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年頭のご挨拶 

理事長 安場 博 

 皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

自然災害が比較的少ないと言われている栃木県で昨年 9月に大雨が降り、下流の茨城県で鬼怒川が溢

れるという災害がありました。「鬼が怒る川」が鬼怒川ですからもう大変な川なのでしょう。こういう

名前を付けたとすると昔も川の大きな氾濫があったと思われます。またマスコミではほとんど報道され

ませんでしたが、姿川上流の宇都宮市大谷地区で、床上浸水がありました。家の泥出しボランティアに

参加しましたが、乾燥後の泥の厚さは 2cm 位あったように思います。地球温暖化により局地的な豪雨が

増えると予想されており、今後自然災害が増えていくことが懸念されます。 

 また昨年はノーベル生理学医学賞を大村智氏が受賞したという嬉しいニュースがありました。静岡県

のゴルフ場で採取した土から有用な微生物と化学物質を見つけ、薬に利用したことが認められたとのこ

とです。生物多様性条約では、「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」という項目で、

先進国が途上国（主に熱帯地域）で採取した生物の遺伝的性質を利用して薬などへ応用した時に、その

利益を途上国にも還元するお金の配分について議論されています。日本は南北に長い地形を持っており、

わざわざ熱帯に出かけなくても日本の中で、有用な微生物や遺伝資源を見つけることも出来る可能性が

あることを大村氏の事例が示していると思います。ゴルフ場などには農薬耐性の遺伝子を持った微生物

がいるかも知れません。 

 本年は、① 電気の安定供給の確保、② 電気料金の最大限抑制、③ 電気利用の選択肢、④企業の事

業機会の拡大などを目的として、4 月から小売り電力の完全自由化が始まり、我々が自由に電力購入会

社を選ぶことができる様になります。さらに平成 29 年からはガス小売自由化が予定されています。こ

の制度設計が初期の目的通りの制度になるのか否か、また我々の生活にどのような影響が出るかも興味

深い所です。 

環境カウンセラーは環境省に登録された環境専門家で、事業者部門と市民部門があります。環境配慮の

事業活動支援の実施、自然観察会などにより子供たちに水生生物や昆虫、植物、鳥及び河川水質を通じ

て環境保全教育などを実施してきました。本年も更なる活動をしていきたいと思っております。 

 

 
ラップで“チン”する前に一考!! 

近藤 和雄 

 １９６０年に我が国にお目見えした“食品包装用ラップフィルム（以下、「ラップ」と簡略します。）”

は、そのラップの素材により異なりますが、摂氏－６０℃ ～ ＋１５０℃程度の環境で使用できますの

で、日常生活においては何かと便利です。 

 その一方では「なんとなく使うのは嫌だな!!」という気持ちがすることもありますが、このラップを

あまり使いたくない理由としては、“安全性についてなんとなく気になる”とか、“１回使うとゴミにな

るので”等々があげられます。 

 処で、このラップは合成樹脂から作られていますので、この中には可塑剤が含まれているものがあり、
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使い方を誤まるとラップから可塑剤が溶出します。 

 

■添加物である可塑剤等 

 店舗や家庭での食品調理や保存に使用されるラップ［ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリ塩化ビニリデ

ン（ＰＶＤＣ）］には、さまざまな目的のために可塑剤や安定剤としての化学物質が添加されています。 

 例えば、主に業務用に使用されるラップのポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）の可塑性を高めるため等の、添

加物の使用例としてはアジピン酸エステル等が挙げられます。   

 他方、家庭用に多く使用されているラップのポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）には、柔軟剤・防曇剤

として脂肪酸誘導体が、安定剤としてエポキシ化植物油が添加物として使用されています。（これらは、

ラップ製品のケースに表示がされていますので、確認してみて下さい。） 
 
  注：①脂肪酸誘導体とは概念が広すぎて物質特定できない物質である。 
       ②エポキシ化植物油とは、大豆油（遺伝子組換えポストハーベスト農薬）等をエポキシ化したもの

が主原料であると考えられますが、国の食品安全委員会の２００９年１２月１日付けの資料では、

「どんな物質」がエポキシ化植物油の範疇に入る可能性があるかについてContam（汚染）パネル

に所見がないとしています。 

 

 処で、これらの添加剤やその分解物は、熱が加わるなどその使用条件によっては比較的容易に食品中

に移行することが知られていますが、特に界面活性剤物質が分解することで生じるノニルフェノールは、

内分泌かく乱物質（通称：「環境ホルモン」は生殖異常、妊娠中の胎児への悪影響、乳がん細胞を増殖

させる他、様々な危険性が指摘されている。）による作用が疑われたことから、我が国においては２０

００（平成１２）年以降はノニルフェノールを生成しない添加剤に切り替えられています｡ 

 また、添加物のない安全なラップを選ぶポイントは、ポリエチレン（ＰＥ）製で、かつ無添加の製品

である「無添加ポリエチレン」を選択することです。 

 

 

 

 

 

 

 

■使い方に注意 

 これら添加物が入ったラップを使用しても、“よほどの使い方”をしない限りは「直ちに健康被害は

ないでしょう」が、化学物質の溶出を避ける為にラップを使わない方法も様々あります。 

 それはラップを使う代わりに先人達が行っていた知恵として伝えられている、耐熱性のガラス容器（蓋

つき）や陶製容器（絵柄のないもののほうが良い）を使うことです。 

 こうすれば、ラップごみの廃棄もなくなりますので… 
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では、ラップの“よほどの使い方”とは、どんな使い方のことなのでしょうか？ 

①ラップをオーブンや電子レンジのオーブン機能で使用すると、ラップが破れたり、溶けて食品に入

ったりすることがあります。 

②油性の強い食品（魚、肉、揚げ物類）をラップで直接つつんで加熱すると、ポリ塩化ビニリデン（Ｐ

ＶＤＣ）の耐熱温度の１４０℃を超え、溶けることがあります。 

③ポリエチレン（ＰＥ）製のラップは、耐熱温度が１１０℃と低いのでラップと食品との接触が問題

となります。（特に、油性の強い食品を電子レンジで加熱する場合には、底の深い耐熱容器に入れ

てラップと食品との接触をしないようすることが必要）でも、よくよく考えると“チン”する際に、

日常茶飯事的にやってしまっている気がします。 

因みに、溶出するこの化学物質の濃度と作用の関係は、ppt（parts per trillion）という単位で示され

ますが、極めて低濃度（１兆分の１：「50ｍプールいっぱいに対し、目薬一滴の量」）でも生体に悪影響

を及ぼします。 
 
■廃棄時の課題 

 一般的にはラップは多くの場合は１回使用したら廃棄処分となります。その際に、ラップは石油から

作られているので“燃やせるゴミ”だと思うかもしれませんが、塩ビ樹脂素材からなるポリ塩化ビニル

（ＰＶＣ）、及びポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）のラップは低温度で燃やすとダイオキシンを発生さ

せますので、本来は“燃えないゴミ”として扱わなければいけません。 

 よって、環境保全面から考えた場合には、ラップの廃棄は一般可燃廃棄物と分けた処理が賢い対応に

なりますが、毎日の生活における廃棄の方法については、「各市町のごみ分別処理方法」を確認するこ

とがポイントになります。 

 

 

