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天ヶ瀬ダムの最近の変状について 
 

国土問題研究会副理事長 奥西一夫 

はじめに 

 宇治市の市街地から宇治川に沿って2km

ほど遡ったところにある天ヶ瀬ダムは，

1964年に完成したアーチダム形式の多目的

ダムです。このダムは洪水調節のために計

画最大で毎秒840m3の放流能力を有してい

ます。しかし，琵琶湖からの「後期放流」

（下流河川が減水した後で琵琶湖に溜まっ

た洪水流出水を放流）に対応する必要があ

るとして，毎秒1,500m3の放流を可能にす

る天ヶ瀬ダム再開発事業がおこなわれ，ダ

ムの横に計画された放水路トンネルが2013

年9月に着工されました。ところが，2016

年2月に，このトンネルを横切る断層破砕

帯の厚さが予想の9mを大幅に超える14mで

あることが分かり，工法の変更を余議なく

され，工事も遅延して，未だに完成してい

ません。その1年ほど前の2015年1月にダム

天端道路に多くの亀裂が発生していること

が発見され，宇治市民の間に不安が拡がり

ました。 

ダム天端道路の亀裂 

 2015年1月に初めて確認されたダム天端

道路の亀裂は，国土問題研究会事務局次長

の紺谷吉弘氏によって直ちにスケッチさ

れ，｢国土研ニュース｣453号に掲載されま

した。これを右図として転載します。ス

ケッチ図はダム中央のクレストゲート（余

水吐）を境に左岸側（上流から見て左側）

と右岸側に分割されていますが，左右岸の

取り付け部とダム本体の両翼で，それぞれ

特徴的な亀裂模様が見られ，ダム本体やダ

ムの取り付け部（コンクリートのダム本体

と支持岩盤の接合部）で何らかの異変が起

きているのではないかと危惧されました。 

 「防災を考える市民の会」からの問い合

わせに対し，ダムを管理する淀川ダム統合

管理事務所は，これはダム本体に亀裂が生

じたものではなく，その上の薄い舗装コン

クリートに亀裂が生じたものであると回答

しました。しかし，その後何回も堤頂道路

の舗装は補修され，亀裂はなくなりました

が，その都度新たな亀裂が生じ，亀裂模様

も変化しており，最近では取り付け部分の

亀裂が最も顕著になっています。このこと

は亀裂の原因となるダムの変形が継続して

いることを示唆しています。コンクリート

のアーチダムはダム湖の水位変動による水

圧の増減や温度変化により，常に呼吸する

ような変形をしているのですが，設計では

その変形は弾性変形の限界内であり，亀裂

を生じることはあり得ません。 

ダムの下流側壁面の亀裂 

 ダム建設当初はダム堤体の亀裂を通じて

かなり多量の漏水がありましたが，止水工

事によってその後は問題ない程度に収まっ

ています。しかし，ダムの下流側の側面に

は鉛直に近い3本の亀裂が認められます。

但し，亀裂の両側でどの程度変位している

かは不明です。 

ダム両岸の斜面変状 

 ダムの右岸の堤頂よりも45mほど高い所

に森林公園に通じる道路がありますが，こ

 



