社会の問題解決に土木人の
エンジニアリング力を期待
回。今回は会長が古くから親交

大石会長が各界の第一人者とともに経済や社会、歴史、文化など幅広い分
野 と 土 木の関 わ り を 議 論 す る 対 談の 第

対

のある寺島実郎氏の活動拠点「寺島文庫」へ伺い、インフラの国家戦略に
ついて活発な意見を交わしあった。

（一財）
日本総合研究所会長、多摩大学学長

寺島 実郎
1947年北海道生まれ。73年早稲田大学大学院修了、三井物産入社。
米国三井物産ワシントン事務所長、三井物産戦略研究所会長等を
歴任。国交省社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会長な
ど、国の審議会委員も多く務める。
『ユニオンジャックの矢』
（NHK
出版）、
『シルバー・デモクラシー』
（岩波新書）など著書多数。

談

第 105代土木学会会長

大石 久和

土木技師ブルネルがチャーチルの次に
尊敬される国、イギリス
大石

き合いながら、今注目すべきジャンル

として、私自身が時代のキーマンと向

お久しぶりです。今、
「 寺島

文庫」の全体をご案内いただきました

やテーマについて徹底討論していま

─

が、この部屋はテレビ番組の収録スタ

寺島先生には、国土交通行政

す。

─

大石

についてさまざまな審議会を通じてご

BS で毎週金曜日の夜に

放送している番組『週刊寺島文庫』は、

指導をいただき、ありがとうございま

寺島

─

ジオとして使われているのですね。

大石 久和

まさにこの文庫を時代認識の発信の場
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寺島 実郎
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京都大学大学院工学研究科修士課程修了後、建設省（現・国土交通
省）入省。道路局長、国土交通省技監を歴任。退官後、国土技術研究
センター理事長を経て、現在、全日本建設技術協会会長。
「国土に働
きかけることによってはじめて国土は恵みを返してくれる」を主題
とする「国土学」を提唱。
道の駅制度化の推進者でもある。
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※土木学会のウェブサイトで、この対談記事を配信しています。
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続いています。各国政府の固定資産形