 
生物多様性とは何か？－その２０ 

生物多様性のかかわり エピソード-その４ 
市川 恭治 

１. リゾートブームに揺れる日本列島 

2000年 4月、東京の本郷に環境アセス専門の会社を設立したのは、前号で報告した。当社の売り込み

は、あまり普及していなかった環境アセスメントであった。静岡時代に『道路』、『ダム』、『産業廃棄物

埋立』のそれぞれの分野での我が国・第１号を経験したことが強みであった。また生き物系にスタッフ
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を抱えていたこともである。当時は全ての生き物系をこなせるコンサルタントは少なかったので、無名

な会社であったが、多くの引き合いがあった。ただしそれらのほとんどは民間開発であった。 

当時は公共事業の数とは比べ物にならないくらい民間開発が盛んで、とりわけゴルフ場を中心とした

リゾート開発が全盛であった。各県でもアセス条例や要綱が次々と制定されていた。千葉県だけでも約

100 件、栃木県でも 30 件以上の計画があった。私の会社で関わったアセスは、５年間で 50 件（北海道

から沖縄まで、ただしそのうちの 20 件は千葉県）にも及んだ。 
 
２. マンモスリゾート計画 

東京で最初に受注した仕事は、千葉県勝浦市のゴルフ場計画のアセスである。ゴルフ場開発の環境ア

セスは当時の相場が大手のコンサルでは２～３億円であったが、私の会社では約 7000 万円で請け負っ

た。今から考えればとんでもない金額である。これだけの予算があればかなり精度の高い調査が可能で

あり、優秀な調査スタッフも雇用できることから高い調査精度をウリとした。そんなときに上記のゴル

フ場を発注してくれた中堅ゼネコン（Ｓ建設㈱）の技術部長からとんでもないリゾート計画が持ち込ま

れた。場所は秋田県の鳥海山、Ｓ建設㈱も一員とするＳグループの総力を挙げて鳥海山麓に一大リゾー

ト地を建設するということである。 

開発面積は約 6000ha、国内では最大級のスキー場（８つの滑降コース）、７２ホール（18ホール×４）

のゴルフ場、ラスベガスを髣髴させるカジノ、ディズニーランド並みのテーマパークなどなどである。

事業費総額は 6000 億円と破格である。ＳグループのＳ建設、Ｓ金属、Ｓ林業の３社を幹事会社として

具体的な準備に入った。特別顧問として日本職業スキー教師協会総裁、同協会会長が就任した。地元の

象潟町長、遊佐町長への説明会も行われた。 

私の会社はプロジェクトの専門的アドバイザーとして招かれた。最初に依頼されたのが、約２年間に

渡る計画地周辺の気象観測（積雪･風向･風力）と開発が可能かどうかを検討する調査である。写真１は

その結果をまとめた報告書である。 
 
 

写真１ 
鳥海山総合リゾート 
計画開発可能性検討 
調査報告書 

 
 
 
 
 
 

計画地の大部分は鳥海山国立公園に隣接または含まれるという自然環境特性があり、奈曽渓谷や象潟

一帯など多くの景勝地が含まれる。国立公園内は原則開発は不可または制限されるため、開発の可能性

を様々な方法で探った。しかし、一番の難関となったのは、計画地が野生生物の宝庫という点であった。 
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３.鳥海山山麓は野生生物の宝庫 

地元の野鳥の会や山形大学・秋田大学など専門家に協力を求め、文献や地元情報から特筆すべき生き

物をリストアップした。その中で最も注目されたのが、上記の奈曽渓谷周辺に生息するイヌワシ（国の

天然記念物）である。近隣の酒田市では、西部リゾート開発㈱が手がけているスキー場開発が反対運動

により暗礁に乗り上げていた。 

また駒ケ岳（秋田県）山麓でもイヌワシ生息地がＪＲによるリゾート開発が中止に追い込まれたが、

そこで猛禽類調査を最重点におき、調査計画を練った。最も生息密度が高いと思われた奈曽渓谷を中心

として、鳥海山山頂を含む 10 箇所の定点観測地点を設け、約２ヵ年の観測を行った。動員した調査員

は延べ 400人を超えた。その結果、イヌワシは３つの番が観測され、繁殖活動も確認された。イヌワシ

の他にも、クマタカ、ハイタカ、ハヤブサ、オオタカ、チュウヒ、ノスリ、トビ、サシバ（北限）、ハ

チクマ、フクロウなど多くの猛禽類が確認された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真２ イヌワシ 
 
 

写真３ 鳥海山のイヌワシ行動圏 
 
調査の結果から、計画の 1つの目玉であっ奈曽渓谷に巨大つり橋を設ける案は撤回された。また計画

地内に見られたブナ自然林や中小の湖沼群もそれらをそのまま保全する計画への修正が度々行われた。

また場内への一般のガソリン・ディーゼル車の乗り入れは禁止され、電気自動車への乗換えが義務づけ

られた。その他、数々の環境配慮が盛り込まれた。そして秋田県自然保護課、地元市町村、イヌワシ研

究会をはじめとする各専門家に打診を図ろうとしたが、天然記念物イヌワシの保全の壁は乗り越えるこ

とはできなかった。その結果、その他様々な理由もあったが、計画は撤回され、一大リゾートは幻とな

った。 

 

３. 八ッ場ダムと猛禽類 

 八ッ場ダムの計画地にもイヌワシをはじめクマタカ、オオタカなど多くの猛禽類が生息している。情

報公開で最近になってそのずさんなアセス内容が明らかにされた。その報告書は『八ッ場ダム工事事務

所周辺猛禽類調査報告書』（2011、Ｉ社）*Ｉ社は沖縄の普天間移設の環境アセスで、ジュゴンを調査船

で追いかけまわして計画地から追い出したといわれているコンサル。 

 内容を見て誰もが驚く内容である。普天間のジュゴンでも同じ手法がとられている。報告書の重要部
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分、例えばイヌワシ、クマタカの調査は行われているものの、その位置図、数字、日付などが全て黒塗

りになっている。その理由をただすと、詳細が公開されれば密猟者がやってくるという理由である。密

猟者はプロであり、報告書をみるまでもなく現地を見れば容易に推察できる。また沖縄ではジュゴンの

密猟者がいるのか？ 

予測評価の部分では、イヌワシ、クマタカがダムの計画地内に複数生息するため影響は受けるが、ダ

ム工事に当たって重機は低騒音型を使用、繁殖期にはなるべく工事を避けるようにするので、事業者の

努力で影響は最小限にとどまる。またダムの周辺の森林は残るので、時間の経過と共に離散した個体も

戻ってくる。 

まったく身勝手な解釈で、真剣に保全しようとする意思は感じられない。こうしたアセスの結果をダ

ム供用後のモニタリングで検証された例はないか、行われたとしても非公表になっている。私が自主的

に行った経験（佐久間ダム、長島ダム）では、イヌワシ、クマタカは極端に減少し、変わってトビが急

増していた。佐久間ダムでは夕方になると多数のトビが群れを成して集まり、観光客の残したゴミをあ

さり、ダム湖に打ちあがった魚の死体に群がっていた。 

 

 
地震の『前兆現象』を考える 

続き［１］ 

近藤 和雄 

本稿は、「ＴＥＣＡ ＮＥＷＳ第４７号（２０１５年１月１日発行）」に記述した、「地震の『前兆現象』

を考える」の続きです。 

 
■予測情報の確度 

小生が２０１３年の５月頃から研究として取組んでいる、地震の前兆現象から地震発生の予測を行い、

独自の「地震予測情報」としてＴＥＣＡ会員の皆様方に提供（提供例の 1つを、下記に示します）して

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地震予測情報の提供事例（2015.08.05）】 
 ＴＥＣＡ会員 各位 