の道路からダムまでの間の急斜面は，ダム

建設後何度も崩壊しています。そしてダム

天端道路から右岸上流に延びる道路のコン

クリート舗装とダム湖側のコンクリート擁

壁には亀裂が入り，その両側で大きい変位

が起きています。 

 ダムの左岸に｢六石山｣と呼ばれる山があ

りますが，ダムの建設前に大規模な崩壊を

起こし，人々の不安を押し切る形でダム建

設が強行された経緯があります。ダム建設

時に作られた地質断面図から，この山の岩

体は，岩盤崩壊の前兆とも言われる「岩盤

クリープ」を引き起こしており，決して強

固なものではないと考えられます。2018年

6月に，ダムの左岸を通る府道南郷宇治線

の擁壁に亀裂が生じているのが発見され，

左岸斜面も決して安定していないことが明

らかになりました。 

減勢工導流部の側壁の変形 

 天ヶ瀬ダムのすぐ下流にプール状の水路

がありますが，これはダムのゲートから流

れ落ちる水を受け止め，そのエネルギーを

減殺して無害な形で下流に流すための減勢

工とその導流部です。この導流部の両岸の

コンクリート壁に亀裂と段差が生じている

ことが，やはり上記の紺谷吉弘氏によって

2016年3月に報告されています（国土研

ニュース467号）。最近，｢防災市民の会｣

からの情報公開請求によって，この側壁の

変形に関する調査報告書が公開されまし

た。それによると，1985年に初めて側壁天

端に亀裂が発見されており，1980年代から

1990年代にかけて，断続的に変状調査がお

こなわれていますが，年度毎に異なる調査

がおこなわれており，側壁の変形の全体像

は明らかになっていません。その後15年ほ

ど，調査が中断していましたが，2010年か

ら2016年にかけて，おそらく顕著な変状が

現れたことに対応して，極めて詳細な調査

がおこなわれました。その結果，鉄道用

レールを鉄骨としたコンクリート造のこの

側壁の一部が根元から折れ曲がるような変

形をしていることが分かりました。 

変状の原因について 

 天ヶ瀬ダムの堤体とそれに近接するいろ

いろな場所での変状について述べました

が，放水路トンネルの掘削中にこれだけ多

くの変状が各所で起きているので，これら

の現象が互いに関連しているのではない

か，と考えるのが自然でしょう。したがっ

て，そのような観点に立った変状調査をお

こなうべきだと考えられます。しかし，一

般市民が立ち入れる範囲は限られており，

どうしてもダム管理当局による調査に依存

せざるを得ません。ところが，驚いたこと

に，当局による変状調査のほとんどは単年

度限りの調査ばかりで，経年的な変化を測

定できる体制を整えても，年度にまたがっ

ての測定は全くおこなわれていません。ま

た調査範囲も，変状が目撃された場所とそ

のごく近傍に限られています。そのため，

変状の原因をその場所から離れた場所に求

めることがそもそも不可能になってしまっ

ています。例えば，減勢工導流部の側壁の

変形に関しては，側壁自体の他は，導流部

水路を建設するために地山を掘削して，そ

の後に埋め戻しをおこなった範囲に限定し

て調査がおこなわれているため，この埋め

戻し部の土圧が原因であるとされ，その背

後の急斜面が押して来ている可能性は検討

されていません。また，ダム本体の変形に

関わる測定については，ダム建設当初に設

置された計器類が劣化して計測不能にな

り，ダム中央部に設置されたプライムライ

ン（いわゆる下げ振り）による変形調査だ

けが継続されているに留まっているので，

ダムが両側の岩盤に押されて変形している

かどうかは分らない状態に陥っています。 

天ヶ瀬ダムの今後について 

 ダム下流に在住する宇治市民が最も心配

するのは，ダム決壊による津波のような段

波の発生です。同じアーチダムのマルパッ

セダム（フランス）の決壊（1959年）では

421人の死者が出たと言われています。ダ

ム管理者は，天ヶ瀬ダムの安全性には全く

問題がないと説明していますが，上述のよ

うな調査を根拠にそう言われても，完全に

安心することはできません。もし壊れるに

しても，ソフトに少しずつ壊れて人命被害

だけは出ないことを祈るばかりです。 
 



原発から30kmまでの原子力災害対策では不十分 
                        市川章人 日本科学者会議会員  

１．7政令指定都市と9県庁所在都市で、原発直近の市域が概ね40km内にある 

図は、下記都市の直近原発を中心にした県庁の方角と市域までの距離を示したもの。 

7政令指定都市：札幌市､仙台市､新潟市､静岡市､浜松市､京都市､福岡市 

9県庁所在都市：水戸市､金沢市､福井市､大津市､松江市､松山市､大分市､佐賀市､鹿児島市  
 



２．「概ね30㎞」を越える周辺地域で原子力災害対策を必要とする根拠 

原子力災害対策指針（以下「指針」）は、原子力災害対策重点区域としてUPZ（緊急防

護措置を準備する区域）を、原発から最大距離が概ね30kmを目安として決めた。その結