今は、予算削減によって厳しい環境が

体」であると考えています。しかし昨

備・形成し、管理する「知的生産の総

話を伺います。

した。今日は土木学会会長の立場でお

のは、ものごとを総合的、体系的に組

せません。エンジニアリング力という

アリング力」というキーワードは欠か

き、目に見えない財として「エンジニ

イギリスのポテンシャルを考えると

術者です。

め、数々のインフラ施設を手掛けた技

テームズトンネルを建設したのをはじ

経済の本当の意味での成長はありま

について議論していかなければ、国の

ムの話。しかし、現実のプロジェクト

どうなっているかというマネーゲー

ディアが報じるのはたいてい、株価が

力が日本人に問われているのです。メ

支えていることをイメージする想像

が、実は生身の人間のダイナミズムを

しょう。

分がないがしろにされてしまうので

ら、それを支えているベーシックな部

のような風潮が蔓延しています。だか

を向けていれば経済を語れているか

るようになって久しく、金融にさえ目

大石

せん。

けです。もちろん、上昇しているのは

金融経済が実体経済を上回

成費と GDP の伸び率を比較してみ

み立てて課題解決に導くアプローチで

寺島

不動産だけではありませんから、中間

─

ると、日本を除くすべての先進諸国は

す。ブルネルはまさにその先駆者であ

私は、土木というのはインフラを整

固定資産形成費と GDP がともに伸

り、そういう人物が国民から高い評価

アジア貿易の進展で
日本の国土軸が変わる

びており、日本だけ固定資産形成費が

ギリスと日本の違いを明確に表してい

とがありましてね。サンフランシスコ

所得層や学生にとっては生活コストが

この事実こそが、イ

を受けている

るのではないでしょうか。

へ行ったのですが、ベイエリアで不動

かさみ、非常に住みにくい状況になっ

─

減り、GDP も下がっているのです。

私は現在も続いている社会資本整備

産価格が異様なまでに高騰しているの

ている。シリコンバレーの光と影の、

先日、大変ショッキングなこ

思えます。インフラは常に時代を切り

審議会の国土幹線道路部会はもちろ

です。ごく普通の小さな一戸建て住宅

影の部分がベイエリアに凝縮した恰好

─

拓いてきたし、国民生活を支える基礎

ん、それ以前からさまざまな委員会で

でも、日本円で 億円を超えるほど。

にもかかわらず、政治もメディアも

中の基礎であるのに、国中でその認識

「単純に公共投資を減らせばよいとい

ほとんど危機感を持っていないように

が薄いのは一体なぜなのか。これが私

原因は、ICT のイノベーション・

これを見て私は、格差や貧困の問題

ば、イギリス人の尊敬する歴史上の人

2002年に実施した世論調査によれ

「命の道」や、道路啓開の「くしの歯作

の沿岸部で唯一の安全地帯となった

とはいえ、東日本大震災の際、釜石

を投下し、一部の経営者が巨万の富を

バレーの有望ベンチャーに莫大な資金

まり、ベンチャーファンドがシリコン

ルストリートのリンクにあります。つ

く痛感しました。そういう能力を持っ

ングする発想が重要である、とつくづ

人間が生きていく空間をエンジニアリ

ンフラやアセットマネジメントを含め

な社会システムを構想していく力、イ

です。

うものではない」と言い続けてきたも

センターであるシリコンバレーと、マ

を解決するためには、より広域で新た

の長年の疑問です。

のの、なかなか理解を得られずに悩み

ネーゲームのセンターであるウォー

物は一位がチャーチルで、二位にはイ

戦」で救援ルートが確保されたなどの

手に入れた。彼らがサンフランシスコ

近 著『 ユ ニ オ ン ジ ャ ッ ク

寺島

ました。

ザムバード・キングダム・ブルネルが

事実によって、世の中の空気も少し変

─

の 矢 』に も 書 き ま し た が、BBC が

入っているのです。ご存知のとおり、

ているのは、土木をはじめ工学系の人

たちです。

のベイエリアに不動産を購入すること

で、価格が吊り上げられてしまったわ

わってきたように感じます。
今こそ、無味乾燥に見えるインフラ

ブルネルは世界で初めてシールド工
法を採用し、テームズ川の下をくぐる
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国土幹線道路部会長を引き