  地震の前兆現象を研究中の近藤です。関東平野のど真ん中の地域に位置する当所では、連

日猛暑日が続いており、些かグロッキーとなり、プールは遠いので水風呂に入り体温を下げて

います。 

 さて、昨日から電波感度が強くなったり、弱くなったりとの変化が顕著になり始め、ノイズ

の発生も変化が生じています。  

 また、今朝（８月５日）方の６時５０分頃から約１０分間程度、犬が伏せの姿勢で首を持ち

上げ部屋を覗くような状態で甘え鳴いていました。 

 なお、強い太陽フレアは発生していません。 

  以上のことから、数日間は地震に関して、要注意なのではと思います。 

                              （2015.08.05 ａｍ9：50） 
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処で、その地震予測情報については情報発信のままになっており、情報の“確度”についての整理を

しておりませんでしたので、最新 1年間分の取りまとめを試みました。 

その結果、２０１４（平成２６）年 1２月～２０１５（平成２６）年の１年間に、ＴＥＣＡ会員各位

へ情報提供として行った「地震発生予測情報」の、“情報確度”は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■前兆現象認識の難しさ 

（１）真冬に蛇が出現!! 
 野木町の知人宅では、東日本大震災が発生（２０１１年３月１１日）した約２．５ヶ月弱前の２０１

０年１２月２５日に、庭先に蛇（やや茶色で７０ｃｍ程度）が出現していました。 

 その知人は、この冬の時期なので蛇も寒かろうとして、補食用のドックフードとともにトロ箱に入れ

てあげたということでしたが、翌朝にトロ箱を覗くと蛇はいなくなっていたとのこと。 

 その際に、“こんな冬の時期に蛇が出てくるなんて、天変地変がなければ良いがな…”と、一抹の不

安感を持ったそうです。そして、今から考えると『あれは“東日本大震災（３．１１）の前兆現象だっ

たのかも？”との思いがしたとのこと』を、本年になって伺いました。 

 処で、その蛇の出現と約２．５ヶ月後に発生した３．１１との関係性の証明は困難なのですが、やは

り通常と異なる現象が生じた場合には、留意しておくことが減災へ向けた行動に必要かなと思います。 
 
（２）室内への昆虫の出現 

 普段は我が家では室内であまり昆虫の姿は見ないのですが、この１年間を通して感じたのは、室内に

昆虫（ゴキブリ等を含め）が出現したのは、関東地方とその近接地でマグニチュード（Ｍ）４．５程度

を超える地震等が発生する前が多かった気がします。 

 これは秋や冬の気温が下がった時にも起きていますので、地球上で長年生き続けてきた種族の感知能

力かとも思いますが、その関連性は証明できません。 

昆虫が出現した日の後に起きた、大きめの地震等との一覧（平成２６年１２月～１１月分）を以下に示

します。 

分類 情報の発信後７日以内に発生の地震 

等 
回数 

予測情報の発信 
 

２０ 

Ｍ５ 以上発生（全国） 
及び、野木町近隣地域とその周辺地域が

震央でＭ３．７以上の発生を含む 

１８ 
 

フェージング現象 ２ 

一応の認識はした

が､情報については

未発信 

その後に、関東地方とその周辺地域が震

央で、Ｍ４．５以上の地震発生 
 
３ 

 Ｍ：マグネチュ－ドの略 
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昆虫類の出現日 経過日数 
地震等（関東地方Ｍ4超え 

・隣接地域のＭ5以上等） 

12月 20日 

12月 21日  

12月 22日 

5 日後 

4 日後 

3 日後 

12月 25日 20時 31分ごろ  

震源地 茨城県・猿島近辺 

Ｍ4.2 ※栃木県・野木町との隣接地が震源央        

１月 13日 当日 福島県・吾妻山の火山性地震は 13日が 19 回だ

った。 

14 日午前 9 時ごろから急増、午前 9～10 時が

19 回、10～11 時が 53 回、11 時～正午が 37 回

発生し、午後 7 時までに 176 回を確認した。 

5 月 10日 

5 月 11日 

5 月 13日 

5 月 14日 

5 日後 

4 日後 

2 日後 

1 日後 

5 月 15日 12時 30 分ごろ  

震源地 福島県沖 Ｍ 5.1 

5 月 22日 3 日後 5 月 25日 14時 28 分ごろ  

震源地 埼玉県・加須市近辺 

Ｍ5.5   

※ 栃木県・野木町との隣接地が震源央 

5 月 29日 1 日後 5 月 30日 1 時 06分ごろ  

震源地 茨城県・古河市総和付近 Ｍ4.8  

※ 栃木県・野木町との隣接地が震央 

5 月 30日 20時 23 分ごろ  

震源地 小笠原諸島西方沖 Ｍ8.1 

6 月 2 日 翌日 6 月 3 日 6時 04分ごろ  

震源地 父島近海 Ｍ 6.0 

6 月 15日 ４日後 6 月 19日 17時 09 分ごろ  

震源地 父島近海 Ｍ5.3 

10月 12日 8 日後 10月 20日 18時 29分ごろ  
震源地 小笠原諸島西方沖 Ｍ 5.7 

11月 18日 2 日後 11 月 20 日 8 時 15 分ごろ 震源地 茨城県北部

Ｍ 4.4 

11 月 20 日 10 時 08 分ごろ 震源地 父島近海 

Ｍ 5.3 

 

（３）秋に“雲雀”が畑の上空でさえずる!! 

 ２０１５年１０月１３日の朝６時１８分頃だったのですが、犬の散歩で近所の田畑を歩いていると、

収獲を終えた畑から突然“春告げ鳥”として古今東西に知られている「雲雀」が舞いあがり、さえずっ

ていました。 

 この雲雀が飛んでいた前後の時間帯における電波の受信状況は、当地（野木町）から南方面にあるＴ

Ｖ各局のうち、“東京Ｍｘ”と“ＮＨＫ水戸（隣接地の古河送信所からの電波）”、“放送大学”及び“テ

レ玉”が映像は映りましたが通常よりは感度が落ちており、逆に当地（野木町）から北方面にあるＮＨ

Ｋ宇都宮は大幅に感度が落ち映像が映りませんでした。 

そこで、ＴＥＣＡ会員の皆様宛てに、『２０１５.１０.１３「念の為ご留意下さい」』の地震注意を喚
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起すべく情報提供を行いましたが、その後に発生したマグニチュード５を超える地震は、 

○ 地震発生時刻 2015年 10月 13日 9時 18分ごろ   

  震源地 宮古島近海  

    緯度 北緯 25.2度 経度 東経 125.0度 

     深さ 70km マグニチュード 5.0 

でした。しかしながら、あまりにも遠方な震源地からして関係性は弱いと思います。 

なお、近接地で発生したマグニチュード４を超える地震は、 

○ 地震発生時刻 2015年 10月 15日 5時 35分ごろ   

  震源地 千葉県東方沖  

    緯度 北緯 35.4度 経度 東経 141.1度  

    深さ 10km マグニチュード 4.4 

だけでしたので、この電波感度等の異常が“前兆現象”だとは言い切れません。 

 では、このような電波感度の変動原因となる“紛らわしい電波の乱れ”の主な要因を探ります。 

 