果、多くの自治体の原災対策計画は、基本的にUPZ外を避難者受入れ地域として位置づけ

事実上UPZ外の一時滞在者を含む住民等を被ばくから守る対策がないのが現状である。 

しかし、UPZ外の周辺地域の原災対策は、次のような根拠から必要であると言える。 
 

（１）そもそも原子力災害対策指針はUPZ外にも被ばく影響が及ぶ場合があることを想定

し、「第３ 緊急事態応急対策」において、次のような対策が必要であると述べている。 

（２）現に、UPZ外における原災対策を計画している自治体がある。 

京都府の京丹後市（高浜原発から31~60km）と亀岡市（高浜原発から47~68km）。滋賀

県の大津市（大飯原発から34~79km）、米原市（敦賀原発から38~61km）。兵庫県篠山市

（高浜原発から43~72km）は原災対応ハンドブックを市民に配布し、安定ヨウ素剤も希望

者全員に事前配布。石川県志賀原発から114~160kmの長野県松本市も「災害時医療救護活

動マニュアル原子力災害編」を作成。これらは「指針」を遵守し整合させて作成されてい

る。 
 

（３）とりわけ都市部では、UPZ外まで様々な社会的影響が及ぶ。 

住民人口や一時滞在者、観光客の多い京都市をはじめ原発周辺の都市部においては、大き

な混乱と危険が生じる可能性は極めて高い。とりわけ、多数の外国人観光客に大きな混乱が

起きることが予想される。さらに、国や地方自治体の主要な行政機関や経済活動の中枢機能

が集中する地域で、深刻な影響を受ける可能性が高い。図はその様な都市の例である。 
 

（４）そもそも「指針」の原災対策重点区域の範囲や設定の仕方に問題がある。 

① 福島第一原発事故では、放射性プルームが30kmを大きく越えて広がった結果、例えば、

飯舘村（原発から27~48km）では全町民避難になった。 

② 原災対策重点区域を定める線量基準が「最初の7日間の被ばく線量合計で100ミリシーベ

ルトに達する範囲」であるため、これに内部被ばくも考慮に入れると、一般公衆の法定被

ばく限度（年間1ミリシーベルト）をはるかに超える地域が除かれている。 

③ 概ね30kmを定めた放射性物質拡散シミュレーションは、原子炉事故の想定を最大規模に

しておらず、もっと大事故になり得る使用済み核燃料プール事故は想定すらしていない。 

④ 拡散シミュレーションは一部データを除いたため、約2分の1の過小評価になっている。 

⑤ 「指針」は、過酷事故対策が成功することを前提に、セシウム137で100テラベクレル以

上の放出を想定していないが、事故対策に失敗すれば当然それ以上の放出があり得る。  

・UPZ外においては､放射性物質の放出後についてはUPZにおける対応と同様､OIL1及びOIL2を超える

地域を特定し､避難や一時移転を実施しなければならない。（P70） 

・UPZ外においては､UPZ内と同様に､事態の進展等に応じて屋内退避を行う必要がある。（P71） 

・PAZ外においては､･･･原子力施設の状況や緊急時モニタリング結果等に応じて､避難や一時移転等 

  と併せて安定ヨウ素剤の配布･服用について･･･指示を出す･･･。（P72）  

注：下線は筆者による。「･･･」は省略箇所を示す。「P」は「指針」中のページを示す。  



 住み慣れた地域で最期まで自分らしく生きる 

―医療・介護・地域を見直す― 
立命館大学経済学部教授 佐藤卓利 

はじめに 

 長岡京市のみなさん今日は。立命館大

学の佐藤卓利と申します。今日こうして

皆さんの前でお話する機会をいただき感

謝申し上げます。長岡京市には、JR長岡

京駅が神足駅と言っていたころ、学生時

代から何度も来ています。もう３０数年前

のことですが、ずいぶん変わりました

ね。駅前の道路は広くなって、商業ビル

やマンションなどの高層建築が増えまし

たね。道路に面していくつもの病院も目

につきます。私は今、滋賀県草津市に住

んでいて、年に２・３回JRを使ってこちら

に来ることがあります。長岡天神の梅、

八条ヶ池の霧島つつじ、乙訓寺の牡丹を

見るためです。それぞれ盛りの時期がず

れていて、うっかりすると盛りの時期を

見過ごしてしまうことがあります。今日

はこの講演会が始まる前に、天神さんの

梅を見てきました。 

 昨年からは他の用事でも月１回こちら

に来ています。今日の講演会の主催者の

１つである乙訓医療生協長岡京支部の人

たちと、この長岡京市内に事業と活動の

拠点を作る相談のためです。この集まり

で地元のみなさんとお話しする機会が増

え、私自身も退職後、どこでどのように

生活するのか考えるきっかっけになって

います。今日のお話しのテーマ「住み慣

れた地域で最期まで自分らしく生きる―

医療・介護・地域を見直す」は、その集

まりでいただいたヒントをもとに考えま

した。 

 お話しの順序は、テーマと逆に「１．

自分らしく生きるとは？」、「２．最期

までとは？」、「３．住み慣れた地域と

は？」という順序でさせていただきま

す。 

 