寺島

─

佐の頃に始まった長期プロジェクトで

受けてから、私は「首都圏 環状を実

激励をありがとうございま

大石
す。当初は都心を迂回する環状道路の

かを常に自らに問いかけていなければ

分野を統合して国民に何を提供できる

らではの特性であり、それぞれの専門

す。それこそが工学のなかでも土木な

木は総合科学である 」と伝えていま

心を通らずに東海と東北を結ぶことが

アで見ると確かにそうなのですが、都

か」と怒られる始末でした。狭いエリ

と逆の方向を通らなければいけないの

してもらえず、
「なぜわざわざ目的地

意義が地権者や国民からまったく理解

日本の貿易の ％をアジアとの交易が

というのが私の持論です。今すでに、

いのが「アジアダイナミズム」である、

日本が成長していくために欠かせな

公言してきました。

現させなければ日本の未来はない」と

めるのがわれわれの仕事です。たとえ

的な視野に立ってプロジェクトを進

寺島先生がおっしゃるとおり、長期

ンを求める発想では成り立たないの

わけです。マネーゲームで短期のゲイ

できれば、大きな経済効果が生まれる

を促さなければならなくなる（図）。

海側の港湾と太平洋側の戦略的な対流

ています。そうすると、必然的に日本

占めており、日本海物流の重みが増し

中央自動車道で結ばれている山梨が、

が圏央道でつながることで、八王子と

ます。加えて、関越の鶴ヶ島と八王子

に立てば、インフラはまさにこのダイ

国土軸が変わってきているという発想

ジアとの大きな関係性において日本の

つなぐ関越自動車道の重要度が上がり

たとえば首都圏では、新潟と東京を

が、土木の世界です。

土木は安心な暮らしをつくる
「安寧の公共学」です

ナミズムを血流としてつなぎとめる

「知恵の基盤」と言えるでしょう。

工場立地の適地として注目されるとい

う現象も起きている。このように、ア

超高齢社会に求められる

「移動」と「交流」の機会創出

圏央道は物流ばかりでなく、

次々と建設されましたが、近年、そこ

─
寺島

に住む人たちが軒並み定年を迎えて高

す。そのような厳しい状況の突破口と

失など大変な課題に直面しつつありま

齢化し、社会的な孤立や生きがいの喪

“人流”の軸を変える要にもなってい
きます。

年

号沿いに大規模な団地が

70

4
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─

す。私も土木学会の会員に向けて「土

いけない、と。

3

ば、圏央道は私がまだ道路局の課長補

52

首 都 圏 で は1950年 代 か ら
代、国道

16

非常に重要なテーマです。横浜の団塊

に参加しています。震災から 年がた

ち、数字のうえでは復興が進んでいる

阪神・淡路大震災以降いくつもの大

シニアが長野県飯綱町で仲間と運営

ですが、人は自然の中で季節の変化に

地震を経て、災害時に役立つ携帯電話

と言うものの、東北の人口減少は止ま

気づき、食や農に関わって工夫したり

やコンビニは普及しましたが、被災者

する実験的リンゴ農園の事例を『シル

することで賢くなり、それがコミュニ

のための住環境整備は一向に進んで

らず、産業基盤をどうするかといった

ティー参加のプラットフォームにもな

いない。いまだに体育館にゴザなので

バー・デモクラシー』という本に書き

る。そうした機会を増やすために、高

す。たとえば、水回りをパッケージし

広域での構想は生まれていません。

齢になっても自由に動き回れる手段を

た居住用コンテナを地方ごとに集積

ました。私は「いざ、裏山へ」と言うの

用意していく必要があります。

広域ネットワークのほか、これと連携

流を支えるためには、リニアのような

最高ですね（笑）。人びとの移動と交

つくっていますが、ストレス解消には

大石

館として使う」と考えるぐらいの発想

う」ではなく、
「避難所を平時には体育

大石

きだと思います。

ぶ、といった仕組みを構築しておくべ

しておき、自衛隊のヘリで被災地へ運

一方、今後の日本を考えるうえでは

る構想も求められていると思います。

今後も、国民が安心して暮らせるため

共学」でもあると私は思っています。

総合科学であると同時に、
「安寧の公

私も家庭菜園でジャガイモを

ア中間駅はどう変われるか、柔らかい

して地域の側で人の移動を支えるモー

の転換が必要かもしれません。土木は

─

して私が注目しているのが、相模原で

頭で大きな構想を描いていかなければ

ビルアビリティーを階層的に用意す

れるこれから、核家族で大都市にしが

防災も重要です。私たちは東日本大震

に、われわれにできることを追求して

「 体育館を避難所として使

す。相模原は圏央道ともつながってお

なりません。

けるようになるのです。まもなく異次

みつく暮らしは限界に来ていると思

災で、すべての自然災害を防災施設だ

─

り、将来は中央リニア新幹線も通る。

元の高齢社会へ突入する日本におい

います。日本には自然豊かな地方があ

いきます。本日は貴重なご意見をあり

“人生100年時代”と言わ
大石

て、交通ネットワークはどうあるべき

けで防ぐのは不可能だと学びました

美絵

り、これをもう一度活用するべきでは

［執 筆］
三上

か。
「相模原モデル」が、その基準にな

るようにしておかなければなりません。

がとうございました。

おっしゃるとおり、
「 移動 」

私は宮城県の震災復興会議

拓也

が、施設によって被害を緩和すること

─
寺島

寺島

［撮 影］
大村

ないでしょうか。そのために欠かせな
ると考えています。
2045年には品川─大阪間が約

1
時間で結ばれますが、その頃、 号線

と「交流」をどう増やしていくかは、

─

は可能です。防げるものはまず、防げ

─

リニアなら品川や甲府へ 分程度で行

より広域の社会システムを
構想していく力が問われます

6

いのが、交通ネットワークの充実です。

10

の団地住人はどうなっているか、リニ
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