（４）紛らわしい電波の乱れ［その１］ 

 ２０１５年１０月１９日付けのメーリングリストで会員の皆様に連絡をしました、地震の前兆現象情

報『 ちょいと異常な状態になっています。ご注意下さい。』の内容です。（※今回、ＴＥＣＡニュース

の原稿にする際に原文を一部補正しました。） 

 

『「２０１５年１０月１３日念の為ご留意下さい」の連絡 

を行った時点以降においては、地上デジタルテレビの電波 

受信状況は比較的平穏な状況が続きましたが、１０月１８ 

日の２１時２９分頃から急に電界が大きく乱れ、約２０分 

間に亘って東京方面からの地上デジタル波において“レベル 

の低下”と“変動”が発生し、映像受信が出来なくなる現象 

となりました。 

 

さらに、同日の１９日にはこの続報として会員の皆様に次のご連絡を行いました。 

『先ほどお知らせの、これらの現象の突合せをおこない検討した結果、太陽フレアの大きなものは発

生しておらず、この原因の推定に合点がいかない（恐らくは地下からの地上への影響は薄く、空中で電

波の状態そのものがおかしくなっている？）ので、インターネット上で昨夜において「地上デジタルテ

レビの電波異常が発生しているのか」を検索しましたが、情報が見つかりませんでした。 

そこで、総務省関東総合通信局に問い合わせをしたところ、やはり「フェージング」という現象で電

波の乱れが発生していることを確認しました。』 

さて、ＵＨＦ帯域にも発生するこの「フェージング」という現象は、地震の前兆現象を予測するため

には紛らわしい阻害要因の１つだと思われますが、それではこのフェージングというのはどんなモノか

について、極めて簡単に以下に記述します。 
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《フェージング》 

  テレビ電波の受信は、送信所からの見通しができる距離においては空間を伝わってくる“直接波”です

が、これに地面（海面・水面）で反射されてくる“反射波”とが合成された電波を受信しています。 

  したがって、反射地点での反射の状況が時間的に変化（海面・水面や電波に対する大気の屈折率等の変

化）すれば、「フェージング（受信点での電界強度が変動すること）」が発生することになります。 

  フェージングによる障害は、VHF 帯、UHF 帯はもちろんマイクロ波帯にも及びます。多重な電波の伝搬路

が形成されることで生ずるテレビ受信時障害の症状は、画面が真っ黒になり「受信できません」等のメ

ッセージが表示される「ブラックアウト」、又はブロック状のノイズが現れた画面になる等が起きます。 

送信所のアンテナから比較的近く、受信電波の強いとこ ろでは発生しませんが、関東地方の場合には

東京スカイツリー（東京タワー）からの電波が数十 km 以遠になると発生しているようです。」とありま

す。      

［本項参照元：関東総合通信局ＨＰの「電波の異常伝搬によるテレビの受信障害」の項］ 

 

当に１０月１９日の夜に発生したのはこの現象であり、我が家の位置（野木町）は送信所からの距離

は丁度この数十ｋｍの位置にあります。 

 添付の画像は、その時の各ＴＶ－Ｃｈの受信状況例 （１０月１８日の２１時４５分現在）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・画面黄色部分の“Ｄ表示”は映像が出来ないＣｈです。 

・画面緑色部分の“Ａ表示”が映像受信できているＣｈです。［２局のみ：放送大学（東京タワーから 

送信）、ＮＨＫ水戸（古河送信所から送信）］ 

 

この時は、電波感度を計測する毎に各Ｃｈの受信レベルが波打つように変動し不安定な状態であり、

隣家からもテレビが映らないとの電話があったことから、「現在、電波感度が変動している状態である」

ことを説明しました。 

なお、１０月１９日の７時頃から８時頃までの間、我が家のセンサー犬（柴犬）？が甘え鳴き状態と

なっていた時点では、ＮＨＫ宇都宮の電波感度が異常に低下という現象が発生しています。 

 

（５）紛らわしい電波の乱れ［その２］ 

 また、“太陽嵐”のＭクラス後半以上からＸクラスが起きることで、地上デジタル電波に障害が生じ

ていないかを確認する必要もあります。 
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 《太陽嵐》 
  太陽嵐が起こると、約８分程度で電磁波が地球に到達して電波障害が生じ、数時間で放射線が到達する。

さらに、数日後にはコロナからの質量放出が地球に届き、誘導電流が送電線に混入し、電力系統がおか

しくなる。ただ単に停電するのではなく、電気・電子系統に瞬断やＥＭＰ（電磁パルス）被害が出る。

特に宇宙空間にある衛星（通信衛星、ＧＰＳ、気象衛星、偵察衛星など）や、巨大なアンテナとして働

く送電線の被害が起こる。 
  Ｘ線強度による等級は、現在最も広範に普及している太陽フレアの規模の指標である。 太陽全面から放

射されるＸ線強度の最大値によって、低い方からＡ, Ｂ, Ｃ, Ｍ, Ｘの５つの等級に分類されており、

Ｘが一番強い。 
  ［本項の出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』］ 

 

 なお、この太陽嵐による電磁波が、地球上の生物に何等かの影響を与えていることを否定するのは

難しいと思われます。 

以上、独学での地震の前兆現象研究は緒についたばかりですが、観測データの蓄積を行い、予測精度

の向上へ継続して取組みたいと思います。 

 

 

 

もったいないフェア宇都宮 2015 

塩山 房男 

平成 27 年 9 月 27 日（日）、宇都宮城址公園にておいて「もったいないフェア宇都宮 2015」が開催さ

れました。栃木県環境カウンセラー協会としては、お米に関するクイズと籾摺り体験を通じて、お米の

大切さや米作りが多くの生き物を育み生物多様性を保全することを啓蒙しました。なお、会員の出席者

は安場、三浦、中茎、岡田、太田、白井、堀、塩山の 8 名でした。＋（遠藤：とちの環担当） 

 

 

 

 

 

 

 

ミニ俵を担いだ子供たちと一緒にパチリ 

【籾摺り体験】 

籾摺り体験では、普通餅米、赤米、黒米の 3 種の籾をブレンドし、すり鉢と軟式野球ボールを使い、

約 150 名の方々に体験してもらいました。多くが 3 人程度の家族連れでしたので、概ね 450 名位の方々

に体験してもらったことになります。 

小さな子では、両親やジジ・ババの助けを借りながら、すぐには剥けない籾に驚き、かなり手荒にや

っても玄米が砕けないことにはびっくりしながら、最後まで一所懸命籾すりしていました。 
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途中、我々スタッフが唐箕を使って籾殻を吹き飛ばし、3 回位は唐箕選が必要でしたが、赤・白・黒

の玄米になると、子供たちも大喜びでした。 

また、黒米等の稲穂や展示用の米俵にも興味を抱き、写真を撮るなど賑やかで実り多い体験教室を実

施することが出来ました。 

なお、スタッフの皆様方は、始まってすぐに唐箕の扱い方も上手になり、手際よく出来るようになった

のが一番の収穫であったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

もう少しだよ､頑張ってね！何時も優しい三浦兄！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

綺麗な玄米になったね！ほんとだ赤・白・黒！   ちっちゃい子は、地べたの方が力が入るぞ！ 

 