１．自分らしく生きるとは？ 

 

自分の顔は直接見えない 

 「自分らしくというけれど、私は本当

に自分が分かっているのだろうか」と

時々考えることがあります。「自分らし

く生きる」ということと「わがままに生

きる」とはどう違うのでしょうか？一個

人としての自分は、確かに存在して意識

を持って生きています。その意識は「あ

れが欲しい」とか「こんなことをした

い」という意欲でもあります。また「自

分とは何者か？」とか「自分が生きてい

る意味はどこにあるのか」と考える自意

識でもあります。その自問にどう答えた

らよいのでしょうか？自分自身の中から

は答えが出てきません。 

たとえて言えば、自分の顔は直接見る

ことができません。鏡に映った顔を見

て、間接的に自分の顔を見ることができ

るだけです。それと同じように私という

個人は、孤立してあるのではなく、他者

との関係の中で性格づけられ意味を与え

られた存在であり、そういうものとして

生きて来たし、これからも生きて行くと

思うのです。ここでいう他者とは家族、

職場、地域、日本社会、世界という自分

を取り巻く外界、難しく言えば客観的世

界のことです。 

 乙訓医療生活協同組合長岡京支部と年金者組合長岡京支部との共催で2019年3月9日

（土）に長岡京市中央公民館３階市民ホールで行われた講演会で、地域の医療・介

護・生活支援サービスのあり方について講演された佐藤卓利理事のお話を数回に分け

て掲載します。 



他者の中で自分を活かす 

「より良く生きたい」という私の願い

は、「客観的世界」への働きかけとそこ

からの反応によってしか実現されないと

思うのです。「自分らしく生きる」と

は、自分を取り巻く「客観的世界」の中

で自分を位置付け、自分を発見し、自分

の役割を見出し、自分の能力を活かすこ

とだと思います。これは口で言うのは簡

単ですが、大変難しいことです。何しろ

「自分」がよく分からないのですから。

私は日々、試行錯誤の連続、失敗と反省

の繰り返しの中で生きています。その過

程が自分を知る過程であり、他者を理解

する過程でもあります。その過程の中

で、「自分らしい」生き方も自ずと身に

ついてくるのではないかと思います。 
 

２．最期までとは？ 

 

死を意識しない日常生活 

 次に「最期まで」についてですが、

日々の暮らしの中で“最期”つまり死を

意識することはあまりないように思われ

ます。とくに若い人はそうではないで

しょうか。癌を告知されるとか、身近な

人の死に立ち会うとか、そのようなこと

がない限り、死を意識することはあまり

ないのではないでしょうか。みなさん

は、いかがですか？また日本の文化で

は、死は不浄・穢れであり、忌み嫌われ

るものと考えられてきたようです。日常

の会話で、死を話題にすることはあまり

ないのではないでしょうか。そうした話

題を避ける気持ちがありませんか？一人

一人の人生においてこれほど確実なもの

はないのですが。 

 私たちは、自らのその確実な“最期”

について、普段の暮らしの中で考えるこ

とを避けているのではないでしょうか。

自分自身の過去を振り返り、足元を見つ

め、将来を見通した先に必ず“最期”が

あるという意味では、死は絶対的なもの

です。そのような死については、宗教的

に、また哲学的に考えられ語られてきま

した。死は永遠のテーマかも知れませ

ん。私は宗教家でも哲学者でもありませ

んので、今日ここでお話しする“最期”

