応募者を紹介していただくこともできま

す。採用の場合、薄謝を進呈。 

応募先またはお問い合わせは、この頁に記載

されている発行者兼編集長のメールアドレス

か、携帯 090-8096-9168 まで、ご連絡ください。

多くの応募をお待ちしています。選考結果は

本紙に掲載します。締め切り 8 月 20 日 

 

                       

 

    編集長ノート     

満濃太郎 NHK「新日本紀行」から 

豪雨、地域の水、「近い水、遠い水」 

松尾芭蕉の「奥の細道」に最上川下流の大

石田で読んだこんな俳句がある。 

五月雨をあつめて早し最上川 

ただでさえ急流の最上川が、降り続く梅雨

時の五月雨(さみだれ)をあつめてさらに勢い

を増して流れている。自身の紀行中の体験を

詠んだものだが、もともとは「涼し」というもの

だった。しかし推敲段階で「早し」としたと考え

られている。まさにその地で今回の大水害が

発生したことを思うと、歌詠みの感性の鋭さに

おどろかざるを得ない。最上川三難所は涼し

ではなく、スリル満点の「早し」、危険さえ感知

したのだろう。地域の水をしっかりと凝視した

見事な文学的な表現といえまいか。 

もうひとつ、かつての地域の水は地域に密

着した「近い水」だったが、それが次第に地域

を離れた「遠い水」になってしまったことについ

て考えさせる番組「新日本紀行 満濃太郎」

(NHKBS プレミアム、7 月 19 日放送)を拝見し

た。香川県にある満濃池(築造は奈良時代前

の 700 年ごろ)の高度経済成長直後の 1970 年

前後の様子を地域の水争い史の観点から映

像化していた。 

一言で内容を言えば、讃岐平野における、

遠い水としての香川用水事業が地域の水に

どんな影響を与えたか、映像化していた。毎

年 6 月中旬に行われる水門開き神事「ユル抜



き」、水争いを起こさずに平等に配水する知恵

ともいうべき「線香水」のおきて、さらには、異

常な渇水期には特定の地域が優先的に配水

を確保する「証文水」などなど、農民生活の生

殺与奪につながる命の水の厳しい伝統のおき

て。用水事業という、蛇口をひねれば水が出

てくる便利な時代になり、水は地域に遠いも

のとなっていった。人工的な用水事業の便利

さは大事である。それと引き換えに現代の

人々は、豪雨や渇水で何が失われようとして

いるのか。自然大災害頻発の時代、そこにも

っと目を向けなければと、考えさせられた番組

だった。 

リニアの「誤算と勝算」 週刊エコノミスト  

  南ア、今年中に着工しても 3 年遅れか 

コロナ鉄道悲劇を特集した上記週刊誌(7 月

28 日号、毎日新聞出版)を、地元のドタバタを

一歩引いて、交通評論家の広い視野の分析、

あるいは岡目八目的な冷静な目にはどう映っ

ているのか、知りたくて買って読んでみた。「静

岡県知事に振り回される JR 東海」という見か

けの事実関係を切り取っただけの見出しにつ

いては、物足りない。また赤勝て白勝て、みん

な勝てという、建設自体に対する交通評論家

としての意見があいまいなままなのも、地元と

しては気になる。 

ただ、一方で、(コロナ危機で)手元資金が業

界いずれも激減、主要交通企業の中でも JR

東海がその第 1 位であることなどを指摘し、交

通評論家らしい全体を見渡した「リニアの誤

算」経済分析があるのは、注目される。そこか

ら、今年中に南ア環境問題が解決し、着工し

たとしても、開業は 3 年遅れの 2030 年と具体

的な数字を出しているのが注目される(時事通

信によると、経営の新幹線依存度の高い JR

東海のこの 3 か月間の売上高は、前年同期

の 7 割減とほかの JR 社に比べて最悪)。記事

には政治をにらんだ分析はないが、そうなると

解決は来年夏の静岡県知事選挙がらみとも

なる。JR 東海側、知事・副知事側はどう動くか。

ほかの JR 各社の深謀遠慮というか、思惑も

絡み、この一年が双方ともに誤算と勝算とが

錯綜する勝負どころとなるだろう。 

ダム博士の緊急豪雨ドキュメント 

今号コラム 中国の豪雨事例から 

 1000 年後にも通用するダム技術とは何か。

そんな技術者の夢実現のコラムを、世界を飛

び回って、あるいは歴史をさかのぼって語って

いただいているのが、喜多村雄一さんの小紙

連載「何だコリャ !」コラムである。 

 毎回、貴重な写真を届けていただいている

が、編集長としては、とても勉強になる。今号

では、日本同様、中国南部の穀倉地帯を流れ

る長江が大水害で大わらわというニュース映

像を掲載した。つい最近の中国メディアの報

道では、豪雨続きで 224 万人が避難生活して

いる。三峡ダムの崩壊説まで中国国内に流れ

ているらしい。考えれば、今回のような大水害

については、日本だけに起きた気象災害現象

ではない。中国では、韓国では、と視野を広げ

た情報を届けてこそ、読者のバランスのある

判断に寄与できる。そのことを思い知らされた

コラムだと思う。絶大な権力を握り始めている

とされる習近平体制も、この大水害で、必ずし

も国内的には安定した政治基盤を確立してい

るとはいいがたいとの印象を持った。 

 1000 年後を思いやるには、それに見合う現

代の地理的な広がりを忘れてはならない。国

際政治情勢も複雑に絡み合う。中国での豪雨

災害ニュース編集のお手伝いをして、そんな

反省をしたことなども報告しておきたい。 
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