【お米についてのクイズ】 

クイズコーナーでは「ご飯を食べて地球を守ろうクイズ」との見出しで、一穂の籾数、一株の穂数、

一株当たり籾数、お茶碗一杯のご飯粒の数、年間の国民一人当たりの米の消費量やそれに必要な田んぼ

の面積等をクイズにしました。約 100 名の方々がクイズにチャレンジし、家族を含めると 200 人以上の

方々に米作りの大切さ、生き物の大切さ、米の消費拡大を啓蒙できました。 

クイズの最後に、江戸・明治時代から比べると、1 人当たり約４割の米しか消費せず、単収が増加し

たため水田面積は極端に少なくて済み、減反せざるを得なくなってしまったこと。また、ご飯は栄養バ

ランスがよく、世界からヘルシー食品として認められていること。米作りは田んぼ周りに多くの生き物

を育み、二酸化炭素の吸収も多く地球温暖化防止につながること等も訴えました。そして減反等しなく

て済むよう「ご飯をもっと食べよう」と締めくくりました。 

なお、中学生・高校生の反応は素晴らしく、また、大人の方々にも認識を改めて頂いた方が多くいま

した。若干、問題が難しいとの意見もありましたので、次回の参考にしたいと思います。 
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クイズコーナーにも順番待ちが出来る人気！ 

 
なお、10 月 25 日開催の鬼怒川自然観察会についてもチラシ 60 枚を配布することが出来、何名の人

が参加して頂けるか楽しみです。 

また、1:30 頃、イベント会場舞台を通じて栃木県環境カウンセラー協会の事業案内と 10 月 25 日の

観察会の案内も紹介することが出来ました。 

収穫の多かったもったいないフェアでした。アンケ－トには、ボランティア団体にはテント代無料と

するよう改善依頼を要望いたしました。 

 

 

 
平成 27 年度鬼怒川自然観察会結果報告について 

塩山 房男 

平成 27 年 10 月 25 日、鬼怒川平石地区の「鬼怒川の自然に親しむ会」が主催し、栃木県環境カウン

セラー協会（以下 TECA）が共催で「鬼怒川の自然観察会 in2015」を盛大に開催しました。当日は、風

がややあり、ほこりっぽかったのですが、素晴らしい秋晴れに恵まれ、絶好の観察日和となりました。 

 8 時 30 分、柳田の「川の一里塚」を起点に、約 40 名の親子がブリッツェンの廣瀬佳正ゼネラルマネ

ージャーとともにサイクリングに出発、10 時 15 分に自然観察会場に戻ってきました。自然観察会には

親子連れが約 56 人、地元のスタッフが約 50 名、ＴＥＣＡは安場理事長含め 10 名、高橋先生、市や地

区公民館等の関係者、その他飛び入りの参加者約 25名と、計約 140名の参加となりました。 
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10 時 20 分、地区の役員でもある今井会員の司会で開会式が始まり、自然に親しむ会の郷間実行委員

長と TECA安場理事長のあいさつの後、ＴＥＣＡスタッフの紹介や高橋先生の紹介を行いました。オリエ

ンテ－リングでは、参加人数が多いことから 2 班に分かれて観察会を行うこととし、川の水生動物調査

班と陸上の昆虫類等の動物調査班の 2班に分かれ、10時 45分から観察会を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上動物調査班 

 

 

 

 

 

 

 

 

水性動物調査班 

30分ほど採集・調査・観察会を実施しましたが、普段川に入ったことのない子が多く、小さなヌカエ

ビでも喜び、カジカやアカザが捕れた子等は自慢げに満面の笑みがこぼれていました。アカザでは刺さ

れるぞと注意すると、怖がりましたがこれもまた良かったのかなと思いました。陸上動物班でも、トノ

サマバッタは初めての子が大半で、その大きさにおっかなびっくり捕まえているのも印象的でした。そ

の後、11時 15分には採集を切り上げ、テント場に生き物を持ち寄り、25分から採集した生き物等の解

説を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

水性動物調査班全員集合：沢山の生き物とったぞー！ 
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最初、高橋先生から陸上昆虫の調査結果やトノサマバッタの説明、また昨年と比較して増水で減って

しまった昆虫等の説明があり、市川会員からも陸上の生き物の説明がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

高橋先生による陸上の昆虫説明 

堀会員からは鳥類として、カラスの仲間とサギ類の見分け方の説明があり、また、セキレイ類が今年

は殆ど見られない話がありました。佐々木会員からは、パックテストや透視度計による水質調査の仕方

の説明が有り、皆、真剣にパックテストに取り組んでいました。特に、きれいな水である鬼怒川の水に、

ちょっと缶コーヒーを加えただけで水質が悪化することを目で見て驚いている人が大半でした。 

中茎会員からは魚類の話として、昨年より多くの種類の魚が見つかった報告があり、アカザやカジカ、

カラドジョウ、スナヤツメの説明に子供達も興味津々でした。最後に、塩山から水性昆虫類の採集報告

し、カワゲラ・トビケラ・カゲロウなど増水に弱い種類が少なく、魚や移動が容易な生き物は増水など

でも結構生き残れることを説明しました。皆、それぞれに個性的な先生ですから、解説も個性に富んだ

話で、子供達も採集以上に目を輝かせていたのが印象的でした。 

生き物調査の説明は 12時 15分に終了し、地元のスタッフが作ってくれたおにぎりや豚汁、漬物類で

美味しい昼ご飯になりました。平石地区の皆様、本当に有り難うございました。 

 

【生き物調査：昨年（26 年）との比較報告】 

今年は 9 月 10 日に関東・東北に大雨があり、ここ鬼怒川でも堤防まで増水し、また下流の茨城県では

堤防が決壊する大変な洪水となりました。鬼怒川の生き物はどう変化したか、比較検討してみました。 

 

１．カワラノギクの変化は？ 

平石地区カワラノギクを守る会での保全場所は、１m 前後冠水したとのことであるが、河川敷自体は

それほど荒れてはいない表情でした。しかし、カワラノギク自体は昨年咲いていた株数の５％位と思わ

れる状況でした。今井会員によると、場所によってはかなり残っている場所もあるとのことですが、今

後、播種または移植などの保全活動が必要かなと思われました。 

 