については、別の視点からお話しさせて

いただきます。 
 

「平均寿命」という考え方 

 みなさん方は「平均寿命」という言葉

について、ご存知のことと思います。た

とえば、「２０１７年の日本人の平均寿命

は、女性８７．２６歳、男性８１．０９歳で、女

性は世界第２位、男性は世界第３位であ

る」というように使われます。少し説明

を加えますと、「平均寿命」とは、「各

年における０歳児の平均余命」のことで

す。つまり２０１７年の女性の平均寿命は 

８７．２６歳であるとは、２０１７年に生まれ

た女性、つまり今年（２０１９年）２歳にな

る女性は、大災害や戦争などが起きて多

くの人命が失われることがない限り、平

均的に８７．２６年生きられるという統計学

的な意味なのです。 

 ひょっとすると誤解されている方もい

らっしゃるかも知れませんので、念のた

めに申し上げますと、「２０１７年に亡く

なった女性の平均年齢は８７．２６歳だっ

た」ということではありません。また

「８７歳の女性は、おおよそこの１年間で

亡くなってしまう」という意味でもあり

ません。２０１７年時点で８０歳の女性は、

今後平均して１０年近く生き続けると試算

されています。ご安心ください。 

 「平均寿命」は、厚生労働省が毎年作

成する「簡易生命表」と５年ごとに作成

する「完全生命表」によって推計される

データです。最近は厚労省の統計不正が

問題になっていますが、「生命表」につ

いては、まあ信頼してよいかと思いま

す。断言できませんが。「生命表」の推

計の一つの要素として「各年齢の者が1年

以内に死亡する確率」が用いられます。

ここでは人の死が確率的に捉えられてい

ます。宗教的な、あるいは哲学的な死の

とらえ方とは違いますね。 

         (以下、次号に続く) 



今を読み解く一枚（第１３回）           池田 豊 (京都自治体問題研究所事務局長） 

京都戦後民主運動 歴史資料アーカイブ 

日韓問題解決のために 54年前の闘いから 

 京都府が蜷川虎三知事の指示で憲法手帳

を発行した1965年の秋。数日おきに大規模

な集会が開催されました。 

・10月18日：公務員共闘と京都市労連の共 

 催「大幅賃上げ、日韓粉砕総決起集会」 

 参加4000人 

・10月31日：「憲法改悪反対京都母親大 

 会」参加3000人。 

・11月2日：「日韓条約批准、憲法改悪阻 

 止、小選挙区制反対京都府大行進」 

  府内３コースから網の目行進で円山音 

 楽堂集会に合流。蜷川知事などのメッ 

 セージのあと宮内祐事務局長（京都大学 

 教授）が経過報告、92歳の大西良慶清水 

 寺貫主が30分の記念講演 

・11月7日：「日韓条約批准阻止、ベトナ 

 ム侵略戦争反対、生活と権利を守る11.7 

 全京都大集会」二条城前南広場、参加 

 1万3000人。蜷川知事あいさつ。 

・11月9日：社共地評の共催「日韓条約粉 

 砕国民統一行動京都集会」6000人参加、 

 蜷川知事も激励に駆け付ける。 

この写真を見ながら、若いころに読んだ

E・H・カーの有名な一節「歴史とは現在

と過去との絶え間ない

対話である」を想い浮

かべました。今に生き

る私たちの眼で54年前

の歴史を見ることの大

切を痛感します。 
 

 1965年6月、自民党佐

藤内閣と韓国の朴正煕

独裁政権は、日韓基本

条約、および付随契約

として請求権・経済協

力協定「財産及び請求

権に関する問題の解決

並びに経済協力に関す

る日本国と大韓民国と

の間の協定」に署名。

11月12日、衆院本会議で強硬採決。12月

18日、批准、公布されました。 

 
韓国に対する経済援助を条件に、第三

条「朝鮮にある唯一の合法的な政府であ

ることが確認」により南北分断を固定

化。日本の植民地支配、戦争責任を不問

にふして、米韓相互防衛条約・日米安保

条約・日韓基本条約によって北東アジア

における軍事ブロック、軍事同盟が作ら

れました。 

日本の陸軍士官学校を卒業した朴正煕

は、61年に軍事クーデターを起こし政権

を握り、63年に大統領就任。日本からの

資金援助を背景に財閥を育成し、軍事独

裁のもとで「漢江の軌跡」と言われる経

済発展を遂げました。 

 歴史認識問題、慰安婦問題、徴用工訴

訟、竹島問題、文化財返還問題など、現

在の日韓関係の障害となっている課題の

根本に、54年前の日韓基本条約締結があ

ります。当時の闘いは今に生きる私たち

に多くを問いかけています。 

 