２．シナダレスズメガヤの変化は？ 

河川敷の優占種で多くの面積を覆い、在来種に取って代わった憎き雑草です。地上部は刈り取られた

様にかなり少なくなったと感じましたが、株元はしっかり生き残っており、来年には息を吹き返しそう

な状況と思われました。 
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３．その他の植物の変化は？ 

カワラヨモギ等はしっかり根を張り、冬越しの準備に入っている状況が観察されました。その他の植物

では、詳細な調査は実施していませんが、増水の影響を強く受けた植物と、受けなかった植物があるこ

とが強く感じられました。 
 
４．魚類の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

（達観で、〇：増えた、－：変化なし等、▽：減った） 

捕獲された魚類は、昨年より種数が増える結果となりました。 

要因として次のことが考えられます。 

○調査場所が、昨年は鬼怒川本流が流れていたため、子供が採集するには危険すぎて主にワンドで採

集を行いました。今年は本流筋が東に移り、大半が膝下くらいの浅瀬で流れも穏やかで、子供達に

も簡単に採集出来る状況となり、その結果捕獲された種類が増えたものと思われました。 

○魚類等は、増水時に河川の安全な場所（浅い所）に逃げ込み、減水とともに自分の居場所に戻って

くることが知られています。一部は下流に流された個体もいると思いますが、生き延びた個体が多

いことも要因と思われました。 
 
５．その他水生動物類（達観表記は同じ） 

種類 
26年 
捕獲数 

27年 
捕獲数 

達観 

ツチガエル 並３ 並３ ― 

ﾄｳｷｮｳﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ 並１ 並５ ― 

ニホンアマガエル 並２ 並２ ― 

ヌカエビ 多 多 25 〇 

種類 
26年 
捕獲数 

27年 
捕獲数 

達観 

カラドジョウ １ ３ － 

ドジョウ ２  ▽ 

ホトケドジョウ  ２ 〇 

シマドジョウ １  ▽ 

カワムツ稚魚 多(15) 25 〇 

タモロコ １ ２ ― 

スナヤツメ １ ２ ― 

アカザ  ４ 〇 

カジカ  ５ 〇 

オイカワ  １ ― 

ジュズカケハゼ  １ ― 

ｶﾏﾂｶ・ﾂﾁﾌｷ？  １ ― 
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スジエビ １  ― 

アメリカザリガニ 多 少 10 ▽ 

チリメンカワニナ 少１  ▽ 

モノアラガイ 少１  ▽ 

シマイシビル 並１  ▽ 

 
カエルの仲間は、増水時波打ち際に移動出来るためか、昨年とあまり変わらない印象でした。 

エビ類では、ヌカエビが沢山見られ（増水時は波打ち際に避難？）ましたが、アメリカザリガニはか

なり少なく感じました。 

   カワニナやモノアラガイ等の貝類、シマイシビル等は昨年結構いましたが、今回は発見できず、下流

に流されてしまったものと思われました。 

 

６．水生昆虫類（達観表記は同じ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26年 
捕獲数 

27年 
捕獲数 

達観  

コオニヤンマ ６ ２ ▽ 

ハグロトンボ ５ １ ▽ 

コヤマトンボ ３ ４ ― 

ギンヤンマ １  ▽ 

カワトンボ ２  ▽ 

ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞの１種 ２ 10 〇 

ヤマサナエ  ３ 〇 

チラカゲロウ 並 － ▽ 

ｼﾛﾀﾆｶﾞﾜｶｹﾞﾛｳ 並 － ▽ 

ﾑｽｼﾞﾓﾝｶｹﾞﾛｳ  １ ― 

ﾓﾝｶﾜｹﾞﾗの１種 少 － ▽ 

ﾔﾏﾄﾌﾀﾂﾒｶﾜｹﾞﾗ 少 － ▽ 

ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾜﾄﾋﾞｹﾗ 並 少 10 ▽ 

ﾆﾝｷﾞｮｳﾄﾋﾞｹﾗ 多 少 2 ▽ 

ｳﾙﾏｰｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ 並 少 1 ▽ 

ｺｶｸﾂﾂﾄﾋﾞｹﾗ  少 1 ― 

ｷﾍﾞﾘﾏﾒｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 少 多 16 〇 

アメンボ等 多 少 ▽ 

ナベブタムシ  並 7 〇 

ﾀｲﾘｸｸﾛｽｼﾞﾍﾋﾞﾄﾝﾎ  少 1 ― 
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多くの水生昆虫にとって、河川の増水は壊滅的被害を与えることが知られています。移動性の高い種

類は、多少なりとも生き残れる確率が高いのですが、多くの種は激減します。今回の鬼怒川調査では、

トンボの仲間の幼虫等はそれなりに見つかりましたが、個体数は少なく感じられました。9月が幼令の

時期で増水に弱いと考えられるカゲロウ類、カワゲラ類、トビケラ類がかなり激減し、種類数も個体数

もかなり少ない結果でした。キベリマメゲンゴロウ類はすばしっこいためか、昨年以上に見つかったの

が印象的でした。 

 

７．陸上昆虫類の状況（達観表記は同じ） 

種類 
26年 
捕獲数 

27年 
捕獲数 

達観 

アキアカネ 多 多 ― 

ナツアカネ 少 － ▽ 

ノシメトンボ 中 多 〇 

ミヤマアカネ 少 多 〇 

ハグロトンボ 少 － ▽ 

キチョウ 並 並 ― 

ﾂﾏｸﾞﾛｷﾁｮｳ 並 － ▽ 

ﾂﾏｸﾞﾛﾋｮｳﾓﾝ 少 少 ― 

ベニシジミ 少 並 ― 

モンキチョウ 並 並 ― 

トノサマバッタ 多 多 ― 

ツチイナゴ 並 少 ▽ 

ｸﾙﾏﾊﾞｯﾀﾓﾄﾞｷ 並 少 ▽ 

カンタン 少 － ― 

クビキリギス 少 少 ― 

ﾁｮｳｾﾝｶﾏｷﾘ 少 － ― 

エンマコオロギ 並 － ▽ 

オオヨコバイ 多 － ▽ 

ﾄﾋﾞｲﾛﾂﾉｾﾞﾐ  ？ ― 

ｼﾛﾐｬｸｲﾁﾓﾝｼﾞﾖｺﾊｲ  ？ ― 

ゾナガウンカ  ？ ― 

 
トンボの成虫は、昨年とあまり変わらないような状況でした。生息場所の関係からうなずけます。 

 バッタ類では、トノサマバッタ等移動性の高い種は、堤防の上部に避難していたためか、それほど少

なくなった感じはしませんでした。コオロギ類やカマキリ等は、今回はあまり見られず、流されてしま

った可能性が高いと思われました。 

 チョウ類も少なく感じられたのは、9 月が幼虫や蛹世代であったものは流されてしまったことが考え
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られます。 

 ヨコバイ類は、専門家がいないため、昨年との比較は出来ませんでした。 

 
８．鳥類  

26 年度確認種はﾋﾖﾄﾞﾘ、ﾊｼﾎﾞｿｶﾗｽ、ﾓｽﾞ、ｶﾜｾﾐ、ｱｵｻｷﾞ、ﾊｸｾｷﾚｲ、ｶｲﾂﾌﾞﾘ、ｾｸﾞﾛｾｷﾚｲ、ｷｾｷﾚｲ、ｷｼﾞ、ｶﾜ

ﾗﾋﾜの 11 種が観察されました。今年度はﾊｼﾎﾞｿｶﾞﾗｽ、ﾓｽﾞ、ﾄﾋﾞ、ﾁｮｳｻｷﾞ、ｱｵｻｷﾞの 5種類でした。河原で

よく見かける、ﾊｸｾｷﾚｲ、ｾｸﾞﾛｾｷﾚｲ、ｷｾｷﾚｲ、ｶﾜｾﾐ、ｶｲﾂﾌﾞﾘ等が確認できず、増水のためにセキレイ等の

餌となる河原の昆虫が一時的に減少したことが考えられます。 

なお、黒色の鳥としてハシボソとハシブトガラス、サッカー日本代表チームのユニホームのエンブレ

ムになっているヤタガラスの話、白色の鳥としてダイサギ、チュウサギ、コサギのサギ類の話は、子供

達も熱心に聞いていました。 

 

９．アンケート調査の結果 

 今年は、アンケートを実施しました。回答者は 23 名で、男 13、女 10、小学生 11、大人 12 に回答し

て頂きました。 

 興味をもった水性動物は、ｶｼﾞｶ 9，ﾄﾞｼﾞｮｳ 7，ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ 6、ﾇｶｴﾋﾞ 5、ｶﾜﾑﾂ 4、ｶｴﾙ 3､ﾀﾓﾛｺ 2、その他

としてｼﾞｭｽﾞｶｹﾊｾﾞ、ﾔｺﾞ、ﾍﾋﾞﾄﾝﾎﾞ、ｹﾞﾝｺﾞﾛｳの名が上がっていました。 

陸上の動物では、ﾄﾉｻﾏﾊﾞｯﾀ 8、ﾁｮｳ類 7、ﾂﾁｲﾅｺﾞ 5､ｶﾗｽ 3、ｱｶﾄﾝﾎﾞ類 2、ｶﾜｾﾐ 2、その他ではｶﾜﾗﾊﾞｯﾀﾓﾄﾞ

ｷの名がありました。 

観察会で良かった点では、楽しかったが約半数から寄せられました。自分で採集出来・経験・触れる

ことができた。色々な生き物が見られた。説明が解りやすかった。採集場所が良かった。実験が出来た。

採集道具が借りられた。企画が良かった。子供が喜んでいた。そして、お昼ごはんが美味しくて、スタ

ッフの皆さんに感謝しますとの意見も 2番目に数えられました。等、大変好評な結果でした。 

 今後もまた参加しますかには、是非参加 13、参加したい 8と両者が大半でした。開催場所については、

今回の場所が最適との意見もありました。 

 何かご意見については、お昼が美味しかったことが寄せられ、準備品が解らなかった。小学校高学年

が参加すべきだ。との意見もあり、今後の企画の参考になりました。 

TECA の参加者は安場、三浦、今井、市川、塩野谷、中茎、堀、佐々木、田中、塩山の 10 名（順不同）

です。 
 
 

猪倉山 泉福寺 
堀 誠 

近所に「泉福寺」というお寺があります。正式名は「新義真言宗智山派 猪倉山 束光院 泉福寺」と

いいます。私の通年のウォーキングコースになっています。 

寺の開創は 815（弘仁 6）年で、ホームページには「弘法大師空海上人が薬師如来を刻し草庵を結び、

東光院と名付けたのを開創としています。」とあります。 
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また、「現在の本堂は 1975(昭和 50)年に建立した物で、仏像は本尊胎蔵界大日如来、阿弥陀如来座像、

地蔵菩薩立像、弘法大師、興教大師、 理源大師を祀っている。他に寺宝として、十王図十幅、十二天 

像十二幅、大般若経六百巻があります。」と解説されております。趣のあるお寺が近くにあったようで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

なお、お寺の本堂の天井画は、平成 23年に文星芸術大学の日本画専攻の学生さんたちが、全 88面を

完成させ納めたそうです。これは、泉福寺の総本山、京都の智積院に納められている長谷川等伯らが描

いた国宝の障壁画の中から図案を切り取り、描かれた 400年前当時の彩色を想定されて描いたものらし

いです。現代の若者の智が 400年後に伝わるよう、願わずにはいられません。 

境内では、毎月「泉福寺ライブ」が開催されているそうで、今年の 12月 13日の開催で 93回目だそ

うです。機会があれば行ってみたいと思います。 

それから、お寺から猪倉山までの登山道には「新四国八十八カ所」の霊場が開創されています。以前、

猪倉山に登った時に確かに登山道沿いに石仏が佇んでいました。もっとも数までは数えませんでした。 

お寺では、梅、桜、モモ、サツキ、シャクナゲ、アヤメ、フジ、紫陽花など、四季折々の花が見られ、

心が癒されます。 
周辺で撮影した写真で、雰囲気を味わっていただければと思います。 
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東京モーターショー見学記 

                   小林 進一 

栃木県は、車の保有台数で全国トップレベルであると聞いた事がある。それだけ富裕層が多いのか”

不便な地域”が多いのか？近所に７０代後半のご夫婦が住んでいるが、車は絶対に手放せないと言って

おりました。自由な時間に、行きたい場所に、自由に移動できる利便性は手離し難い人の本能のようで

ある。日本には高齢化社会到来に伴い、高齢者による悲惨な事故が多々見受けられる昨今の交通事情が

ある。「高速道路逆走」・「ブレーキとアクセルを踏み間違えて店頭に突っ込む」・「歩道か道路かわから

ず走行していた」・「人にぶつけても、ぶつけた記憶が無い」等々、新聞やテレビで報道されていること

は、日々感じていることと思います。私も前期高齢者の予備軍に入ったことを機会に、今年は１５年ぶ

りに１０月３０日から１１月８日まで開催された「第４４回東京モーターショー」に行ってきたので見

学記を書いてみたい。 

まず二つの事が印象に残ったので列記する。一つは私を含めてだが、年配の元気な方の姿が多数みら

れ、特に車が青春のステータスであり車が社会を作り上げてきた、右肩あがりの社会を享受した、とい

う実感世代が余裕を持ちながら見学していたことである。 

会場の風景 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

二つ目は、会場で聞こえた声。「若い人が少ないな」「車に夢を持てないのかな」「給料が安いのかな」

等。これでは車が売れない。何だか現代の世相が表れているような、こんなに日本の社会構造が歪んで

きているのか、と考えさせられる思いがした。 

そのような感情を持って見学したからか、どこのメーカーも「これからは自動運転車が売りだ」と目

白押しのＰＲをしていたが、何かむなしい感傷を持ったのは私だけだろうか。熱気の中の、新型車を眺

めながら“高齢者”がターゲットで、「あなたたちが運転をしなくても良いように考えた車だよ」と、

言われているような気がしてならなかった。反面、会場には「孫世代と若い女性」が多いように感じら

れた。後ろに見える顔は「お爺ちゃんやお婆ちゃん」である・・・。 

一昔前は、「燃費の良い車」曰く「省エネ車」＝ハイブリット車が主流であったが、今や当たり前の

仕様である。もはや車は、①内装の豪華さ、②衝突防止装置、③パステルカラー、④電気自動車、⑤自

動運転の時代である。いかに日本の自動車が変遷してきたか、便利な移動手段として進化してきたか、

見ているだけで圧倒され心臓が高鳴りしてきたような感じがした 1日であった。特に将来必ず起こりう

るであろう「自動運転車」の実現。それは夢であった車が目の前の現実となりつつある。「事故死をゼ

ロにするため自動運転を進めて行く」と宣言したトヨタを筆頭に、「目的地まで乗ってるだけで良い車」、
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「自動運転モードに切り替えるとハンドルが収納される車」、「自分の居場所まで迎えにきてくれる車」

等、それに加え「燃料電池車（ＦＣＶ）」、化石燃料を使わずに環境に配慮した仕様の実現が、目の前の

現実となってきているのである。日本を発展させてきた先進技術の進化には目を見張る。海外メーカー

も「日本に遅れるな」という勢いで“自動運転車”に突入している。 

 

   日産の自動運転車「ＩＤＳコンセプト」    ベンツの自動運転車「ビジョントーキョー」 

 

 

 

 

 

 

 

車の進化は、人類の進化といわれて久しいが、“画期的な技術が私たちの生活を変えようしている（ニ

ッサン）”ことは確かである。反面、「地球資源」を大量に使用するのも“自動車”である。人間社会だ

けが便利になり「地球環境」がなおざりにされ、環境破壊という代償が人類に降りかからないかという

心配事が、私の頭をよぎった「東京モーターショー」であった。 

開発の技術者に是非お願いしたいのは、“バラ色の未来”と“地球環境”のバランスを考えた、“自動

運転車”の実現を主眼に置き、高度な技術を集積し「当たり前の自動運転車」を目指して欲しい。人類

や生物が共存共栄していく地球のため。 

 

 

 