【1965年11月7日二条城前南広場 蜷川虎三京都府知事挨拶】 



 南丹市美山町安掛に所在する美山診療所（運

営：公設民営方式）は、340㎡の広大な山間へ

き地で高齢化率が46％を越える美山地域の住民

のいのち・健康、暮らしの安心を守っていま

す。 

この美山診療所は、外来診療、入院医療（4

床）、在宅往診、介護老人保健施設（15床）、

デイケア、訪問リハビリ、訪問看護を提供し、

夜間診療週2回を含めた週5日診察を行い、救急

には24時間対応しています。また、美山地域

（人口3,810人）の3分の1以上の住民が診療所

で受診し、とりわけ、高齢者の受診率は高く

（70歳以上の56.4％が受診）、地域住民にとっ

て診療所は、無くてはならない役割を果たして

います。 

この診療所の唯一の医師が、2018年に高齢

（75歳）を理由に退任の意向を表明しました

が、いまだに後任医師が確保できていません。

さらに10月の理事会で医師を確保する条件整備

のために、入院中止など医師の業務を減らす

「美山診療所医療事業改革構想（案）」が提案

され、診療所の存続が危機的な状況となってい

ます。 

こうした中で、昨年11月に美山まちづくり委

員会と地域振興連絡協議会、医療法人財団美山

健康会は「美山診療所」のあり方を問う住民ア

ンケートを実施（1,353人から回収）しまし

た。結果では、77％を越える人が「診療所の閉

鎖は困る」と回答し、「美山診療所を南丹市が

直営にする（公設公営）診療所にする」が

66％、「公設公営」を求める声が多数となりま

した。 

このアンケートの結果や市議会傍聴の多数の

参加で、南丹市長は、「尾嵜医師は経営、入院

患者をみて、外来、往診もこなしており、過重

な負担になっている」と指摘し、「一人何役も

できる医師は見つけられない状況。経営者とし

ての負担を減らす上で、直営も視野に考えてい

く必要がある」と述べました。しかし一方で

「現在の医療水準を維持することは難しい」

「事業縮小した場合は、職員の継続雇用は難し

い。」と表明しました。 

そもそも、美山地域と同規模の自治体では、

入院できる病床とそれを支える医師が確保され

ています。また、府内16ヶ所の「へき地診療

所」は、すべて、公設公営で行政が負担し住民

の医療を保障しています。こうした全国や府内

の状況を見ても、京都府や南丹市など自治体の

支援は必要です。 

さらに、美山地域は高齢化がすすみ、今後、

医療・介護ニーズが高まると考えられます。

元々、京都市内との医療格差があるので、医療

格差をなくす上でも、行政の果たす役割は重要

です。 

南丹市や京都府に行政としての責任を求める

ために、私たち医労連に加盟する美山診療所労

働組合や地域、労働組合などが相談を重ね、

「美山の医療を守る会」を3月12日に結成しま

した。 

現在、「守る会」では「医師確保で美山地域

のいのちと健康を守る要請書（京都府・南丹市

宛て）」を取り組み、南丹市や京都府への働き

かけをすすめています。 

私たちの運動で、行政が運営にも責任を持つ

「公設公営」への道筋がつくられました。これ

からは、現在の医療水準を維持することが、大

きな課題となっています。 

 京からふるさと再生（８０）                      京都医療労働組合連合会 坂田政春           

美山の医療を守る会結成と活動について 

出典：日本医師会「地域医療情報システム」データ等より作成 

美山地域の診療所は、美山診療所、林健センター診療所（2h×週3）大萱医院美山町分院（3h×週1）医師数は常勤換算 

府内へき地診療所の自治体負担 

［老健併設診療所］ 

 京丹波・和知診療所：1億82万円 
 

［無床診療所］ 

 京丹後・宇川診療所：3,600万円 

 伊根・本庄診療所  ：3,212万円 

 福知山・雲原診療所：4,498万円 



私の本棚 書籍紹介               厨子義則（京都自治体問題研究所） 

ゴリラからの警告「人間社会、ここがおかしい」 
（毎日新聞出版 山極寿一著 ２０１８年４月初版 １，４００円＋税） 

 著者の山極寿一さんは京都大学の総長

を務める前、ゴリラの群れの中に入り、ゴ

リラと寝食を共にしていたという霊長類

研究者です。この本はゴリラ目線で人間

社会を考察し、警鐘を鳴らしています。 

 私事になりますが、６０才からはじめた

うたごえで、「なぜ人は歌うのか」、「人

間にとって、歌が先か、言葉が先か」とい

う問答があり、即座に答えられずにいま

した。そんな時、山極寿一さんの「歌の起

源は子守歌」という言葉に出会ったので

す。山極さんは現代に至るヒトの進化を

つぎのように展開されています。 

 

 ヒトから人間への長い道のりのスター

トは、７００万年前にゴリラなどと共通の

祖先から別れ、豊かなジャングルから追

い出され、危険なサバンナへ一歩足を踏

み出したことから始まります。ジャング

ルから出たヒトは、サバンナでどう猛な

肉食獣に子どもを奪われ、防御の必要か

ら集団化し、共同体が生まれ、同時に種の

保存の必要から多産型になり、共同体に

よる共同保育が始まります。 

 授乳期間が３年を超えるゴリラの赤

ちゃんはずっとお母さんの腕の中にいる

から泣きませんが、ヒトのお母さんは１年

そこそこで離乳し、赤ちゃんは他人の手

に預けられるため、大声で泣きます。泣く

のは赤ちゃんの自己主張です。 

 泣き叫ぶ赤ちゃんに、ヒト達は泣き止

ませるために働きかける必要がありま

す。ここに共通のリズムと音程を備えた

子守歌が発生しました。この時点ではま

だ言葉は生まれていません。語りかけら

れる音楽的なトーンによって赤ちゃんは

安心感を覚えるのです。そして天使のほ

ほえみで保育者に喜びを与えます。これ

はやがてヒトだけが持つ深い絆へと発展

します。お母さんに抱かれているような

安心を与えるために生まれた子守歌は、

やがて脳の発達とともに、音楽として発

達し、ヒト特有の他者をいたわる共感力

や平等意識の発生に大きく寄与したと紹

介しています。これが歌の持つ力だと思

います。 

 山極さんは脳の発達は共同体のサイズ

に比例すると言われます。共同体が大き

くなるにつれて、コミニケーションが複

雑になり、ヒトの脳が大きくなりました。

25万年前には現代人と同じ１，５００ccの脳

をもつホモサピエンスが誕生しています

から、言葉が生まれたのは今から７万年前

ですが、それよりも以前に脳は現代人の

サイズに到達していたのです。言葉の発

明により脳が大きくなったのではないと

山極さんは強調されます。このときの共

同体のサイズは１５０人前後で、現代もピ

グミーなど狩猟採取民族の集団と同じサ

イズと言われています。現代人の脳の働

きもこのサイズがお互い信頼し合える最

適なサイズではないでしょうか。 

 