漢詩を詠じて舞う 

                   今井 信行 

２０１０年８月宇都宮市の広報誌に“漢詩の朗詠と舞い”の講習会案内がありました。高校時代から

漢詩に興味があったので「漢詩」という言葉に惹かれて直ぐに申し込見ました。８月だけ１ヶ月間の講

習会なので直ぐに終わると思っていたところ、講習会の成果を９月２５日に宇都宮市文化協会主催の文

化発表会でオリオン通りのオリオンスクェアで発表することになり「宝船」という詩舞を舞うことにな

りました。思いもよらない事でしたので９月は受講生達で独自練習を重ね恥ずかしさを振り切って出場

しました。小学校の学芸会以来の舞台の上の演芸でした。 

それから２年の空白の期間がありましたが、当時の仲間から今度は吟詠（詩吟）をやらないかとの声

がかかり市内の老人福祉センターの「ふれあい莊」で習うことになりました。講師の鈴木凱山先生は、

神道無念凱山流の宗家であり、全日本剣詩舞道連盟元理事長、公益財団法人日本吟剣詩舞振興会の元老

で平成２５年には栃木県の文化功労賞を受け、現在も国内はもとより海外に日本の伝統芸能を広めてい

る先生です。この様な先生が身近にいることが分かり、今では先生の指導を受けるために積極的に「ふ
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れあい莊」に通っています。 

月に２回の吟詠の練習、同じく２回の詩舞の練習に参加し、月に４日間は吟詠、詩舞に力を注いでい

ます。会員は６０歳台から８０歳台の男女であり、中には吟詠の高段者もいますが、歳の為か芸は下手

ですが今では私が会（陽扇会）の会長に祭り上げられて日々練習に励んでいます。 

現在、吟詠を始めて３年半、詩舞を始めて２年半になります。今年１０月１８日には栃木県芸術祭で県

総合文化センターの舞台に初めて立ち「富士山」の詩舞を舞うことができました。舞台に立ち照明に照

らされると観客席は薄暗く観客の顔は見えない状況でした。夢中で踊り、終わってみる何をやったのか

覚えていないほど緊張しましたが一方ホットした気持ちで喜びが湧いてきました。 

添付の写真は、出場を前に控え室で練習する光景です。もう一枚の写真は、家族旅行で孫と一緒に「黒

田節」を舞っている写真です。家族が拍手をするので上手に出来たのかな？と思っていたら実は私の後

ろで私の真似をして踊る孫に対する拍手でした。 

陽扇会の吟詠、詩舞の仲間達は皆さん気配りのある良い方々であり、また最高の先生の指導を受けら

れるので日々楽しんで練習を重ねています。今後は、更に実力をつけて、仲間達と一緒に高齢者施設な

どの慰問活動をしたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
書籍の紹介 

安場 博  

紹介する本は、小島正美編「誤解だらけの遺伝子組み換え作物」エネルギーフォーラム社である。「Ⅰ

部：なぜ誤解はいつまでも続くのか？」の中で毎日新聞記者である編者は、2001 年まで遺伝子組み換

え（GM）作物のマイナス面ばかりを記事にしていた。とにかく不安をあおる記事ばかり書いていたと

言う。編者がアメリカで現場を見て、今まで GM 作物に持っていたイメージが真実から相当離れていた

ことを知り、この本は書かれた様である。本の構成は、Ⅰ部：なぜ誤解はいつまでも続くのか？、Ⅱ部：

日本ではなぜ理解が進まないのか？、Ⅲ部：遺伝子組み換え作物の真実、の 3 部構成で、Ⅰ部では遺伝
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子組み換え食品の解説、Ⅱ部では日本の、Ⅲ部では海外の科学者、農業生産者及びマスコミ関係者らが

意見を書いている。 

GM 作物は、トウモロコシ、大豆、小麦などの穀物やナタネ、綿、米（ゴールデンライス）など、既

に多くの作物が開発されている。アメリカでの GM 作物の栽培面積は日本国土の 2 倍の広さで、過去

20 年間で 3 億人が GM 作物を食べているが、それによる健康被害は一例もないと言う。農業生産者は

収量が増え、農薬散布が少なくなり、除草の手間が省け、結果として農業生産者の利益が増えるとして

いる。また人手がかからないので、栽培面積を更に拡大できると言う。 

「日本は一見 GM 食品を受け入れていない様に見えるが、5%以下の意図せざる混入は“遺伝子組み

換えでない”と表示できるので、GM 食品を避けたいと思っている主婦でも 20 粒に 1 粒は GM 大豆が

混じっている納豆を食べている可能性がある。」そして「何より、日本は世界有数の GM 作物の輸入大

国であり、表示義務の無いコーンシロップや清涼飲料水、サラダ油、家畜飼料などには GM トウモロコ

シや大豆が大量に使われている。」という。GM 作物は、①害虫耐性を強化したもの、②特定の除草剤

に耐性をもたせたもの、③害虫耐性・除草剤耐性の両方をもたせたもの が大きな流れてあるが、乾燥

した土地に強い作物や褐色に変色しないリンゴなど、自然災害リスクに強い作物やより商品価値を高め

る作物などもある。 

さらにビタミン A の前駆物質であるベータカロチンを作るトウモロコシの遺伝子を組み込んだゴー

ルデンライスは、食べると体内でビタミン A が作られ、貧しい国でのビタミン A 不足による疾病・障

害が防げると言う。日本やヨーロッパの消費者は GM 作物の拒否が多く、商業的な栽培も出来ていない。

アメリカでも GM 製品を拒否する消費者も多くおり、GM 作物不使用を表示するラベル（バタフライラ

ベル）があり、アメリカ全体としては表示義務は無いようであるが、州毎に表示義務化の動きもある。 

GM 作物が問題であるとする論文が、2012 年のフランスのセラリーニ氏の「GM トウモロコシをラッ

トに食べさせると癌が増えた」と言う論文があるが、実験の不備など多くの研究者の批判を受けて論文

を掲載した科学雑誌はこの論文を取り消した。安全であることを証明することは難しいが、導入した遺

伝子から作られるたんぱく質は体内に入れば消化され、蓄積する 

ことは無いので孫の代まで影響することは無いし、今まで 20 年間 

で 3 億人の人が食べても問題は起こっていない。同じ遺伝子組み 

換えでも「iPS 細胞は注目され、GM 作物はなぜ拒否されるのか」 

とも書かれている。 

TPP 交渉がほぼ妥結し、日本の農業が今後どのような道を進む 

か考えねばならない時であり、カロリーベースで日本の食糧自給 

率が 39%と非常に低く、若者の就農率が上がらない中で、農作業 

が楽になり、収量が増え、結果利益が増える GM 作物を日本がほ 

とんど研究もしていない現状は憂うべきだと私は思う。 

日本の食糧安保を考える上でも日本の気候に適した GM 作物の研究を進める必要があると思う。 

GM 反対派も賛成派も一度この本を手に取って読んでみられたらと思う。 
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編集後記 

 新たらしい年があけました。また一つの年を経ても気持ちはまだまだ若いと自負しているところです

が、身体はガタガタで、特にヒザ痛には困っています。とにかくヒザに負担をかけなければよくなるの

ですが、少し良くなったと思って運動不足解消にウオーキングをすれば、痛みが再発することの繰り返

しで困ったものです。本誌の“漢詩を詠じて舞う”の写真での今井会員の雄姿を見ると羨ましい限りで

す。今年も身体はこんなものですが、気持ちで良い年にしたいと思っています。（事務局長 三浦四郎） 
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