 文字のない時代のヒトの営みを解明す

ることは歴史学では困難です。人類学者

の研究は歴史学では描ききれない人間の

本質に軽々と迫ります。類人猿の中でヒ

トは共同体をつくり、高度なコミュニ

ケーションと道具を駆使することで、独

自の文化を形成して

きました。その文化

が瞬時に数万人との

コミュニケーション

を可能にするIT技術

の発展など急速な環

境の変化により失わ

れつつあると山極さ

んは警告していま

す。是非ご一読を。 
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「和束町の茶畑」 

4月中旬の晴れた日、和束町に行って

きました。京都駅からＪＲみやこ路快

速・大和路快速・奈良交通バスを乗り継

いで約1時間半です。和束町は山腹に茶

畑が緑豊かに広がる「宇治茶」の主産地

です。お茶の生産量が京都府内でもっと

も多く、生産されるお茶の代表は、山吹

色に輝く煎茶です。町の中心を東西に流

れる和束川が寒暖の差による朝霧を生

み、「こく」のある茶葉を育んでいるそ

うです。山の斜面に広がる茶畑、連綿と

受け継がれてきたその生業（なりわい）

の景観は全国的にも珍しいもので、「茶

畑の景観、和束の茶源郷」として京都府

景観資産登録地区第1号に認定されてい

ます。 

「茶畑の景観、和束の茶源郷」を堪能

できるようにサイクリングコースが４つ

設定されています。「Ａ・白栖長井コン

パクトコース（走行距離約４ｋｍ）」、

「Ｂ・石寺の茶畑めぐりコース（走行距

離約８ｋｍ））、「Ｃ・和束のパワース

ポット巡りコース（走行距離約７ｋ

ｍ）」、「Ｄ・絶景の原山茶畑景観巡り

コース（走行距離約１０ｋｍ）」で、い

ずれも「和束茶カフェ」からのスター

ト・ゴールです。 

「和束茶カフェ」で電動アシスト付自

転 車 を 借 用（１ 日 １ 台1000円）し て

「Ｂ・石寺の茶畑めぐりコース」に挑戦

しました。わかりやすいサイクリング

マップがあり安心して出発しました。 

電動アシスト付自転車なので、坂道の

登りも軽やかに、まずはパッチワークを

連ねたような「撰原（えりはら）の茶

畑」がよく見えるビューポイントに着き

ました。茶畑が急傾斜の山いっぱいに広

がっています。山を切り開いた先人たち

の苦労が感じられます。次は、「石寺の

茶畑」のビューポイントです。写真のと

おり、空まで続くかのような茶畑は壮観

で、ＰＲ写真などにもよく使われていま

す。 

「♪夏も近づく八十八夜 野にも山に

も若葉が茂る あれに見えるは 茶摘み

（ちゃつみ）じゃないか 茜襷（あかね

だすき）に菅（すげ）の笠」という茶摘

み歌があります。八十八夜は立春から数

えて88日目の日を指し、毎年5月2日頃が

この日にあたります。和束町での茶摘み

が始まるのは4月下旬だそうで、この

日、茶畑の新芽は出はじめの状態でし

た。 

 サイクリングコース近くにある「弥勒

磨崖仏（みろくまがいぶつ）」にも立ち

寄りました。和束川をのぞき込むように

そびえ立つ花崗岩の崖に彫られた高さ

3.3ｍの優しい眼差しの仏像で、鎌倉時

代後期のものだそうです。 

 アップダウンのあるサイクリングコー

スでしたが、気持ちよく走り切り、春の

一日を楽しみました。 

 

 

＜和束町・石寺の茶畑＞ 

<

弥
勒
磨
崖
仏>

 



 

手のひらに憲法プロジェクト 
URL http://www.pocketkenpo.com 

＜ポケット憲法のお申込み＞ 
Mail     info@pocketkenpo.com 

TEL 075-211-1161  
 FAX 075-708-7042 

74th ツキイチ土曜サロン 
 

・開催日 5月18日（土） 
・時刻 １４：００～ 
・場所 京都自治体問題研究所 

・報告 藤井一さん 
 

＜今月の本＞ 

「ゲノム編集の光と闇－人類の未来に

何をもたらすか」ちくま新書 

 （青野由利、19/02、800円＋税） 
 

  ２０１８年１１月、中国の研究者が「ゲ

ノム編集をした受精卵から双子の赤

ちゃんを誕生させた」と発表した。生

命の設計図をいとも簡単に操作し、実

際に子どもを誕生させたという報告の

衝撃は大きく、倫理的・社会的な議論

事 務 局 通 信 

 

第４４回京都研究所定期総会のご案内 
 

 日時 ６月１日（土）午後１：３０～（受付開始 午後１：００） 

   場所   かもがわ（市職員会館：京都市中京区土手町夷川上ル末丸町２８４） 

     (地下鉄「市役所前駅」徒歩10分、市バス「河原町丸太町」下車徒歩5分) 

   議案 ①２０１８年度活動報告・決算案（公益目的支出報告含む） 

          ②２０１９年度活動計画・予算案 
 

   記念講演 「地域･学校は宝の山」(仮題）（１３：３０～１４：３０） 

   講  師  早川 幸生 氏 
     略歴：1948年、京都市生まれ。立命館大学卒業。京都大学木材研究所に 

        11年間勤務した後、京都市立小学校で33年間勤務。立命館大学講 

        師歴任。主な著書に『京都・左京の15年戦争』(共著)『本願寺と山 

        科二千年』(共著)『京都歴史たまてばこ』ほか多数。 
 

●総会終了後、交流会を総会と同じ「かもがわ」で開催します。会費3500円です。 

が巻き起こっている。本書は「ゲノム

編集」という最先端の生命科学技術を

基礎から解きほぐして紹介しながら、

それが拠って立つ生命科学の歴史と系

譜をも辿ることで、私たちが手にする

利益と内包する問題点のせめぎ合いを

追う一冊である（筑摩書房）。 
 

 

お気軽にご参加下さい  
 

 土曜サロンは、参加

自由、事前申込不要。

終了後、参加者による

気軽なワンコイン懇

親会を行っています。 

 

●第６回理事会を開催します。 

５月１４日（火）午後７時～ 


